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(57)【要約】
　無線通信デバイスの無線回路を構成する方法、装置及
びコンピュータ可読媒体について説明する。無線通信デ
バイスは、第１及び第２の受信シグナリングチェーンを
使用して第１の無線ネットワークへの接続を確立する。
無線周波数チューンアウェイイベントを検出したことに
応じて、無線通信デバイスは、第２の無線ネットワーク
についての受信信号条件のセットが満たされたときに、
第２の無線ネットワークから信号を受信するように無線
周波数シグナリングチェーンのうちの１つのみを再構成
する。無線通信デバイスは、受信信号条件のセットが満
たされないときに、無線周波数シグナリングチェーンの
双方を第２の無線ネットワークに再構成する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成するための方法であって、前記方
法が、
　前記無線通信デバイスにより、
　第１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンを
使用して、第１の無線通信プロトコルに従った第１の無線ネットワークへの接続を確立す
ることと、
　無線周波数チューンアウェイイベントを検出することと、
　第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされた場合に、前記第
１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンのうち
の１つのみを、第２の無線通信プロトコルに従った第２の無線ネットワークに再構成する
ことと、
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされない場合
に、前記第１の無線周波数シグナリングチェーンと前記第２の無線周波数シグナリングチ
ェーンの双方を、前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークに
再構成することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、前記第２の無線ネットワ
ーク上での接続のために、前記第１の無線ネットワークからモバイル着信ページ指標を取
得することを含み、
　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、前記第２の無線ネットワ
ークとの接続を確立するために、モバイル発信指標を取得することを含み、
　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、
　前記第２の無線ネットワークからのページングメッセージをリッスンするための、前記
第２の無線ネットワークから受信した信号を測定するための、又は、無線通信アクセス技
術間測定を実行するための間欠受信（ＤＲＸ）ウェイク時間期間を検出すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号強度又は受信信号品質がしきい値を超
えたときに、前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
送信を提供することを必要とする場合に、送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成することと、前記第１の無
線ネットワークから信号を受信するために前記第２の無線周波数シグナリングチェーンの
構成を維持することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）又はロング
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タームエボリューションアトバンスト（ＬＴＥ－Ａ）無線通信プロトコルに従って動作し
、前記第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３Ｇ）無線通信プロトコルに従っ
て動作する、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
送信を提供する必要がない場合に、送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成することと、前記第１の無
線ネットワークから信号を受信するために前記第１の無線周波数シグナリングチェーンの
構成を維持することと
　を更に含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記チューンアウェイイベント中にモバイル着信ページングメッセージを受信したこと
に応じて、
　前記送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数シグナリングチェーンを前記
第１の無線ネットワークに再構成することと、
　前記送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数シグナリングチェーンを前記第２の
無線ネットワークに再構成することと、
　前記送信機を前記第２の無線ネットワークに再構成することと、
　を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされた場合に
、前記チューンアウェイイベントに先立って、ランクインジケータ値１を含むチャネルス
テータス報告を前記第１の無線ネットワークに送信すること
　を更に含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　無線通信デバイスであって、
　前記無線通信デバイスと第１の無線ネットワークとの間の接続及び前記無線通信デバイ
スと第２の無線ネットワークとの間の接続を確立及び解放することを制御するように構成
された１つ以上のプロセッサと、
　第１の無線通信プロトコルに従って前記第１の無線ネットワークに信号を送信し、第２
の無線通信プロトコルに従って前記第２の無線ネットワークに信号を送信するように構成
可能な送信機と、
　前記送信機と関連付けられ、前記第１の無線ネットワーク又は前記第２の無線ネットワ
ークから信号を受信するように構成可能な第１の受信機と、
　前記送信機と関連付けられておらず、前記第１の無線ネットワーク又は前記第２の無線
ネットワークから信号を受信するように構成可能な第２の受信機と
　を備え、
　前記１つ以上のプロセッサが、
　　前記送信機、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を使用して、前記第１の無線ネ
ットワークへの接続を確立し、
　　前記第２の無線ネットワークと通信するためのチューンアウェイイベントを検出し、
　　前記チューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワー
クについての受信信号条件のセットが満たされたときに、前記チューンアウェイイベント
中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機のうちの１つのみを前記第２の無線ネット
ワークに再構成する、
　ように更に構成される、無線通信デバイス。
【請求項１２】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
シグナリングメッセージ又はデータメッセージの送信を必要とし、前記第２の無線ネット
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ワークについての受信信号条件の前記セットが満たされたとき、前記送信機と関連付けら
れた前記第１の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１３】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントが前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つのシ
グナリングメッセージ又はデータメッセージの送信を必要としないときに、及び、前記チ
ューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワークについて
の受信信号条件の前記セットが満たされたときに、前記送信機と関連付けられていない前
記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１４】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワーク
についての受信信号条件の前記セットが満たされないときに、前記チューンアウェイイベ
ント中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構
成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１５】
　前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線通信プ
ロトコルに従って動作し、前記第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３Ｇ）無
線通信プロトコルに従って動作する、請求項１１から１４のいずれか一項に記載の無線通
信デバイス。
【請求項１６】
　前記１つ以上のプロセッサが、前記第２の無線ネットワークを用いて確立されるモバイ
ル着信音声接続の指標を取得することによって前記第２の無線ネットワークと通信するた
めに、前記チューンアウェイイベントを検出するように構成される、請求項１１から１４
のいずれか一項に記載の無線通信デバイス。
【請求項１７】
　前記１つ以上のプロセッサが、前記第２の無線ネットワークと通信するための間欠受信
（ＤＲＸ）サイクルのウェイク時間期間の指標を取得することによって前記第２の無線ネ
ットワークと通信するために、前記チューンアウェイイベントを検出するように構成され
る、請求項１１から１４のいずれか一項に記載の無線通信デバイス。
【請求項１８】
　前記第２の無線ネットワークから受信した信号についての信号強度又は信号品質の測定
がしきい値を超えたときに、前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記
セットが満たされる、請求項１１から１４のいずれか一項に記載の無線通信デバイス。
【請求項１９】
　無線通信デバイスの無線回路を構成するために永続的コンピュータ可読媒体においてコ
ンピュータプログラムコードとして符号化されるコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータプログラム製品が、
　送信機、前記送信機と関連付けられた第１の受信機、及び第２の受信機を使用して、第
１の無線ネットワークへの接続を確立するためのコンピュータプログラムコードと、
　第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされたときに、チュー
ンアウェイイベント中に、前記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成し、
前記第１の無線ネットワークに接続された前記第１の受信機及び前記送信機を維持するた
めのコンピュータプログラムコードと、
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされないとき
に、前記チューンアウェイイベント中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を前記
第２の無線ネットワークに再構成するためのコンピュータプログラムコードと、
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　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記チューンアウェイイベントに先立って、ランク指標１を含むチャネルステータス報
告を前記第１の無線ネットワークに通信するためのコンピュータプログラムコードであっ
て、前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線通信
プロトコルに従って動作し、前記第２の無線ネットワークが、第３の世代（３Ｇ）無線通
信プロトコルに従って動作する、チャネルステータス報告を通信するためのコンピュータ
プログラムコード
　を更に備える、請求項１９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　シングルラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成するための装置であって、
　第１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンを
使用して、第１の無線通信プロトコルに従った第１の無線ネットワークへの接続を確立す
るための手段と、
　無線周波数チューンアウェイイベントを検出するための手段と、
　第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされた場合に、前記第
１の無線周波数シグナリングチェーン及び前記第２の無線周波数シグナリングチェーンの
うちの１つのみを、第２の無線通信プロトコルに従った第２の無線ネットワークに再構成
するための手段と、
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされない場合
に、前記第１の無線周波数シグナリングチェーンと前記第２の無線周波数シグナリングチ
ェーンの双方を、前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークに
再構成するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２２】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出するための前記手段が、前記第２の無
線ネットワーク上での接続のために、前記第１の無線ネットワークからモバイル着信ペー
ジ指標を取得するための手段を含み、
　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成するための手段
　を更に備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出するための前記手段が、前記第２の無
線ネットワークとの接続を確立するためにモバイル発信指標を取得するための手段を含み
、
　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成するための手段
　を更に備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出するための前記手段が、
　前記第２の無線ネットワークからのページングメッセージをリッスンするための、前記
第２の無線ネットワークから受信した信号を測定するための、又は、無線通信アクセス技
術間測定を実行するための間欠受信（ＤＲＸ）ウェイク時間期間を検出するための手段
　を備える、請求項２１に記載の手段。
