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(57)【要約】
デバイス内干渉を軽減するための方法および装置を説明
する。これらの方法は、デバイス内干渉イベント（例え
ば、干渉状況）を含んでもよく、イベントの処理は、技
術の優先度によって決まってもよい。別の周波数または
無線アクセス技術（ＲＡＴ）へのハンドオーバは、共存
する技術がアクティブ化されうる場合に起こってもよい
。ネットワークは、デバイスに対し、測定し、かつ、そ
れにハンドオフすることが可能にされうる周波数または
ＲＡＴのリストを、シグナリングしてもよい。ネットワ
ークは、デバイスが干渉に対する反応を加速するために
使用することができる、スケーリング値を提供してもよ
い。デバイスは、スケーリング係数を、ＲＬＦプロシー
ジャのために使用される「非同期」カウンタおよび／ま
たは無線リンク障害（ＲＬＦ）タイマに適用してもよい
。デバイスは、測定値、および、イベントをトリガする
べき時間に対して、異なるスケーリング係数を適用して
もよい。デバイスは、代替ＲＡＴのためのギャップを要
求するネットワークへの報告をトリガしてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線デバイス内の無線アクセス技術（ＲＡＴ）コンポーネント間の干渉を軽減するため
の方法であって、
前記無線デバイス内の第１のＲＡＴコンポーネントと第２のＲＡＴコンポーネントの間
の干渉状況を検出するステップと、
前記干渉状況の通知をネットワークへ送信するステップと
を備え、
前記通知は、前記干渉状況を軽減するために使用されるように構成された情報を備える
ことを特徴とする方法。
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【請求項２】
前記無線デバイス内の前記第１のＲＡＴコンポーネントと前記第２のＲＡＴコンポーネ
ントとの間の前記検出された干渉状況についての構成情報を受信するステップであって、
前記構成情報は、前記検出された干渉状況に応答して、前記無線デバイスによって実行さ
れるように構成された動作のインジケーションを備えるステップと、
前記検出された干渉状況を軽減するように構成された前記動作を含む、前記構成情報を
処理するステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記構成情報を処理するステップは、
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前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに対するハン
ドオーバと、
別の周波数へのリダイレクトと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントのアクティブ
化と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントの遅延された
アクティブ化と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオフにする
ことと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオンにする
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ことと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた周波数帯域を電力スケーリングすること
のうちの少なくとも１つを実行するステップを備えることを特徴とする請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
前記構成情報は、
デバイス内干渉イベントについての構成と、
ネットワークの性能に関連付けられた情報と、
スケーリング値と、
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新しい測定構成メッセージと、
新しい周波数帯域と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに対するアク
ティブ化遅延と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントを起動するた
めのインジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントについてのア
クティブ化時間通知と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって送信
または受信されるその優先度を含むトラフィックのタイプのインジケーションと、
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前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオフに保つ
ためのコマンドと、
ハンドオーバコマンドと、
測定制御情報と、
別の周波数内のＲＣＣ再確立に関連付けられた情報と、
再構成メッセージと、
高速変更に関連付けられた情報と、
異なるＲＡＴへのリダイレクトと、
間欠受信（ＤＲＸ）動作に関連付けられた情報と、
ＴＤＭ動作に関連付けられた情報と、
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ＦＤＤ半二重動作に関連付けられた情報と、
パターンまたはパターンに関連付けられた変更に関連付けられた情報と、
非バッファステータス報告（ＢＳＲ）に関連付けられた情報と、
１つまたは複数のスケジューリング要求と、
ダウンリンク（ＤＬ）再送信およびフィードバックに関連付けられた情報と、
アップリンク（ＵＬ）再送信およびフィードバックに関連付けられた情報と、
ランダムアクセスプロシージャに関連付けられた情報と、
前記干渉状況が軽減されたというインジケーションと、
周波数帯域の電力スケーリングに関連付けられた情報と
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
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【請求項５】
前記干渉状況は、１つまたは複数のトリガに基づいて検出されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
前記１つまたは複数のトリガは、
先行的トリガと、
反応的トリガと、
ハンドオーバが開始されることと、
動作のモードの変更と、
使用シナリオ変更における変更と、
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サービスシナリオ変更における変更と、
タイマの満了と、
所定の負荷の発生と、
バッファのサイズと
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記通知は、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントがアクティブ
化される必要があるか、またはアクティブ化されるというインジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントが回転される
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必要があるか、またはオンにされるというインジケーションと、
前記１つまたは複数のトリガに関連付けられた情報と、
前記干渉状況を引き起こす技術のタイプに関連付けられた情報と、
前記干渉状況に対処するための前記無線デバイスの性能のインジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって要求
された使用シナリオと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって要求
されたサービスシナリオと、
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タイマに関連付けられた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントの動作のモー
ドに関連付けられた情報と、
いつ前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴがオンにされるべきであるかについての
インジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた測定値と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れたホッピング周波数と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによってサポ
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ートされた周波数のリストと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオンにする
ことに関連付けられた緊急性のインジケーションと、
Ａ−ＧＮＳＳを求める要求と、
ソースセルに関連付けられた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントのブザーサイ
ズに関連付けられた情報と
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記通知を、
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ＲＲＣ接続確立プロシージャを介して、ＲＲＣメッセージ内の新しいフィールドを介し
て、
ＲＲＣ接続要求メッセージを介して、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを介して
、
ルーティングエリア更新メッセージを介して、
ＭＡＣ制御要素を介して
のうちの少なくとも１つによって送信することができることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
前記第１のＲＡＴコンポーネントは、第１の無線技術をサポートし、前記第２のＲＡＴ
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コンポーネントは、第２の無線技術をサポートし、前記第１の無線技術および前記第２の
無線技術は、異なることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
内部に含まれた共存する無線アクセス技術（ＲＡＴ）コンポーネント間の干渉を軽減す
るための無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
前記無線デバイス内の２つ以上のＲＡＴコンポーネント間の検出された干渉状況につい
ての構成情報を受信し、前記構成情報は、前記検出された干渉状況に応答して、前記無線
デバイスによって行われるように構成されたアクションを備え、
前記検出された干渉状況を軽減するように構成された前記アクションを含む、前記構成
情報を処理する
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ように構成されたプロセッサ
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１１】
前記プロセッサは、前記構成情報を処理するとき、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに対するハン
ドオーバと、
別の周波数へのリダイレクトと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントのアクティブ
化と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントの遅延された
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アクティブ化と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオフにする
ことと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオンにする
ことと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた周波数帯域を電力スケーリングすることと
のうち少なくとも１つを実行するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１０
に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
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前記構成情報は、
デバイス内干渉を起こすイベントについての構成と、
ネットワークの性能に関連付けられた情報と、
スケーリング値と、
新しい測定構成メッセージと、
新しい周波数帯域と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに対するアク
ティブ化遅延と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントを起動するた
めのインジケーションと、
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前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントについてのア
クティブ化時間通知と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって送信
または受信されるその優先度を含むトラフィックのタイプのインジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオフに保つ
ためのコマンドと、
ハンドオーバコマンドと、
測定制御情報と、
別の周波数内のＲＣＣ再確立に関連付けられた情報と、
再構成メッセージと、
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高速変更に関連付けられた情報と、
異なるＲＡＴへのリダイレクトと、
間欠受信（ＤＲＸ）動作に関連付けられた情報と、
ＴＤＭ動作に関連付けられた情報と、
ＦＤＤ半二重動作に関連付けられた情報と、
パターンまたはパターンに関連付けられた変更に関連付けられた情報と、
非バッファステータス報告（ＢＳＲ）に関連付けられた情報と、
１つまたは複数のスケジューリング要求と、
ダウンリンク（ＤＬ）再送信およびフィードバックに関連付けられた情報と、
アップリンク（ＵＬ）再送信およびフィードバックに関連付けられた情報と、
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ランダムアクセスプロシージャに関連付けられた情報と、
前記干渉状況が軽減されたというインジケーションと、
周波数帯域の電力スケーリングに関連付けられた情報と
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
前記プロセッサは、
前記無線デバイス内の前記２つ以上のＲＡＴコンポーネント間の干渉状況を検出し、
前記干渉状況の通知をネットワークへ送信する
ようにさらに構成され、
前記通知は、前記干渉状況を軽減するために使用されるように構成された情報を備える
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ことを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
前記干渉状況は、１つまたは複数のトリガに基づいて検出されることを特徴とする請求
項１３に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
前記１つまたは複数のトリガは、
先行的トリガと、
反応的トリガと、
ハンドオーバが開始されることと、
動作のモードの変更と、
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使用シナリオ変更における変更と、
サービスシナリオ変更における変更と、
タイマの満了と、
所定の負荷の発生と、
バッファのサイズと
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
前記通知は、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントがアクティブ
化される必要があるか、またはアクティブ化されるというインジケーションと、
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前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントが回転される
必要があるか、またはオンにされるというインジケーションと、
前記１つまたは複数のトリガに関連付けられた情報と、
前記干渉状況を引き起こす技術のタイプに関連付けられた情報と、
前記干渉状況に対処するための前記無線デバイスの性能のインジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって要求
された使用シナリオと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによって要求
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されたサービスシナリオと、
タイマに関連付けられた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントの動作のモー
ドに関連付けられた情報と、
いつ前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴがオンにされるべきであるかについての
インジケーションと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れた測定値と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントに関連付けら
れたホッピング周波数と、
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前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントによってサポ
ートされた周波数のリストと、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントをオンにする
ことに関連付けられた緊急性のインジケーションと、
Ａ−ＧＮＳＳを求める要求と、
ソースセルに関連付けられた情報と、
前記第１のＲＡＴコンポーネントまたは前記第２のＲＡＴコンポーネントのブザーサイ
ズに関連付けられた情報と
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
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前記通知を、
ＲＲＣ接続確立プロシージャを介して、ＲＲＣメッセージ内の新しいフィールドを介し
て、
ＲＲＣ接続要求メッセージを介して、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを介して
、
ルーティングエリア更新メッセージを介して、
ＭＡＣ制御要素を介して
のうちの少なくとも１つによって送信することができることを特徴とする請求項１３に
記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
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前記第１のＲＡＴコンポーネントは、第１の無線技術をサポートし、前記第２のＲＡＴ
コンポーネントは、第２の無線技術をサポートし、前記第１の無線技術および前記第２の
無線技術は、異なることを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
無線デバイス内の無線アクセス技術（ＲＡＴ）コンポーネント間の干渉を軽減するため
の方法であって、
前記無線デバイス内の第１のＲＡＴコンポーネントと第２のＲＡＴコンポーネントの間
の干渉状況を検出するステップと、
前記無線デバイス内に格納されたアクションを実行するステップと
を備え、
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前記アクションは、前記検出された干渉状況を軽減するように構成されることを特徴と
する方法。
【請求項２０】
前記干渉状況の通知をネットワークに提供するために、前記ネットワークとの通信リン
クが確立されるかどうかを判定するステップと、前記干渉状況の前記通知を提供するため
に、前記ネットワークとの前記通信リンクが確立されないとき、前記無線デバイス内に格
納された前記アクションを実行するステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記干渉状況は、
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先行的トリガと、
反応的トリガと、
ハンドオーバが開始されることと、
動作のモードの変更と、
使用シナリオ変更における変更と、
サービスシナリオ変更における変更と、
タイマの満了と、
所定の負荷の発生と、
バッファのサイズと
のうちの少なくとも１つを備える１つまたは複数のトリガに基づいて検出されることを

40

特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
前記アクションは、無線リンク障害（ＲＬＦ）プロシージャおよびハンドオーバのうち
の少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
前記第１のＲＡＴコンポーネントは、第１の無線技術をサポートし、前記第２のＲＡＴ
コンポーネントは、第２の無線技術をサポートし、前記第１の無線技術および前記第２の
無線技術は、異なることを特徴とする請求項１９に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれている、米国仮特許出願第６１
／３７３５３９号、第６１／３８９０３０号、第６１／４１０６４５号、第６１／４３０
７０４号、第６１／４４１９６３号および第６１／４７１０６０号の、米国特許法１１９
条（ｅ）に基づく利益を主張するものである。
【０００３】
今日、多数の無線デバイスは、複数の無線技術および／またはアプリケーションをサポ

10

ートしている。例えば、現在使用可能な無線デバイスは、トランシーバ、送信器または受
信器を含む、複数のコンポーネントまたはデバイスを含むことがある。そのようなコンポ
ーネントは、ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ−Ａ）など、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）技術と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術、および、Ｗｉ−Ｆ
ｉなどのＷＬＡＮ（wireless local access networks）技術を含む、ＩＳＭ（Industrial
, Scientific and Medical）技術と、ＧＰＳ（global positioning system）技術とを含
む、異なる無線技術および／またはアプリケーションをサポートすることができる。
【０００４】
複数の無線技術およびアプリケーションのサポートは、無線デバイスの能力を増大させ
ているが、そのようなサポートはまた、無線デバイス内の干渉にもつながっている。例え

20

ば、ＬＴＥ時分割複信（ＴＤＤ）など、ＬＴＥ技術は、無線デバイス内で、２．３〜２．
４ＧＨｚ周波数を含む、帯域４０で動作することができる。ＩＳＭ技術および／またはＧ
ＰＳ技術は、同じ無線デバイス内で隣接した帯域および周波数上で動作することができる
。このように、ＬＴＥ技術、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ技術およびＷｉ−Ｆｉを含むＩＳＭ技術
、ならびに／または、ＧＰＳ技術は、同じ無線デバイス内で隣接した帯域上で動作するこ
とができ、それにより、ＬＴＥ技術のための信号を受信または送信するトランシーバに、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ技術およびＷｉ−Ｆｉを含むＩＳＭ技術ならびに／またはＧＰＳ技術
のための信号を受信または送信するトランシーバへの干渉を発生させることがあり、その
逆も同様である。加えて、無線技術および／またはアプリケーションはまた、それらの間
で干渉を引き起こすこともある。例えば、ＬＴＥおよびＬＴＥ−Ａなど、無線デバイス内
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の複数のＬＴＥ技術は、隣接した帯域上で動作することができ、それにより、例えば、無
線デバイス内でそのようなＬＴＥ技術のために使用されるトランシーバなど、デバイスま
たはコンポーネント間で干渉を引き起こすことがある。
【０００５】
そのような無線デバイスによってサポートされた複数の無線技術およびアプリケーショ
ンによって引き起こされる、そのような相互干渉を軽減するために、アクティブバンドパ
スフィルタなどのフィルタ技術が採用されている。残念ながら、そのようなフィルタ技術
は、無線デバイス内で複数の無線技術および／またはアプリケーションによって使用され
る、隣接した帯域および周波数の十分なリジェクション（rejection）を提供しないので
、そのようなフィルタ技術は、無線デバイス内で複数の無線技術および／またはアプリケ
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ーションによって生じる相互干渉を適切に軽減していない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
デバイス内技術間の干渉を回避または軽減するためのシステムおよび方法を開示する。
一実施形態では、無線デバイス内の無線アクセス技術（ＲＡＴ）コンポーネント間の干渉
を、軽減することができる。例えば、無線デバイス内の第１のＲＡＴコンポーネントと第
２のＲＡＴコンポーネントの間の干渉状況が、検出されてもよい。
【０００７】
一実施形態では、干渉状況の通知は次いで、ネットワークへ送信されてもよい。この通
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知は、先行的で、例えば、実際の干渉状況に先立って判定されてもよく、または、反応的
で、干渉状況が検出された後に判定されてもよい。ネットワークへの干渉状況の通知は、
干渉状況を軽減するために使用されるように構成された情報を含んでもよい。ネットワー
クは次いで、干渉状況を軽減するために処理かつ／または実行される必要がある、１つま
たは複数のアクション、方法、ルール、プロシージャ、構成および／またはプロトコルを
判定してもよい。そのようなアクション、方法、ルール、プロシージャ、構成および／ま
たはプロトコルのインジケーションを含む構成情報などの情報が、無線デバイスによって
受信されてもよく、アクションが無線デバイスによって干渉を軽減するために実行される
ように、処理されてもよい。
【０００８】

10

別の実施形態によれば、干渉状況の通知は、ネットワークに提供されないことがある（
例えば、無線リンク障害（radio link failure：ＲＬＦ）が発生することがある）。その
ような実施形態では、無線デバイスは、ネットワークからの支援なしに、１つまたは複数
のアクション、方法、ルール、プロシージャ、構成および／またはプロトコルを実行して
、干渉（または、例えば、ＲＬＦ）を軽減してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
以下の詳細な説明は、添付の図面と共に読まれるとき、より良く理解されるであろう。
例示のために、図面に例示的実施形態を示すが、主題は、本明細書で開示された特定の要
素および手段に限定されない。
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【００１０】
【図１Ａ】１つまたは複数の開示された実施形態を実装することができる、通信システム
の例を示すシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに例示された通信システム内で使用することができる、無線送信／受信
ユニット（ＷＴＲＵ）の例を示すシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに例示された通信システム内で使用することができる、無線アクセスネ
ットワークの一例およびコアネットワークの例を示すシステム図である。
【図２】本明細書で開示された実施形態によって使用することができる、限定的でない周
波数範囲およびチャネルの実施形態の例を示す図である。
【図３】無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）など、無線デバイス内のコンポーネント間
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の干渉を軽減するための方法の実施形態の例を示す図である。
【図４】潜在的な干渉技術デバイスアプリケーションコントローラおよびプロトコルスタ
ックの実施形態の例を示す図である。
【図５】オン継続時間（On Duration）の期間を有する、ロングタームエボリューション
のための間欠受信（ＤＲＸ）パターンの例を示す図である。
【図６】ダウンリンク（ＤＬ）再送信およびＤＬフィードバックの例を示す図である。
【図７】スケジューリング要求（ＳＲ）図の例を示す図である。
【図８】ＳＲが送信された後の動きの例を示す図である。
【図９】間欠受信（ＤＲＸ）動作の例を示す図である。
【図１０】ＤＲＸ動作の別の例を示す図である。
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【図１１】ＤＲＸ動作の別の例を示す図である。
【図１２】ＤＲＸ動作の別の例を示す図である。
【図１３】低減されたアップリンクモード動作の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図１Ａは、１つまたは複数の開示された実施形態を実装することができる、通信システ
ム１００の例を示す図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセー
ジング、およびブロードキャストなどのコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する、多
重アクセスシステムであってもよい。通信システム１００は、無線帯域幅を含むシステム
リソースの共有を通じて、複数の無線ユーザがそのようなコンテンツにアクセスできるよ
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うにしてもよい。例えば、通信システム１００は、ＣＤＭＡ（code division multiple a
ccess）、ＴＤＭＡ（time division multiple access）、ＦＤＭＡ（frequency division
multiple access）、ＯＦＤＭＡ（orthogonal FDMA）、およびＳＣ−ＦＤＭＡ（single‑
carrier FDMA）などの、１つまたは複数のチャネルアクセス方法を採用してもよい。
【００１２】
図１Ａに示すように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０
４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１
０、ならびにその他のネットワーク１１２を含んでもよいが、開示された実施形態が任意
の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワークおよび／またはネットワーク要素を企図すること
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は理解されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄの各々は、無線
環境内で動作かつ／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスであっても
よい。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄは、無線信号を
送信かつ／または受信するように構成可能であり、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定ま
たはモバイルの加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマー
トフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサお
よび家庭用電化製品などを含んでもよい。
【００１３】
通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでもよい。基
地局１１４ａおよび１１４ｂの各々は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１
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０２ｄのうち少なくとも１つと無線でインタフェースして、コアネットワーク１０６、イ
ンターネット１１０および／またはネットワーク１１２など、１つまたは複数の通信ネッ
トワークへのアクセスを容易にするように構成された、任意のタイプのデバイスであって
もよい。例として、基地局１１４ａおよび１１４ｂは、無線基地局（ＢＴＳ）、Ｎｏｄｅ
Ｂ、ｅＮｏｄｅＢ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、アク
セスポイント（ＡＰ）、および無線ルータなどであってもよい。基地局１１４ａおよび１
１４ｂは、それぞれ単一の要素として示されるが、基地局１１４ａおよび１１４ｂが任意
の数の相互接続された基地局および／またはネットワーク要素を含んでもよいことは理解
されよう。
【００１４】
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基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の一部であってもよく、ＲＡＮ１０４はまた、基地局
コントローラ（ＥＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中継ノードおよび
その他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）をも含んでもよい。基地局
１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、特定の地理的地域内で無線信号を送信かつ／
または受信するように構成されてもよく、この地理的地域は、セル（図示せず）と呼ばれ
ることがある。セルは、さらにセルセクタに分割されてもよい。例えば、基地局１１４ａ
に関連付けられたセルは、３つのセクタに分割されてもよい。このようにして、一実施形
態では、基地局１１４ａは３つのトランシーバを、すなわち、セルのセクタごとに１つず
つ含んでもよい。別の実施形態では、基地局１１４ａは、ＭＩＭＯ（multiple‑input mul
tiple output）技術を採用してもよく、したがって、セルのセクタごとに複数のトランシ
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ーバを利用してもよい。
【００１５】
基地局１１４ａおよび１１４ｂは、エアインタフェース１１６を介して、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄのうち１つまたは複数と通信してもよく、エア
インタフェース１１６は、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波数（ＲＦ）、
マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）および可視光線など）であってもよい。エ
アインタフェース１１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立す
ることができる
【００１６】
より具体的には、上述のように、通信システム１００は、多重アクセスシステムであっ
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てもよく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡおよびＳＣ−ＦＤＭＡなど、１つ
または複数のチャネルアクセス方式を採用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４内の
基地局１１４ａ、ならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃは、ＵＴＲＡ（Un
iversal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access）などの
、無線技術を実装することができ、この無線技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録
商標））を使用して、エアインタフェース１１６を確立することができる。ＷＣＤＭＡは
、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／またはＨＳＰＡ＋（Evolved HSPA）などの
通信プロトコルを含んでもよい。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳ
ＤＰＡ）、および／または、高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含んで
もよい。