【請求項２５】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号強度又は受信信号品質がしきい値を超
えたときに、前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされる
、請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
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送信を提供することを必要とする場合に、送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成するための手段と、前記第
１の無線ネットワークから信号を受信するために前記第２の無線周波数シグナリングチェ
ーンの構成を維持するための手段と
　を更に備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）又はロング
タームエボリューションアトバンスト（ＬＴＥ－Ａ）無線通信プロトコルに従って動作し
、前記第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３Ｇ）無線通信プロトコルに従っ
て動作する、請求項２１から２６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
送信を提供する必要がない場合に、送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成するための手段と、前記第
１の無線ネットワークから信号を受信するために前記第１の無線周波数シグナリングチェ
ーンの構成を維持するための手段と
　を更に備える、請求項２１から２６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２９】
　前記チューンアウェイイベント中にモバイル着信ページングメッセージを受信したこと
に応じて、
　　前記送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数シグナリングチェーンを前
記第１の無線ネットワークに再構成し、
　　前記送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数シグナリングチェーンを前記第２
の無線ネットワークに再構成し、
　　前記送信機を前記第２の無線ネットワークに再構成する
　ための手段
　を更に備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされた場合に
、前記チューンアウェイイベントに先立って、ランクインジケータ値１を含むチャネルス
テータス報告を前記第１の無線ネットワークに送信するための手段
　を更に備える、請求項２１から２６のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　説明される実施形態は、全般的に、無線通信デバイスと無線ネットワークとの間の接続
を管理するための方法及び装置に関する。より詳細には、本実施形態は、ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）無線ネットワーク及びコード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）２
０００　１ｘ無線ネットワークから同時に信号を受信するようにシングルラジオ無線通信
デバイス中の無線回路を構成することについて説明する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ネットワークは、新たな通信技術が開発及び規格化されると共に、進化し続けてい
る。無線ネットワークのオペレータは、前世代の通信技術と平行して新しい通信技術を展
開することができ、無線ネットワークは、無線通信デバイスの複数の世代にわたる円滑な
遷移を提供するために、複数の通信技術を同時にサポートすることができる。無線通信デ
バイスは、異なる無線通信技術を使用する異なるタイプの無線ネットワークへの無線接続
をサポートするためのハードウェア及びソフトウェアを含むことができる。異なる無線ア
クセス技術（ＲＡＴ）を使用する無線ネットワークは、地理的エリア有効範囲において重
複することがあり、無線通信デバイスは、利用可能なサービス及び／又は有効範囲に応じ
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て異なるＲＡＴを使用して接続をサポートすることができる。無線サービスプロバイダは
、重複する無線ネットワークを介して無線通信デバイスにサービスを提供することができ
、無線通信デバイスは、重複する無線ネットワークのうちの１つ以上に接続することがで
きる。代表的な実施形態では、無線サービスプロバイダ及び／又は無線通信デバイスは、
第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）若しくはロングタームエボリューションアトバンスト（ＬＴＥ－Ａ）無線通信プロ
トコル、及び「レガシー」第３世代（及び／又は前世代）無線通信プロトコルに対する同
時サポートを含むことができる。代表的な「レガシー」プロトコルは、第３世代パートナ
ーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）２０００　
１ｘ（１ｘＲＴＴ又は１ｘとも称される）無線通信プロトコル、３ＧＰＰユニバーサル移
動体通信システム（ＵＭＴＳ）無線通信プロトコル、及び３ＧＰＰ移動通信用のグローバ
ルシステム（ＧＳＭ（登録商標））無線通信プロトコルを含む。
【０００３】
　デュアルチップ（デュアルラジオとも称される）無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワークのための第１の信号処理チップ及びＬＴＥ無線ネットワークの
ための第２の信号処理チップのような、異なる無線通信プロトコルをそれぞれサポートす
ることができる別個の信号処理チップを含み得る。詳細には、デュアルチップ無線通信デ
バイスでは、それぞれの信号処理チップは、いくつかの事例では、複数の受信アンテナ及
び並列な信号処理ブロックを含むことができるそれ自体の受信信号処理チェーンのセット
を含むこと、及び／又はそのセットと関連付けることができる。少なくとも１つの無線周
波数受信シグナリングチェーンが、デュアルチップ無線通信デバイスにおいてそれぞれの
信号処理チップに独立して利用可能であり、異なるキャリア周波数に同調可能である場合
、シグナリングメッセージ（例えば、ページ）及び／又は（例えば、セル選択／再選択測
定のための）参照信号は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク及びＬＴＥ無線ネッ
トワークのような２つの異なる無線ネットワークから独立して同時に受信され得る。デュ
アルチップ無線通信デバイスが、信号処理チップのうちの１つを介して、ＬＴＥ無線ネッ
トワークのような無線ネットワークのうちの１つに接続され、それにデータをアクティブ
に転送しているときであっても、デュアルチップ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００
　１ｘ無線ネットワークのような第２の無線アクセスネットワークから、他の並列な信号
処理チップを介して、ページングメッセージ又は測定信号をリッスンし、受信することも
できる。したがって、デュアルチップ無線通信デバイスは、パケット交換ＬＴＥ無線ネッ
トワークにもアクティブに接続されている（又は同時にキャンプオンされている）間に、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークを介して、モバイル機器発信接続回線交換音声
接続又はモバイル機器着信接続回線交換音声接続を確立することができる。デュアルチッ
プ無線通信デバイスは、ＬＴＥ無線ネットワーク上での接続も維持する（又は信号及びメ
ッセージを少なくともリッスンする）間に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク上
での接続もまた提供することができる。しかしながら、デュアルチップ無線通信デバイス
は、より集積された「シングルチップ」無線通信デバイスよりも、多くの電力を消費する
ことがあり、それよりも大きな物理フォームファクタを必要とすることがあり、追加の構
成要素を必要とする（よりコストがかかる）ことがある。
【０００４】
　少なくともいくつかの構成におけるシングルチップ（シングルラジオとも称される）無
線通信デバイスは、異なるワイヤレス通信プロトコルをサポートすることができるが、第
１の無線アクセスネットワーク及び第２の無線アクセスネットワークにアクティブに同時
に接続され、それらと双方向通信することはできないことがある信号処理チップを含むこ
とができる。シングルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワ
ーク及びＬＴＥ無線ネットワークへの接続のようなマルチ無線通信技術をサポートするこ
とができるが、所与の時間には１つの無線ネットワークのみに接続される。いくつかの構
成では、シングルラジオ無線通信デバイスは、ある時点で、特に、複数のアンテナがシン
グル通信技術のための信号を受信するために使用されるときに、例えば、複数のアンテナ
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を介して多入力／多出力（ＭＩＭＯ）をサポートする、及び／又はダイバーシティを送信
若しくは受信するために使用されるときに、１つの無線通信技術タイプを使用する信号を
受信することに制限されることがある。代表的な実施形態において、シングルラジオ無線
通信デバイスは、ＬＴＥ（又はＬＴＥアドバンスト）無線ネットワークの進化型ユニバー
サル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネットワーク（ｅＵＴＲＡＮ）に
接続する又はキャンプオンすることが可能であり、また、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネ
ットワークの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に接続する又はキャンプオンすること
も可能であるが、双方の無線ネットワークに同時に双方向通信することはできない。シン
グルラジオ無線通信デバイスは、ＬＴＥ無線ネットワークとＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線
ネットワークの双方に登録することができ、したがって、それぞれの無線ネットワークと
の接続を同時にではなく１つずつ形成することができる。シングルラジオ無線通信デバイ
スは、ＬＴＥ無線ネットワーク上で接続することができ、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネ
ットワークと通信するために、例えば、ページをリッスンするために、信号を測定するた
めに、位置エリア更新を提供するために、あるいは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワークとの接続を確立するために、ＬＴＥ無線ネットワークへの接続に割り込むことがで
きる。ＬＴＥ接続が割り込まれている間、無線通信デバイスとＬＴＥ無線ネットワークの
無線アクセスネットワーク部分との間の制御シグナリング及びデータ送信に割り込むこと
ができる。ＬＴＥ無線ネットワークからシングルラジオ無線通信デバイスへのパケット送
信及び／又はシグナリングメッセージはドロップされ得る。割込みの長さが十分である場
合、ＬＴＥ無線ネットワークは、シングルラジオ無線通信デバイスとの接続をドロップす
ることがある。
【０００５】
　本出願は、２つの異なる無線ネットワークからの信号の同時受信を用いてマルチ無線ネ
ットワーク環境において動作するようにシングルラジオ無線通信デバイスを構成すること
ができる方法について説明する。
【発明の概要】
【０００６】
説明される実施形態の概要
　概して、説明される実施形態は、全般的に、無線通信デバイスと無線ネットワークとの
間の接続を管理するための方法及び装置に関する。より詳細には、本実施形態は、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）無線ネットワーク及びコード分割多重アクセス（ＣＤ
ＭＡ）２０００　１ｘワイヤレスネットワークから信号を同時に受信するようにシングル
ラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成することについて説明する。
【０００７】
　一実施形態では、シングルラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成するための方法
について説明する。方法は、少なくとも、無線通信デバイスにより実行される以下のステ
ップを備える。第１のステップにおいて、無線通信デバイスは、第１の無線周波数シグナ
リングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンを使用して、第１の無線通信
プロトコルに従った第１の無線ネットワークへの接続を確立する。次のステップにおいて
、無線通信デバイスは、無線周波数チューンアウェイイベントを検出する。さらなるステ
ップにおいて、第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされた場
合に、第１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェー
ンのうちの１つのみを、第２の無線通信プロトコルに従った第２の無線ネットワークに再
構成する。別のステップにおいて、第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセ
ットが満たされない場合に、第１の無線周波数シグナリングチェーンと第２の無線周波数
シグナリングチェーンの双方を、第２の無線通信プロトコルに従った上記第２の無線ネッ
トワークに再構成する。一実施形態では、第１の無線ネットワークは、ロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）又はロングタームエボリューションアトバンスト（ＬＴＥ－Ａ）
無線通信プロトコルに従って動作し、第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３
Ｇ）無線通信プロトコルに従って動作する。
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【０００８】
　別の実施形態では、無線通信デバイスについて説明する。無線通信デバイスは、少なく
とも１つ以上のプロセッサと、送信機と、少なくとも２つの受信機とを含む。１つ以上の
プロセッサは、送信機及び少なくとも２つの受信機のうちの１つ以上を使用して、無線通
信デバイスと第１の無線ネットワークとの間の接続及び無線通信デバイスと第２の無線ネ
ットワークとの間の接続を確立及び解放することを制御するように構成される。送信機は
、第１の無線通信プロトコルに従って第１の無線ネットワークに信号を送信し、第２の無
線通信プロトコルに従って第２の無線ネットワークに信号を送信するように構成可能であ
る。第１の受信機は、送信機と関連付けられ、第１の無線ネットワーク又は第２の無線ネ