10

【００１７】
別の実施形態では、基地局１１４ａならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２
ｃは、Ｅ−ＵＴＲＡ（Evolved UMTS Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装
することができ、この無線技術は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／ま
たはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ−Ａ）を使用して、エアインタフェース１１６を確立す
ることができる。
【００１８】
他の実施形態では、基地局１１４ａならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２
ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for
Microwave Access））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００−１Ｘ、ＣＤＭＡ２００
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０ＥＶ−ＤＯ、ＩＳ−２０００（Interim Standard 2000）、ＩＳ−９５（Interim Stand
ard 95）、ＩＳ−８５６（Interim Standard 856）、ＧＳＭ（Global System for Mobile
communications：登録商標）、ＥＤＧＥ（Enhanced Data rates for GSM Evolution）、
およびＧＳＭ−ＥＤＧＥなどの無線技術を実装することができる。
【００１９】
図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄ
ｅＢまたはアクセスポイントであってもよく、職場、家庭、車両、およびキャンパスなど
の局所的なエリア内の無線接続性を容易にするための任意の適切なＲＡＴを利用すること
ができる。一実施形態では、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ１０２ｃおよび１０２ｄは
、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装して、ＷＬＡＮ（wireless local area ne
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twork）を確立することができる。別の実施形態では、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ
１０２ｃおよび１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、ＷＰＡＮ
（wireless personal area network）を確立することができる。さらに別の実施形態では
、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ１０２ｃおよび１０２ｄは、セルラーベースのＲＡＴ
（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥおよびＬＴＥ−Ａなど）を利
用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図１Ａに示すように、基
地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有してもよい。このように、基地
局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセスする必
要がない。
【００２０】
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ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信していてもよく、コアネットワーク１
０６は、音声、データ、アプリケーション、および／または、ＶｏｉＰ（voice over int
ernet protocol）サービスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄの
うち１つまたは複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークであって
もよい。例えば、コアネットワーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーシ
ョンベースのサービス、プリペイド通話、インターネット接続性、およびビデオ配信など
を提供し、かつ／または、ユーザ認証など、高レベルのセキュリティ機能を行うことがで
きる。図１Ａに図示しないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、
ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用するその他のＲＡＮと、直接的ま
たは間接的に通信していてもよいことが理解されよう。例えば、Ｅ−ＵＴＲＡ無線技術を
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利用している、ＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６はまた
、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信していてもよい。
【００２１】
コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２
ｄが、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０および／またはその他のネットワーク１１
２にアクセスするための、ゲートウェイとしての機能を果たすこともできる。ＰＳＴＮ１
０８は、一般電話サービス（ＰＯＴＳ）を提供する、回線交換電話網を含んでもよい。イ
ンターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群における、ＴＣＰ（tr
ansmission control protocol）、ＵＤＰ（user datagram protocol）およびＩＰ（inter
net protocol）などの共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネ

10

ットワークおよびデバイスのグローバルなシステムを含んでもよい。ネットワーク１１２
には、他のサービスプロバイダによって所有かつ／または運用される、有線または無線通
信ネットワークを含んでもよい。例えば、ネットワーク１１２は、１つまたは複数のＲＡ
Ｎに接続された別のコアネットワークを含んでもよく、これらのＲＡＮは、ＲＡＮ１０４
と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用してもよい。
【００２２】
通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄの一部
または全部は、マルチモード機能を含んでもよく、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通
信するための複数のトランシーバを含んでもよい。例えば、図１Ａに示すＷＴＲＵ１０２

20

ｃは、セルラーベースの無線技術を採用することができる基地局１１４ａと、かつ、ＩＥ
ＥＥ８０２無線技術を採用することができる基地局１１４ｂと、通信するように構成され
てもよい。
【００２３】
図１Ｂは、ＷＴＲＵ１０２の例を示すシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送受信素子１２２、スピーカ／マ
イクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、着脱不能
メモリ１３０、着脱可能メモリ１３２、電源１３４、ＧＰＳ（global positioning syste
m）チップセット１３６、および、その他の周辺機器１３８を含んでもよい。ＷＴＲＵ１
０２は、一実施形態との整合性を維持したまま、前述の要素の任意のサブコンビネーショ
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ンを含んでもよいことは理解されよう。
【００２４】
プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、また、ＤＳＰコア、コントロー
ラ、マイクロコントローラ、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）回路、任意のその他のタイプの集積回路（ＩＣ）、および
状態マシンなどに関連した、１つまたは複数のマイクロプロセッサであってもよい。プロ
セッサ１１８は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／または、Ｗ
ＴＲＵ１０２が無線環境内で動作することを可能にする任意のその他の機能性を実行する
ことができる。プロセッサ１１８は、トランシーバ１２０に結合されてもよく、トランシ

40

ーバ１２０は、送受信素子１２２に結合されてもよい。図１Ｂは、プロセッサ１１８およ
びトランシーバ１２０を別々のコンポーネントとして示すが、プロセッサ１１８およびト
ランシーバ１２０は、電子パッケージまたはチップ内で共に統合可能であることが理解さ
れよう。
【００２５】
送受信素子１２２は、エアインタフェース１１６を介して、基地局（例えば、基地局１
１４ａ）へ信号を送信し、または、基地局から信号を受信するように構成されてもよい。
例えば、一実施形態では、送受信素子１２２は、ＲＦ信号を送信かつ／または受信するよ
うに構成されたアンテナであってもよい。別の実施形態では、送受信素子１２２は、例え
ば、ＩＲ、ＵＶまたは可視光信号を送信かつ／または受信するように構成されたエミッタ
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／ディテクタであってもよい。さらに別の実施形態では、送受信素子１２２は、ＲＦおよ
び光信号を共に送信かつ受信するように構成されてもよい。送受信素子１２２は、任意の
組み合わせの無線信号を送信かつ／または受信するように構成されてもよいことが理解さ
れよう。
【００２６】
加えて、送受信素子１２２は、図１Ｂで単一の素子として示されるが、ＷＴＲＵ１０２
は、任意の数の送受信素子１２２を含んでもよい。より具体的には、ＷＴＲＵ１０２は、
ＭＩＭＯ技術を採用してもよい。このようにして、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、
エアインタフェース１１６を介して無線信号を送信かつ受信するための、２つ以上の送受
信素子１２２（例えば、複数のアンテナ）を含んでもよい。

10

【００２７】
トランシーバ１２０は、送受信素子１２２によって送信される信号を変調するように、
かつ、送受信素子１２２によって受信される信号を復調するように構成されてもよい。上
述のように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有してもよい。このようにして、ト
ランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１
などの複数のＲＡＴを介して通信を可能にする、複数のトランシーバを含んでもよい。
【００２８】
ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／または、ディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニット、もしくは、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）

20

に結合されてもよく、それらからユーザ入力データを受信することができる。プロセッサ
１１８はまた、ユーザデータを、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、
および／または、ディスプレイ／タッチパッド１２８に出力することもできる。加えて、
プロセッサ１１８は、着脱不能メモリ１３０および／または着脱可能メモリ１３２など、
任意のタイプの適切なメモリからの情報にアクセスし、そのメモリにデータを格納するこ
とができる。着脱不能メモリ１３０は、ＲＡＭ（random‑access memory）、ＲＯＭ（read
‑only memory）、ハードディスク、または、任意のその他のタイプのメモリ記憶装置が含
んでもよい。着脱可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリ
スティック、およびセキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含んでもよい。その他
の実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）上
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など、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に位置していないメモリからの情報にアクセスし、その
メモリにデータを格納することができる。
【００２９】
プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信することができ、ＷＴＲＵ１０２内の
その他のコンポーネントへの電力を分配かつ／または制御するように構成されてもよい。
電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切なデバイスであっても
よい。例えば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（例えば、ニッケルカドミウム（
ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（
Ｌｉ−ｉｏｎ）その他）、太陽電池、および燃料電池などを含んでもよい。
【００３０】

40

プロセッサ１１８はまた、ＧＰＳチップセット１３６にも結合されてもよく、ＧＰＳチ
ップセット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および
緯度）を提供するように構成されてもよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加え
て、またはその代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、エアインタフェース１１６を介して、基地
局（例えば、基地局１１４ａおよび１１４ｂ）から位置情報を受信し、かつ／または、信
号が２つ以上の近くの基地局から受信されるタイミングに基づいて、その位置を判定する
ことができる。ＷＴＲＵ１０２は、一実施形態との整合性を維持したまま、任意の適切な
位置判定方法によって位置情報を取得することができることは理解されよう。
【００３１】
プロセッサ１１８は、その他の周辺機器１３８にさらに結合されてもよく、その他の周
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辺機器１３８は、追加の特徴、機能性、および／または、有線もしくは無線接続性を提供
する、１つまたは複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含んでも
よい。例えば、周辺機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、衛星トランシーバ、デジタル
カメラ（写真またはビデオ用）、ＵＳＢ（universal serial bus）ポート、振動デバイス
、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール、周
波数変調（ＦＭ）無線ユニット、デジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲー
ムプレイヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含んでもよい。
【００３２】
図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６を示すシステ
ム図である。上述のように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ−ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エアイ

10

ンタフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信すること
ができる。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信してもよい。
【００３３】
ＲＡＮ１０４は、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃを含んでもよいが、
ＲＡＮ１０４は、一実施形態との整合性を維持しながら、任意の数のｅＮｏｄｅＢを含ん
でもよいことが理解されよう。ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃは、エア
インタフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信するた
めの、１つまたは複数のトランシーバをそれぞれ含んでもよい。一実施形態では、ｅＮｏ
ｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装してもよい。このよう
にして、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して無線信号をＷＴＲ
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Ｕ１０２ａへ送信し、無線信号をＷＴＲＵ１０２ａから受信してもよい。
【００３４】
ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃの各々は、特定のセル（図示せず）に
関連付けられてもよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、およびアップリンク
および／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構
成されてもよい。図１Ｃに示すように、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃ
は、Ｘ２インタフェースを介して互いに通信してもよい。
【００３５】
図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）１４
２、サービングゲートウェイ１４４、および、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲ
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ートウェイ１４６を含んでもよい。前述の要素の各々は、コアネットワーク１０６の一部
として示されるが、これらの要素のいずれか１つは、コアネットワークオペレータ以外の
エンティティによって所有かつ／または操作されうることが理解されよう。
【００３６】
ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インタフェースを介して、ＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅＢ１４２
ａ、１４２ｂおよび１４２ｃの各々に接続されてもよく、制御ノードとしての機能を果た
すことができる。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃ
のユーザを認証すること、ベアラアクティブ化／非アクティブ化、およびＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂおよび１０２ｃの初期のアタッチ中に特定のサービングゲートウェイを選択
すること、などを担うことができる。ＭＭＥ１４２はまた、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまた
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はＷＣＤＭＡなど、その他の無線技術を採用する他のＲＡＮ（図示せず）との間で切り替
えるための、制御プレーン機能を提供することもできる。
【００３７】
サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インタフェースを介して、ＲＡＮ１０４内のｅ
ＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃの各々に接続されてもよい。サービングゲ
ートウェイ１４４は一般に、ユーザデータパケットをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび
１０２ｃへ／からルーティングかつ転送することができる。サービングゲートウェイ１４
４はまた、ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカリング、ダウンリン
クデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのために使用可能であるとき、ペ
ージングのトリガ、ならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのコンテキスト
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の管理および格納などの、その他の機能を実行することもできる。
【００３８】
サービングゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続されてもよ
く、ＰＤＮゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに、イン
ターネット１１０など、パケット交換ネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を容易にすることができ
る。
【００３９】
コアネットワーク１０６は、その他のネットワークとの通信を容易にすることができる
。例えば、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに、

10

ＰＳＴＮ１０８など、回線交換ネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂおよび１０２ｃと従来の固定電話通信デバイスの間の通信を容易にすることが
できる。例えば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８
との間のインタフェースとしての機能を果たすＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメ
ディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含んでもよく、または、ＩＰゲートウェイと通
信することができる。加えて、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
および１０２ｃに、ネットワーク１１２へのアクセスを提供することができ、ネットワー
ク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有かつ／または運用される、その他の有
線または無線ネットワークが含んでもよい。
【００４０】

20

実施形態の一例によれば、例えば、図１Ａ乃至１Ｃに示すＷＴＲＵ、ルータ、コンピュ
ーティングデバイス（ラップトップ、テーブル、ｅリーダなど）、ならびにｅＮｏｄｅＢ
（ｅＮＢ）などを含む、ＷＴＲＵすなわちＵＥなどの無線デバイスは、上記で説明したよ
うな複数の無線技術および／またはアプリケーションをサポートし、複数の無線技術が無
線デバイス内で互いに共存することを可能にすることができる。したがって、そのような
無線技術のためのスペクトルは、そのような技術をサポートする無線デバイス内のコンポ
ーネント間の干渉の結果となることがある。例えば、ＬＴＥ技術と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
およびＷｉＦｉ技術を含むＩＳＭ（Industrial, Scientific and Medical）技術と、ＧＰ
Ｓ（Global Positioning Satellite）技術と、または、任意のその他の適切な無線技術お
よび／もしくはアプリケーションとは、隣接または重複する周波数帯域内に配置されるこ

30

とがあり、例えば、そのような無線技術をサポートするコンポーネントまたはデバイスに
よって、隣接もしくはオーバーラップする周波数または帯域を使用して、同時に信号を受
信および／または送信しているときに、それらのコンポーネントまたはデバイス間に干渉
が存在する場合がある。
【００４１】
例えば、無線デバイス内に含まれるＩＳＭ技術は、世界的に無認可のＩＳＭ２．４ＧＨ
ｚの短距離の無線周波数帯域を使用することができる。そのような無認可のＩＳＭ２．４
ＧＨｚの短距離の無線周波数帯域を使用して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＦｉ技術および
その他のＩＳＭ技術をサポートすることができる。例えば、無線デバイス内のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ技術は、時分割複信（ＴＤＤ）による範囲２４０２〜２４８０ＭＨｚの範囲内の

40

それぞれ１ＭＨｚの７９個のチャネルにわたる周波数ホッピングスペクトル拡散を使用し
て、２４５０ＭＨｚ帯域内に配置されてもよい。無線デバイス内のＷｉＦｉ技術もまた、
図２に示すように、約２．４〜約２．５ＧＨｚの周波数スペクトル内のチャネル上に配置
されてもよい。例えば、ＷｉＦｉ技術は、チャネル上に配置されてもよい。図２に示すよ
うに、そのようなチャネルをサポートすることができる周波数帯域は、周波数スペクトル
（約２．４〜約２．５ＧＨｚ）内でオーバーラップしていることがある。そのような周波
数帯域がオーバーラップしていることがあるので、無線デバイス内のチャネルの割り当て
を、特定のチャネル（例えば、５個ごとのチャネル）に制限して、十分な分離（例えば、
５ＭＨｚ）を可能にする。したがって、一実施形態では、無線デバイスによってＷｉＦｉ
をサポートするために使用されるチャネルは、図２に示すように、チャネル１（２．４１
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２ＧＨｚを中心とする２２ＭＨｚ周波数帯域を使用する）、チャネル６（２．４３７ＧＨ
ｚを中心とする２２ＭＨｚ周波数帯域を使用する）、および、チャネル１１（２．４６２
ＧＨｚを中心とする２２ＭＨｚ周波数帯域を使用する）であってもよい。いくつかの実施
形態では、そのようなチャネルで生成された信号はまた、そのスペクトルマスク（spectr
al mask）により、中心周波数から１１ＭＨｚで、そのピークエネルギーから少なくとも
５０ｄＢｒだけ減衰されてもよい。
【００４２】
加えて、無線デバイス内に含まれるＬＴＥ技術は、上記で説明したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
およびＷｉＦｉ技術など、無線デバイス内に含まれうるＩＳＭ技術のように、隣接した帯
域上に配置されてもよい。例えば、無線デバイスは、キャリアアグリゲーションを有する

10

ＬＴＥ−Ｒ１０（Release 10）におけるＬＴＥ−ＴＤＤ帯域４０をサポートすることがで
きる。キャリアアグリゲーションを有するＬＴＥ−Ｒ１０におけるＬＴＥ−ＴＤＤ帯域４
０は、最大１００ＭＨｚの帯域全体を使用することができ、あるいは、２３８０〜２４０
０ＭＨｚ帯域を受信して、それに関連付けられた信号を送信および／または受信すること
ができる。
【００４３】
実施形態の一例では、無線デバイス内に含まれうる、コンポーネントまたはデバイスが
、２３８０〜２４００ＭＨｚ帯域を使用して、ＬＴＥ−Ｒ１０におけるＬＴＥ−ＴＤＤ帯
域４０をサポートするとき、そのコンポーネントまたはデバイスと、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
およびＷｉＦｉなど、約２．４ＧＨｚで配置されたＩＳＭ技術をサポートするために無線

20

デバイス内に含まれうるコンポーネントまたはデバイスとの共存は、周波数または帯域が
近い（例えば、隣接または重複している）ことにより、問題になりうる。例えば、ある無
線デバイスが、ＬＴＥ−Ｒ１０におけるＬＴＥ−ＴＤＤ帯域４０をサポートする第１のコ
ンポーネント、および、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＷｉＦｉをサポートする第２のコンポ
ーネントを含む場合、第１のコンポーネントが２３８０〜２４００ＭＨｚ帯域上でデータ
もしくは情報を、送信または受信しており、かつ、第２のコンポーネントが、２．４ＧＨ
ｚ帯域を使用してデータもしくは情報を、送信または受信するためにアクティブ化される
ときに、干渉が発現するか、または生じることがある。
【００４４】
別の実施形態では、無線デバイスは、ＧＰＳ受信器など、ＧＰＳコンポーネントを含ん

30

でもよい。ＧＰＳコンポーネントは、第二高調波成分を通じて７６８ＭＨｚ周波数の範囲
内で動作する送信器など、その他の無線アクセス技術をサポートするその他のコンポーネ
ントによって、容易に感度低下（de‑sensed）されることがある。例えば、ＴＤＤ技術を
サポートする１つまたは複数のコンポーネント（同じ周波数上で動作する受信器（Ｒｘ）
および送信器（Ｔｘ）など）は、干渉の傾向がある領域または周波数分割複信（ＦＤＤ）
技術内で動作することがあり、送信器（干渉者）または受信器（被干渉者）が高調波誘導
干渉領域（harmonic induce interference region）内で動作する。無線デバイス内のＴ
ＤＤ技術をサポートするコンポーネントまたはその他のコンポーネントは、それらの対と
なるアクセスポイント（ＡＰ）／基地局との通信能力を完全に失うことにつながるか、ま
たは、キャリア検知（ＣＳ）技術に基づくシステムの通信チャネルを混乱させ、それによ

40

り妨害器として働く、起こりうる低雑音増幅器（ＬＮＡ）の飽和を軽減するために、迅速
に反応しなければならないことがある。一実施形態では、ＧａｌｉｌｅｏおよびＧｌｏｎ
ａｓｓシステムを含む、ＧＰＳ技術をサポートするＧＰＳコンポーネントは、例えば、Ｔ
ＤＤおよびＦＤＤ技術をサポートするコンポーネントによって生じた、そのような高調波
の結果として妨害されることがある。
【００４５】
別の実施形態によれば、無線デバイスは、異なるＬＴＥ技術をサポートすることができ
る複数のコンポーネントまたはデバイスを含んでもよい。無線デバイス内のそのようなコ
ンポーネントの共存は、その中でサポートされた様々なＬＴＥ技術の間で干渉を生じるこ
とがある。例えば、あるＬＴＥ技術をサポートするために無線デバイス内に含まれる第１
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のコンポーネントは、異なるＬＴＥ技術をサポートするための無線デバイス内の第２のコ
ンポーネントへの干渉を、第１のコンポーネントおよび第２のコンポーネントが同時に信
号を送信および／または受信しているときに、生じることがある。
【００４６】
本明細書で説明するものは、複数の無線アクセス技術をサポートする無線デバイス（「
マルチＲＡＴデバイス」）内で生じ、または存在する可能性のある、そのような干渉の軽
減を可能にする方法、プロシージャ、ルールおよび／またはプロトコルであり、例えば、
マルチＲＡＴデバイス内の干渉状況（例えば、潜在的な干渉、または、実際の測定された
干渉）の予測または検出、ネットワークへの干渉状況の報告または通知、マルチＲＡＴデ
バイス内の干渉状況を防止するための解決策または機構、マルチＲＡＴデバイス内の干渉

10

状況からの回復、およびマルチＲＡＴ内の干渉状況に対して使用される、デバイス内の無
線アクセス技術（ＲＡＴ）間の共存動作プロシージャを含む。本明細書で説明する以下の
方法、プロシージャ、ルールおよび／またはプロトコルは、任意の変形形態および／また
は組み合わせで使用されてもよい。
【００４７】
提案する解決策を、簡単にするために、例として、既知のＬＴＥおよびＩＳＭおよび／
またはＧＰＳデバイス相互干渉の場合に関して説明する。しかし、これらの解決策は、こ
の場合に限定または制限されず、その他の無線技術に適用可能である。
【００４８】
加えて、マルチキャリアシステムのための以下の専門用語が本明細書で使用されること