ットワークから信号を受信するように構成可能である。第２の受信機は、送信機と関連付
けられておらず、第１の無線ネットワーク又は第２の無線ネットワークから信号を受信す
るように構成可能である。１つ以上のプロセッサは送信機、第１の受信機及び第２の受信
機を使用して、第１の無線ネットワークへの接続を確立し、第２の無線ネットワークと通
信するためのチューンアウェイイベントを検出し、チューンアウェイイベントを検出した
ことに応じて、第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされたと
きに、チューンアウェイイベント中に、第１の受信機及び第２の受信機のうちの１つのみ
を第２の無線ネットワークに再構成するように更に構成される。
【０００９】
　別の実施形態では、無線通信デバイスの無線回路を構成するために永続的コンピュータ
可読媒体においてコンピュータプログラムコードとして符号化されるコンピュータプログ
ラム製品を開示する。コンピュータプログラム製品は、送信機、送信機と関連付けられた
第１の受信機、及び第２の受信機を使用して、第１の無線ネットワークへの接続を確立す
るためのコンピュータプログラムコードを含む。コンピュータプログラム製品は、第２の
無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされたときに、チューンアウェ
イイベント中に、第２の受信機を第２の無線ネットワークに再構成し、第１の無線ネット
ワークに接続された第１の受信機及び送信機を維持するためのコンピュータプログラムコ
ードを更に含む。コンピュータプログラム製品は、第２の無線ネットワークについての受
信信号条件の上記セットが満たされないときに、上記チューンアウェイイベント中に、上
記第１の受信機及び上記第２の受信機を上記第２の無線ネットワークに再構成するための
コンピュータプログラムコードを更に含む。
【００１０】
　この説明される実施形態の概要は、本明細書で説明する主題のいくつかの態様の基本的
理解を提供するように、いくつかの例示的実施形態を要約することを目的として提供され
るものにすぎない。したがって、上述した特徴が例にすぎず、いかなる方法でも本明細書
で説明する主題の範囲又は趣旨を狭めるように解釈すべきではないことが了解されよう。
本明細書で説明する主題の他の特徴、態様及び利点は、後続の詳細な説明、図及び請求の
範囲から明らかになるであろう。
【００１１】
　説明される実施形態、及びその利点は、添付図面と併せて以下の説明を参照することに
よって、最も良好に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】いくつかの実施形態に係る、一般的な無線通信ネットワークの構成要素を示す。
【図２】いくつかの実施形態に係る、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ（ＲＴＴ又はＥＶ－ＤＯ）
無線通信ネットワークの構成要素を示す。
【図３】いくつかの実施形態に係る、ＬＴＥ（又はＬＴＥアドバンスト）無線通信ネット
ワークの構成要素を示す。
【図４】いくつかの実施形態に係る、図２のＣＤＭＡ２０００　１ｘ（ＲＴＴ又はＥＶ－
ＤＯ）無線通信ネットワーク及び図４のＬＴＥ（又はＬＴＥアドバンスト）無線通信ネッ
トワークと並列に接続された無線通信デバイスを示す。
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【図５】いくつかの実施形態に係る、複数の無線信号処理チップを含む無線通信デバイス
の要素を示す。
【図６】いくつかの実施形態に係る、複数の無線ネットワークをサポートするシングル信
号処理チップを含む代表的な無線通信デバイスの要素を示す。
【図７】いくつかの実施形態に係る、複数の無線ネットワークをサポートするシングル信
号処理チップを含む別の代表的な無線通信デバイスを示す。
【図８】いくつかの実施形態に係る、無線通信デバイスの処理要素の代表的なセットを示
す。
【図９】いくつかの実施形態に係る、２つの異なる無線ネットワークと通信する無線通信
デバイスについての無線周波数チューンアウェイイベントのセットの図を示す。
【図１０】いくつかの実施形態に係る、２つの無線ネットワークから信号を同時に受信す
るようにシングルラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成する代表的な実施形態を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　無線ネットワークは、進行中の規格化の取り組みに基づく新しい無線通信技術のための
装置をネットワークオペレータが展開するにつれて進化し続ける。より新しい無線ネット
ワーク技術は、より大きい地理的エリア有効範囲及び／又は異なるワイヤレスサービス実
装を提供することができる以前の無線ネットワーク技術と平行して、高度な能力を提供す
るので、無線通信デバイスは、２つ以上の異なる無線通信技術に基づいて、例えば、ＧＳ
Ｍ（登録商標）とＵＭＴＳ、ＵＭＴＳとＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ、又はＣＤＭＡ２０００　１
ｘとＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに基づいて無線ネットワークと通信する能力を提供することがで
きる。それぞれの無線通信技術は、無線信号を送信及び受信するために異なるハードウェ
ア処理及び／又はソフトウェア処理を必要とすることがあり、無線通信デバイスは、特に
２つの異なるセルラー無線ネットワークについて、異なる無線通信技術に従って無線信号
を符号化及び復号化するための複数の別個の信号処理チップを含むことができる。例えば
、デュアルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークと通信
するための無線回路のセットと、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワークと通信するための
無線回路の第２のセットとを含むことができる。アナログハードウェアが十分に並列であ
る場合、デュアルラジオ無線通信デバイスは、いずれかの無線ネットワークと独立して、
又は、無線ネットワークの双方と同時に通信することができる。しかしながら、デュアル
ラジオ無線通信デバイスは、シングルラジオ無線通信デバイスよりも複雑で大きく、コス
トがかかり、より電力集約的であることがある。いくつかの実施形態において、シングル
ラジオ無線通信デバイスは、デュアルラジオ無線通信デバイスよりも単純で小さく、より
コスト効果的かつ電力効率的な無線通信デバイスを提供することができる。シングルラジ
オ無線通信デバイスは、複数の無線ネットワークのうちの１つの無線ネットワークと１度
に双方向通信することができ、並列な無線ネットワークのセットに制限付きの同時通信能
力を提供することができる。
【００１４】
　本明細書では、ＣＤＭＡ２０００　１ｘとＬＴＥの双方に対するサポートを含むデュア
ルネットワークシングルラジオ無線通信デバイスを代表的なデバイスとして説明する。た
だし、構成可能なハードウェア／ソフトウェアをもつデュアル（又はより一般的には、マ
ルチ）無線通信技術ネットワーク中で動作することができる他の無線通信デバイスに、同
じ教示をあてはめることができる。詳細には、本明細書で開示される教示は、無線回路の
一部分を１つの無線技術から別の無線技術へと切り替え、元に戻し、かつ、２つの異なる
セルラー無線ネットワークからの通信を同時に受信するように構成することができる無線
通信デバイスに関係し得る。いくつかの実施形態において、デュアルネットワークシング
ルラジオ無線通信デバイスは、２つの無線ネットワークのそれぞれとともに動作するよう
に構成可能なシングルラジオを含む無線回路を使用する２つの異なる無線ネットワークの
ためのサポートを含む。無線通信デバイスは、別の無線ネットワークから信号を同時に受
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信及び／又は測定する間に、１つの無線ネットワークと双方向通信するように構成するこ
とができる。
【００１５】
　本明細書で説明する同じ方法及び装置の実装は、異なるタイプの無線ネットワークにお
いて、特に無線通信プロトコルの２つ以上の異なる世代又はタイプを使用する接続を提供
する１つ以上の無線セルラーネットワークにおいて動作する無線通信デバイスにあてはめ
ることができることを理解されたい。例えば、同じ教示は、ＧＳＭ（登録商標）ネットワ
ークとＵＭＴＳネットワーク、ＬＴＥネットワークとＵＭＴＳとネットワーク、ＬＴＥネ
ットワークとＣＤＭＡ２０００　１ｘネットワークの組み合わせ、又は他の「複合」マル
チ無線アクセス技術（マルチＲＡＴ）無線ネットワークとともに動作するように構成され
た無線通信デバイスにあてはめることができる。本明細書で説明する特定の実施例及び実
装は、説明を簡単にするためにＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク及びＬＴＥ無線
ネットワークに関して提示されているが、無線アクセス通信プロトコルの他の組み合わせ
を使用する他の無線ネットワーク環境にも等しくあてはめることができる。本明細書で説
明する方法及び装置は、第２の無線ネットワークとの通信をサポートするために第１の無
線ネットワークへの接続が割り込まれ、次いで、その後再開される無線通信デバイスにあ
てはめることができる。無線通信デバイスと第１の無線ネットワークとの間の接続の割込
みは、無線通信デバイスが、第２の無線ネットワーク上で動作するように、例えば、シグ
ナリングメッセージをリッスンする又は第２の無線ネットワークからの信号を測定するよ
うに１つ以上の受信機を構成するときに生じ得、それにより、第１の無線ネットワークへ
の接続が割り込まれる。
【００１６】
　本明細書で説明するいくつかの実施形態では、シングルラジオ無線通信デバイスは、Ｌ
ＴＥ無線ネットワーク又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークからの無線周波数信
号を個別に無線で送信及び受信することが可能であるが、双方の無線ネットワークと同時
に送信及び受信することはできない。いくつかの実施形態において、シングルラジオ無線
通信デバイスは、無線ネットワークのうちの１つのみを用いて無線周波数信号を送信する
ことが可能である間に、ＬＴＥ無線ネットワーク及びＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワークから無線周波数信号を同時に受信するように構成することができる。最初に、シン
グルラジオ無線通信デバイスを、ＬＴＥ無線ネットワークと関連付けることができ、例え
ば、ＬＴＥ無線ネットワークに接続する又はキャンプオンさせることができる。シングル
ラジオ無線通信デバイスは、ＬＴＥ無線ネットワークとＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネッ
トワークの双方に同時に登録することができ、したがって、ＬＴＥ無線ネットワーク又は
ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークのいずれかとの接続を確立するように構成する
ことができる。いくつかの実施形態において、サービスのセット、例えば、回線交換音声
接続は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークにより提供することができ、パケット
交換サービスのみを提供することができるＬＴＥ無線ネットワークを介して利用すること
はできない。シングルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワ
ークと通信する、及び／又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークからの信号を受信
するために、例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークへのモバイル着信回線交
換音声接続のための無線通信デバイスにアドレス指定されたページをリッスンするために
、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークとのモバイル発信回線交換接続を確立するた
めに、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークへの登録を維持するための位置エリア更
新メッセージを提供するために、又は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークのサー
ビングセル及び／若しくは隣接セルを測定するために、ＬＴＥ無線ネットワークとのパケ
ット交換データ接続に割り込むことができる。シングルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークと通信するために、及び／又はＣＤＭＡ２０００　
１ｘ無線ネットワークをリッスンするために、ＬＴＥ無線ネットワークとのパケット交換
データ接続を中断することができる。いくつかの実施形態において、ＬＴＥ無線ネットワ
ークは、無線通信デバイスが通信をいつ中断したか気づかないことがあり、ＬＴＥ無線ネ
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ットワークと無線通信デバイスとの間の通信におけるギャップを観察することができる。
シングルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークから信号
を受信する及び／又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークに信号を送信するために
、ＬＴＥ無線ネットワークから「チューンアウェイ」し、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネ
ットワークに「同調」するようにシングルラジオ無線通信デバイス中に含まれている無線
周波数（ＲＦ）無線回路を構成することができる。シングルラジオ無線通信デバイスは、
その後、ＬＴＥ無線ネットワークに「チューンバック」するように無線回路を再構成する
ことができる。ＬＴＥ無線ネットワークへのパケット交換データ接続の（及び並列上位層
シグナリング接続の）割込みは、例えば、１つ以上の非アクティビティタイマー終了リミ
ット又はＬＴＥ無線ネットワークとシングルラジオ無線通信デバイスとの間の接続のドロ
ップを誘発する他のタイマーリミットよりも割込みが短いときに、ＬＴＥ無線接続がドロ
ップされることなく適応することができる。中断期間中のＬＴＥ無線ネットワークとシン
グルラジオ無線通信デバイスとの間のアクティブデータ転送並びにシグナリングメッセー
ジは割り込まれることがあり、その後、無線通信デバイスがＬＴＥ無線ネットワークに戻
ったときに再開され得る。
【００１７】
　一実施形態では、シングルラジオ無線通信デバイスは、４つの異なる動作モードのうち
の１つのために構成され得る無線回路を含むことができる。無線回路は、送信機（ＴＸ）
と、例えば、別個のＴＸ－ＶＣＸＯ及びＲＸ０－ＶＣＸＯと称される電圧制御水晶発振器
（ＶＣＸＯ）を使用して、異なるキャリア周波数にそれぞれ同調され得る第１の受信機（
ＲＸ０）と、ＲＸ０－ＶＣＸＯを使用して第１の受信機ＲＸ０と同じキャリア周波数に、
又は、例えば、ＲＸ１－ＶＣＸＯと称される第２の受信ＶＣＸＯを使用して異なるキャリ
ア周波数に同調され得る第２の受信機（ＲＸ１）とを含むことができる。本明細書では「
モード１」と称されるデフォルトの動作構成では、シングルラジオ無線通信デバイスは、
送信機ＴＸ及び受信機ＲＸ０とＲＸ１の双方を使用して、ＬＴＥ無線ネットワークと通信
するように構成することができる。いくつかの実施形態において、ＬＴＥ無線通信プロト
コルは、無線通信デバイスが、多入力／多出力（ＭＩＭＯ）モードにおいて及び／又はＤ
Ｌ送信ダイバーシティについて、高ダウンリンク（ＤＬ）データレート転送のセットを提
供するために、デュアル受信機能力をサポートすることを必要とすることがある。モード
１では、ＬＴＥ無線ネットワークへの及びそこからの通信をサポートするようにシングル
ラジオ無線通信デバイス中の無線回路のすべてを構成することができるので、シングルラ
ジオ無線通信デバイスは、第２の無線ネットワークと、例えば、レガシーＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワークと通信する（に送信する又はそこから受信する）ことができな
くてもよい。しかしながら、シングルラジオ無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１
ｘ無線ネットワークに登録することができ、ページ（例えば、着信ＭＴ音声接続）をリッ
スンする、信号を測定する、あるいは場合によっては、追加の構成モードを使用してＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークをリッスンする及び／又はそこに送信するようにそ
れ自体を再構成することができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、本明細書で「モード４」と称される第２の構成では、シ
ングルラジオ無線通信デバイスは、送信機ＴＸ及び受信機ＲＸ０とＲＸ１の双方を使用し
て、第２の無線ネットワークと、例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークと通
信し、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークと通信するための送信経路及び受信ダイ
バーシティ経路を提供するように構成することができ。モード１又はモード４を使用する
ようにシングルラジオ無線通信デバイスを構成することによって、シングルラジオ無線通
信デバイスの送信機ＴＸ及び受信機ＲＸ０とＲＸ１の双方は、ＬＴＥ無線ネットワーク又
はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークのいずれかとの双方向通信専用にすることが
でき、２つの異なる無線ネットワークと同時に通信するように分割することはできない。
しかしながら、独立した周波数制御、例えば、ＲＸ１－ＶＣＸＯを含む場合、シングルラ
ジオ無線通信デバイスは、１つの受信機をそれぞれの無線ネットワークに割り付けるよう
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に構成することができ、それにより、本明細書で更に説明するように、第１の無線ネット
ワークへの又はそこからの通信と並行して、第２の無線ネットワークからの信号を受信す
ることが可能になる。
【００１９】
　一実施形態では、ＬＴＥ無線ネットワークと双方向通信するために（ＴＸ－ＶＣＸＯを
使用する）送信機ＴＸと（ＲＸ０－ＶＣＸＯを使用する）第１の受信機ＲＸ０を組み合わ
せて使用し、それと平行して、シグナリングメッセージをリッスンする及び／又はＣＤＭ
Ａ２０００　１ｘ無線ネットワーク（若しくは１つ以上の他の無線ネットワークから）か
ら受信した信号を測定するために（ＲＸ１－ＶＣＸＯを使用する）第２の受信機ＲＸ１を
使用するように、本明細書では「モード２」と称される第３の構成にシングルラジオ無線
通信デバイスを構成することができる。モード２において、シングルラジオ無線通信デバ
イスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークからのシグナリングメッセージを、例
えば、ページをリッスンする、並びに／あるいはＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワー
クのサービングセル及び／又は隣接セルのセル強度若しくは品質を測定する間にも、ＬＴ
Ｅ無線ネットワークに複数の受信機を同時に同調させること必要し得る、データレートが
最も高いＭＩＭＯダウンリンク構成なしに、ＬＴＥ無線ネットワークとのフル通信を維持
することが可能であり得る。モード２において、いくつかの実施形態では、シングルラジ
オ無線通信デバイスはまた、例えば、無線通信アクセス技術間（ｉＲＡＴ）測定のために
、例えば、代替無線アクセス技術を動作する無線ネットワークにより使用される別のキャ
リア周波数に（ＲＸ１－ＶＣＸＯを使用する）第２の受信機ＲＸ１を同調させることによ
って、「他の」無線アクセス技術を使用して無線ネットワークからの信号を測定すること
もできる。モード２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークの間欠受信（ＤＲＸ）
サイクルのウェイク時間期間中にＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークを監視するこ
と、並びに、非ＬＴＥ無線ネットワークについてのセル選択及び／又は再選択のためにセ
ルを測定することに有用であることが分かる。
【００２０】
　一実施形態では、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークと通信するために送信機Ｔ
Ｘと（ＲＸ０－ＶＣＸＯを使用する）第１の受信機ＲＸ０とを組み合わせて使用し、シグ
ナリングメッセージをリッスンする及び／又はＬＴＥ無線ネットワークからの（又は１つ
以上の他の無線ネットワークからの）信号を測定するために（ＲＸ１－ＶＣＸＯを使用す
る）第２の受信機ＲＸ１を使用するように、本明細書では「モード３」と称される第４の
構成にシングルラジオ無線通信デバイスを構成することができる。モード３において、シ
ングルラジオ無線通信デバイスは、メッセージをリッスンする又はＬＴＥ無線ネットワー
クからの信号を測定する間に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークとの双方向通信
することが可能であり得る。モード３は、モード４において定めるところにより、ＣＤＭ
Ａ２０００　１ｘ無線ネットワークとの双方向通信に双方の受信機を使用する必要がない
ときに使用することができ、したがって、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク又は
ＬＴＥ無線ネットワークから信号を受信するための受信ダイバーシティはモード３ではサ
ポートされないが、「良好な」信号動作条件下では、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワークと通信するために、受信ダイバーシティが必要でないことがある。モード３は、並
列にシグナリングメッセージを同時に受信し、及び／又は、それと並行して、ＬＴＥ無線
ネットワークのセルを測定する間に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークとの接続
、例えば、ＣＳＦＢプロシージャにおける回線交換音声接続のために使用することができ
る。
【００２１】
　シングルラジオ無線通信デバイスは、１つ以上の並列な無線ネットワークと関連付けら
れた信号との通信及び／又はそれらの信号の監視ための要件に基づいて、どのモードで動
作すべきかを判定することができる。いくつかの実施形態において、シングルラジオ無線
通信デバイスは、どのモードで動作すべきかを判定するときに受信信号条件のセットが満
たされるかどうかを判定することができ、例えば、「良好な」信号条件が優勢であり、２
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つの無線ネットワークからの受信が好ましいときには、無線通信デバイスは、第１の受信
機を第１の無線ネットワークに割り当て、第２の受信機を第２の無線ネットワークに割り
当てるモードで動作することができ、「不十分な」信号条件が存在するときには、シング
ルラジオ無線通信デバイスは、使用要件及び２つの無線ネットワークについての使用の優
先順位に応じて、第１の受信機と第２の受信機の双方を第１の無線ネットワーク又は第２
の無線ネットワークのいずれかに割り付けるモードで動作することができる。
【００２２】
　図１は、無線アクセスネットワーク１２８により提供される無線セクタ１０４に、無線
リンク１２６によって接続される複数の無線通信デバイス１０２を含むことができる代表
的な「汎用」無線ネットワーク１００を示す。各無線セクタ１０４は、選択された周波数
で動作する無線周波数チャネルを使用して、関連する無線ノード１０８から発出される、
無線有効範囲の地理的エリアを表すことができる。それぞれの無線ノード１０８は、１つ
以上の無線リンク１２６によりモバイル無線機器１０２が接続できる、１つ以上の無線セ
クタ１０４を生成することができる。いくつかの無線ネットワーク１００では、無線通信
デバイス１０２は、２つ以上の無線セクタ１０４に同時に接続することができる。無線通
信デバイス１０２を接続することができる複数の無線セクタ１０４は、単一の無線ノード
１０８から、又は、共通の無線コントローラ１１０を共有することができる別個の無線ノ
ード１０８から発出することができる。関連する無線コントローラ１１０と併せた無線ノ
ード１０８のグループは、無線アクセスサブシステム１０６と称される。典型的には、無
線アクセスサブシステム１０６内の各無線ノード１０８は、アンテナ塔上に取り付けられ
た、無線周波数の送信装置及び受信装置のセットを含み得るものであり、無線ノード１０
８に接続された無線コントローラ１１０は、送信及び受信される無線周波数信号を制御し
、かつ処理するための、電子機器を含み得る。無線コントローラ１１０は、無線通信デバ
イス１０２を無線アクセスネットワーク１２８に接続する無線リンク１２６の、確立、維
持、及び解放を管理することができる。
【００２３】
　無線セクタ１０４に無線リンク１２６を形成する無線リソースは、時分割、周波数分割
、符号分割、空間分割及びそれらの組み合わせを含む複数の異なる多重化技術を使用して
、複数の無線通信デバイス１０２間で共有することができる。無線リソース制御（ＲＲＣ
）シグナリング接続は、無線アクセスネットワーク１２８の無線アクセスサブシステム１
０６において、複数の無線通信デバイス１０２への無線リソースの要求及び動的割り付け
を含む無線通信デバイス１０２と無線コントローラ１１０との間での通信に使用すること
ができる。無線通信デバイス１０２への無線リソースシグナリング接続の確立を解除する
ことなく、無線通信デバイス１０２への無線リソースの割り付けの中断が発生し得る。
【００２４】
　無線通信デバイス１０２に無線周波数のエアリンク接続を提供する、無線アクセスネッ
トワーク１２８はまた、通常は音声トラフィックのために使用される回線交換ドメイン１
２２と、通常はデータトラフィックのために使用されるパケット交換ドメイン１２４とを
含み得る、コアネットワーク１１２にも接続する。無線アクセスネットワーク１２８の無
線アクセスサブシステム１０６内の無線コントローラ１１０は、コアネットワーク１１２
の、回線交換ドメイン１２２内の回線交換センター１１８、及びパケット交換ドメイン内
のパケット交換ノード１２０の双方に接続できる。回線交換センター１１８は、音声通話
などの回線交換トラフィックを、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１４に経路指定すること
ができる。パケット交換ノード１２０は、「コネクションレス」データパケットセットな
どのパケット交換トラフィックを、公衆データ網（ＰＤＮ）１１６に経路指定することが
できる。
【００２５】
　図２は、図１に示した「汎用」無線ネットワーク１００について説明したものと同等の
要素を含み得る代表的なＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００を示す。複数の
移動局２０２は、無線周波数リンク２２６を通じて、１つ以上の無線セクタ２０４に接続
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できる。各無線セクタ２０４は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）２１０に接続して基地局
サブシステム（ＢＳＳ）２０６を共に形成することができる無線基地局装置（ＢＴＳ）２
０８から、外向きに放散することができる。複数の基地局サブシステム２０６を統合して
、無線アクセスネットワーク２２８を形成することができる。異なる基地局サブシステム
２０６内の基地局コントローラ２１０は、相互接続することができる。基地局コントロー
ラ２１０は、無線ネットワーク２００に関するコアネットワーク２１２を共に形成するこ
とができる、複数の移動体通信局（ＭＳＣ）２１８を使用する回線交換ドメイン２２２、
及びパケットデータサービスノード（ＰＤＳＮ）２２０で形成されるパケット交換ドメイ
ン２２４の双方に接続できる。上述の汎用無線ネットワーク１００と同様に、コアネット
ワーク２１２の回線交換ドメイン２２２は、ＰＳＴＮ１１４に相互接続することができ、
コアネットワーク２１２のパケット交換ドメイン２２４は、ＰＤＮ１１６に相互接続する
ことができる。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００上での接続を確立するこ
とは、着信接続を示すページをＢＳＳ２０６から移動局２０２が受信することに依存し得
る。移動局２０２は、特定のページング間隔中にページをリッスンするように要求され得
る。ページを受信しない場合、移動局２０２は、移動局２０２とＣＤＭＡ２０００　１ｘ
無線ネットワーク２００との間で接続を形成するための要求に気づかないことがある。い
くつかの実施形態において、移動局２０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク
２００に関して、例えば、特定の時間期間の間は「スリープ」し、ページングメッセージ
をリッスンする短い間隔の間は「ウェイク」する間欠受信（ＤＲＸ）モードで、動作する
ことができる。無線周波数信号の送信及び受信をサポートする無線回路は、「スリープ」
時間期間中には必要でないことがあるので、移動局２０２は、それらの時間期間中に別の
無線ネットワーク上で使用するために、無線回路を再構成することができる。「ウェイク
」時間期間中に、移動局２０２は、ページングメッセージをリッスンし、また、サービン
グセル及び／又は隣接セルからの受信信号を測定するように無線回路の一部分を構成する
ことができる。いくつかの実施形態において、移動局２０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ
無線ネットワーク２００上でもページングメッセージを受信している間に、別のネットワ
ークからの信号に接続されたままでいる（それらの信号を送信及び受信する）ように、あ