20

があり、すなわち、ＲＡＴ−無線アクセス技術）、Ｐセル−プライマリセル（ただし、主
な制御シグナリングは、セル（Ｓセルなど）アクティブ化／非アクティブ化プロシージャ
、ＤＬ割り当ておよびＵＬグラント、ＵＬ−ＨＡＲＱおよびＣＱＩフィードバックを含ん
で行われ、モビリティアンカーであってもよい）、Ｓセル−セカンダリセル（トラフィッ
クを搬送し、定期的に測定されてもよく、構成かつアクティブまたは非アクティブ化され
てもよい）、ＩＳＭデバイスまたはその他のＲＡＴデバイス−干渉側の送信器（場合によ
っては、非認可のＩＳＭ帯域内）、および、ＷＴＲＵまたは無線デバイス受信器−オペレ
ータにより認可されたスペクトル関連技術である。
【００４９】
加えて、ＬＴＥデバイス、ＬＴＥまたはＬＴＥ技術は、ＬＴＥ、ＬＴＥ−Ａ、ＵＭＴＳ

30

（Universal Mobile telecommunications System）、ＧＳＭ（Global System for Mobile
Communications）、ＷＩＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access）
、ＡＭＰＳ（Advanced Mobile Phone System）、およびＣＤＭＡ（Code division multip
le access）など、スペクトルにより開発された技術を指すことがある。加えて、以下で
言及されるとき、ＧＰＳ（Global Positioning System）デバイス、ＧＰＳ受信器または
ＧＰＳは、ＧＰＳ、ＧａｌｉｌｅｏまたはＧｌｏｎａｓｓなど、任意のグローバルポジシ
ョニング技術を指す。
【００５０】
図３は、図１Ａ乃至１Ｃに示すＷＴＲＵ、ルータ、ｅＮｏｄｅＢ、ならびにラップトッ
プ、デスクトップ、サーバ、タブレット、およびｅリーダなどのコンピューティングデバ

40

イスなど、ＷＴＲＵすなわちＵＥなどの無線デバイス（「マルチＲＡＴデバイス」）内で
異なる無線アクセス技術および／またはアプリケーションをサポートすることができる、
トランシーバ、受信器、モデム、コントローラ、アプリケーション、およびプロセッサな
どの、１つまたは複数のコンポーネント間の干渉を軽減または低減するための方法３００
の実施形態の一例を示す。図３に示すように、３０２で、ある無線アクセス技術をサポー
トする第１のデバイスまたはコンポーネントと、別の無線アクセス技術をサポートする第
２のデバイスまたはコンポーネントとの間の、無線デバイス内の干渉状況が検出または識
別されてもよい。
【００５１】
例えば、上記で説明したように、無線デバイスは、ＬＴＥ、ＬＴＥ−Ａ、ＵＭＴＳ、Ｇ
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ＳＭ、ＷＩＭＡＸ、ＡＭＰＳ、ＣＤＭＡ、およびＥ−ＵＴＲＡＮなどを含むＬＴＥ技術、
例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈおよびＷｉＦｉなどを含むＩＳＭ技術、ＧＰＳ、Ｇａｌｉｌ
ｅｏ、およびＧｌｏｎａｓｓなどを含むＧＰＳ技術、ならびに／または、任意の他の無線
アクセス技術など、複数の無線アクセス技術および／またはアプリケーションをサポート
することができる、トランシーバ、受信器、モデム、コントローラ、アプリケーション、
およびプロセッサなどの、複数のデバイスまたはコンポーネントを含んでもよい。図４は
、複数の無線技術をサポートする複数のコンポーネントを有する、ＷＴＲＵ、ルータ、ｅ
ＮｏｄｅＢ、ならびに、例えば、ラップトップ、デスクトップ、サーバ、タブレットおよ
びｅリーダなどを含むコンピューティングデバイスなど、無線デバイス４００（「マルチ
ＲＡＴデバイス」）の実施形態の一例を示す。図４に示すように、無線デバイス４００は

10

、ＩＳＭデバイス４０２を含んでもよい。ＩＳＭデバイス４０２は、ＩＳＭ技術に関連付
けられた周波数または帯域上で信号を送信および／または受信することを含む、ＩＳＭ技
術をサポートすることができる、トランシーバ、受信器、モデム、コントローラ、プロセ
ッサ、およびアプリケーションなどの、１つまたは複数のコンポーネントを含んでもよい
。ＩＳＭデバイス４０２は、ＩＳＭデバイスがＩＳＭ技術に関連付けられた周波数または
帯域上で信号を送信および／または受信することができるように、ＩＳＭデバイス４０２
をアクティブ化するように構成されうる、ＩＳＭアプリケーションコントローラ４０４と
通信してもよい。ＩＳＭアプリケーションコントローラ４０４は、一実施形態では、その
ような送信および／または受信された信号を処理するようにさらに構成されてもよい。
【００５２】

20

図４に示すように、無線デバイス４０２は、例えば、ＩＳＭコントローラ４０４と通信
することができるＬＴＥデバイス４０６など、１つまたは複数のＬＴＥデバイスまたはコ
ンポーネントをさらに含んでもよい。ＬＴＥデバイス４０６など、１つまたは複数のＬＴ
Ｅデバイスまたはコンポーネントは、例えば、１つまたは複数のトランシーバ、モデム、
アプリケーション、プロセッサ、スタック、およびストレージもしくはメモリデバイスな
どを含む、様々なモジュール、デバイスおよび／またはコンポーネントを含んでもよい。
例えば、図４に示すように、ＬＴＥデバイス４０６は、ＬＴＥモデム４０６、ならびにＬ
ＴＥモデム４０６に関連付けられたプロトコルおよびスタックモジュール４０８を含んで
もよい。一実施形態によれば、ＬＴＥモデム４０８ならびにプロトコルおよびスタックモ
ジュール４０８を含む、ＬＴＥデバイス４０６など、１つまたは複数のＬＴＥデバイスま
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たはコンポーネントは、ＬＴＥ技術に関連付けられた周波数または帯域上で送信および／
または受信された信号を送信し、受信および／または処理するように構成されてもよい。
【００５３】
無線デバイス４００はまた、図４に示すように、干渉検出および回避モジュール４１０
をも含んでもよい。干渉検出および回避モジュール４１０は、無線アクセス技術をサポー
トするコンポーネント間の干渉状況を検出し、そのような干渉状況に関連付けられた情報
を含む通知を生成し、そのような通知を送信し、または送り、そのような干渉状況を軽減
するように構成された動作を含む情報を受信し、その動作が実行されるように受信された
情報を処理することができ、かつ、無線デバイスによって信号を送信し、または受信する
ことができないとき、軽減動作を実行することができる、ストレージモジュール、プロセ

40

ッサ、およびトランシーバなどの、１つまたは複数のコンポーネントを含んでもよい。
【００５４】
実施形態の一例では、無線デバイス４００は、ＧＰＳコンポーネント（図示せず）など
、無線アクセス技術をサポートする、その他のコンポーネントまたはデバイスをさらに含
んでもよい。無線デバイス４００はまた、例えば、無線リンクを介して、ネットワーク４
１２とも通信してもよい。実施形態の例によれば、ネットワーク４１２は、１つまたは複
数の周波数帯域上で、エアインタフェースなど、１つまたは複数の通信リンクを介した無
線デバイス４００へのデータ送信および／または受信（セルラー、テキスト、ビデオ、Ｉ
Ｐ、およびマルチメディアなどの送信および／または受信など）を可能にする、図１Ａ乃
至１Ｃに示すＲＡＮ１０４、基地局１１４ａおよび１１４ｂ、ならびにその他のものなど
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、無線アクセス技術に関連付けられた任意の適切なネットワーク（または、そのコンポー
ネント）であってもよい。
【００５５】
再び図３を参照すると、上記で説明したように、３０２で、ある無線技術をサポートす
る第１のコンポーネントまたはデバイスと、別の無線技術をサポートする第２のコンポー
ネントまたはデバイスとの間の干渉状況が検出または識別されてもよい。例えば、３０２
で、図４に示す無線デバイス４１０など、無線デバイス、または、干渉検出および回避モ
ジュール４１０など、その中のコンポーネントは、ＬＴＥデバイス４０６など、ＬＴＥ技
術をサポートする第１のコンポーネントまたはデバイスと、ＩＳＭデバイス４０２など、
例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＷｉＦｉを含むＩＳＭ技術をサポートする第２のコン

10

ポーネントまたはデバイスとの間の干渉状況を、検出または予測することができる。３０
２で、無線デバイスはまた、ＬＴＥ技術をサポートする第１のコンポーネントまたはデバ
イスと、ＧＰＳ技術をサポートする第２のコンポーネントまたはデバイスとの間の干渉状
況を検出または予測することもできる。３０２で、検出または予測されうる干渉状況は、
実施形態の一例によれば、隣接またはオーバーラップする周波数帯域上で動作する第１の
コンポーネントおよび／または第２のコンポーネントによって引き起こされた、潜在的ま
たは実際の干渉であってもよい。
【００５６】
実施形態の一例によれば、無線デバイスは、３０２で、先行的なトリガおよび反応的な
トリガなどを含む、１つまたは複数のトリガに基づいて、干渉状況を検出または予測する

20

ことができる。そのようなトリガに応答して、無線デバイスは次いで、（例えば、３０８
で）そのような干渉状況をネットワークまたはＲＡＮに通知してもよく、これについては
以下でより詳細に説明する。
【００５７】
例えば、無線デバイスは、（例えば、３０２で）識別されるとき、干渉状況が発生しう
ること（例えば、潜在的な干渉状況）を指示することができる、先行的なトリガのセット
を含むか、または認識してもよい。そのようなトリガは、干渉デバイスが同じ物理的ノー
ド（すなわち、無線デバイス）内で動作している可能性があり、したがって、同じ無線デ
バイス内の２つのデバイスまたはコンポーネント（例えば、第１のコンポーネントおよび
第２のコンポーネント）間のある通信に依拠するという事実に、依拠することができる。

30

【００５８】
より具体的には、無線デバイスまたはＵＥが、ＩＳＭまたはＧＰＳが受信の目的のため
にアクティブ化される必要があると判定すると、無線デバイスまたはＵＥは、一方の無線
技術の送信が、他方の共存する無線技術の受信への干渉を引き起こす可能性があることを
、ネットワークに通知してもよい。例えば、無線デバイスは、ＬＴＥのアップリンク送信
が、他方の技術（ＩＳＭまたはＧＰＳ）の無線受信への干渉を引き起こす可能性があるこ
とを、ネットワークに通知してもよい。別の例では、ＵＥは、共存する他の技術の無線送
信がＬＴＥへの干渉を引き起こす可能性があることを、ネットワークに通知してもよい。
【００５９】
実施形態の一例によれば、ネットワークに通知するための先行的なトリガは、以下の１

40

つまたは組み合わせを含んでもよく、すなわち、共存する技術がアクティブ化される可能
性があり、もしくはアクティブ化されることになること（例えば、他方の無線技術が、そ
の送信および／または受信機能をアクティブ化できることを、同じデバイス内のＬＴＥな
ど、ＲＡＴに通知することができること）、および／または、共存する技術が、ダウンリ
ンク（ＤＬ）内でデータを受信する必要があり、もしくはそのようにスケジュールされう
るというインジケーション、または、ＵＬ内でデータを送信している可能性があり、した
がって、ＬＴＥの受信を潜在的に干渉する可能性があるというインジケーションを、提供
することができることである。
【００６０】
干渉イベントをトリガするために使用されうる別の許可された先行的なトリガは、技術
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またはコンポーネントが信号を再取得または取得する必要があるときであってもよく、Ｇ
ＰＳデバイスが、例えば、衛星状態問題インジケーションまたはアルマナックデータタイ
マ満了のために、衛星またはアルマナックデータを再取得または取得しなければならない
場合があるときなどである。
【００６１】
無線デバイスはまた、（例えば、３０２で）干渉状況が発生している可能性があること
（例えば、干渉状況）を指示することができる、反応的トリガのセットを含むか、または
認識してもよい。そのような反応的トリガは、測定値を被干渉デバイスに依拠してもよく
、同じ無線デバイス内の２つの技術間の通信に依拠してもよく、必ずしも依拠しなくても
よい。

10

【００６２】
一実施形態によれば、反応的トリガは、測定された干渉を閾値と比較すること、スケー
リング係数が、測定された干渉など、１つまたは複数の測定値に適用されること、ならび
に事前定義されたレベルの干渉が、ある技術のダウンリンクチャネル上で発生かつ識別さ
れることなどに基づいてもよい。例えば、一実施形態では、無線デバイスは、無線デバイ
スまたはその中に含まれたコンポーネントによって測定された干渉が閾値を超えうるとき
（例えば、ＲＳＲＱ、ＲＳＲＰおよび／またはＣＱＩ値が閾値を超えうるとき）、（例え
ば、３０２で）干渉状況を検出してもよい。加えて、無線デバイスは、異なるスケーリン
グ係数が測定値に適用され、結果として値または閾値を超えることがあるとき、干渉状況
を検出してもよい。無線デバイスは次いで、（例えば、３０８で）そのような干渉状況の

20

通知を続いてネットワークに提供または送信してもよい。
【００６３】
反応的トリガはまた、１つまたは複数のイベントに基づく（例えば、干渉技術がアクテ
ィブであるという、デバイス内の知識に基づく）か、または、１つまたは複数の条件に基
づいてもよい。例えば、無線デバイスは、干渉技術がアクティブ化されうるという、デバ
イス内の知識が認識されうるか、ならびに／または、ある期間にわたって（例えば、被干
渉サブフレーム、または、被干渉サブフレームおよび被干渉でないサブフレームの平均中
に）ＲＳＲＱ、ＲＳＲＰおよび／もしくはＣＱＩが閾値未満であるとき、（例えば、３０
２で）干渉状況を検出してもよい。
【００６４】
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さらに他の実施形態によれば、追加のトリガもまた、無線デバイスによって（例えば、
３０２で）干渉状況を検出また報告するために使用されてもよく、例えば、ハンドオーバ
が開始されること、および／または、干渉状況がハンドオーバ後に持続すること、動作の
モードが変更されること、使用シナリオ変更、サービスシナリオ変更、干渉シナリオ変更
、タイマ満了、被干渉技術または干渉技術内で所定の量の負荷が発生すること、ならびに
バッファサイズが干渉技術内で事前定義された閾値を上回ること、などが含まれ、次いで
（例えば、３０８で）、干渉状況の通知を生成または送信するために使用されてもよく、
これについては以下でより詳細に説明することができる。実施形態の一例によれば、使用
シナリオは、上記で説明したように、１つまたは複数のどのサービスがどのように各技術
上で実行中でありうるか、および、どのタイプの干渉が発生しているかを記述することが

40

できる、事前定義されたセットの使用シナリオであってもよい。そのような使用シナリオ
には、限定されないが、ＬＴＥ＋ＢＴイヤホン（ＶｏＩＰ）、ＬＴＥ＋ＢＴイヤホン（マ
ルチメディアサービス）、ＬＴＥ＋ＷｉＦｉポータブルルータ、ＬＴＥ＋ＷｉＦｉオフロ
ード、およびＬＴＥ＋ＧＮＳＳなどが含まれてもよい。
【００６５】
３０８で、干渉状況に関連付けられた通知が、送信または報告されてもよい。例えば、
３０８で、図４に示す無線デバイス４００など、無線デバイス、または、干渉検出および
回避モジュール４１０、もしくは、干渉されているかもしくは干渉している技術など、そ
の中のコンポーネントは、干渉状況の通知を、ネットワーク４１２など、ネットワークへ
送信、提供または報告してもよい。このようにして、３０８で、無線デバイスは、複数の
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無線アクセス技術をサポートする１つまたは複数のコンポーネント間に、潜在的に存在す
る可能性があるか、または、実際に存在する可能性がある干渉状況の存在を、ネットワー
クに通知してもよい。上記で説明したように、３０２で干渉状況を検出するために使用さ
れる１つまたは複数のトリガに基づいて、３０８で通知が送信されてもよい。
【００６６】
一実施形態では、図３に示すように、３０４で、ネットワークと共にデータを送信およ
び／または受信するために使用される通信リンクまたはインタフェースリンクが確立され
るときに、３０８で、通知がネットワークへ送信、提供または報告されてもよい。例えば
、干渉状況は、ネットワークとの通信またはインタフェースリンクが確立されることを妨
げるために十分な干渉を生じることがある（例えば、無線リンク障害（ＲＬＦ）が起こる

10

ことがある）。３０４で、通信もしくはインタフェースリンクが確立されないことがある
場合、またはそのとき（例えば、ＲＬＦが起こることがあるとき）、３０６で、少なくと
も通信またはインタフェースリンクを確立するために十分な干渉を軽減または低減するた
めに、アクションが無線デバイスによって実行されてもよく、これについては以下でより
詳細に説明する。３０４で、通信またはインタフェースリンクが確立されうる（例えば、
ＲＬＦが解決されうる）ようになると、本明細書で説明するように、３０８で、通知が次
いでネットワークに提供されてもよい。
【００６７】
一実施形態によれば、無線デバイスもしくはＵＥがアイドルモードである間に、干渉状
況を検出することができる場合に、または、無線デバイスがデバイス共存プロシージャに
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おいて可能であることをネットワークに通知するために、３０８で、無線デバイスは、Ｒ
ＲＣ接続確立プロシージャを介して、または、無線デバイス能力の一部として、ＲＲＣメ
ッセージ内の新しいフィールドを介して、通知をネットワークへ送信、提供または報告し
てもよい。例えば、無線デバイスは、ＲＲＣ接続要求メッセージもしくはＲＲＣ接続セッ
トアップ完了メッセージ、または、無線デバイス能力のより綿密なリストを含むか、もし
くは提供することができる、別のＲＲＣメッセージを使用して、ネットワークに干渉状況
を通知（すなわち、通知をネットワークに提供）してもよい。通知はまた、ルーティング
エリア更新メッセージにより、または、ＭＡＣ制御要素を介して、登録時間または再選択
において、ネットワークに提供されてもよい。この通知は、上述のトリガのうち１つであ
るとき、送信されてもよく、または、上記の条件がなお当てはまる場合、他の理由により
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、ＲＲＣ確立プロシージャがＵＥによってトリガされるときに、送信されてもよい。
【００６８】
一実施形態によれば、新しいデバイス内干渉イベント（以下で「イベントＣ１」と呼ば
れる）または新しいＲＲＣメッセージ（例えば、デバイス内干渉報告）もしくはＲＲＣ報
告が、（例えば、３０８で）無線デバイス内の干渉状況を指示する通知または報告を送信
するために、導入または使用されてもよい。イベントＣ１は、無線デバイス内の１つの技
術とネットワークの間で発生しうるイベントであってもよい。例えば、例は、ＬＴＥ環境
内で、イベントＣ１は、干渉状況が上記で説明したように検出されうるとき、ネットワー
クによって構成され、トリガされてもよい。そのような状況は、（例えば、３０８で）こ
のイベントがトリガされたことを指示する測定報告を送信するために、無線デバイスまた
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はＵＥをトリガしてもよい。新しいＲＲＣメッセージが使用されうるか、または、既存の
ＲＲＣメッセージが拡張される場合、同じことが適用可能であってもよい。
【００６９】
実施形態の一例によれば、イベントＣ１によるＲＲＣ測定報告、または、任意の新しい
ＲＲＣメッセージもしくは任意の既存のＲＲＣメッセージをトリガするための基準は、上
記で説明した実施形態のいずれかによって、ＵＥが干渉状況を検出または予測することに
関係付けられてもよい。例えば、通知は、既に報告されていない場合、干渉中でありうる
か、または干渉状況を引き起こす可能性がある、コンポーネントまたはデバイスのタイプ
、および、随意に、干渉デバイスまたはコンポーネントがアクティブ化されうる時間を含
んでもよい。あるいは、通知は、そのようなコンポーネントデバイスがアクティブ化され
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るか、もしくはアクティブ化されうるというインジケーション、検出された干渉状況が反
応的でありうるか、先行的でありうるか（例えば、干渉が実際の干渉でありうるか、潜在
的な干渉でありうるか）、そのコンポーネントもしくはデバイスによってサービスされる
周波数帯域、または、以下で説明するような任意の他の適切な情報を含んでもよい。既存
のイベントはまた、無線デバイスによって、デバイス内干渉情報を通知に含めるために拡
張されてもよい。
【００７０】
加えて、一実施形態では、通知は、デバイス内干渉状況が存在するか、または存在する
ようになるというインジケーションを含んでもよい。例えば、無線デバイスまたはＵＥは
、干渉技術もしくは被干渉技術がオンにされるか、もしくはアクティブ化される必要があ