るいは、それらの信号をリッスン及び／又は測定するように無線回路の別の部分を構成す
ることができる。
【００２６】
　図３は、パケット交換ネットワークとして専用に設計された代表的なロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）無線ネットワーク３００アーキテクチャを示す。ユーザ機器３０
２は、進化型ノードＢ（ｅノードＢ）３１０から発出する無線セクタ３０４と関連付けら
れた無線リンク３２６を介して、進化型無線アクセスネットワーク３２２に接続できる。
ｅノードＢ３１０は、（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００中のＢＴＳ２０
８のような）送信基地局と受信基地局の双方の機能、並びに（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無
線ネットワーク２００中のＢＳＣ２１０のような）基地局無線コントローラの機能を含む
。ＬＴＥ無線ネットワーク３００の同等のコアネットワークは、外部のインターネットプ
ロトコル（ＩＰ）ネットワーク３１８に接続する公衆データ網（ＰＤＮ）ゲートウェイ３
１６に、進化型無線アクセスネットワーク３２２を相互接続する、サービス提供ゲートウ
ェイ３１２を含む、進化型パケットコアネットワーク３２０である。複数のｅノードＢ３
１０を１つにグループ化して、ｅＵＴＲＡＮ３０６を形成することができる。ｅノードＢ
３１０はまた、ユーザ機器３０２に関する接続に対する制御を提供することが可能な、移
動管理エンティティ（ＭＭＥ）３１４にも接続することができる。ｅノードＢ３１０は、
ユーザ機器３０２への無線リンク３２６のための無線リソースの割り付けを制御すること
ができる。ｅノードＢ３１０は、ユーザ機器３０２とのＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣアイ
ドル状態からＲＲＣ接続状態に遷移させるためのページングメッセージを含むページング
メッセージを、ユーザ機器３０２に通信することができる。アプリケーションデータパケ
ット及びシグナリングメッセージを通信するためには、ユーザ機器３０２は、ＲＲＣ接続
状態であることが必要であり得る。
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【００２７】
　図４は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００とＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２
００の双方と通信する無線通信デバイス１０２を示す。（一般的な用語「無線通信デバイ
ス」１０２は、以下において、移動端末、移動局、ユーザ機器、又は無線アクセスネット
ワークを介して１つ以上の無線ネットワークに接続することができるモバイル無線装置に
ついての他の同等の認識された用語を示すために使用される。）ＣＤＭＡ２０００　１ｘ
無線ネットワーク２００は、移動体通信局（ＭＳＣ）２１８を介して、回線交換ベースの
公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１４に接続することができる。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無
線ネットワーク２００は、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）プロシージャにおいて使
用されるような回線交換サービスを、例えば、無線通信デバイス１０２のための回線交換
音声接続を提供することができる。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００のＭ
ＳＣ２１８は、無線通信デバイス１０２のためのコールシグナリングを協調させるために
、ＬＴＥ無線ネットワーク３００のＭＭＥ３１４に相互接続することができる。いくつか
の実施形態において、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００は、無線リンク２
２６を介した無線通信デバイス１０２との接続を確立しようとする、例えば、無線通信デ
バイス１０２とＰＳＴＮ１１４との間に音声接続を確立しようとすることができる。ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００は、無線リンク２２６を使用して、着信音声
接続のアベイラビリティを示すページメッセージを無線通信デバイス１０２に送信するこ
とができる。無線通信デバイス１０２中の受信機が、適切なページング間隔中にＣＤＭＡ
２０００　１ｘ無線ネットワーク２００からのページメッセージをリッスンするように同
調されていない限り、無線通信デバイス１０２は、そのページング間隔中に、ＬＴＥ無線
ネットワーク３００に接続されていることがあり、モバイル着信音声接続を形成しようと
する試行に気づかないことがある。シングルラジオ無線通信デバイス１０２は、一度に１
つの無線ネットワークのみと無線周波数信号を通信する（送信及び受信する）ように構成
することができる。いくつかの実施形態において、シングルラジオ無線通信デバイス１０
２は、本明細書で更に説明するように、１つ以上の他の無線ネットワークから信号を同時
にリッスン及び／又は測定している間に、１つの無線ネットワークと通信するように構成
することができる。シングルラジオ無線通信デバイス１０２は、通常、シングルラジオ無
線通信デバイス１０２中の受信機を、ＬＴＥ無線ネットワーク３００からＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワーク２００に一時的に同調させ、その後、受信機をＬＴＥ無線ネッ
トワーク３００に再同調させることによって、ＬＴＥ無線ネットワーク３００と通信し、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００からのページメッセージを周期的にリッ
スンするように構成することができる。ＬＴＥ無線ネットワーク３００からシグナリング
メッセージ及び／又はデータパケットを受信するために、シングルラジオ無線通信デバイ
ス１０２は、１つの受信機を使用して、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００
からのページングメッセージをリッスンすることができ、ＬＴＥ無線ネットワーク３００
に同調した別の受信機を維持することができる。
【００２８】
　図５は、デュアルラジオ無線通信デバイス１０２のデュアルラジオ無線送受信機（ＴＸ
／ＲＸ）５１６に含まれ得る選択無線信号処理要素５００を示す。ＬＴＥ信号処理チップ
５０２は、デュアルラジオ無線通信デバイス１０２とＬＴＥ無線ネットワーク３００の間
に接続を提供するために使用することができ、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理チップ５
０４は、デュアルラジオ無線通信デバイス１０２とＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワ
ーク２００の間に接続を提供するために使用することができる。それぞれの信号処理チッ
プは、アンテナのセット（及び他の付随する無線回路）に接続することができ、それを介
して、無線周波数信号をそれぞれの無線ネットワークに送信し、そこから無線周波数信号
を受信することができる。ＬＴＥ信号処理チップ５０２は、送信アンテナ５０６と受信ア
ンテナの対５０８／５１０とに接続することができる。複数の受信アンテナは、種々の形
態の受信ダイバーシティを通じて性能を向上させるために使用することができ、規格化さ
れた無線通信プロトコルに基づいて、例えば、ＭＩＭＯ送信を通じて高いデータレートを
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サポートすることが必要とされることがある。別個のＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理チ
ップ５０４を用いると、デュアルラジオ無線通信デバイス１０２は、別個の送信アンテナ
５０６及び受信アンテナ５０８／５１０を介してＬＴＥ無線ネットワーク３００と無線周
波数信号を同時に送信及び受信している間に、送信アンテナ５１２及び受信アンテナ５１
４を介してＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００と無線周波数信号を送信及び
受信することができる。無線周波数信号通信をそれぞれの無線ネットワークと協調させる
ために、ＬＴＥ信号処理チップ５０２とＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理チップ５０４と
を互いに接続することができる。デュアルラジオ無線送受信機５１６はフレキシブルであ
るが、コンパクトで低電力のシングルラジオ無線送受信機よりも、費用がかかり、多くの
電力を消費し、多くの空間を占有することがあり、シングルラジオ無線送受信機の代表的
な実施形態が図６に示されている。
【００２９】
　図６は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク
２００と別々に通信（送信及び受信）することができるが同時にはできない、シングルラ
ジオ無線通信デバイス１０２中に常駐し得るシングルラジオ無線送受信機６１４を示す。
ＬＴＥ無線ネットワーク３００に接続されると、シングルラジオ無線通信デバイス１０２
は、例えば、異なる周波数上での受信ダイバーシティ、又はＭＩＭＯ動作、又はキャリア
アグリゲーションをサポートするために、単一の送信機（Ｔｘ）６０８と２つの受信機（
Ｒｘ）６１０／６１２とを使用することができる。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワ
ーク２００に接続されると、シングルラジオ無線通信デバイス１０２は、例えば、受信ダ
イバーシティについて、単一の送信機６０８と、受信機のいずれか一方（Ｒｘ６１０若し
くはＲｘ６１２）又は双方の受信機（Ｒｘ６１０及びＲｘ６１２）とを使用することがで
きる。ＬＴＥ無線ネットワーク３００とＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００
の双方について２つの受信機を使用すると、受信信号品質が高くなり、したがって、不利
な信号条件の下でも、より高いデータスループット及び／又はより優れた接続信頼性を提
供することができる。ただし、「良好な」信号条件では、特にＣＤＭＡ２０００　１ｘ無
線ネットワーク２００に接続されているときに、又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワーク２００からの信号をリッスンしているときに、双方の受信機を使用しなくてもよい
ことがある。いくつかの実施形態において、シングルラジオ無線送受信機６１４は、第２
の無線ネットワークと関連付けられた第２の受信機、例えば、Ｒｘ１　６１２を介した受
信も可能である間に、第１の無線ネットワークと関連付けられた第１の受信機、例えば、
Ｒｘ０　６１０を介した受信が可能になるように構成することができる。相互接続ブロッ
ク６０６は、ＬＴＥ信号処理ブロック６０２又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理ブロッ
ク６０４を、送信機６０８及び／又は受信機６１０／６１２の一方若しくは双方にそれぞ
れ接続するために使用することができる。シングルラジオ無線通信デバイス１０２内では
、シングルラジオ無線送受信機６１４は、アプリケーションのための接続を確立すること
及び種々の無線ネットワークと通信すべきメッセージを形成することのような「上位層」
機能を実行することができるアプリケーションプロセッサ（図示せず）に接続され得、シ
ングルラジオ無線送受信機６１４は、アプリケーションプロセッサについてのメッセージ
を搬送する送信及び受信された無線周波数信号の完全性を保証することのような「下位層
」機能を実行することができる。
【００３０】
　図７は、いくつかの実施形態に係る、複数の無線ネットワークをサポートするシングル
ラジオ無線送受信機チップ７１８を含む別の代表的なシングルラジオ無線通信デバイス１
０２を示す。シングルラジオ無線送受信機チップ７１８は、異なる無線通信プロトコルに
従って動作する複数の無線ネットワークとの無線通信をサポートするためのハードウェア
、ファームウェア及び／又はソフトウェアの組み合わせを含むことができる。一実施形態
では、シングルラジオ無線送受信機７１８は、ＬＴＥ信号処理ブロック６０２及びＣＤＭ
Ａ２０００　１ｘ信号処理ブロック６０４を含む。相互接続ブロック６０６は、ＬＴＥ信
号処理ブロック６０２と、送信及び受信無線回路、例えば、増幅器、デジタル／アナログ
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コンバータ、アナログ／デジタルコンバータ、フィルタ、電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ
）、アンテナ、並びに無線周波数アナログ波形へのデジタルパケットの変換及びデジタル
パケットから無線周波数アナログ波形への変換をサポートすることができる他の無線回路
との間に接続を提供することができる。いくつかの実施形態において、ＬＴＥ信号処理ブ
ロック６０２は、ＬＴＥ無線通信プロトコルに従った無線周波数信号の送信及び受信のた
めの対として動作することができる送信機（Ｔｘ）７０８及び第１の受信機（Ｒｘ０）７
１２に接続することができる。ＬＴＥ信号処理ブロックはまた、例えば、ＭＩＭＯ受信に
おいて受信機ダイバーシティとともに使用されるときに、デュアル受信機能力を提供する
ために、送信機７０８及び第１の受信機（Ｒｘ０）７１２と協働して動作することもでき
る第２の受信機（Ｒｘ１）７１６に接続することができる。第１及び第２の受信機７１２
／７１６は、ＬＴＥキャリア周波数に同調され得る同じＶＣＸＯ（Ｒｘ０）７１０に接続
することができる。ＬＴＥ信号処理ブロック６０２は、前述のように、「モード１」の送
信機７０８及び受信機７１２／７１６の双方を使用することができる。いくつかの実施形
態において、ＬＴＥ信号処理ブロック６０２は、２つ以上のキャリア周波数上で送信され
る情報を合成するためにキャリアアグリゲーションを使用する無線通信プロトコルをサポ
ートすることができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、第２の受信機（Ｒｘ１）７１６は、第１のＶＣＸＯ（Ｒ
ｘ０）７１０が提供するキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を提供する第２のＶＣ
ＸＯ（Ｒｘ１）７１４に接続することができる。第１及び第２のキャリア周波数は、高デ
ータレートでのＬＴＥ無線受信のためにキャリアアグリゲーションを使用するときに、同
じ周波数帯域であっても、あるいは異なる周波数帯域であってもよい。いくつかの実施形
態において、第２のＶＣＸＯ（Ｒｘ１）７１４は、「レガシー」無線通信プロトコルを、
例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線通信プロトコル、ＵＭＴＳ無線通信プロトコル又は
ＧＳＭ（登録商標）無線通信プロトコルを使用するためのキャリア周波数に同調され得る