10

りうる（例えば、潜在的な干渉状況が存在する可能性がある）ということ、または、干渉
デバイスがアクティブである（例えば、実際の干渉状況が存在する可能性がある）という
ことを、ネットワークに通知してもよい。無線はまた、干渉状況が現在のサービング周波
数内または別のサービング周波数内に存在することをも、ネットワークに通知してもよい
。通知情報は、ネットワークへの支援情報としての機能を果たして、ＵＥ内の干渉を緩和
するための最良の機構をネットワークが判定することを支援することができる。通知は、
干渉状況トリガに関連付けられた情報と、以前の干渉状況が停止した可能性があるという
インジケーションと、干渉状況を引き起こす技術のタイプ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
、ＷｉＦｉ、ＧＰＳ）を識別する情報、ならびに、無線デバイス内の他の共存する干渉コ
ンポーネントまたは技術の存在に関連付けられた情報であって、そのようなコンポーネン
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トまたはデバイスが電源オンにされるか、オフにされるか、アクティブに送信しているか
、受信しているか、干渉が発生しているか、発生していないか、特定の動作のモードで、
データを連続的に（例えば、所定の期間にわたって）送信しているか、バッファ内のデー
タが閾値を超えているか、およびしきい値未満であるか、などを含む情報と、デバイス内
共存および／もしくは干渉軽減方法、ルール、プロトコルおよび／もしくはプロシージャ
を扱うかもしくは処理するための無線デバイスの能力の情報もしくはインジケーション、
または、ネットワークによって干渉状況（実際のもの、もしくは潜在的なもの）を軽減も
しくは低減する助けとするために使用されうる任意の他の適切なインジケーションもしく
は情報とを含んでもよく、これらについては以下でより詳細に説明する。
【００７１】
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上記で説明したように、通知は、干渉状況を介して干渉を引き起こす可能性があるデバ
イスまたはコンポーネントのステータスを誘導する、デバイスまたはコンポーネントタイ
プに関連付けられた情報を含んでもよい。例えば、一実施形態では、オンにされるべきコ
ンポーネントまたはデバイスがＧＰＳ受信器であり、かつ、無線デバイスが、動作中の問
題のある周波数帯域のうちの１つにおいて（例えば、ＵＬ高調波が被干渉側のＧＰＳ受信
器を妨害する可能性があるとき、周波数帯域内で）ＬＴＥのためのコンポーネントまたは
デバイスを操作するように構成される場合、無線デバイスは、通知を介して、デバイスタ
イプ（この特定の場合はＧＰＳ）を、随意に、コールド、ウォームもしくは定常状態のＧ
ＰＳ状態もしくはステータスなど、デバイスもしくはコンポーネントの状態もしくはステ
ータス、および／または、場合によっては定常状態に入るための時間もしくは推定時間と
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共に、シグナリングしてもよい。
【００７２】
通知はまた、ホッピング周波数、および／または、周波数帯域適合を提供するために使
用されうる他のビットをも含んでもよい。例えば、一実施形態では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
トランシーバなど、コンポーネントまたはデバイスが、例えば、ＬＴＥをサポートするコ
ンポーネントまたはデバイスと同時にアクティブ化されることがあり、またはアクティブ
化される必要がある場合がある。アクティブ化されると、無線デバイスは、通知を介して
、ホッピング周波数範囲、もしくは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ技術に関連付けられた周波数ホ
ッピング適合範囲のための能力ビット、または、デバイス内技術に関連付けられた同等の
問題のある周波数（例えば、干渉を起こす状況が存在するようになる周波数）を、シグナ
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リングしてもよい。一実施形態では、そのような情報を受信した後、ネットワークは、Ｌ
ＴＥによりサポートされたネットワークであってもよく、それ自体の周波数割り振り範囲
を適合させて、ＬＴＥ技術をサポートするコンポーネントまたはデバイスと、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈトランシーバなど、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ技術をサポートするコンポーネントまた
はデバイスとの間の相互干渉を回避、軽減または低減してもよい。あるいは、ネットワー
クは、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＩＳＭネットワークであってもよく、受信された周波数
ホッピング範囲を使用して、それに関連付けられたコンポーネントまたはデバイスを適合
させ、したがって、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈコンポーネントまたはデバイスと、他のＩＳＭデ
バイスまたはコンポーネント、ＬＴＥコンポーネントまたはデバイス、および、ＧＰＳコ
ンポーネントまたはデバイスとの間の相互干渉を回避、軽減または低減してもよい。

10

【００７３】
上記の情報に加えて、通知はまた、無線デバイスによって使用されたＬＴＥ、ＩＳＭお
よびＧＰＳ技術など、無線アクセス技術のコンポーネントまたはデバイスによってサポー
トまたは影響を受ける、周波数帯域のリストをも含んでもよい。例えば、無線デバイスは
また、３０６で、コンポーネントもしくはデバイスのためにそれがサポートする周波数も
しくは周波数帯域のリスト（例えば、共存する技術からの干渉なしにサポートされうる周
波数）、または、そのデバイス上で干渉を引き起こす可能性がある周波数もしくは周波数
帯域のリスト（例えば、共存する技術によって発生した干渉のため、コンポーネントもし
くはデバイスのためにサポートすることができない周波数、例えば、問題のある周波数の
リスト）をも、ネットワークにシグナリングしてもよい。一実施形態では、無線デバイス

20

が特定のコンポーネントまたはデバイスのためにサポートすることができる周波数または
周波数帯域のリストは、ＬＴＥ側で引き起こさないか、もしくは干渉されない、ＷＴＲＵ
がサポートする周波数のリスト、または、ＬＴＥによって干渉されない可能性がある他の
技術のためにサポートされる周波数のリスト、および／または、他の技術によってサポー
トされうる周波数のリストに対応してもよい。周波数のリストが、３０８で、通知を介し
て、範囲として、帯域内の周波数として、ＲＡＴ内の周波数として報告されてもよいこと
もまた理解されよう。
【００７４】
通知はまた、干渉コンポーネントまたはデバイスを必要としているか、または、干渉コ
ンポーネントまたはデバイスをオンにしている、アプリケーションの緊急性のインジケー

30

ションをも含んでもよく、例えば、サービスのタイプ（例えば、あるＱｏＳ優先度）また
はアプリケーションのタイプ（例えば、送信が含まれる）。
【００７５】
ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）、ＵＤＰ（User datagram protocol）、Ｖ
ｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）、およびＲＴＰ（real‑time transport protoc
ol）など）。無線デバイスによってネットワークに提供される通知または情報はまた、ア
クティブ化されるか、またはアクティブ化されるようになる所与の技術のためのバッファ
サイズをも含んでもよい。他の実施形態では、通知または情報はまた、干渉無線アクセス
技術がダウンリンク（ＤＬ）ＬＴＥ受信を干渉しているかどうか、もしくは、アップリン
ク（ＵＬ）ＬＴＥが他の無線アクセス技術に干渉されているかどうかについてのインジケ

40

ーションと、例えば、干渉技術によって送信もしくは受信中の（または、送信もしくは受
信が要求されている）データのタイプに関連付けられた情報（例えば、使用シナリオ）で
あって、データが音声、ビデオ、テキスト、およびマルチメディアなどを含む情報と、ま
たは、干渉技術もしくは被干渉側の技術に関連付けられた任意の他の情報であって、送信
もしくは受信中であるか、もしくはそのように要求されているデータ、ならびに、コンポ
ーネントもしくはデバイスタイプ、ならびに特徴およびセットアップなどについての追加
の情報を含む情報を含んでもよい。例えば、ネットワークは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈイヤホ
ン音声およびＬＴＥ音声、または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ音声およびＬＴＥビデオ、マルチ
メディアサービス、およびＬＴＥ＋ＷｉＦｉポータブルルータなど、事前定義されたセッ
トのサービスまたはシナリオを有してもよい。検出または要求された使用シナリオに応じ
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て、無線は、干渉技術または干渉を受けた技術によって提供された、事前定義された使用
シナリオのセットへのインデックスを、シグナリングしてもよい。
【００７６】
加えて、通知は、干渉状況の解決策に対処かつ／または処理するための、無線デバイス
の能力に関連付けられた情報またはインジケーションを含んでもよい。例えば、通知は、
無線デバイスが、干渉解決策によって引き起こされた干渉を軽減することができる、以下
で説明する方法、ルール、プロトコルおよび／またはプロシージャなど、解決策のいずれ
かをサポートすることができるというインジケーションを含んでもよい。あるいは、通知
は、無線デバイス内でＴＤＭ（time division multiplexing）方式のためのサポートを指
示することができる、別個の能力のインジケーションを含んでもよい。例えば、上記で説

10

明したように、デバイス内干渉または干渉状況の存在を指示する能力／通知が、ネットワ
ークへシグナリングされるか、または送信されてもよい。この能力／通知は、無線デバイ
スが、無線デバイスおよび／またはＴＤＭ方式動作の干渉状況の報告に関連付けられたプ
ロシージャをサポートするという、インジケーションを含んでもよい。
【００７７】
上記で説明したように、３０８で、追加のイベントまたはアクションが、ネットワーク
への通知の送信をトリガしてもよい。例えば、上記で説明したような無線デバイスのコン
ポーネント間の干渉状況の検出に加えて、３０８で、ネットワークへの通知がまたトリガ
されてもよく、例えば、ハンドオーバ動作が開始されるか、動作のモードが変更されるか
、サービスもしくは使用シナリオの変更が検出されるか、タイマもしくは事前定義された

20

期間が経過したか、ＧＰＳデバイスが、衛星状態問題インジケーションもしくはアルマナ
ックデータタイマ満了のために、衛星もしくはアルマナックデータを再取得しなければな
らないときなど、デバイスもしくはコンポーネントが信号を再取得する必要があるとき、
または、無線デバイスもしくは無線アクセス技術の任意の他の適切な変更および修正など
としてである。
【００７８】
そのようなトリガはまた、３０８で送信される通知に追加の情報が含まれるようにして
もよい。例えば、無線デバイスによってネットワークへ送信される通知は、ＧＰＳ受信器
など、コンポーネントまたはデバイスを少なくともウォーム状態にすることができる、ア
ルマナックおよび／または他の重要なデータを検索するために、Ａ−ＧＮＳＳ支援を求め

30

る要求を含んでもよい。そのような要求を受信すると、ネットワーク（ポジショニングサ
ーバ）は、例えば、サポートされる場合、要求された情報により、無線デバイスに回答し
てもよい。一実施形態によれば、そのような要求を、ポジショニングデバイス状態（コー
ルド、ウォーム、定常、または衛星状態データの問題）に基づいて、ネットワークのポジ
ショニングサーバへのＮＡＳメッセージ（例えば、ＵＬ直接転送メッセージ）を使用して
搬送してもよい。
【００７９】
別の実施形態では、通知または報告は、ソースセルに関連付けられた情報を含んでもよ
い。無線デバイスは次いで、ハンドオーバが実行され、かつ、干渉状況がなお存在する可
能性があるとき、例えば、ネットワーク、ターゲットｅＮｏｄｅＢ、および／または、新

40

しいセルへの別の通知または報告をトリガしてもよい。例えば、無線デバイスが、他の技
術と共存するためのパターンを使用している場合、無線デバイスは、加えて、使用中のパ
ターンを新しいセルに報告してもよい。別の実施形態によれば、通知または報告は、ソー
スセルによって（例えば、干渉状況または要求に応答して）一度トリガされてもよい。無
線デバイスは次いで、ハンドオーバ情報交換において、ソースセルからターゲットセルへ
情報を中継するために、ネットワークノードに依拠してもよい。
【００８０】
加えて、通知は、動作のモードの変更に関連付けられた情報を含んでもよい。例えば、
上記で説明したように、通知または報告は、動作のモードの変更が検出されうるとき、ト
リガされてもよい。ＷｉＦｉコンポーネントもしくはデバイス、または、Ｂｌｕｅｔｏｏ
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ｔｈコンポーネントもしくはデバイスなど、無線デバイスまたはアクティブなＩＳＭデバ
イスが、スリープモードまたは省電力モードに移る可能性がある場合、無線デバイスは、
無線デバイスまたはアクティブなＩＳＭデバイスがスリープモードまたは省電力モードに
入ったことを指示する通知または報告を、ネットワークへ送信する。無線デバイスまたは
アクティブなＩＳＭデバイスが、スリープモードまたは省電力モードから出るとき、その
ような変更を指示する通知または報告が、ネットワークにさらに送信されてもよい。加え
て、スリープモードとアクティブモードとの間の移行もまた、干渉状況にあるためのトリ
ガとして使用されてもよい。例えば、無線デバイスが省電力モードまたはスリープモード
から出るとき、ＷｉＦｉネットワークに関連付けられたアクセスポイント（ＡＰ）は、通
知を受信してもよく、ＷｉＦｉデバイスは、アクセスポイント（ＡＰ）から、それがその

10

局のためのデータを有することを指示する、ポーリングを検出してもよく、または、その
局（ＳＴＡ）がＡＰをポーリングし、データが無線デバイスのために使用可能であると判
定する。
【００８１】
あるいは、通知は、サービスまたは使用シナリオの変更に関連付けられた情報を含んで
もよい。例えば、一実施形態では、無線デバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ＢＴ）＋ＬＴ
Ｅ（音声）使用シナリオから、ＢＴ＋ＬＴＥ（マルチメディア）使用シナリオへの変更を
検出してもよく、または、無線デバイスは、より低い優先度から、音声もしくは新しいウ
ェブ閲覧セッションなど、新しい、より高い優先度のサービスへの変更を検出してもよく
、その両方が、変更に関連付けられた情報を含みうる通知または報告が無線デバイスによ

20

ってネットワークへ送信されることをトリガしてもよい。
【００８２】
一実施形態では、通知または報告は、その通知または報告が無線デバイスによってネッ
トワークへ送信されることをトリガしてもよい（また、タイマの満了に関連付けられた情
報を含んでもよい）。例えば、ＷＴＲＵが最後にデバイス内報告を送信してから、事前定
義された期間ｘが経過している場合、報告が送信されてもよい。より具体的には、禁止タ
イマが実装または使用されてもよい。禁止タイマは、構成可能パラメータまたは事前定義
された値であってもよい。無線デバイスが通知または報告をトリガした後、通知禁止タイ
マが起動されてもよく、無線デバイスは、禁止タイマの継続時間にわたって別の報告をト
リガすることを許可されないことがある。通知禁止タイマが満了した後、トリガリング条

30

件がなお存在する可能性がある場合、通知がネットワークへ送信される。そのような概念
は、例えば、通知または報告が、ＲＲＣおよびＭＡＣなどを使用して送信または生成され
うるとき、適用可能であってもよい。
【００８３】
加えて、別の実施形態では、通知は、サポートされたＲＡＴ技術に関連付けられたコン
ポーネントまたはデバイスのうち１つまたは複数のバッファサイズに関連付けられた情報
、ならびに、ＵＬまたはＤＬが送信／受信中に干渉されうるかどうかにかかわらず、チャ
ネルに関連付けられたインジケーションまたは情報を含んでもよい。
【００８４】
本明細書で開示した方法３００は、３０８で通知を送信または提供することを含むが、

40

しかし、３０８でそのような初期機能通知を送信すること、または干渉状況通知が提供さ
れることなしに、以下で説明する方法、解決策、ルールおよび／またはプロトコルが等し
く適用可能でありうることは、当業者には理解されよう。加えて、無線デバイスは、デバ
イス内共存インジケーションを報告するように、または、報告を停止するように明示的に
構成されてもよい。より具体的には、無線デバイスは、連続的に通知を報告または送信し
てもよい。ネットワークが、そのような通知のさらなるトリガリングを回避することを望
む場合、ネットワークは、無線デバイスから報告構成を除去するか、あるいは、そのよう
な通知の報告を停止するように無線デバイスに対して明示的に指示してもよい。
【００８５】
無線デバイスは、上述のトリガのいずれかに基づいて通知または報告をトリガすること
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ができるが、トリガの理由を指示しないことがあることは、さらに理解されよう（例えば
、干渉状況の通知は、ネットワークに提供されることがあり、本明細書で説明する情報を
含みうるが、干渉状況が潜在的な干渉状況であるか、実際の干渉状況であるかを指示しな
いことがある（例えば、干渉が反応的トリガに基づくか、先行的トリガに基づくかを指示
しないことがある）。本明細書で説明する解決策は、ＬＴＥ技術によって干渉されうるか
、または、ＬＴＥ技術を干渉しているその他の技術に対して、等しく適用可能でありうる
こともまた理解されよう。同様に、無線デバイスが、ＬＴＥ技術が電源を投入されること
を望むと判定することがあるか、または、ＲＲＣ接続の確立を要求しているとき、メッセ
ージ（通知）がトリガされ、他の技術のネットワークに送信され、ＬＴＥ技術、および、
ＬＴＥ技術がサポートするように現在構成されうる周波数帯域、ならびに、それによって

10

サポートされうる他の周波数が指示されてもよい。このように、干渉側のＲＡＴおよび被
干渉側のＲＡＴを、無線デバイスによって制御することができる。本明細書で説明する解
決策を、個々に、または、組み合わせて使用することができる。
【００８６】
再び図３を参照すると、３１０で、例えば、干渉状況を軽減、低減または回避するよう
に構成されたアクションを含む情報が、受信されてもよい（例えば、無線デバイスのため
の構成情報が受信されてもよい）。この情報は次いで、３１２で、干渉状況が軽減、低減
、防止または回避されうるように、処理されてもよい。例えば、一実施形態では、３０８
で、干渉状況の通知をネットワークに提供した後、ネットワークは、１つまたは複数の解
決策またはプロシージャを介して関連付けられた、予想されるか、または潜在的な、また

20

は干渉を防止することにおいて、無線デバイスを支援してもよく、これについては以下で
より詳細に説明されうる。そのような支援を提供するため、図４に示すネットワーク４１
２など、ネットワークは、１つまたは複数のアクション、プロシージャ、ルールまたはプ
ロトコルを含む情報または解決策を、無線デバイスに提供してもよく、無線デバイスは、
３１０で、この情報または解決策を受信してもよい。無線デバイス４００など、無線デバ
イス、および／または、干渉検出および回避モジュール４１０など、その中の１つもしく
は複数のコンポーネントは次いで、３０８でネットワークに報告された干渉状況を軽減、
回避または低減するための情報または解決策を、処理してもよい。
【００８７】
より具体的には、一実施形態では、ネットワークが通知または能力を、例えば、３０８
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で受信するとき、ネットワークは、３１０で無線デバイスによって受信され、例えば、干
渉状況によって生じた干渉を軽減、低減または回避するために無線デバイスまたはその中
のコンポーネントもしくはモジュールによって処理されうる、以下のプロシージャのうち
１つまたは複数を送信し、または実行してもよい。
【００８８】
ネットワークは、無線デバイス（または、ＷＴＲＵすなわちＵＥ）を、デバイス内干渉
を起こす状況報告および監視のために構成してもよい。例えば、無線デバイスは、イベン
トＣ１、または、拡張されている既存のイベントと共に構成されてもよい。そのような構
成をすると、無線デバイスは、上記で説明したトリガによる干渉状況通知の監視および報
告を開始してもよい。そのようなイベントに関連付けられた情報は、３１０で、無線デバ

40

イスによって受信され、３１２で、そのイベントが実行され、または構成されるように、
無線デバイスによって処理されてもよい。
【００８９】
ネットワークはまた、無線デバイスに、ネットワークがデバイス内干渉機構を扱うこと
が可能であるかどうかに関するインジケーションを含む、ネットワーク能力に関連付けら
れた情報をも提供してもよい。そのような情報は、無線デバイスによって、３１０で、Ｒ
ＲＣ接続セットアップメッセージ、または、任意のその他のＲＲＣメッセージ内で提供さ
れ、かつ受信され、３１２で処理されてもよい。そのような情報はまた、報告イベントま
たはメッセージの構成の欠如または存在を用いて、判定されてもよい。
【００９０】
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ネットワークは、３１０で受信されうるバックオフまたはスケーリング値を、無線デバ
イスにさらに提供してもよい。無線デバイスは次いで、３１２で、バックオフまたはスケ
ーリング値を処理して、以下でより詳細に説明するように、無線デバイスがバックオフま
たはスケーリング値を使用して、干渉が発生した後に干渉に対する反応を限定することが
できるようにしてもよい。
【００９１】
あるいは、ネットワークは、新しい測定構成メッセージを無線デバイスへ、無線デバイ
スが測定を開始できる他の周波数および／またはＲＡＴのリストと共に送信してもよく、
そのような新しい測定構成メッセージは、３１０で受信されてもよい。新しい測定構成メ
ッセージは次いで、３１２で処理されて、リストに含まれた周波数および／またはＲＡＴ

10

の測定が開始されてもよい。
【００９２】
別の実施形態によれば、ネットワークは、干渉ＲＡＴコンポーネントまたはデバイスの
制御されたアクティブ化を実行してもよい。例えば、被干渉側のＲＡＴコンポーネントも
しくはデバイス、および干渉ＲＡＴコンポーネントもしくはデバイスは共に、既にアクテ
ィブ化されている必要があり、または既にアクティブ化されていることがある。そのよう
な状況では、ネットワークは、以下の方法、ルール、プロシージャおよび／またはルール
のうち１つまたは複数を実行してもよく、また、それに関連付けられた情報を無線デバイ
スに提供してもよく、この情報は、３１０で受信され、３１２で処理されてもよい。
【００９３】

20

例えば、一実施形態では、共存するＲＡＴデバイスからのアクティブ化要求または干渉
状況が検出されうる（例えば、３０２で、干渉状況の結果となる）とき、ＲＡＴデバイス
（送信中の場合、干渉が発生するようになる）は、即時にアクティブ化されないことがあ
る。他のデバイス（例えば、被干渉側のＲＡＴデバイス）が干渉を回避するために適切な
動作を取るための時間を可能にするために、共存するＲＡＴデバイスまたはトラフィック
アクティブ化は、事前定義された期間だけ遅延されてもよい。実施形態の一例によれば、
ネットワークは、無線デバイスに、（例えば、３１０で）それによって受信された情報に
おいてそのような遅延を通知してもよい。無線デバイスは次いで、（例えば、３１２で）
ＲＡＴデバイスのアクティブ化を遅延させてもよい。共存するデバイス内の接続要件が、
技術（例えば、技術がＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＬＴＥ、およびＧＰＳなどである
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かどうか）によって決まることがあることを考えると、遅延タイマの値は、技術によって
、または、一実施形態によれば、デバイスのアクティブ化を要求しているアプリケーショ
ンもしくはサービスによって決まることがある。本明細書で説明する遅延タイマが実装ま
たは構成されないことがあることもまた、理解されよう。そのような状況では、デバイス
は、いかなる遅延もなしにアクティブ化されてもよい。
【００９４】
別の実施形態によれば、ネットワークはまた、無線デバイスに、ＩＳＭデバイスなど、
ＲＡＴデバイスが起動できるようにするための通知をも送信してもよく、この通知は、（
例えば、３１０および３１２で）無線デバイスによって受信かつ処理されてもよい。この
通知は、既存のＲＲＣメッセージまたは新しいＲＲＣメッセージにピギーバックされた、
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ＭＡＣ制御要素（ＣＥ）指令であってもよい。あるいは、ネットワークは、無線デバイス
に、ＩＳＭデバイスが起動することを拒否するための通知を送信してもよく、この通知は
、例えば、代替解決策または基地局バッファ内の保留中のデータが送信されないときに、
（例えば、３１０および３１２で）無線デバイスによって受信かつ処理されてもよい。実
施形態の一例によれば、このことはまた、ＬＴＥデバイスなど、他のＲＡＴデバイスによ
って送信中であるデータの優先度によって決まってもよい。
【００９５】
あるいは、ネットワークは、無線デバイスに、ＩＳＭアクティブ化時間通知を送信して
もよく、この通知は、（例えば、３１０および３１２で）無線デバイスによって受信かつ
処理されてもよい。ＩＳＭアクティブ化時間通知は、送信されるバッファ内の残りのデー
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タの推定値およびチャネル条件に基づいて、いくつかのフレーム、サブフレーム、または
、ｍｓもしくは秒単位の値の倍数であってもよい。このアクティブ化時間は、上記でリス
トした解決策（ハンドオーバ、キャリア非アクティブ化、ＲＡＴリダイレクト）のいずれ
かであってもよい、再構成メッセージと結合されてもよい。この通知は、既存のＲＲＣメ
ッセージまたは新しいＲＲＣメッセージにピギーバックされた、ＭＡＣ−ＣＥ指令であっ
てもよい。無線デバイスは、シグナリングされたアクティブ化時間の満了後にのみ、ＩＳ
Ｍデバイスをアクティブ化することができる。
【００９６】
本明細書で説明する方法、ルール、プロシージャおよび／またはプロトコルなど、解決
策、ならびに、イベントのトリガリングおよび構成はまた、無線アクセス技術の優先度に
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よって決まってもよい（例えば、ＬＴＥは、ＧＰＳより高い優先度を有してもよく、逆も
また同様である）。加えて、技術によって提供されているサービスのタイプもまた、追加
の基準であってもよい。より具体的には、緊急呼び出しがある技術上で実行されている場
合、共存する技術に対し、ある期間にわたって送信しないように命令することは、有益で
あり、その命令は、例えば、３１０で受信され、３１２で処理されてもよい。無線デバイ
スはまた、本明細書で説明するように、報告をトリガしないこともある。例えば、３１０
で、ある期間にわたって送信しないため、または、共存する技術のコンポーネントをアク
ティブ化しないための情報または命令を受信した後、この命令または情報は、例えば、３
１２で処理され、無線デバイスが、共存する技術に関連付けられたコンポーネントのアク
ティブ化を一時停止できるようにしてもよく、これについては以下でより詳細に説明する
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。
【００９７】
加えて、限定されないが、緊急呼び出し、地震津波警報システム（ＥＴＷＳ）、または
、任意のタイプの緊急警報メッセージなど、高優先度トラフィックが送信されている場合
、他の技術が送信しないようにすることは、有益でありうる。一実施形態では、このこと
は、無線デバイス内で自律的に行われてもよい。例として、そのようなタイプのトラフィ
ックが検出されるときに、無線デバイスは、ＩＳＭに対し、送信を停止するように命令し
てもよい。あるいは、（例えば、３１０で受信された）ネットワークから無線デバイスへ
送信された明示的メッセージまたは情報もまた、（例えば、３１２で）処理され、使用さ
れてもよい。より具体的には、メッセージは、無線デバイスに対し、ＩＳＭ送信を停止す
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るように命令してもよく、ＬＴＥ技術は、他の技術に対し、停止するように命令してもよ
い。同じことは、高優先度サービスが行われている場合、他の技術に適用可能であっても
よい。ＬＴＥ技術は次に、この状況をネットワークに報告し、ネットワークが、報告内で
シグナリングされうる事前定義された期間にわたって無線デバイスをスケジュールしない
ことを把握するようにしてもよい。
【００９８】
例えば、一実施形態では、無線は、（例えば、３１０で）ネットワークから受信され、
（例えば、３１２で）無線デバイスによって処理された情報に基づいて、ＩＳＭデバイス
など、ＲＡＴコンポーネントまたはデバイスのアクティブ化（または、送信／スケジュー
リング）を、事前定義された期間にわたって遅延させてもよい。満了すると、ＩＳＭデバ
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イスは次いで、ＬＴＥ側で実行されたオペレーションまたは動作にかかわらず、オンにさ
れてもよい（または、送信／受信のためにスケジュールされてもよい）。アクティブ化遅
延タイマは、ＩＳＭデバイス側で要求されているサービス、または、ＩＳＭデバイスのタ
イプによって決まってもよい。同様の概念またはプロシージャはまた、ＬＴＥに対しても
適用可能であってもよく、ただし、あるＩＳＭアクティビティまたはプロシージャが実行
されている場合、ＬＴＥ側は、定義された期間にわたってアクティブ化（例えば、ネット
ワークによってスケジュールされる場合であっても、データの送信）を遅延させる。この
時間が経過すると、ＷＴＲＵは、標準のＬＴＥ動作を再開してもよい。
【００９９】
あるいは、無線デバイス内に含まれたＬＴＥデバイスは、ＩＳＭに対し、オフにされた
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ままであるように明示的に命じてもよい。ＬＴＥデバイスがＩＳＭデバイスに対し、オフ
にされたままであるように明示的に命ずる場合、無線デバイスは、遅延アクティブ化タイ
マおよびバックオフを、事前定義された期間にわたってキャンセルしてもよい（例えば、
少なくともバックオフ時間にわたって再試行しない）。バックオフタイマが満了すると、
無線デバイスは、別のインジケーションまたは通知をトリガし、上記で説明したように、
そこから受信されたか、または、その中に含まれた動作を実行してもよい。一実施形態に
よれば、限定されないが、ＥＴＷＳなど、緊急呼び出しまたは高優先度メッセージなど、
あるＬＴＥアプリケーションタイプのために、他の技術が有効にされないアクションが必
要とされ、実施されてもよい。
【０１００】

10

加えて、ハンドオーバコマンドまたはリダイレクトがＬＴＥ側で発生する場合、ＩＳＭ
デバイスは、遅延タイマ満了に先立ってアクティブ化されてもよい。または、本明細書で
説明するようなＴＤＭパターンが無線デバイスに提供される場合、デバイスは、アクティ
ブモードに入り、提供されたパターンに従って送信／受信プロシージャを実行してもよい
。上記の動作の１つまたは組み合わせがうまく完了すると、無線デバイスは次いで、ＩＳ
Ｍデバイスを起動するか、または、ネットワークからの拒否指令が受信されている場合、
要求をアボートしてもよい。
【０１０１】
加えて、実施形態によれば、無線デバイスは、（例えば、３０８で）その通知に対する
ネットワークからの指令または適切な動作を含みうる情報を（例えば、３１０で）受信し
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ないことがあり、ＩＳＭデバイスアクティブ化遅延タイマなど、無線アクセス技術をサポ
ートする１つまたは複数のコンポーネントに関連付けられたタイマが満了することがある
。そのような実施形態では、無線デバイスは、以下の動作のうちの１つまたは複数を実行
してもよく（そのような動作はまた、３０６で、ならびに、ＲＬＦがネットワークへの接
続を妨げる可能性があるときにも実行されてもよく）、すなわち、ＩＳＭデバイスアクテ
ィブ化を拒否してユーザに通知すること、ＩＳＭデバイスアクティブ化遅延タイマが、最
後にＡｃｋされ、パックされた後に満了することを待機し、かつ、無線デバイスバッファ
内に送信すべきデータがない場合、ＩＳＭデバイスアクティブ化を可能にすること、およ
び／または、無線デバイス実装によって定義され、または（ＤＲＸサイクルと同様に）ネ
ットワークによりシグナリングされた、限定された期間にわたってＩＳＭアクティブ化を
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可能にすることである。
【０１０２】
干渉軽減動作に障害があると、無線デバイスは、ＩＳＭデバイスなど、無線アクセス技
術をサポートするコンポーネントまたはデバイスのアクティブ化を拒否してもよい。アク
ティブ化は、ネットワークによりシグナリングされてもよく、または、例えば、その実装
において無線デバイスによって定義されうる、定義された期間にわたって拒否されてもよ
い。あるいは、無線デバイスは、そのようなコンポーネントに関連付けられた通知プロシ
ージャを再開してもよく、例えば、ＩＳＭデバイス通知プロシージャ（例えば、３１２で
処理された可能性のあるプロシージャ）が含まれる。リトライの回数は、ネットワーク内
のシグナリング負荷の増大を回避するために、ネットワークによりシグナリングされても
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よく、または、（例えば、その実装において）無線デバイスによって決まる値によって、
限定されてもよい。上記で説明したそのような状況は、随意に技術間ハンドオーバをトリ
ガさせてもよい。例えば、一実施形態では、そのような状況は、無線デバイスに、ＬＴＥ
からＩＳＭ技術へ（例えば、ＷｉＦｉへ）ハンドオフさせてもよい。そのような状況はま
た、ＩＳＭがオンにされることを要求しているデータまたはアプリケーションの優先度に
よって決まってもよい。
【０１０３】
別の実施形態では、干渉ＲＡＴの共存は、（例えば、ＲＡＴの周波数分割多重化を介し
て）干渉を許容可能なレベルへ低減するために、十分な周波数分離が干渉技術間に存在す
ることを保証することによって、可能にする。そのような状況では、この通知または報告
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を受信すると、ネットワークは、以下の１つまたは組み合わせを行ってもよく、それに関
連付けられた情報を無線デバイスに提供してもよく、その情報は、３１０で受信され、３
１２で処理されてもよい。
【０１０４】
例えば、十分な周波数分離を介して、干渉ＲＡＴの共存を可能にするために、別の周波
数またはＲＡＴへのハンドオーバが実行されてもよく、そのようなハンドオーバのインジ
ケーションが、無線デバイスによって、３１０で受信され、３１２で処理されてもよい。
【０１０５】
あるいは、無線デバイスは、（無線デバイスによって提供された通知によれば、問題が
全くないか、または少ないと見なされる）他の周波数および／またはＲＡＴの測定制御情
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報と共に構成されてもよく、その情報は、例えば、３１０で受信され、３１２で処理され
てもよい。これにより、無線デバイスが、無線リンク障害（ＲＬＦ）を回避するために前
もって、測定された他の周波数を有することを可能にすることができ、または、無線デバ
イスが、ネットワークへ報告を返すこと、および、干渉が他の技術によって経験されない
可能性があるか、または、そのような干渉が迅速に軽減されうるようにサポートされた別
の周波数へ、周波数を低下させることに先立って、ハンドオーバを実行することを可能に
する。
【０１０６】
加えて、ＲＬＦが無線デバイス内で発生する場合、無線デバイスは、デバイス内干渉が
進行中であると判定してもよく、共存する技術によって干渉されない別の周波数内でＲＲ

20

Ｃ再確立を（すなわち、現在の問題のあるサービング周波数内でセルへの再確立を実行す
る代わりに）実行してもよい。あるいは、無線デバイスは、アイドルモードへ即時に（例
えば、再確立を試行することなく）移行し、ＲＲＣ接続確立プロシージャを新しい干渉さ
れていない周波数内で開始してもよい。そのような場合、セル選択および再選択プロシー
ジャは、デバイス内干渉が起こっている周波数帯域を回避するように、修正されてもよい
。
【０１０７】
あるいは、ネットワークは、即時の測定値または結果を求める要求を送信してもよく、
その要求は、無線デバイスによって（例えば、３１０で）受信され、ハンドオーバを行う
前に（例えば、３１２で）処理されて（例えば、ＵＥｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＲｅｑｕｅ
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ｓｔを有するＲＲＣメッセージ）、ハンドオーバ障害、および、ＷＴＲＵが以前のセル上
に後退することが回避されてもよい。
【０１０８】
さらに、十分な周波数分離を有する共存を可能にするために、アクティブキャリアを除
去する（例えば、セカンダリセルを無効にするか、または、構成を全体として除去する）
再構成（例えば、３１０で受信される）が、報告された干渉の傾向がある領域内の周波数
（例えば、問題のある周波数のリスト内）のために（例えば、３１２で）実行されてもよ
く、または、プライマリキャリアとセカンダリキャリアの間の周波数間ハンドオーバが、
（例えば、問題のある周波数から問題のない周波数へと）実行されてもよい。再構成は、
（例えば、３１０で）無線デバイスによって受信されてもよく、無線デバイスは、（例え
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ば、３１２で）補足のＲＦフィルタリングを、残りの動作キャリアに適用してもよい。
【０１０９】
Ｐセルが干渉の傾向がある領域内にある（かつ、Ｓセルがそうでない）場合の、構成さ
れたＳセルによるＰセルの高速変更が実行されてもよく、高速変更の情報またはインジケ
ーションが無線デバイスに提供されて、無線デバイスが、例えば、３１０でその情報また
はインジケーションを受信し、３１２でその情報を処理して、高速セル変更を実行するこ
とができるようにしてもよい。
【０１１０】
また、別の周波数（例えば、ハンドオーバ）またはＲＡＴへのリダイレクトが実行され
てもよい。このリダイレクトは、ＲＲＣ接続リジェクトまたは解放メッセージにより実行
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されてもよく、そのメッセージは、（例えば、３１０および３１２で）無線デバイスによ
って受信かつ処理されてもよい。加えて、セル変更指令が、無線デバイスへ送信されて（
例えば、３１０で受信されて）、周波数またはＲＡＴの変更が実行されてもよい（例えば
、３１２で処理される）。
【０１１１】
一実施形態によれば、ハンドオーバがうまく完了すると、無線デバイスは、ピンポン効
果を回避するか、または、候補リストから問題のある周波数を除去するために、ＩＳＭデ
バイスアクティビティなど、無線アクセス技術をサポートするコンポーネントアクティビ
ティの期間にわたって、異なる周波数、ＲＡＴ優先度のリストを維持することが可能にな
ってもよい。あるいは、上記で説明したように、無線デバイスは、問題のある周波数をネ

10

ットワークに報告し、ネットワークが、それらの周波数上で測定するためのインジケーシ
ョンを提供しないように、または、そのように無線デバイスを構成しないようにしてもよ
い。さらに別の実施形態では、そのようなリストは、システム情報要素（system informa
tion element）またはＲＲＣ測定構成メッセージ、および、これらの特定の状況において
適用されたルール内で、ネットワークによってシグナリングされてもよい。
【０１１２】
別の実施形態では、干渉ＲＡＴの共存は、ＲＡＴデバイスまたはコンポーネント上の送
信および／または受信間の時間調整が存在できることを保証すること、および、したがっ
て、あるＲＡＴデバイスから別のＲＡＴデバイスへ発生した干渉を（例えば、ＲＡＴの時
分割多重化を介して）限定することによって、可能になってもよい。そのような状況では

20

、デバイス内干渉状況を検出、または、通知もしくは報告を受信すると、以下の１つまた
は組み合わせがＵＥによって、または、ネットワークによって行われてもよく、ネットワ
ークは、それに関連付けられた情報を無線デバイスに提供してもよく、その情報は、３１
０で受信され、３１２で処理されてもよい。
【０１１３】
例えば、（本明細書で論じるような）このＲＡＴ間の無線デバイス内のＴＤＭ動作を可
能にする間欠受信（ＤＲＸ）サイクルまたはギャップ／パターンが構成されてもよく、こ
れについては以下でより詳細に説明する。無線デバイスは、無線デバイス内のＴＤＭ動作
、または、無線デバイス通知／機能信号もしくはその中に含まれた情報がそのような動作
をサポートする場合にＴＤＭデバイス動作共有方式を可能にするためのＦＤＤ半二重動作

30

を可能にする、半永続的スケジューリングにより、さらに構成されてもよい。無線デバイ
スは、そのような構成を、例えば、３１０で受信し、そのような構成を、３１２で処理し
てもよい。
【０１１４】
別の方法では、同じ無線デバイス内の２つ以上のＲＡＴコンポーネントまたはデバイス
上の同時通信（例えば、動作が、１つまたは複数のＲＡＴコンポーネント上で適合され、
各ＲＡＴ上の送信障害が最小化されるか、または除去される）が実行されて、時間調整が
保証され、したがって、ＲＡＴコンポーネントまたはデバイスの共存が可能になってもよ
い。そのような状況では、干渉ＲＡＴがモバイル端末またはネットワーク内で検出かつ／
または報告されるとき、送信および受信のタイミングが調節されて、モバイル端末の既存

40

の接続を維持しながら干渉ＲＡＴの動作が可能になってもよい。
【０１１５】
例えば、ＬＴＥシステム内で、無線デバイスまたはｅＮＢがデバイス内干渉状況を認識
することができるとき、プロシージャが適用されて、間欠送信（ＤＴＸ）／ＤＲＸもしく
はＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュールされていないギャップ、または、無線
デバイスとｅＮＢとの間のデバイス内パターンが調整されて、ＬＴＥ接続への影響を最小
化するか、または除去しながら、代替ＲＡＴ上の通信が可能になってもよい。一実施形態
では、アップリンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）送信が一意に判定されて、ＵＬ
および／またはＤＬ送信を有効にすることおよび無効にすることを独立であるようにして
もよい。
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【０１１６】
時間調整を介して共存を可能にするための１つの方法では、代替ＲＡＴ干渉を実現する
ことができるときに、デバイスにおける時間パターン上の周期的ＤＴＸ／ＤＲＸサイクル
は、無線デバイスとｅＮＢとの間で調整され、３１０で無線に提供され、３１２で処理さ
れてもよい。構成された特定のサイクルおよび送信／受信の長さは、特定の代替ＲＡＴの
送信／受信要件に一意に関連付けられてもよい。例えば、無線デバイスは、代替ＲＡＴの
ためのギャップを要求するネットワークへの報告をトリガしてもよい。この要求（例えば
、３１０で受信される）は、限定されないが、以下の情報の１つまたは組み合わせを含ん
でもよく、すなわち、技術のタイプ、他の技術が受信／送信しようとするサービスのタイ
プ、および／または、他のＲＡＴが適切に機能できるようにするために必要とされる、要

10

求されたパターン（例えば、長さおよび周期性）であり、このパターンは、例えば、ＬＴ
Ｅにおいて許可されたＤＲＸパターン、もしくは、異なる共存使用シナリオもしくはサー
ビスのために使用されるべき事前定義されたパターンのセットへのインデックスの形式、
または、より明示的な形式であってもよい。
【０１１７】
実施形態の一例によれば、８０２．ｘ−ＷＬＡＮの場合、アクセスポイントの探索およ
び関連付けを行うと、ＬＴＥシステムは、８０２．ｘ−ＲＡＴ上での動作を可能にする、
明確に設計されたＤＴＸ／ＤＲＸまたはデバイス内パターンを有効にしてもよく、アクセ
スポイント関連付けが解放されるとき、ＬＴＥシステムは、デバイス内パターンまたはＴ
ＤＭ方式のＤＴＸ／ＤＲＸ動作または拡張ＤＴＸ／ＤＲＸ動作を無効にしてもよい。ＬＴ

20

Ｅ送信ギャップは、上位層ＩＰプロトコルを維持するために、周期的に成功する８０２．
ｘ−ＭＡＣレベル送信を保証するように設計されてもよい。例えば、ネットワークによる
ギャップの解放を支援するために、無線デバイスはまた、ネットワークに、他の技術が無
効化／非アクティブ化されているか、または、干渉を発生し続けていないことを報告して
もよい。
【０１１８】
より具体的には、実施形態の一例では、無線デバイスは、８０２．ｘスタックにおける
送信時間推定のためのアルゴリズムを使用してもよい。より正確には、８０２．ｘ−ＩＰ
スタック、バッファサイズおよび８０２．ｘ無線条件に基づいて、無線デバイスは、８０
２．ｘ関連バッファを空にするために、いくつの送信サイクルが必要とされるかを評価し

30

てもよい。これを、例えば、ＬＴＥサブフレームまたはフレームの倍数として表すことが
できる。無線デバイスは、８０２．ｘの推定されたアクティビティ要件を含むイベントま
たはＭＡＣ−ＣＥを送信してもよい。加えて、８０２．ｘ関連サービスが周期的送信を必
要とする場合、特定のサービス周期性フラグがｅＮＢ通知のために使用されてもよい。
【０１１９】
別の実施形態では、無線デバイスは、サポートされたサービスが変更されると、または
、送信もしくは受信要件が判定されると、パターンを要求するか、または、パターン変更
を要求してもよい。無線ベアラの確立、または、特定のサービスの確立もしくは解放のた
めの上位層からのインジケーションが使用されて、あるＴＤＭパターンの設定がトリガさ
れてもよい。これらのパターンはまた、送信するべきＵＬデータの量、または、受信する

40

べきＤＬデータの推定値に基づいて、動的に調節されてもよい。
【０１２０】
通知または要求を（例えば、３０８で）受信すると、ネットワークは、それに応じて、
要求されたサービス送信を満たすＤＲＸサイクルまたはパターンを認可し、場合によって
は、フレームおよび／もしくはサブフレーム内のアクティブ化時間、ならびに／または、
認可されたＤＲＸサイクルの数における継続時間を認可してもよく、これらは（例えば、
３１０で）受信され、（例えば、３１２で）処理されてもよい。加えて、無線デバイスに
提供される情報は、認可されたＤＲＸサイクルの数における継続時間を含んでもよい。そ
のような情報は、ＭＡＣ−ＣＥ指令、ＲＲＣ再構成メッセージもしくは新しいＲＲＣメッ
セージ、または、物理層インジケーションを介して提供されてもよい。
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【０１２１】
あるいは、無線デバイスは、ネットワークが、干渉技術を備えたＷＴＲＵのための専用
のシグナリングを介してブロードキャストし、または提供することができる、セカンダリ
ＤＲＸ構成を使用してもよく、この構成は、無線デバイスによって（例えば、３１０で）
受信され、（例えば、３１２で）処理され、ｅＮＢからの指令に基づいてアクティブ化さ
れてもよい。
【０１２２】
加えて、ネットワークは、ｅＮＢバッファがＷＴＲＵのためのデータを有している可能
性がある場合、無線デバイスＤＲＸ要求を拒否してもよい。ＲＡＴアクティビティが終了
すると、無線デバイスは、上記の方法を使用してｅＮＢに通知し、標準の動作を再開して