。一実施形態では、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理ブロック６０４は、相互接続６０６
を介して、第２の受信機（Ｒｘ１）７１６に接続することができ、第２の受信機（Ｒｘ１
）７１６は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線通信プロトコルに従って、ＣＤＭＡ２０００　
１ｘ無線ネットワーク２００から（例えば、アンテナ７０４を介して）信号を受信するた
めの別個のキャリア周波数に同調され得る。ＬＴＥ信号処理ブロック６０２は、例えば、
「アンテナ０」７０２を介して、ＬＴＥ無線ネットワーク３００を用いて信号を送信及び
受信するために、送信機７０８及び第１の受信機（Ｒｘ０）７１２に接続することができ
、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理ブロック６０４は、例えば、「アンテナ１」７０４を
介して、「モード２」の「非ＬＴＥ」無線ネットワークから信号を受信する。ＬＴＥ通信
について受信機が１つしか割り付けられていない場合、シングルラジオ無線通信デバイス
１０２は、ＭＩＭＯ送信を受信することができないことがある。いくつかの実施形態にお
いて、「モード１」から「モード２」に再構成するときに、シングルラジオ無線通信デバ
イス１０２は、例えば、チャネルステータス報告（ＣＳＲ）中のランクインジケータ（Ｒ
Ｉ）値１を提供することによって、又は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００への別のシグナ
リング制御メッセージを提供することによって、「非ＭＩＭＯ」ダウンリンク通信につい
てのプリファランスを示すために、ＬＴＥ無線ネットワーク３００と通信することができ
る。２つの別個のキャリア無線周波数に同調された２つの別個の受信機（Ｒｘ０　７１２
及びＲｘ１　７１６）を使用することによって、例えば、別個のＶＣＸＯ（Ｒｘ０　ＶＣ
ＸＯ７１０及びＲｘ１　ＶＣＸＯ７１４）を並列に使用することによって、シングルラジ
オ無線通信デバイス１０２は、ページングメッセージをリッスンする間に、又は別の無線
ネットワークから、例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００から信号を
受信する間に、ＬＴＥ無線ネットワーク３００との連続する双方向通信を維持することが
できる。いくつかの実施形態において、周期的に「スリープ」状態からウェイクし、ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００からのページングメッセージを復号化する、
及び／又は非ＬＴＥ無線ネットワークからの信号を測定する間欠受信（ＤＲＸ）モードの
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ためにＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理ブロック６０４を構成することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、第２の受信機（Ｒｘ１）７１６を使用するＬＴＥ無線ネ
ットワーク３００と用いた受信能力を保持しながら、レガシー無線ネットワークとの通信
（送信及び受信）を提供するために、ＬＴＥ無線ネットワーク３００からレガシー無線ネ
ットワークに、例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に送信機７０８
及び第１の受信機（Ｒｘ０）７１２を同調させることができる。一実施形態では、例えば
、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）プロシージャを実行してＣＤＭＡ２０００　１ｘ
無線ネットワーク２００とのモバイル発信音声接続を完成するために、送信（Ｔｘ）ＶＣ
ＸＯ７０６及び第１の受信ＶＣＸＯ（Ｒｘ０）７１０をＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネッ
トワーク２００と関連付けられたキャリア周波数に同調させることができる。送信機及び
第１の受信機（Ｔｘ７０８及びＲｘ０　７１２）は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワーク２００との無線通信と関連付けられている間、第２のＶＣＸＯ（Ｒｘ１）７１４を
ＬＴＥ無線ネットワーク３００と関連付けられたキャリア周波数に同調させたままと（又
は、再同調させる）ことができる。シングルラジオ無線通信デバイス１０２の構成は、こ
の「モード３」動作において、シグナリングメッセージの受信を継続しながらＣＤＭＡ２
０００　１ｘ無線ネットワーク２００とフルに通信する能力、及び／又はＬＴＥ無線ネッ
トワーク３００若しくは他の並列無線ネットワークから無線周波数信号を測定する能力を
無線通信デバイス１０２に提供することができる。いくつかの事例では、ＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワーク２００との通信は、比較的短く、例えば、位置エリア更新又は
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信を提供し、ＬＴＥ無線ネットワーク３００と
の通信は、無線通信デバイス１０２を「モード１」構成へと比較的迅速に再構成すること
によって回復することができる。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００と通信
している間、シグナリングメッセージは、送信ダイバーシティを使用してＬＴＥ無線ネッ
トワーク３００からダウンリンク方向に送信することができ、無線通信デバイス１０２に
よる受信ダイバーシティ又はＭＩＭＯ受信を必要としないことがあるので、シングルラジ
オ無線通信デバイス１０２は、例えば、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及
び／又は物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）上でのＬＴＥ無線ネットワーク３
００からのシグナリングメッセージの受信を継続することができる。ＬＴＥ無線ネットワ
ーク３００から信号を受信するために「モード３」構成で使用される１つの受信機は、Ｌ
ＴＥ無線ネットワーク３００により受信ダイバーシティを用いて送信され得るシグナリン
グメッセージを受信するのに十分であり得る。無線通信デバイス１０２は、大きいパケッ
トについて使用され得るようなＭＩＭＯ送信を必要としない小さいパケットを使用して通
信されるＬＴＥ無線ネットワーク３００からのレイヤ２／３シグナリングメッセージ（例
えば、ＲＲＣメッセージ）の受信を継続することができる。無線通信デバイス１０２がＣ
ＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００と同時に通信する間、ＬＴＥ無線ネットワ
ーク３００からのシグナリングメッセージの受信を提供することによって、シングルラジ
オ無線通信デバイス１０２は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００との接続を失う可能性が低
くなり、無線通信デバイス１０２のユーザに改善された性能を提供することができる。い
くつかの実施形態において、ＬＴＥ信号処理ブロック６０２は、（ＬＴＥ無線ネットワー
ク３００から信号を受信しない構成から復帰するときに、例えば、送信機７０８及び受信
機７１２／７１６の双方が、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００のような非
ＬＴＥ無線ネットワークに割り付けられたときに、未知の状態に再び遭遇するのではなく
）ＬＴＥ無線ネットワーク３００に接続し、それと通信するときの性能がよりよく分かる
ように、（例えば、サービングセル及び／又は隣接セルについての）セル特性を判定する
ために、第２の受信機７１６（Ｒｘ１）を介して受信した信号を測定することができる。
いくつかの実施形態において、無線通信デバイス１０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線
ネットワーク２００とのモバイル着信音声接続又はモバイル発信音声接続を提供すること
ができ、その間、無線通信デバイス１０２は、「スリープ」時間期間が点在している「ウ
ェイク」時間期間中にＬＴＥ信号の間欠受信及び／又はセルの測定とともに、間欠受信（
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ＤＲＸ）モードでＬＴＥ信号処理ブロック６０２を動作させることができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、無線通信デバイス１０２は、信号強度、信号品質あるい
は信号特性及び指標の別のセットの測定値に基づいて動作すべき構成を判定することがで
きる。（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に関して）「良好な」信号有効
範囲をもつエリアにおいて、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００から信号を
受信するために少なくとも１つの受信機の使用が必要である「チューンアウェイ」イベン
トに応じて動作するとき、無線通信デバイス１０２は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００と
ともに使用するための第２の受信機（Ｒｘ１）７１６を保持しながら、モバイル発信音声
接続、位置エリア更新、ＳＭＳ通信、又はＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２０
０との他の送信／受信イベントについて「モード３」構成で動作することができる。（Ｃ
ＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に関して）「不十分な」信号有効範囲をも
つエリアにおいて、「チューンアウェイ」イベントに応じて動作するとき、無線通信デバ
イス１０２は、双方の受信機７１２／７１６及び送信機７０８にＣＤＭＡ２０００　１ｘ
無線ネットワーク２００との通信を提供する「モード４」構成で動作することができる。
無線通信デバイス１０２は、「不十分な」信号条件下で、弱いＣＤＭＡ２０００　１ｘ無
線信号の良好な受信を提供するための、あるいは高いレベルの雑音及び／又は干渉が存在
する状況下での動作に、受信ダイバーシティを使用することを選択し得る。無線通信デバ
イス１０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００と同時に通信している間
に、ＬＴＥ無線ネットワーク３００からの無線信号の継続した受信を可能にする「良好な
」信号条件で動作するときには、単一の受信機のみを使用することを選択し得る。「良好
な」信号条件において、無線通信デバイス１０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネット
ワーク２００からの信号の受信が必要であり、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク
２００への信号の送信が必要ではないときに「モード２」を選択することができる。シン
グルラジオ無線通信デバイス１０２を「モード２」構成で動作している間に、ＬＴＥ無線
ネットワーク３００との（ＭＩＭＯ受信を除く）フル双方向通信を継続することができる
。ＣＤＭＡ２０００　１ｘ信号処理ブロック６０４が、「モード２」である間にＣＤＭＡ
２０００　１ｘ無線ネットワーク２００からページングメッセージを受信する場合、ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００との双方向通信を提供するために、無線通信
デバイス１０２を「モード３」又は「モード４」のいずれかに再構成することができる。
無線通信デバイス１０２とＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００との間の通信
について「モード３」を使用すべきか、又は「モード４」を使用すべきかを選択すること
は、信号条件のセットが満たされていること、例えば、「良好な」信号有効範囲は、ＬＴ
Ｅ無線ネットワーク３００とともに第１の受信機を使用し、かつ、ＣＤＭＡ２０００　１
ｘ無線ネットワーク２００とともに第２の受信機を使用することを可能にすること、並び
に「不十分な」信号有効範囲は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００につい
て双方の受信機の使用を必要とすることに依存し得る。「チューンアウェイ」イベントの
完了時、例えば、モバイル発信又はモバイル着信音声接続の完了時、位置エリア更新又は
ＳＭＳ通信の完了時に、例えば、ＭＩＭＯ動作を含むＬＴＥ無線ネットワーク３００から
の信号のフル受信を可能にする「モード１」構成で、又は、ＬＴＥ無線ネットワーク３０
０からの信号の受信のために１つの受信機のみを使用し、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネ
ットワーク２００から受信される信号のために他の受信機を保持する「モード２」構成で
、ＬＴＥ無線ネットワーク３００を使用するように無線通信デバイス１０２を再構成して
戻すことができる。いくつかの実施形態において、無線通信デバイス２００は、ＭＩＭＯ
ダウンリンク送信が使用されているかどうかを示し得る、ＬＴＥ無線ネットワーク３００
からのダウンリンク送信のためのフォーマットに関する情報について、ＰＤＣＣＨチャネ
ル及び／又はＰＤＳＣＨチャネルを監視することができ、無線通信デバイス１０２は、適
切に動作モードを選択することができる。２つの異なる無線ネットワークのそれぞれに割
り当てられた１つの受信機を用いて動作することが無線通信デバイス１０２にとって好ま
しい場合、無線通信デバイス１０２は、ＭＩＭＯランク２（又はより高いランク）のダウ
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ンリンク送信を受信しないというプリファランスを示すために、例えば、チャネルステー
タス報告メッセージのランクインジケータ部分を使用して、ランク指標１をＬＴＥ無線ネ
ットワーク３００に通信することができる。無線通信デバイス１０２が、例えば、ランク
２ＭＩＭＯ構成で、ＭＩＭＯダウンリンク送信の受信中である場合には、無線通信デバイ
ス１０２は、ランクインジケータ値１をＬＴＥ無線ネットワーク３００に通信し、その後
、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００から信号を受信するように受信機のう
ちの１つを切り替えることができる。
【００３４】
　図８は、いくつかの実施形態に係るシングルラジオ無線通信デバイス１０２の処理要素
の代表的なセットの図８００を示す。無線通信デバイス１０２は、複数の無線ネットワー
クとの通信、例えば、ＬＴＥ無線ネットワーク３００との通信及びＣＤＭＡ２０００　１
ｘ無線ネットワーク２００との通信を提供することができる無線回路８１０のセットを含
むことができる。無線通信デバイス１０２中の無線回路８１０は、種々の無線通信プロト
コルに従って無線信号を送信及び受信するためにプロセッサ及び無線回路を含む１つ以上
の無線回路モジュールを含むことができる。無線通信デバイス１０２の（無線サブシステ
ムとも称される）無線回路モジュールは、無線通信プロトコルに従って、例えば、ＬＴＥ
無線通信プロトコル、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線通信プロトコル、又は別のセルラー無
線通信プロトコルに従ってフォーマットされた無線周波数無線信号の信号処理を行うため
の送信機及び受信機を含むことができる。いくつかの実施形態において、無線回路モジュ
ールは、限定的ではないが、ベースバンド信号処理、物理層処理、データリンク層処理、
及び／又は他の機能のような機能を実装するためのプロセッサ及び／又は特定用途向けデ
ジタル信号処理（ＤＳＰ）回路、デジタルデータをアナログ信号に変換するための１つ以
上のデジタル／アナログコンバータ（ＤＡＣ）、アナログ信号をデジタルデータに変換す
るための１つ以上のアナログ／デジタルコンバータ（ＡＤＣ）、無線周波数（ＲＦ）回路
（例えば、１つ以上の増幅器、混合器、フィルタ、位相ロックループ（ＰＬＬ）及び／又
は発振器）、並びに／あるいは他の構成要素のような構成要素を含み得る。無線回路モジ
ュールは、いくつかの実施形態において、無線とも称される。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、図８のシングルラジオ無線通信デバイス１０２の無線回
路８１０は、図７に示したような無線処理ブロックを含むことができる。無線通信デバイ
ス１０２の無線回路８１０は、メモリ８０４に接続されたホスト／アプリケーションプロ
セッサ８０２を含む高位層処理回路８０６に接続され得る。いくつかの実施形態において
、無線回路８１０は、それ自体の無線制御プロセッサを含む。いくつかの実施形態におい
て、無線回路８１０は、その中に含まれる１つ以上のプロセッサにより、及び／又は上記
の４つの異なる動作モードのうちの１つで構成されるホスト／アプリケーションプロセッ
サ８０２により制御され得る。いくつかの実施形態において、無線回路８１０は、２つ以
上の異なる無線ネットワークと、例えば、ＬＴＥ無線ネットワーク３００及びＣＤＭＡ２
０００　１ｘ無線ネットワークと通信するための要件に基づいて、異なる動作モード間で
切り替わるように構成される。無線回路８１０は、異なる動作モード間で切り替わるよう
に構成され、それにより、１つの無線ネットワークから単一の受信機で受信し、同時に、
別の無線ネットワークから単一の受信機で受信することができる。いくつかの実施形態に
おいて、無線回路８１０は、信号条件のセットに基づいて、例えば、１つ以上の無線ネッ
トワークについての受信信号強度及び／又は品質の測定値に基づいて、異なる動作モード
となるように構成され得る。いくつかの実施形態において、無線回路８１０は、例えば、
音声接続を発信すること、ページングメッセージを受信すること、位置更新を提供するこ
と、ＳＭＳメッセージを送信及び／又は受信すること、着信音声接続を受信すること、サ
ービングセルを測定すること、１つ以上の隣接セルを測定することなどのために実行すべ
き動作に基づいて、異なる動作モードとなるように構成され得る。
【００３６】
　図９は、いくつかの実施形態に係る、２つの異なる無線ネットワーク（ＮＷ１及びＮＷ



(22) JP 2015-537410 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

２）と通信する無線通信デバイス１０２のための無線周波数チューンアウェイイベントの
図９００を示す。無線通信デバイス１０２は、第１の無線ネットワークＮＷ１（例えば、
ＬＴＥ無線ネットワーク３００）と通信し、かつ、第２の無線ネットワークＮＷ２（例え
ば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００）からの信号をリッスンする、及び
／又は第２の無線ネットワークＮＷ２にショートメッセージ若しくは位置更新を送信する
ために、短い時間期間中、無線通信デバイス１０２中の少なくとも１つの受信機を同調さ
せるように構成することができる。短いチューンアウェイ時間期間にわたって、ＬＴＥ接
続を損失することなくＬＴＥ無線ネットワーク３００との接続を中断することができ、す
なわち、無線通信デバイス１０２は、ＬＴＥ無線ネットワーク３００との通信を再開する
ために、短いチューンアウェイイベントから復帰することができる。いくつかの実施形態
において、無線通信デバイス１０２は、短いチューンアウェイイベント中、例えば、ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に位置エリア更新又はＳＭＳメッセージを提
供するために、送信機と関連付けられた第１の受信機を使用すべきであると判定すること
ができる。いくつかの実施形態において、無線通信デバイス１０２は、短いチューンアウ
ェイイベント中にＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００と通信している間に、
ＬＴＥ無線ネットワーク３００とともに第２の受信機を同時に使用し続けることができる
。無線通信デバイス１０２は、チューンアウェイイベント中に実行されるアクションに基
づいて、チューンアウェイイベント中の通信について、受信機のみを使用すべきか、又は
送信機と受信機とを使用するべきかを判定することができる。いくつかの実施形態におい
て、無線通信デバイス１０２は、チューンアウェイイベント中に、例えば、ＣＤＭＡ２０
００　１ｘ無線ネットワーク２００からの信号の受信が受信ダイバーシティを必要とする
ことがあることを信号条件のセットが示すときに、複数の受信機を第２の無線ネットワー
クに、例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に同調させることができ
る。チューンアウェイイベント中、無線通信デバイス１０２は、行われたアクション、受
信信号、受信メッセージ又は他の条件に基づいて、例えば、２つの異なる受信機間で受信
機の使用を変更する、及び／又は１つの受信機の使用から２つの受信機の使用に変更する
ことができる。一実施形態では、無線通信デバイス１０２は、ページングイベントをリッ
スンするために、第１の受信機をＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００に同調
させることができ、ページングメッセージを受信したことに応じて、ＣＤＭＡ２０００　
１ｘ無線ネットワーク２００とのモバイル着信音声接続を確立するために、送信機と受信
機（又は複数の受信機）の双方を使用するように無線通信デバイスを再構成することがで
きる。一実施形態では、無線通信デバイスは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク
２００上での着信音声接続を示すチューンアウェイイベントに先立って、ＬＴＥ無線ネッ
トワーク３００からメッセージを受信することができ、無線通信デバイス１０２は、チュ
ーンアウェイイベント中にＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワーク２００との接続を確
立するために、１つ以上の受信機と送信機とを同調させることができる。ＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワーク２００との音声接続は、図９に示すように、「長い」チューン
アウェイイベントとして表すことができる。いくつかの実施形態において、無線通信デバ
イス１０２は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ無線ネットワークについての測定された信号指標
のセットに基づいて、例えば、無線通信デバイス１０２が「良好な」信号有効範囲のエリ
アで動作するか、又は「不十分な」信号有効範囲のエリアで動作するかを示し得る信号強
度及び／又は信号品質の測定値に基づいて、チューンアウェイイベント中の音声接続につ
いて使用すべき受信機の数を判定することができる。いくつかの実施形態において、無線
通信デバイス１０２は、１つ以上の受信信号指標と１つ以上のしきい値との比較に基づい
て、チューンアウェイイベント中に１つの受信機を使用すべきか、又は複数の受信機を使
用すべきかを判定する。いくつかの実施形態において、ＬＴＥ無線ネットワーク３００に
よる複数の受信機の使用から、ＬＴＥ無線ネットワーク３００による単一の受信機の使用
に再構成する場合には、無線通信デバイス１０２は、例えば、１つの受信機のみを介して
通信を受信するというプリファランス、例えば、ＭＩＭＯ送信ではなくダウンリンク送信
ダイバーシティのプリファランスを示す指標を、１つ以上のシグナリングメッセージを介
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してＬＴＥ無線ネットワーク３００に提供することができる。いくつかの実施形態におい
て、無線通信デバイス１０２は、チューンアウェイイベントに先立って、ＬＴＥ無線ネッ
トワーク３００に提供されるチャネルステータス報告メッセージ中のランクインジケータ
を使用して、プリファランスを通信する。
【００３７】
　図１０は、いくつかの実施形態に係る、２つの無線ネットワークから信号を同時に受信
するようにシングルラジオ無線通信デバイス１０２中の無線回路を構成するための代表的
な実施形態のフローチャート１０００を示す。一実施形態では、第１の無線ネットワーク
、例えば、ＬＴＥ無線ネットワーク３００は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
無線通信プロトコルに従って動作し、第２の無線ネットワーク、例えば、ＣＤＭＡ２００
０　１ｘ無線ネットワーク２００は、「レガシー」第３世代（３Ｇ）無線通信プロトコル
に従って動作する。第１のステップ１００２において、無線通信デバイス１０２は、第１
の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンを使用し
て、第１の無線ネットワークとの接続を確立する。一実施形態では、第１及び第２の無線
周波数シグナリングチェーンは、少なくとも、図８に示し上述したような無線回路８１０
、あるいは図７に示し上述したような受信機（Ｒｘ０、Ｒｘ１）７１２／７１６及び関連
付けられた電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）７１０／７１４のセットを含む。いくつかの
実施形態において、無線周波数シグナリングチェーンは、受信機、受信シグナリングチェ
ーン、又は無線通信デバイス１０２中の無線回路の受信する部分とも称され得る。ステッ
プ１００４において、無線通信デバイス１０２は、無線周波数チューンアウェイイベント
を検出する。いくつかの実施形態において、無線周波数チューンアウェイイベントは、第
２の無線ネットワークからの信号（例えば、ページメッセージ）をリッスンする、又は第
２の無線ネットワークからの信号を（例えば、セル選択／再選択のために）測定するため
の間欠受信（ＤＲＸ）サイクルの「ウェイク」サイクル中に無線通信デバイス１０２が再
構成する時間期間に対応する。いくつかの実施形態において、チューンアウェイイベント
は、第２の無線ネットワークとのモバイル発信音声接続又はモバイル着信音声接続のため
の接続を確立することと関連付けられる。ステップ１００６において、モバイル無線装置
１０２は、第２の無線ネットワークへの接続についての受信信号条件のセットが満たされ
るかどうかについて判定する。いくつかの実施形態において、受信信号品質、受信信号強
度、又は１つ以上の他の受信信号指標がしきい値のセットを超えたときに、受信信号条件
のセットが満たされる。受信信号条件のセットが満たされたとき、無線通信デバイス１０
２は、第２の無線ネットワークに接続するように、１つの無線周波数シグナリングチェー
ンのみを再構成する。一実施形態では、無線通信デバイス１０２は、チューンアウェイイ
ベント中に送信機が必要であるかどうかに少なくとも部分的に基づいて、無線周波数シグ
ナリングチェーンのうちのどれを再構成すべきかを選択する。例えば、チューンアウェイ
イベント中に少なくとも１つのシグナリングメッセージ又はデータメッセージを第２の無
線ネットワークに送信することが必要であるとき、送信機と関連付けられた（１つ以上の
）無線周波数シグナリングチェーンは、チューンアウェイイベント中に第２の無線ネット
ワークとともに使用するように再構成することができる。いくつかの実施形態において、
第１の無線周波数シグナリングチェーンは、送信機と関連付けられ、第２の無線周波数シ
グナリングチェーンは、無線通信デバイス１０２の送信機とは関連付けられない。一実施
形態では、受信信号条件のセットが満たされていることは、「良好な」信号有効範囲を、
例えば、受信信号強度又は受信信号品質がしきい値を超えていることを示し、無線通信デ
バイス１０２は、１つの受信機のみを用いて、第２の無線ネットワークから信号を確実に
受信することができる。いくつかの実施形態において、受信信号条件のセットが満たされ
ないことは、「不十分な」信号有効範囲を、例えば、受信信号強度又は受信信号品質がし
きい値を下回ることを示し、無線通信デバイス１０２は、第２の無線ネットワークから信
号を確実に受信するために、複数の受信機により提供される受信ダイバーシティを必要と
することがある。ステップ１０１０において、第２の無線ネットワークへの接続について
の受信信号条件のセットが満たされないとき、無線通信デバイス１０２は、第２の無線ネ
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ットワークに接続するように、第１の無線周波数シグナリングチェーンと第２の無線周波
数シグナリングチェーンの双方を再構成する。いくつかの実施形態において、無線通信デ
バイス１０２は、チューンアウェイイベント中に第１の無線ネットワーク又は第２の無線
ネットワークとの通信についての要件に従って送信機を構成する。いくつかの実施形態に
おいて、無線通信デバイスは、無線ネットワークとの通信についての要件、無線ネットワ
ークについての受信信号条件のセット、及び／又は無線ネットワークのセットの無線ネッ
トワークの間の通信についての優先順位に少なくとも部分的に基づいて、無線ネットワー
クのセット中のどの無線ネットワークを、無線通信デバイス中の無線周波数シグナリング
チェーンのセット中のどの無線周波数シグナリングチェーンと関連付けるべきかについて
判定する。一実施形態では、無線ネットワークのセットは、ＬＴＥ無線通信プロトコルに
従って動作する第１の無線ネットワークと、レガシー３Ｇ無線通信プロトコルに従って動
作する第２の無線ネットワークとを含み、第１の無線ネットワークは、パケット交換接続
のみを提供し、第２の無線ネットワークは、少なくとも回線交換接続を提供する。一実施
形態では、第２の無線ネットワークは、第１の無線ネットワークに、ＣＳＦＢプロシージ
ャのための音声接続を提供する。いくつかの実施形態において、第２の無線ネットワーク
への接続は、第１の無線ネットワークへの接続よりも優先される。
【００３８】
　本開示に係るシステム、方法、装置及びコンピュータプログラム製品の代表的な適用例
について、このセクションで上述した。これらの例は、更なる前後関係を提供し、説明す