10

もよい。あるいは、ネットワークは、無線デバイスに、代替ＤＲＸ構成（３１０で受信さ
れ、３１２で処理されうる）を除去するＲＲＣ再構成メッセージまたはＭＡＣ−ＣＥ指令
を送信してもよい。
【０１２３】
ＤＲＸ／ＤＴＸまたはＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュールされていないパ
ターンもまた、時間調整を使用して共存を保証するために事前構成されてもよく、および
使用されてもよい。例えば、特定のパターンのためのトリガリング基準が検出されるとき
に、事前構成されたパターンが選択されてもよい。各パターンは、特定の構成された構成
インデックスによって知られてもよい。選択された構成インデックスは次いで、無線デバ
イスとｅＮＢの間でシグナリングされて、パターンが同期されてもよい。

20

【０１２４】
トリガリング基準を検出することができる場所に応じて、無線デバイスまたはｅＮＢは
、要求された新しいＤＲＸ／ＤＲＸパターンが含むことができる、エンティティ信号を判
定してもよい。適切なスケジューラ動作のため、無線デバイスとｅＮＢとの間でＤＲＸ／
ＤＴＸまたはＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュールされていないパターンを調
整するために、決定論的なシグナリング方法が必要とされることがある。ＭＡＣ−ＣＥシ
グナリングが使用されて、例えば、特定の事前構成されたＤＲＸ／ＤＴＸパターンインデ
ックスが識別されてもよい。
【０１２５】
加えて、パターンの変更、または、パターンを変更する必要性が検出されるときに、無

30

線デバイスは、パターンの変更を自律的に実行し、変更および時間のインジケーションを
送信してもよい。あるいは、無線デバイスは、そのような変更が実行されたこと（例えば
、必要とされたパターンの変更）をネットワークに通知し、パターンを推奨し、または、
どのような変更が実行されたかを指示し、その変更を実行するためのネットワークからの
明示的指令を待機してもよく、この指令は、３１０で受信され、３１２で処理されてもよ
い。そのような動的な通知が、ＭＡＣ−ＣＥを介して実行されて、変更またはパターンが
識別されてもよく、ネットワークは、別のＭＡＣ−ＣＥを介して、もしくは、Ｌ１シグナ
リングを介して、または、ＲＲＣメッセージングを介して、新しいパターン信号で送信し
返すか、または、確認応答してもよい。
【０１２６】

40

時間調整を介してＲＡＴの共存を可能にするための別の方法では、高速ＭＡＣまたはＰ
ＨＹシグナリングが使用されて、動的な要求された送信／受信ギャップが作成されて、代
替ＲＡＴ上の送信を可能にしてもよい。この方法では、送信／受信要件が代替ＲＡＴ上で
検出されるときに、ＬＴＥ接続は、既知の期間にわたってパターンを迅速に開始して、代
替ＲＡＴ上の通信を可能にしてもよい。１つの解決策では、これらのパターンは、ＲＲＣ
によって事前構成されてもよい。このことは、共存する技術の存在の報告の結果としての
もの、または、この技術がアクティブ化される結果としてのものであってもよい。事前構
成されると、これらのパターンは、代替ＲＡＴのパターンおよび要件に従って、ＭＡＣま
たはＰＨＹシグナリングを使用して、高速なベースでアクティブ化／非アクティブ化され
てもよい。
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【０１２７】
非バッファステータス報告（すなわち、Ｅｍｐｔｙ−ＢＳＲ）もまた、ＲＡＴの共存を
可能にするために使用することができる。そのような状況では、（例えば、３０８で）こ
の通知または報告を受信すると、ネットワークは、以下の１つまたは組み合わせを実行し
てもよく、それに関連付けられた情報を無線デバイスに提供してもよく、その情報は、３
１０で受信され、３１２で処理されてもよい。
【０１２８】
例えば、無線デバイスは、例えば、ＮＳＲ（Non Scheduling Request）と呼ばれる、新
しいタイプの要求をネットワークへ送信することによって、ネットワークに対し（例えば
、３０８で通知を介して）、共存するＲＡＴへの干渉を回避するためにスケジュールされ

10

ることを望まない場合があることを指示してもよい。このＮＳＲは、ＭＡＣパケットデー
タユニット（ＰＤＵ）内に、または、既存のＭＡＣ−ＣＥ、もしくは、定義される新しい
ＭＡＣ−ＣＥの一部として、含まれてもよい。
【０１２９】
ＮＳＲは、下記で説明する以下の情報のうち１つまたは複数を含んでもよい。ＮＳＲは
、アップリンクスケジューリングが回避されるべきであるか、ダウンリンクスケジューリ
ングが回避されるべきであるか、両方が回避されるべきであるかを指示するエニューメレ
ーション（enumeration）と、スケジューリング回避が開始または停止するべきであるこ
とを示すブール（boolean）と、その間にスケジューリングを回避することができる期間
であって、その間に無線デバイスが、他の共存するＲＡＴへの干渉が起こりうると推定す

20

ることができる期間に対応する期間と、それに対してスケジューリング回避が開始するこ
とができる（あるいは、スケジューリング回避が、ネットワークがＮＳＲを受信するとす
ぐに開始することができる）開始フレームおよびサブフレームと、それに対してスケジュ
ーリング回避を終了することができる（あるいは、スケジューリング回避が最上にあるこ
とを示す別のＮＳＲをネットワークが受信するとき、スケジューリング回避を終了するこ
とができる）終了フレームおよびサブフレームと、および／または、無線デバイスがそこ
から選択することができる、事前定義されたパターンのリストへのインデックスとを含ん
でもよい。
【０１３０】
無線デバイスは次いで、ＮＳＲのトリガリングに関して、または、ＮＳＲの使用に基づ

30

いて、以下のルールの１つまたは組み合わせに従ってもよい。無線デバイスが、Ｅｍｐｔ
ｙ−ＢＳＲをネットワークへ送信し、無線デバイスバッファが同じＴＴＩ内または最後の
Ｘ個のＴＴＩ内で空であったことを指示することができる場合、無線デバイスは、ＵＬス
ケジューリング回避を要求するために、このＴＴＩ内でＮＳＲをネットワークへ送信する
必要がないことがある。あるいは、または加えて、無線デバイスは、ＮＳＲを周期的に送
信してもよい。周期的ＮＳＲタイマもまた定義されてもよく、その値は、固定であるか、
または、ネットワークによって構成されてもよい。
【０１３１】
ＮＳＲはまた、Ｅｍｐｔｙ−ＢＳＲ報告と組み合わせて使用されてもよい。より具体的
には、無線デバイスはなお、実際のバッファステータスを報告してもよいが、加えて、上

40

記で説明したＮＳＲ情報の１つまたは組み合わせを含めて、事前定義されたか、または既
に構成されたパターンに従って、送信しないこと、または、送信しないことを開始するこ
とを選択することを指示してもよい。ネットワークは、例として、新しいＭＡＣ−ＣＥの
ように、ＲＲＣ構成またはＭＡＣ構成を介して、ＷＴＲＵ内のＮＳＲを有効または無効に
してもよい。
【０１３２】
無線デバイスはまた、代替ＲＡＴのバッファ推定サイズおよび無線条件（変調および符
号化レート）に基づいて、物理層上の高速シグナリングメッセージ、または、代替ＲＡＴ
送信のためのＬＴＥ−ｅＮＢギャップを要求するＭＡＣ−ＣＥをも（例えば、３０８で）
送信してもよい。これらのギャップは、フレームまたはサブフレームの倍数におけるもの
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であってもよい。ｅＮＢは次いで、グラント送信ギャップの長さを、フレームまたはサブ
フレーム内の可能な開始オフセットと共に送信してもよく、これらは、３１０で受信され
、３１２で処理されてもよい。
【０１３３】
あるいは、ｅＮＢは、いかなるギャップも許可せず、拒否通知を無線デバイスへ送信し
てもよい。サービスの拒否を受信すると、かつ、ネットワークシグナリング負荷の増大を
回避するために、無線デバイスは、（例えば、３１２で）代替ＲＡＴのためのバックオフ
タイマを実装してもよい。このバックオフタイマが満了すると、無線デバイスは、代替Ｒ
ＡＴサービス要求を再度送信してもよい。加えて、限定された数のリトライが、ネットワ
ークによってシグナリングされるか、または、無線デバイス実装で定義されてもよい。

10

【０１３４】
実施形態の一例によれば、送信ギャップを開始するための基準は、各８０２．ｘ−ＭＡ
Ｃ層送信についてのものでないことがある。送信／受信を有効にすることは、加えて、上
位層ＴＣＰまたはＦＴＰ転送によって決まってもよい。代替ＲＡＴへ／代替ＲＡＴからの
切り替えは、上位層プロトコルへの影響を考慮に入れてもよい。例えば、送信速度を低減
するか、または、サービス配信のために必須ではない可能性のある低優先度データを考慮
に入れるために、送信があるＲＡＴ上に意図的にドロップされてもよい。
【０１３５】
加えて、本明細書で説明するすべての要求は、禁止タイマによって限定されて、無線デ
バイスによる頻繁な要求が回避されてもよい。より具体的には、ある要求またはインジケ

20

ーションが、本明細書で説明する実施形態のいずれかによってトリガされうる場合、無線
デバイスは、（例えば、３１２で）禁止タイマを開始してもよい。変更が起こり、別のイ
ンジケーションがトリガである可能性があり、かつ、禁止タイマを実行している場合、無
線デバイスは、その要求を送信せずに、タイマの満了を待機してもよい。タイマが満了し
た後、トリガのための条件がなお当てはまる場合、無線デバイスは、保留中の要求を送信
してもよい。あるいは、禁止タイマが実行中である間に、ある要求がトリガされる場合に
、無線デバイスは、その要求をキャンセルしてもよい。
【０１３６】
別の実施形態では、ネットワークは、ＴＤＭ方式のためのＤＲＸを介して、干渉ＲＡＴ
の共存を可能にしてもよい。そのような状況では、この通知または報告を受信すると、ネ

30

ットワークは、以下の１つまたは組み合わせを実行してもよく、それに関連付けられた情
報を無線デバイスに提供してもよく、その情報は、３１０で受信され、３１２で処理され
てもよい。
【０１３７】
例えば、デバイス内共存（例えば、ＩＣＯ）の問題を解決するための１つの潜在的な解
決策は、ある無線信号の送信が別の無線信号の受信と一致しないことを保証することを含
む、ＴＤＭ（Time Division Multiplexing）方式を採用することであってもよい。ＬＴＥ
では、ＴＤＭパターンは、ネットワークによって構成されたか、または、無線デバイスに
よって示唆された、スケジュールされた期間およびスケジュールされていない期間を有す
ることにつながる。

40

【０１３８】
ＴＤＭを達成するための１つの方法は、ＤＲＸの使用を介することである。一実施形態
によれば、他の技術がＬＴＥの非アクティブ時間（スケジュールされていない期間）中に
送信している可能性があり、ＬＴＥのアクティブ時間（スケジュールされた期間）中に送
信しない可能性があることは、想像されよう。
【０１３９】
ＬＴＥのためのＤＲＸパターンは、図５に示すように、ＷＴＲＵが物理ダウンリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視しなければならない、オン継続時間の期間、および、Ｗ
ＴＲＵがスリープすることができる、ＤＲＸのための機会の期間により、定義されてもよ
い。
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【０１４０】
ＤＲＸについての重要な概念は、最小の長さのオン継続時間の期間を有し、ネットワー
クスケジューリングおよび無線デバイストリガに従って無期限に延長することができる、
アクティブ時間でありうる。アクティブ時間中に、無線デバイスは、ＰＤＣＣＨを監視し
なければならず、送信または受信を実行してもよい。そのため、問題は、無線デバイスが
、ＤＲＸのための機会の期間中に非アクティブ（すなわち、スリープ）のままでいること
ができないことがある、ということであり、その理由は、異なるイベントが、無線デバイ
スをアクティブ時間内にとどまるように強制するか、または、ＷＴＲＵを、非アクティブ
時間からウェイクアップしてアクティブ時間へ移行するように強制することさえあるため
である。いくつかの例は、新しいＤＬ送信、ＵＬグラント、保留中のスケジューリング要

10

求、ランダムアクセス競合解決、および、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）再送信
である。アクティブ時間が無期限に延長される、極端な場合には、無線デバイスは、スリ
ープする機会を有していないことがあり、ＴＤＭ方式においてＩＳＭ技術と共存すること
ができないことがある。加えて、ＷＴＲＵがＰＤＣＣＨを監視中であるかどうかにかかわ
らず、ＷＴＲＵは、そのようなものが予期されるとき、ＨＡＲＱフィードバックを受信か
つ送信してもよい。このことは、無線デバイスがアクティブ時間内でない場合であっても
、確認応答／否定確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を物理ＨＡＲＱインジケーションチャネ
ル（ＰＨＩＣＨ）上で受信し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを物理アップリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）上で送信する可能性があるというリスクが、いまだに存在することを意味する。
【０１４１】

20

本明細書で説明する１つまたは複数の解決策を、ＤＲＸのために使用することができる
。例えば、一実施形態では、ＤＲＸ方式を使用して、異なる各ＲＡＴにわたる共存調整を
可能にしてもよい。ＤＲＸ方式が使用されるために、しかし、いくつかの修正、拡張およ
び限定が修正され、または含まれる必要がある。
【０１４２】
例えば、異なるＲＡＴ間の共存の目的のために、以下で言及するとき、スケジュールさ
れた時間は、ＬＴＥをネットワークによってスケジュールすることを可能にする時間（例
えば、送信／受信）に対応することがあり、ＬＴＥによりスケジュールされていない（ま
たは、ＩＳＭによりスケジュールされる）ものは、送信するため（問題がＤＬにあるとき
）、または、ＬＴＥがＵＬ内で干渉を引き起こしている可能性があるときは、受信するた

30

めの時間がＩＳＭデバイスに割り振られる時間に対応することがある。
【０１４３】
共存は、ＤＲＸサイクルの非アクティブ時間が、保証された、ＬＴＥによりスケジュー
ルされていない期間に対応し、かつ、ＤＲＸのアクティブ時間が、ＬＴＥによりスケジュ
ールされた期間に対応するように、設計されてもよい。これには、異なる技術間のより動
的な調整が必要となることがある。あるいは、共存は、ＬＴＥによりスケジュールされた
期間がオン継続時間に対応するように、設計されてもよい。あるいは、特定のスケジュー
ルされた／スケジュールされていない期間／サブフレームが、本明細書で説明する方法の
いずれかによって、無線デバイス内で構成または判定されてもよく／構成または判定され
る。

40

【０１４４】
そのような方法の利益は、ＬＴＥによりスケジュールされていない期間をより有効に利
用できることである。他のＲＡＴが、ＬＴＥによりスケジュールされていない期間にあら
かじめ気づいている場合、ＬＴＥ非アクティビティの検出と、他のＲＡＴ上の送信の開始
の間に、アイドル期間はない。加えて、他のＲＡＴは、ＬＴＥによりスケジュールされて
いない期間の既知の終了まで、進行中の送信が中断されることなく、送信を継続すること
ができる。このことは、スケジュールされていない期間が短い、ＲＡＴ間の高速切り替え
の場合に、特に重要である。
【０１４５】
本明細書で説明する実施形態は、上記で論じた方式のいずれかを使用して、ＴＤＭ動作
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を達成するための方法を論じる。また、ＤＲＸアクティブ時間および／またはオン継続時
間が、ＷＴＲＵ内でスケジュールされた／スケジュールされていない期間に関係付けられ
ない場合では、ＤＲＸが実行中であり、かつ、関連付けられたパターンが構成される間の
、ＷＴＲＵの動きを説明する。
【０１４６】
スケジューリング要求もまた、ＲＡＴＳの共存を可能にするために使用することができ
、本明細書で説明する。ＵＬ−ＬＴＥ−＞ＩＳＭ−ＤＬ干渉では、ＵＬ送信−遅延送信の
みにとっての問題となる。ＵＬ−ＩＳＭ−＞ＬＴＥ−ＤＬ干渉では、ＷＴＲＵは、送信さ
れた場合に、ＰＤＣＣＨの受信が損なわれるときは常に、いかに損なわれうるものであろ
うと、スケジューリング要求を送信することができる。

10

【０１４７】
非アクティビティタイマもまた、ＲＡＴの共存を可能にするために使用することができ
、本明細書で説明する。例えば、一実施形態では、無線デバイスが新しいＵＬまたはＤＬ
送信を受信する場合、ｄｒｘ−非アクティビティタイマが起動されてもよい。非アクティ
ビティタイマ中に、無線デバイスは、ＰＤＣＣＨを連続的に監視するアクティブモードの
ままであってもよい。ネットワークが、この時間中に無線デバイスをスケジュールする場
合、無線デバイスは、アクティブ時間内に残り続けてもよい。
【０１４８】
ＴＤＭ方式で動作するように構成された無線デバイスでは、連続的な期間にわたってア
クティブ時間内にとどまることを回避するため、無線デバイスは、（例えば、３１２で）

20

以下の１つまたは組み合わせを実行してもよい。
【０１４９】
新しいＤＬまたはＵＬ送信が受信されるときに、ｄｒｘ−非アクティビティタイマは、
開始されないことがある。あるいは、このことは、ゼロに設定されたｄｒｘ−非アクティ
ビティタイマのための新しい値を導入することによって、達成されうる。このことは、無
線デバイスおよびネットワークが、無線デバイスのオン継続時間中に、または、ｄｒｘ−
非アクティビティ以外のトリガによる他のアクティブ時間中に、スケジュールしてもよい
ことを暗示する。
【０１５０】
別の実施形態では、ｄｒｘ−非アクティビティタイマは、事前定義された期間および／

30

またはＮ回にわたって起動かつ再起動されてもよい。
【０１５１】
現在の経過したアクティブ時間が、ＬＴＥによりスケジュールされたタイマ（または、
指定された最大アクティブ時間）よりも大きくない限り、ｄｒｘ−非アクティビティタイ
マはまた起動／再起動されてもよく、無線デバイスはアクティブモードのままであっても
よい。現在の経過したアクティブ時間は、無線デバイスがアクティブ時間へ移行する最初
のＴＴＩ（例えば、オン継続時間の開始時）に対して計算されてもよい。
【０１５２】
あるいは、現在の経過したアクティブ時間が、（ＬＴＥによりスケジュールされたタイ
マ−ｄｒｘ−非アクティビティ）（または、指定された最大アクティブ時間−ｄｒｘ−非

40

アクティビティ）よりも大きくない可能性がある限り、ｄｒｘ−非アクティビティタイマ
はまた起動／再起動されてもよく、無線デバイスはアクティブモードのままであってもよ
い。
【０１５３】
あるいは、新しいＤＬまたはＵＬ送信が、ＬＴＥによりスケジュールされた送信に対応
するか、またはそれと重複する時間である場合、ｄｒｘ−非アクティビティタイマは起動
／再起動されてもよい。
【０１５４】
あるいは、ｄｒｘ−非アクティビティタイマが起動されてもよいが、無線デバイスのア
クティブ時間中のサブフレームのいずれかが（構成されたパターンによって判定されるよ
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うに）スケジュールされていないサブフレームに対応する場合、無線デバイスは、それら
のサブフレーム中にいかなるＵＬ送信をも実行しないことがある。無線デバイスはさらに
、それらのサブフレーム中に、ＰＤＣＣＨの監視を停止してもよい。別の解決策では、無
線デバイスは、標準ＤＲＸプロシージャに従ってＰＤＣＣＨを監視してもよいが、それら
の時間中にスケジュールされないように、ネットワークに依拠してもよい。第３の解決策
では、無線デバイスは、ＰＤＣＣＨを監視してもよく、スケジュールされていないサブフ
レーム内でＵＬ送信のためにスケジュールされる場合、無線デバイスは、ＵＬ送信を実行
しないことがある。
【０１５５】
図６は、ＤＬ再送信およびＤＬフィードバックの一例の図を示す。図６に示すように、

10

無線デバイスは、ＬＴＥによりスケジュールされた期間中にＤＬ送信が発生する場合、Ｄ
ＲＸ非アクティビティタイマを起動または再起動してもよいが、ＤＲＸ非アクティビティ
タイマは、無線デバイスがＬＴＥによりスケジュールされていない期間に入ることがある
とき、実行中であれば停止されてもよく、また、無線デバイスは、ＬＴＥによりスケジュ
ールされていない期間中にＤＬ送信が発生する場合、ＤＲＸ非アクティビティタイマを起
動しないことがある。
【０１５６】
無線デバイスはまた、ＨＡＲＱ往復時間（ＲＴＴ）タイマが満了し、かつ、ＤＲＸ再送
信タイマを起動するときにも、アクティブモードへ移行してもよい。無線デバイス内のア
クティブ時間を限定し、したがって、誤りの確率を減らすために、（例えば、３１２で）

20

以下の１つまたは組み合わせが実行されてもよい。
【０１５７】
一実施形態では、再送信タイマが起動または使用されないことがある。そのような実施
形態では、再送信は、進行中のアクティブ期間（例えば、オン継続時間）または次のアク
ティブ期間中に送信されてもよい。このことは、データの送信にいくつかの遅延を引き起
こすことがあり、いくつかのサービスのためのＱｏＳ要件が満たされないことがある。代
替として、再送信遅延を回避するために、ネットワークは、ＷＴＲＵがそのようなモード
で動作しているときに、ＤＬ送信のために送信時間間隔（ＴＴＩ）バンドリングを使用し
てもよい。
【０１５８】