る実施形態の理解を助けることのみを目的として提供される。したがって、説明される実
施形態は、これらの具体的な詳細の一部又は全てを伴わずに実施され得るということは当
業者には明白であろう。他の場合、説明される実施形態を不必要に不明瞭化することを回
避するために、周知のプロセスステップは、詳細には説明されていない。他の適用が可能
であり、以下の例は限定的なものと解釈されるべきでない。
【００３９】
　提供した詳細な説明では、明細書の一部を成し、説明される実施形態に係る特定の実施
形態を例として示す添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が説明される実
施形態を実施できるように十分詳細に説明されるが、これらの例は限定的なものでなく、
他の実施形態が使用されてもよく、説明される実施形態の趣旨又は範囲から逸脱せずに変
更が行われてもよいということが理解されよう。
【００４０】
　説明される実施形態の様々な態様は、ソフトウェア、ハードウェア、又はハードウェア
とソフトウェアとの組み合わせによって実装できる。説明される実施形態はまた、永続的
コンピュータ可読媒体上のコンピュータプログラムコードとして、コード化することもで
きる。この永続的コンピュータ可読媒体は、その後コンピュータシステムによって読み出
すことが可能なデータを記憶できる、任意のデータ記憶装置である。永続的コンピュータ
可読媒体の例としては、読み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ、磁気テープ、及び光学的データ記憶装置が挙げられる。このコンピュータプログ
ラムコードはまた、そのコンピュータプログラムコードが、分散方式で格納及び実行され
るように、ネットワーク結合されたコンピュータシステムを介して分散させることもでき
る。
【００４１】
　説明される実施形態の様々な態様、実施形態、実装、又は機構は、個別に若しくは任意
の組み合わせで使用できる。上述の説明は、説明の目的上、具体的な専門用語を使用する
ことにより、説明される実施形態の完全な理解を提供するものであった。しかしながら、
それらの具体的詳細は、説明される実施形態を実践するために必須のものではないことが
、当業者には明らかとなるであろう。それゆえ、本明細書で説明される具体的な実施形態
の上述の説明は、例示及び説明の目的のために提示されるものである。それらの説明は、
網羅的であることも、又は開示される厳密な形態に実施形態を限定することも、目的とす
るものではない。上記の教示を考慮して、多くの修正形態及び変形形態が可能であること
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が、当業者には明らかとなるであろう。
【００４２】
　説明される実施形態の有利点は数多い。種々の態様、実施形態、又は実装により、以下
の有利点のうちの１つ以上をもたらすことができる。本実施形態の多くの特徴及び有利点
は、記載される説明から明らかであり、それゆえ、添付の特許請求の範囲によって、本発
明のそのような特徴及び有利点を包含することが意図される。更には、数多くの修正形態
及び変形形態が、当業者には容易に想到されるため、これらの実施形態は、例示及び説明
される厳密な構成並びに動作に限定されるべきではない。それゆえ、全ての好適な修正形
態及び均等物は、本発明の範囲内に含まれるものとして採用することができる。

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月26日(2015.3.26)
【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】
　シングルラジオ無線通信デバイス中の無線回路を構成するための方法であって、前記方
法が、
　前記無線通信デバイスにより、
　　第１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーン
を使用して、第１の無線通信プロトコルに従った第１の無線ネットワークへの接続を確立
することと、
　　無線周波数チューンアウェイイベントを検出することと、
　　第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされた場合に、前記
第１の無線周波数シグナリングチェーン及び第２の無線周波数シグナリングチェーンのう
ちの１つのみを、第２の無線通信プロトコルに従った第２の無線ネットワークに再構成す
ることと、
　　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされない場
合に、前記第１の無線周波数シグナリングチェーンと前記第２の無線周波数シグナリング
チェーンの双方を、前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワーク
に再構成することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、前記第２の無線ネットワ
ーク上での接続のために、前記第１の無線ネットワークからモバイル着信ページ指標を取
得することを含み、
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　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、前記第２の無線ネットワ
ークとの接続を確立するために、モバイル発信指標を取得することを含み、
　前記第２の無線通信プロトコルに従った前記第２の無線ネットワークと通信するように
送信機を再構成すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線周波数チューンアウェイイベントを検出することが、
　前記第２の無線ネットワークからのページングメッセージをリッスンするための、前記
第２の無線ネットワークから受信した信号を測定するための、又は、無線通信アクセス技
術間測定を実行するための間欠受信（ＤＲＸ）ウェイク時間期間を検出すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号強度又は受信信号品質がしきい値を超
えたときに、前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
送信を提供することを必要とする場合に、送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成することと、前記第１の無
線ネットワークから信号を受信するために前記第２の無線周波数シグナリングチェーンの
構成を維持することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）又はロング
タームエボリューションアトバンスト（ＬＴＥ－Ａ）無線通信プロトコルに従って動作し
、前記第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３Ｇ）無線通信プロトコルに従っ
て動作する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
送信を提供する必要がない場合に、送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数
シグナリングチェーンを前記第２の無線ネットワークに再構成することと、前記第１の無
線ネットワークから信号を受信するために前記第１の無線周波数シグナリングチェーンの
構成を維持することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記チューンアウェイイベント中にモバイル着信ページングメッセージを受信したこと
に応じて、
　　前記送信機と関連付けられていない前記第２の無線周波数シグナリングチェーンを前
記第１の無線ネットワークに再構成することと、
　　前記送信機と関連付けられた前記第１の無線周波数シグナリングチェーンを前記第２
の無線ネットワークに再構成することと、
　　前記送信機を前記第２の無線ネットワークに再構成することと、
　を更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされた場合に
、前記チューンアウェイイベントに先立って、ランクインジケータ値１を含むチャネルス
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テータス報告を前記第１の無線ネットワークに送信すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　無線通信デバイスであって、
　前記無線通信デバイスと第１の無線ネットワークとの間の接続及び前記無線通信デバイ
スと第２の無線ネットワークとの間の接続を確立及び解放することを制御するように構成
された１つ以上のプロセッサと、
　第１の無線通信プロトコルに従って前記第１の無線ネットワークに信号を送信し、第２
の無線通信プロトコルに従って前記第２の無線ネットワークに信号を送信するように構成
可能な送信機と、
　前記送信機と関連付けられ、前記第１の無線ネットワーク又は前記第２の無線ネットワ
ークから信号を受信するように構成可能な第１の受信機と、
　前記送信機と関連付けられておらず、前記第１の無線ネットワーク又は前記第２の無線
ネットワークから信号を受信するように構成可能な第２の受信機と
　を備え、
　前記１つ以上のプロセッサが、
　　前記送信機、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を使用して、前記第１の無線ネ
ットワークへの接続を確立し、
　　前記第２の無線ネットワークと通信するためのチューンアウェイイベントを検出し、
　　前記チューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワー
クについての受信信号条件のセットが満たされたときに、前記チューンアウェイイベント
中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機のうちの１つのみを前記第２の無線ネット
ワークに再構成する、
　ように更に構成される、無線通信デバイス。
【請求項１２】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントが、前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つの
シグナリングメッセージ又はデータメッセージの送信を必要とし、前記第２の無線ネット
ワークについての受信信号条件の前記セットが満たされたとき、前記送信機と関連付けら
れた前記第１の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１３】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントが前記第２の無線ネットワークへの少なくとも１つのシ
グナリングメッセージ又はデータメッセージの送信を必要としないときに、及び、前記チ
ューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワークについて
の受信信号条件の前記セットが満たされたときに、前記送信機と関連付けられていない前
記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１４】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　前記チューンアウェイイベントを検出したことに応じて、前記第２の無線ネットワーク
についての受信信号条件の前記セットが満たされないときに、前記チューンアウェイイベ
ント中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構
成する
　ように更に構成される、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１５】
　前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線通信プ
ロトコルに従って動作し、前記第２の無線ネットワークが、レガシー第３世代（３Ｇ）無
線通信プロトコルに従って動作する、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
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【請求項１６】
　前記１つ以上のプロセッサが、前記第２の無線ネットワークを用いて確立されるモバイ
ル着信音声接続の指標を取得することによって前記第２の無線ネットワークと通信するた
めに、前記チューンアウェイイベントを検出するように構成される、請求項１１に記載の
無線通信デバイス。
【請求項１７】
　前記１つ以上のプロセッサが、前記第２の無線ネットワークと通信するための間欠受信
（ＤＲＸ）サイクルのウェイク時間期間の指標を取得することによって前記第２の無線ネ
ットワークと通信するために、前記チューンアウェイイベントを検出するように構成され
る、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１８】
　前記第２の無線ネットワークから受信した信号についての信号強度又は信号品質の測定
がしきい値を超えたときに、前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記
セットが満たされる、請求項１１に記載の無線通信デバイス。
【請求項１９】
　無線通信デバイスの無線回路を構成するために永続的コンピュータ可読媒体においてコ
ンピュータプログラムコードとして符号化されるコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータプログラム製品が、
　送信機、前記送信機と関連付けられた第１の受信機、及び第２の受信機を使用して、第
１の無線ネットワークへの接続を確立するためのコンピュータプログラムコードと、
　第２の無線ネットワークについての受信信号条件のセットが満たされたときに、チュー
ンアウェイイベント中に、前記第２の受信機を前記第２の無線ネットワークに再構成し、
前記第１の無線ネットワークに接続された前記第１の受信機及び前記送信機を維持するた
めのコンピュータプログラムコードと、
　前記第２の無線ネットワークについての受信信号条件の前記セットが満たされないとき
に、前記チューンアウェイイベント中に、前記第１の受信機及び前記第２の受信機を前記
第２の無線ネットワークに再構成するためのコンピュータプログラムコードと、
　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記チューンアウェイイベントに先立って、ランク指標１を含むチャネルステータス報
告を前記第１の無線ネットワークに通信するためのコンピュータプログラムコードであっ
て、前記第１の無線ネットワークが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線通信
プロトコルに従って動作し、前記第２の無線ネットワークが、第３の世代（３Ｇ）無線通
信プロトコルに従って動作する、チャネルステータス報告を通信するためのコンピュータ
プログラムコード
　を更に備える、請求項１９に記載のコンピュータプログラム製品。
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