30

別の実施形態によれば、アクティブモードが、許可された、ＬＴＥによりスケジュール
された期間または最大ＬＴＥ期間に対応またはオーバーラップする場合にのみ、再送信タ
イマが起動されてもよく、無線デバイスはＰＤＣＣＨを監視してもよい。より具体的には
、１つの解決策では、ＤＲＸ再送信タイマが実行中である間にＬＴＥによりスケジュール
された期間が満了する場合、無線デバイスは、タイマを停止し、もはやＰＤＣＣＨを監視
しないことがある。
【０１５９】
あるいは、第２の解決策では、ＷＴＲＵは、ＤＲＸ期間に従ってＰＤＣＣＨをなお監視
してもよいが、ＩＳＭによりスケジュールされた期間／サブフレームが開始すると、他の
技術がＵＬ送信を開始してもよい。ＬＴＥによりスケジュールされていない期間に基づく

40

ネットワークは、再送信を遅延させることを判定するか、あるいは、再送信を、無線デバ
イス内で適切にデコードされない高いリスクで、なおスケジュールしてもよい。ｅＮＢは
、干渉がこの期間中に問題になりうることを知りながら、再送信の送信信頼性を増すこと
ができる。
【０１６０】
加えて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ反復が構成される場合、無線デバイスは、反復バンドルサイ
ズ、すなわち、そのスケジュールされていない期間とオーバーラップするＰＵＣＣＨ送信
を回避することが必要とされる場合に、それに対して無線デバイスがフィードバックを反
復しなければならない可能性がある連続的なＡＣＫ／ＮＡＣＫスロットの数を、自律的に
低減してもよい。より正確には、無線デバイスは、スケジュールされた期間中に上位層に
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よって構成されるようにＡＣＫ／ＮＡＣＫ反復を使用してもよいが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ反
復が、スケジュールされた期間の最終サブフレームにオーバーラップしている可能性があ
り、かつ、この限定を超えると想定される場合、無線デバイスは、スケジュールされた期
間の間隔に適合するために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ反復数を低減することを可能にしてもよい
。あるいは、無線デバイスは、スケジュールされた期間外で、ＰＵＣＣＨ上で単一のＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫのみを使用し、スケジュールされた期間内でＡＣＫ／ＮＡＣＫ反復を使用し
てもよい。あるいは、無線デバイスは、次にスケジュールされた期間にわたってＡＣＫ／
ＮＡＣＫを遅延させ、上位層によって構成されるように反復をなお使用してもよい。ネッ
トワークは、ＷＴＲＵがデバイス内干渉回避モードに入るとき、無線デバイスに対し、こ
れらの２つの異なるＡＣＫ／ＮＡＣＫ反復オペレーションモードをシグナリングしてもよ

10

い。
【０１６１】
ＵＬフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）およびＵＬ再送信もまた、ＲＡＴの共存を可
能にするために、本明細書で説明するように使用することができる。
【０１６２】
ＷＴＲＵが、（例えば、３１０で）ＡＣＫ／ＮＡＣＫをネットワークから受信し、（例
えば、３１２で）ＡＣＫ／ＮＡＣＫを処理し、ＷＴＲＵデータを再送信するとき、干渉を
回避するために、以下の方法の１つまたは組み合わせが使用されてもよい。
【０１６３】
無線デバイスＬＴＥは、同じＬＴＥによりスケジュールされた期間内または将来のＬＴ

20

Ｅによりスケジュールされた期間内のサブフレームｎ＋４で、（適応ＨＡＲＱのための）
フィードバックおよびＵＬグラントを受信するための時間がありうると知っているときに
のみ、サブフレームｎでデータを送信してもよい。このことは、次のように指定されても
よく、すなわち、サブフレームｎについて、無線デバイスが、サブフレームｎ＋４でＬＴ
Ｅによりスケジュールされた期間内である場合、無線デバイスはデータを送信してもよい
。例えば、ＬＴＥによりスケジュールされた期間がオン継続時間の期間に対応する場合、
無線デバイスは、ＵＬデータを送信する前にオン継続時間タイマがサブフレームｎ＋４で
実行中でありうることをチェックしなければならないことがある。
【０１６４】
実施形態の一例によれば、ＩＳＭは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが適切に受信されうることを保
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証するために、最後のＬＴＥによりスケジュールされた期間後に４個のサブフレームを送
信しないことがある。
【０１６５】
ＮＡＣＫの場合、無線デバイスは、必要に応じて、次にＬＴＥによりスケジュールされ
た期間まで、再送信を遅延させてもよい。無線デバイスはまた、再送信を送信している同
一のサブフレーム内で、ＰＵＣＣＨ上でＨＡＲＱ処理ＩＤをネットワークに指示し、ネッ
トワークが再送信を特定のＨＡＲＱ処理に関連付けることを可能にしてもよい。
【０１６６】
あるいは、再送信をアクティブ時間またはＬＴＥによりスケジュールされた期間内で実
行することができない場合、無線デバイスは、ＨＡＲＱ処理をフラッシュ（flush）して

40

もよい。
【０１６７】
あるいは、無線デバイスは、ＨＡＲＱ処理においてデータを維持してもよく、再送信時
間がウィンドウの外側で生じる場合、データを送信しなくてもよく、無線デバイスが送信
しないことがある（例えば、サブフレームが、スケジュールされていないサブフレームに
対応する）たびに、無線デバイスはなお、ＨＡＲＱ再送信カウンタ、および、再送信ごと
に変更される任意の他の物理層パラメータを増分させ続けてもよい。非アクティブ時間中
に再送信の最大数に到達する場合、ＷＴＲＵは、ＨＡＲＱバッファをフラッシュし、デー
タを廃棄してもよい。
【０１６８】
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加えて、ＴＴＩバンドリングがアップリンク送信のために構成されている場合、ＷＴＲ
Ｕは、バンドルからのサブフレームのいくつかが、ＬＴＥによりスケジュールされた期間
外で生じる場合、ＴＴＩ＿ＢＵＮＤＬＥ＿ＳＩＺＥを自律的に低減してもよい。
【０１６９】
スケジューリング要求（ＳＲ）もまた、ＲＡＴの共存を可能にするために、本明細書で
説明するように使用することができ、これを図７に示すことができる。例えば、ＳＲがト
リガされるときに、ＳＲは、第１の使用可能な割り当てられたＰＵＣＣＨリソースにおい
て送信されてもよい。送信されると、無線デバイスは、アクティブ時間へ移り、（例えば
、３１０で）グラントを受信するまで、ＰＤＣＣＨを連続的に監視してもよい。無線デバ
イスが、無線デバイスの次のＳＲ機会の前にＵＬグラントを受信しないことがある場合、

10

かつ、ｓｒ−ｐｒｏｈｉｂｉｔＴｉｍｅｒが実行していない場合、無線デバイスは、新し
いＳＲを送信してもよい。
【０１７０】
共存する技術に受信機会を提供するために、どのＵＬ送信も他の技術の受信を干渉しな
い場合、ＳＲの送信は、以下のルールうち１つまたは複数に従って実行されてもよい。
【０１７１】
例えば、ＳＲがトリガされる可能性があり、かつ、最初のＰＵＣＣＨリソースが無線デ
バイス内で非アクティブ期間中（例えば、オン継続時間中、または、非アクティビティタ
イマによるアクティブ期間中に）に発生する場合、ＳＲは送信されないことがある。無線
デバイスは、無線デバイスのアクティブ時間中に使用可能であるＰＵＣＣＨリソースに対

20

応する次の機会において、ＳＲを送信してもよい。
【０１７２】
どのＰＵＣＣＨリソースも、アクティブまたはＬＴＥによりスケジュールされた時間中
に使用可能でない可能性がある場合、無線デバイスは、どの有効なＰＵＣＣＨリソースも
使用可能でないことを、ネットワークに知らせるために、ランダムアクセス（ＲＡ）プロ
シージャを開始してもよい。
【０１７３】
あるいは、ＳＲがトリガされる可能性があり、かつ、最初のＰＵＣＣＨリソースが、Ｌ
ＴＥによりスケジュールされていない期間中に生じる場合、ＳＲは送信されないことがあ
る。無線デバイスは、ＬＴＥによりスケジュールされた期間中に使用可能であるＰＵＣＣ

30

Ｈリソースに対応する次の機会において、ＳＲを送信してもよい。
【０１７４】
無線デバイスは、ＰＵＣＣＨリソースがＷＴＲＵアクティブ時間またはＬＴＥによりス
ケジュールされた期間のいずれか一方に対応する場合、ＳＲを送信してもよい。
【０１７５】
あるいは、ｅＮＢは、ＰＵＣＣＨリソース割り当てがＷＴＲＵアクティブ時間またはＬ
ＴＥによりスケジュールされた時間に整合されることを保証してもよい。
【０１７６】
加えて、別の実施形態では、ｅＮＢは、ＵＬのための半永続的スケジューリング（ＳＰ
Ｓ）により、ＷＴＲＵを構成してもよい。ＳＰＳ周期性は、無線デバイスのアクティブ時

40

間またはＬＴＥによりスケジュールされた時間に対応してもよい。
【０１７７】
ＳＲが上記のルールに従って、または、既存のルールに従って送信された可能性がある
と、無線デバイスは、（例えば、３１２で）アクティブ時間へ移行し、ＵＬグラントを受
信するためにＰＤＣＣＨを連続的に監視しなければならないことがある。しかし、ＰＤＣ
ＣＨ送信が無線デバイスによって正しく受信されること、および、どのＩＳＭ干渉も受信
を損なうことがないことを保証するために、以下の１つまたは組み合わせが実行されても
よい。
【０１７８】
ＳＲが送信されるようになると、無線デバイスは、ＷＴＲＵがアクティブ時間になるま

50

(41)

JP 2013‑535938 A 2013.9.12

で、または、ＬＴＥによりスケジュールされた期間が開始するまで、（非アクティブであ
った場合）非アクティブにとどまり続けてもよい。ｅＮＢはまた、ＬＴＥによりスケジュ
ールされた、および／または、オン継続時間がアクティブになるまで、ＳＲの送信後、デ
バイス内共存モードのＷＴＲＵがＰＤＣＣＨを監視中でないことがあることに気づいても
いる。図８は、そのような動きの一例を示す。
【０１７９】
あるいは、無線デバイスは、（例えば、３１２で）アクティブモードへ移ってもよく、
ＩＳＭデバイスは、ＵＬ送信を継続してもよいが、ｅＮＢは、ＬＴＥによりスケジュール
された期間またはオン継続時間の期間中に無線デバイスをスケジュールする（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨを送信する）ことによって、衝突が起こらないことを保証してもよい。同じルー

10

ルはまた、ＳＲ禁止タイマ（sr‑prohibit timer）が満了した後、保留中のＳＲに対して
も適用されてもよい。
【０１８０】
無線デバイスが、本明細書で説明するプロシージャに従って、ＳＲまたはＲＡＣＨを開
始しないことがある場合、無線デバイスが、ＳＲまたはＲＡＣＨプリアンブルを送信する
ために、非アクティブ期間またはスケジュールされていないサブフレーム中に、どのタイ
プのデータ送信をウェイクさせることができるかについて、いくつかのルールが無線デバ
イス内で構成または事前定義されてもよい。より具体的には、ネットワークは、以下の１
つまたは組み合わせのためにのみ、データを送信するためにウェイクアップするように、
ＷＴＲＵを構成してもよく、すなわち、特定の論理チャネル優先度、論理チャネル優先度

20

のリスト、最小論理チャネル優先度、すなわち、そのために無線デバイスが送信すべきデ
ータを有する論理チャネル優先度が、この最小を上回る場合、ＷＴＲＵがウェイクアップ
を可能にすること、特定の論理チャネルグループ、論理チャネル識別情報、論理チャネル
識別情報のリスト、および、特定のアクセスクラスのためのＮＡＳサービス要求である。
後者の場合、アクセスクラスが、緊急呼び出しなど、高優先度アクセスクラスに属する場
合、無線デバイスは、ＩＣＯルールにかかわらず、ウェイクアップし、ＳＲをトリガして
もよい。これらのタイプのトラフィックは、他の技術への干渉を発生する潜在性に取って
代わる。さらに、ＩＳＭ送信は、その送信がＤＬ−ＬＴＥ受信に干渉する可能性がある場
合、一時停止されてもよい。
【０１８１】

30

ランダムアクセスプロシージャもまた、ＲＡＴの共存を可能にするために、本明細書で
説明するように使用することができる。例えば、ランダムアクセスプロシージャがトリガ
されうる場合、無線デバイスは、構成されたｐｒａｃｈＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘによって
可能にされたランダムアクセスリソースフレームおよびサブフレーム中に、プリアンブル
を送信してもよい。プリアンブルが送信されるようになると、無線デバイスは、以下のシ
ナリオのためにアクティブ時間内であり、かつ、ＰＤＣＣＨを監視することが必要とされ
ることがあり、すなわち、１）ランダムアクセス応答ウィンドウ（ＲＡプリアンブルが送
信された後、３個のサブフレームを開始する）、または、無線デバイスがＤＬ割り当てを
ＲＡ−無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）と共に受信するまで、および、２）競合
解決タイマが実行中である間のＭｓｇ３の送信後、ＵＬグラントが受信され、または、競

40

合解決メッセージが受信されることである。
【０１８２】
ＵＬ送信が他の技術への干渉を引き起こす場合、かつ、構成された物理ＲＡＣＨ（ＰＲ
ＡＣＨ）リソースの場合、または、Ｍｓｇ３グラント時間が、無線デバイスの非アクティ
ブまたはＬＴＥによりスケジュールされていない時間に対応する場合、以下のうち１つま
たは複数が実行されてもよい。
【０１８３】
プリアンブルは、無線デバイスのアクティブ時間またはＬＴＥによりスケジュールされ
た期間と重複することがある次のＰＲＡＣＨリソースまで、遅延されてもよい。ｅＮＢは
、ＬＴＥによりスケジュールされた期間またはアクティブ期間によって、Ｍｓｇ３グラン
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トが提供されることを保証してもよい。
【０１８４】
加えて、プリアンブルまたはｍｓｇ３の送信機会になると、無線デバイスは、今度の送
信にかかわらず、他の技術に通知してもよく、無線デバイスは、アクティブ期間またはス
ケジュールされた期間とオーバーラップするかどうかにかかわらず、データを送信しても
よい。
【０１８５】
ＲＡＲおよびＭｓｇ４のダウンリンク受信では、無線デバイスは、（例えば、３１２で
）以下のうち１つまたは複数を実行してもよい。無線デバイスは、ランダムアクセスウィ
ンドウが無線デバイスのアクティブ期間またはスケジュールされた期間に入る場合、ＰＤ

10

ＣＣＨを監視してもよい。無線デバイスは、ＲＡＲウィンドウまたはスケジュールされた
（アクティブ）期間の終了時に（または、ＲＡＲが受信されうる場合）、ＰＤＣＣＨの監
視を停止してもよい。
【０１８６】
加えて、無線デバイスは、競合解決時間がＷＴＲＵアクティブ期間またはスケジュール
された期間に入る場合にのみ、ＰＤＣＣＨを監視してもよい。ＷＴＲＵは、競合解決タイ
マまたはスケジュールされた（アクティブ）期間の終了時に（または、ｍｓｇ４が受信さ
れうる場合）、ＰＤＣＣＨの監視を停止してもよい。
【０１８７】
ＲＡＲウィンドウが非アクティブ時間またはスケジュールされていない時間内に入る場

20

合、ＲＡＲウィンドウは、ＲＡプロシージャルールおよびスケジュールされた／アクティ
ブ時間によってＲＡＲウィンドウが開始する最も早い機会に開始されるように修正されて
もよい。ｅＮＢが、無線デバイスがスケジュールされた時間中に受信可能でありうること
、および、ＲＡＲウィンドウが移動されることを知るために、ソースｅＮＢは、ハンドオ
ーバ準備時間に、デバイス内情報およびパターンを提供しなければならない。専用のプリ
アンブルがＷＴＲＵに割り振られた可能性があり、かつ、ｅＮＢが、このＷＴＲＵがデバ
イス内干渉の動作のモードであることを知る場合、この解決策は功を奏する。
【０１８８】
保証された非アクティブ時間を有するＤＲＸ動作もまた、ＲＡＴの共存を可能にするた
めに、本明細書で説明するように使用することができる。例えば、保証された非アクティ

30

ブ時間を有するＤＲＸを達成するための１つの方法は、オン継続時間およびサイクルと共
に構成されたＤＲＸに加えて、最大のスケジュールされた期間およびスケジュールされて
いない期間の構成を有することである。実施形態の一例では、スケジュールされた時間ま
たはスケジュールされていない時間の継続時間は、オン継続時間の期間より大きくなって
もよく、その間に、無線デバイスはなお、普段のＤＲＸプロシージャを実行すること、す
なわち、異なるＤＲＸタイマおよびトリガに従って不連続的かつ連続的にＰＤＣＣＨを監
視することを可能にしてもよい。図９乃至１２に示すように、スケジュールされた期間お
よびスケジュールされていない期間の継続時間は、変化することがあり、シナリオおよび
共存する技術要件によって決まることがある。
【０１８９】

40

しかし、最大のスケジュールされた継続時間が経過すると（例えば、スケジュールされ
ていない時間中）、無線デバイスは、ＤＬの監視を停止し、ＩＳＭに送信の機会を提供し
てもよい。あるいは、スケジュールされていない期間中、無線デバイスはなお、オン継続
時間の期間中にウェイクアップしてもよいが、オン継続時間の期間を超えてアクティブ時
間を延長することを可能にしないことがあり、ＬＴＥによりスケジュールされていない期
間中に、上記で説明した異なるトリガについてのプロシージャのいずれかを実装してもよ
い。あるいは、無線デバイスはなお、ＤＲＸルールに従って、ＬＴＥによりスケジュール
されていない期間中にＰＤＣＣＨを監視してもよいが、ＬＴＥによりスケジュールされて
いない期間に対応するサブフレーム内で、ＵＬ送信を必要とする何か（例えば、ＵＬフィ
ードバックまたはＵＬデータ）が、ＰＤＣＣＨ内で検出される場合、無線デバイスはＰＤ
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ＣＣＨを送信せず、無視することがある。ＤＬ送信がＰＤＣＣＨ上でスケジュールされる
場合、ＷＴＲＵは、ＩＳＭからの干渉のリスク、および、データを不正確に受信するリス
クがあるとしても、ＤＬデータを受信してもよい。
【０１９０】
一実施形態では、そのような解決策は、ネットワークがなお、ＷＴＲＵを短いオン継続
時間の期間と共に構成して、バッテリー節約（例えば、３１０で受信されうる）を最適化
することを可能にするが、なお、オン継続時間の期間を過ぎて延長するＤＬデータをスケ
ジュールするために十分な柔軟性および機会を提供する。
【０１９１】
図９は、スケジュールされた期間が、オン継続時間の期間より大きくなるが、ＤＲＸサ

10

イクルより小さくなる、かつ、オン継続時間の期間が、スケジュールされた期間中にのみ
生じる場合の一例を示す。
【０１９２】
図１０は、スケジュールされた継続時間およびスケジュールされていない継続時間が、
ＤＲＸサイクルより大きく、かつ、無線デバイスが、スケジュールされていない期間中に
ＰＤＣＣＨを監視しないことがある場合の一例を示す。
【０１９３】
図１１は、スケジュールされた継続時間およびスケジュールされていない継続時間が、
ＤＲＸサイクルより大きく、かつ、無線デバイスが、スケジュールされていない期間中に
生じるオン継続時間の期間中にＰＤＣＣＨを監視することがある場合の一例を示す。

20

【０１９４】
加えて、図１２は、スケジュールされた継続時間およびスケジュールされていない継続
時間が、ＤＲＸサイクル内で変化する場合の例を示す。図１２では、ＤＲＸサイクルは、
構成されたパターンの周期性より小さいことがあるが、別の例では、ＤＲＸサイクルは、
より大きくなることがある。
【０１９５】
ＬＴＥによりスケジュールされた期間は、本明細書で言及するとき、ＬＴＥが干渉され
ることなくデータを送信／受信できる時間として定義されうる。ＬＴＥによりスケジュー
ルされていない期間では、サブフレームまたはＴＴＩは、他の技術によって使用されるよ
うに、あらかじめ予約または構成されてもよい。（他の技術のスケジューラが、それらの

30

サブフレームが他の技術のために予約されると仮定する、という事実を考えると）これら
のサブフレーム中に、ＬＴＥによるいかなるＤＬ送信も正しく受信されないことがあり、
いかなるＵＬ送信も、他の技術による受信に干渉することがある。上記で説明したように
、ＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュールされていないパターンは、スケジュー
ルされた継続時間タイマおよびサイクルを含んでもよい。スケジュールされた継続時間タ
イマが実行中であるときに、無線デバイスは、通常のＤＲＸプロシージャに従い、ＰＤＣ
ＣＨを不連続的に監視してもよい。スケジュールされた継続時間タイマが満了すると、無
線デバイスは、（例えば、３１２で）ＰＤＣＣＨの監視を停止し、スリープしてもよい。
あるいは、スケジュールされた継続時間タイマが実行中でないことがあるが、オン継続時
間タイマが実行中であるときに、無線デバイスはＰＤＣＣＨを監視してもよい。これをタ

40

イマに関して説明することができるが、ＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュール
されていないパターンは、より明示的な形式を取ることができ、その場合、タイマは定義
されなくてもよい。
【０１９６】
一実施形態によれば、ＬＴＥの非アクティビティの期間を構成するために、例えば、ス
ケジュールされていない継続時間タイマと呼ばれる、別のタイマが定義されてもよい。あ
るいは、ＬＴＥによりスケジュールされていないものに対して、タイマが定義されなくて
もよく、ＬＴＥによりスケジュールされていないものは、ＬＴＥによりスケジュールされ
たタイマが実行中でない期間、または、他の技術のために予約されるＴＴＩとして定義さ
れる。
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【０１９７】
スケジュールされた継続時間およびスケジュールされていない継続時間の値は、ネット
ワークによって構成されてもよい。あるいは、無線デバイスＬＴＥは、ＩＳＭおよび他の
技術との調整後に、ネットワークに値を指示または示唆してもよい。あるいは、無線デバ
イスは、オン継続時間の倍数であってもよく、また、オン継続時間に対して長く、かつ、
ＤＲＸサイクルより短い値に対応してもよい。あるいは、ＬＴＥによりスケジュールされ
た／スケジュールされていないサイクルは、ＤＲＸと、ＤＲＸから独立して構成されたサ
イクルと、または、ＤＲＸサイクルの倍数と、同一のサイクルに対応してもよい。加えて
、ＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュールされていない期間が始まる時間を判定
するためのサブフレームオフセットは、ＤＲＸと同じ、ＤＲＸから独立してネットワーク

10

によって事前定義かつ／または構成された新しいサブフレームオフセットであってもよい
。本明細書で説明する実施形態はまた、ＤＲＸから独立しても適用可能である。
【０１９８】
一実施形態では、無線デバイスがデバイス内共存干渉回避モードで構成されるとき、本
明細書で説明するスケジュールされた／スケジュールされていないパターンが使用されて
もよい。例えば、スケジュールされていない期間中（例えば、スケジュールされた継続時
間タイマが実行中でないとき、または、ＩＳＭスケジューリングのために使用されたサブ
フレーム中）の１つの解決策では、ＤＲＸが構成されないことがある場合（例えば、ＬＴ
Ｅによりスケジュールされていない無線デバイスが非アクティブでありうるか、アイドル
時間内でありうる間）、ＤＲＸのためのいかなるアクティブ時間もないか、または、アク

20

ティブ時間がないことがある。別の解決策では、スケジュールされていない期間中に、無
線デバイスは、オン継続時間中にアクティブであることを可能にしてもよいが、無線デバ
イスがアクティブ時間に移ることを可能にするための追加のトリガは、適用可能でないこ
とがある。
【０１９９】
スケジュールされた継続時間タイマを維持することができる、実施形態の別の例では、
無線デバイスは、以下の条件のうち１つまたは複数の下で、スケジュールされた継続時間
タイマを起動または再起動してもよい。
【０２００】
ネットワークは、無線デバイスに対し、無線デバイスがデバイス内干渉回避モードで作

30

動し始めなければならないことがあることを指示してもよい。このことは、例として、Ｉ
ＣＯ−ＭＡＣ−ＣＥまたはＲＲＣシグナリングと呼ばれる、新しいＭＡＣ−ＣＥ（制御要
素）コマンドを実装することによって、達成されてもよい。
【０２０１】
無線デバイスＬＴＥはまた、１）無線デバイスＬＴＥが、ＩＳＭ技術がアクティブ化さ
れることを検出することがある場合、および／または、２）ＩＳＭ技術がＬＴＥと共に調
整して、ＩＳＭ技術がすぐに動作を開始する可能性があることをＬＴＥが知るようにする
ことがある場合も、ＩＳＭ技術と共存しなければならないことを検出してもよい。
【０２０２】
無線デバイスは、サイクルおよびサブフレームオフセットに従って、ＬＴＥによりスケ

40

ジュールされたタイマが起動されると判定してもよい。
【０２０３】
加えて、あるタイマが維持される場合、スケジュールされていない継続時間タイマが満
了してもよい。例えば、スケジュールされた継続時間タイマが起動／再起動されるときに
、スケジュールされていない継続時間タイマは、実行中であれば、停止されてもよい。
【０２０４】
無線デバイスは、以下の条件下で、スケジュールされた継続時間タイマを停止してもよ
い。例えば、ネットワークがＷＴＲＵに対し、それがデバイス内干渉回避モードで作動す
ることを停止する可能性があることを指示することがある場合、無線デバイスは、スケジ
ュールされた継続時間タイマを停止してもよい。このことは、新しいＭＡＣ−ＣＥ（制御
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要素）コマンドを実装することによって、達成されてもよい。
【０２０５】
加えて、無線デバイスＬＴＥが、ＩＳＭ技術（または、他のＲＡＴ技術）との共存を停
止する可能性があることを検出することができるとき（例えば、１）無線デバイスＬＴＥ
が、ＩＳＭ技術がオフであることを検出することができるとき、または、２）ＩＳＭ技術
がＬＴＥと共に調整して、ＩＳＭ技術が動作を停止することをＬＴＥが知ることができる
とき）、無線デバイスは、スケジュールされた継続時間タイマを停止してもよい。上記の
概念は、より明示的な形式で（例えば、あるサイクル内で異なるスケジュールされた／ス
ケジュールされていないサブフレームを含む、ビットマップの形式で）無線デバイスに提
供されるパターンに対して、等しく適用可能である。

10

【０２０６】
実施形態の例では、スケジュールされた継続時間タイマが満了することがあるとき、ま
たは、無線デバイスが、明示的パターンに従って、ＬＴＥによりスケジュールされていな
いサブフレームに入ることがあるとき、無線デバイスＭＡＣは、以下の１つまたは組み合
わせを実行してもよく、すなわち、ＰＤＣＣＨの監視を停止すること、あるいは、オン継
続時間タイマが実行中でない場合にのみ、ＰＤＣＣＨの監視を停止すること、オン継続時
間タイマが実行中であれば、停止すること、ＤＲＸ非アクティビティタイマが実行中であ
れば、停止すること、ＤＲＸ再送信タイマが実行中であれば、停止することを実行しても
よい。
【０２０７】

20

無線デバイスＭＡＣはさらに、ＨＡＲＱ−ＲＴＴタイマが実行中であれば、停止しても
よい。あるいは、ＨＡＲＱ−ＲＴＴタイマは、実行し続けてもよい。ＨＡＲＱ−ＲＴＴタ
イマの満了時に、無線デバイスが、ＬＴＥによりスケジュールされた期間内であると判定
する（または、スケジュールされた継続時間がオンであると判定する）場合、無線デバイ
スは、ＤＲＸ再送信タイマを起動することを選択してもよく、そうでない場合、ＤＲＸ再
送信タイマは起動されない。
【０２０８】
無線デバイスＭＡＣはさらに、ＤＲＸサイクルの使用を停止し、かつ／または、すべて
の保留中のＳＲ（スケジューリング要求：Scheduling Requests）をキャンセルし、ＳＲ
がキャンセルされたことを上位層に知らせてもよい。あるいは、問題がＤＬ内にのみある
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可能性があるが、ＰＤＣＣＨがＬＴＥによりスケジュールされた期間および／またはオン
継続時間まで監視されない場合、ＳＲが送信されてもよい。
【０２０９】
別の実施形態では、無線デバイスＭＡＣは、ランダムアクセスプロシージャが進行中で
あれば中断し、ランダムアクセスプロシージャが中断されたことを上位層に知らせること
、ランダムアクセス応答ウィンドウがアクティブであれば、中断すること、および／また
は、ＭＡＣ競合解決タイマが実行中であれば停止し、ランダムアクセスプロシージャが中
断された可能性があることを上位層に知らせることを実行してもよい。
【０２１０】
加えて、無線デバイスＭＡＣはさらに、スケジュールされた継続時間タイマが停止され

40

た可能性があることを上位層に指示して、ＵＬ送信をトリガできないことを上位層に知ら
せること、スケジュールされた継続時間タイマが再起動されうる時間を上位層に指示する
こと、ＨＡＲＱバッファをフラッシュすること、あるタイマが維持される場合、スケジュ
ールされていない継続時間タイマを起動すること、いかなるＨＡＲＱフィードバック（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）を送信することも停止すること、および／または、いかなる再送信を送
信することも停止することを実行してもよい。
【０２１１】
一実施形態では、スケジュールされた継続時間タイマが起動されるときに、または、Ｌ
ＴＥによりスケジュールされたＴＴＩが進行中であるときに、無線デバイスは、ＤＲＸ−
ＭＡＣ−ＣＥコマンドを受信したかのようにＤＲＸを使用し始めるか、または、最後のＤ
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ＲＸサイクルを再開してもよい。無線デバイスＭＡＣは、スケジュールされた継続時間タ
イマが実行中であることを上位層に指示して、ＵＬデータ送信をトリガしてもよいことを
上位層に知らせてもよい。無線デバイスＭＡＣはまた、その間にスケジューリング継続時
間タイマがアクティブであることができるサブフレームの数、すなわち、タイマが満了す
る前のサブフレームの数を含んでもよい。
【０２１２】
スケジュールされた継続時間を再度開始できるようになると、ＤＲＸ再送信タイマは、
停止される前の最後の値を使用して起動されてもよい。あるいは、このタイマは、停止さ
れるときにリセットされ、ＬＴＥによりスケジュールされる開始時に再起動されてもよい
。あるいは、ＤＲＸ再送信タイマは、ＬＴＥによりスケジュールされた継続時間がオンで

10

あるとき、再度起動されないことがある。
【０２１３】
別の実施形態では、スケジュールされた継続時間が再度開始すると、非アクティビティ
タイマは、停止される前の最後の値を使用して起動されてもよい。あるいは、このタイマ
は、停止されるときにリセットされ、ＬＴＥによりスケジュールされた継続時間の開始時
に再起動されてもよい。あるいは、非アクティビティタイマは、ＬＴＥによりスケジュー
ルされた継続時間がオンであるときに、再度起動されないことがある。
【０２１４】
他のＤＲＸ動作もまた、ＲＡＴの共存を可能にするために、本明細書で説明するように
使用することができる。例えば、別の実施形態では、無線デバイス内のＤＲＸルールおよ

20

び監視基準は、修正されないままであってもよい。無線デバイスは次いで、他の技術が送
信中であるかどうかにかかわらず（例えば、ＬＴＥによりスケジュールされた／スケジュ
ールされていないパターンにかかわらず）、アクティブ時間ルールに従ってウェイクアッ
プして、ＰＤＣＣＨを監視してもよい。そのような実施形態はまた、無線デバイスがＤＲ
Ｘと共に構成されないことがある場合にも、適用可能になる。
【０２１５】
調整を行い、干渉および衝突が起こることのないように保証するための負荷は、一実施
形態では、ｅＮＢ側に移されてもよい。より具体的には、無線デバイスに、（例えば、３
１０で）ＤＲＸパラメータ、および、加えて、ＬＴＥによりスケジュールされた／スケジ
ュールされていないパターンが提供されてもよい。これらのパターンのサイクルは、ＤＲ
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Ｘサイクルと整合されてもよく、あるいは、新しいサイクルおよびオフセットが無線デバ
イスに提供されてもよく、または、ＤＲＸサイクルの機能であってもよい。本明細書で説
明するパターンは、他の技術へ提供されてもよく、次に調整のためにそれ自体のネットワ
ークへ中継されてもよい。デバイスは、このパターンに基づいて、次いで、構成された、
ＬＴＥによりスケジュールされていない期間（または、サブフレーム）、サイクルおよび
オフセットに基づいて、送信または受信できる時間を判定してもよい。ＬＴＥによりスケ
ジュールされた期間中に、ネットワークは、無線デバイスをＵＬおよびＤＬの両方で自由
にスケジュールする。
【０２１６】
本明細書で説明する実施形態のいずれかによって、このパターンを無線デバイスに提供

40

することができるｅＮＢは、ＬＴＥによりスケジュールされていない期間中に無線デバイ
スをスケジュールしないことがある。しかし、ｅＮＢはなお、送信が無線デバイス側で干
渉されうるという認識の下で、無線デバイスをスケジュールしてもよい。このことは、無
線デバイスがなお、ＤＲＸルールに従って、または、ＤＲＸが構成されないことがある場
合は連続的に、ＬＴＥによりスケジュールされていない期間中にＰＤＣＣＨを監視しても
よいことを暗示する。
【０２１７】
ネットワークがこの期間中に送信することを選択する場合、この期間中の送信の信頼性
を増大させるために、ｅＮＢは、ＭＣＳ、ＲＶおよび電力などを変更してもよい。どのよ
うに送信を修正するかについての選択は、ＣＱＩ報告に基づいてもよい。例えば、無線デ
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バイス内のチャネル状態を正確に見るために、無線デバイスは、ＬＴＥによりスケジュー
ルされた期間中にＣＱＩを報告して、干渉されていない期間内、および、ＬＴＥによりス
ケジュールされていない期間中のチャネル状態を指示してもよい。無線デバイスは、スケ
ジュールされた／またはスケジュールされていない期間の開始後、ｎ個のサブフレームご
とにＣＱＩをトリガしてもよく、あるいは、周期的ＣＱＩがトリガされてもよい。周期的
ＣＱＩは、無線デバイスのスケジュールされた期間中にＣＱＩを搬送してもよく、非周期
的ＣＱＩは、スケジュールされていない期間中に測定されたＣＱＩを搬送してもよい。ス
ケジュールされていない期間中に報告されたＣＱＩはまた、周期的に、または、ｅＮＢに
よる特定の要求時にのみ、提供されてもよい。
【０２１８】

10

そのような方式では、ＵＬ−ＬＴＥが、ある技術に関する問題を引き起こしている方向
である場合に、ＧＰＳの一例では、無線デバイスは、ＬＴＥによりスケジュールされた期
間中にのみＰＵＣＣＨを送信することが可能になる。ＰＵＣＣＨの特性を考慮すると、他
の技術に対して生じた干渉は、著しくない場合がある。したがって、ネットワークは、Ｄ
Ｌ送信を連続的にスケジュールしてもよく、無線デバイスは、スケジュールされていない
ＬＴＥの間にＰＵＣＣＨフィードバックを提供してもよく、かつ、スケジュールされたＬ
ＴＥの間に、無線デバイスは、ＰＵＣＣＨフィードバックを提供し続けてもよく、ネット
ワークはまた、ＰＵＳＣＨ上でＵＬ送信をスケジュールしてもよい。スケジュールされて
いない期間中に、無線デバイスは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨ上でＵＬデータを送信す
ることが許可されないことがある。より具体的には、ネットワークがＤＬ送信をスケジュ

20

ールし、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックがスケジュールされていない期間に入
る場合であっても、ＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨ−ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信しないことがある
。さらに、同じことは、ＵＬ−ＰＵＳＣＨ送信に対して適用可能である。ＳＲが、スケジ
ュールされていない期間（ＴＴＩまたはサブフレーム）中にトリガされる場合、無線デバ
イスは、次に使用可能なＰＵＣＣＨリソース、および、次に使用可能な許可されたサブフ
レーム（例えば、スケジュールされた期間）まで、ＳＲを送信しないことがある。同じこ
とは、ＲＡＣＨ送信に適用可能である。加えて、スケジュールされていない期間中のＵＥ
の動きは、個々に、または、任意の組み合わせで使用された、上記で説明した実施形態の
いずれかに従ってもよい。
【０２１９】

30

動的な二重ＤＲＸ方式もまた、ＲＡＴの共存を可能にするために、本明細書で説明する
ように使用することができる。例えば、一実施形態では、複数の技術のうちいずれか１つ
がデータを送信または受信するための十分な機会を許可にするために、動的な二重ＤＲＸ
方式または二重のスケジュールされた／スケジュールされていない方式が使用されてもよ
い。より具体的には、無線デバイスは、２つのＤＲＸタイマ、または、２つのスケジュー
ルされた／スケジュールされていないタイマと共に、構成されてもよい。サイクルは同じ
でありうるが、オン継続時間のような継続時間（非アクティビティタイマ、再送信タイマ
）、または、スケジュールされたもの／スケジュールされていないものの間の比は、変わ
ることがある。無線デバイスは、サイクルごとにタイマを変更または交互にしてもよい。
あるいは、１つの完全サイクル内で２つのパターンが指定される。無線デバイスは、オン
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継続時間およびオフ継続時間（off duration）を提供するパターン１で開始してもよく、
次いで、異なるオンおよびオフ継続時間からなることがあるパターン２へと移ってもよい
。
【０２２０】
無線デバイスとネットワークの間の同期の欠如を回避するために、２つのサイクルの合
計であってもよい完全なメインサイクルは、第１のパターンが開始されるシステムフレー
ム番号（ＳＦＮ）を判定してもよい。各メインサイクル内で、ネットワークによって構成
される、異なるタイマを有する２つのサイクル、または、２つのパターンが行われてもよ
い。あるいは、Ｎ個のサイクルごとに、無線デバイスは、第２のパターンを使用して、Ｍ
個のサイクルのためのアクティブ期間を判定し、次いで、パターン１へ戻ってもよい。

50

(48)

JP 2013‑535938 A 2013.9.12

【０２２１】
高速パターン切り替えおよび動的調整もまた、ＲＡＴの共存を可能にするために、本明
細書で説明するように使用することができる。例えば、そのような解決策のセットでは、
パターンの変更を動的にトリガし、シグナリングするための方法が、（例えば、３１２で
）行われてもよい。より具体的には、無線デバイスが、高速／動的な変化するトラフィッ
クパターンおよび動作のモードに適合できるようにするための方法が採用され、以下で説
明される。
【０２２２】
以前に論じたように、無線デバイスは、同じデバイス内の所与の技術のために可能にさ
れたパターンのセットと共に構成されてもよい。あるいは、サービスまたは使用シナリオ
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パターンの有限のセットが定義され、そこから、ネットワークおよび／または無線デバイ
スがそれと共に動作してもよい。
【０２２３】
加えて、他の技術が最初にアクティブ化されるとき、または、無線デバイスが、２つの
干渉技術の共存、もしくは、デバイス内干渉状況の検出、および、随意に示唆されたパタ
ーンを含むものを、ネットワークに報告するときに、ネットワークは、無線デバイスに１
つのパターン（あるいは、可能にされたパターンのセット、および、随意に、現在使用中
でありうるものへのインデックス）（例えば、３１０で受信される）を提供してもよい。
無線デバイスは、その構成を受信すると、そのパターンを使用して開始してもよく、ある
いは、（例えば、３１２で）このパターンを使用してすぐに開始するように、または、追
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加のトリガが満たされることを待機するように、ＷＴＲＵを構成するための明示的インジ
ケーションが、ネットワークによって提供される。この解決策は、ネットワークがそのパ
ターンを構成するが、他の技術がまだアクティブ化されていない場合、有益でありうる。
【０２２４】
そのような実施形態では、無線デバイスは、干渉技術または被干渉技術のステータスを
、ネットワークに動的に報告することが可能になる。より具体的には、無線デバイスは、
以下の条件のうち１つまたは複数が満たされるときに、ネットワークへのインジケーショ
ンをトリガしてもよく、すなわち、他の技術がアクティブ化されており、送信もしくは受
信の準備ができていること、他の技術が非アクティブ化されていること、他の技術がスリ
ープモードもしくは省電力モードに入っていること、他の技術がスリープモードもしくは

30

省電力モードから出ていること、現在のアプリケーションもしくはサービスが非アクティ
ブ化もしくは終了されていること、新しいアプリケーションもしくはサービスがユーザに
よって開始されていること、新しい、より高優先度のアプリケーションもしくはサービス
が起動されていること、使用シナリオの変更が検出されていること、トラフィック量の変
化が検出されていること（例えば、例では、バッファされたデータの量が閾値を超えるか
、もしくは、閾値未満になる場合、報告がトリガされうる）、および／または、干渉状況
を指示する、ネットワークへの報告をトリガするための、本書の全体を通して説明する条
件のいずれかである。
【０２２５】
インジケーションをトリガすると、無線デバイスは、Ｌ２シグナリングを使用して、ス

40

テータスの変化をネットワークに指示してもよい。ＭＡＣ−ＣＥまたはＲＲＣメッセージ
が使用されてもよく、ただし、このメッセージは、他の技術のステータスを指示すること
、アクティブ（非スリープモード）もしくは非アクティブ化（スリープモード）されるこ
と、他の技術のタイプ、サービスもしくは使用シナリオへのインデックス、示唆された、
事前定義されたパターンへのインデックス、および／または、バッファステータス閾値も
しくはカテゴリへのインデックスのうち１つまたは複数をシグナリングしてもよい。この
報告は、以前の実施形態で説明したような追加の情報を含んでもよいこともまた理解され
よう。
【０２２６】
このインジケーションを受信すると、ネットワークは、構成されたパターンの使用をア
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クティブ化または非アクティブ化してもよい。アクティブ化／非アクティブ化指令は、Ｌ
２またはＭＡＣ−ＣＥシグナリングまたはＬ１−ＰＤＣＣＨシグナリングまたはＲＲＣシ
グナリングを介して実行されてもよい。メッセージは、構成されたパターンの簡単なアク
ティブ化／非アクティブ化、または、使用を開始するべきインデックスもしくは明示的パ
ターン、および、随意に時間基準をシグナリングすることによる、パターンの変更を含ん
でもよい。時間基準は、本書で説明するすべての解決策に含まれて、ＷＴＲＵおよびネッ
トワークが共に同期されるようにしてもよいこともまた理解されよう。この時間基準は、
以下の１つまたは組み合わせに対応してもよく、すなわち、ＳＦＮ、サブフレームオフセ
ット、フレームまたはサブフレームの単位であればサイクル長、絶対時間、フレームイン
デックスであり、パターンは、以下が真であるフレームごとに開始され、すなわち、ＳＦ
Ｎ

10

ｍｏｄサイクル長＝フレームインデックスである。サブフレームオフセットもまた、

提供されてもよい。
【０２２７】
本明細書で説明する動的な方法の使用により、ネットワークは、無線デバイス内の構成
を除去する必要はないが、いつパターンがアクティブ化または非アクティブ化されうるか
を動的に制御してもよい。あるいは、ネットワークは、新しいパターン、および、そのパ
ターンのアクティブ化時間または時間基準をシグナリングすることによって、ネットワー
クによって使用されうるパターンを変更してもよい。
【０２２８】
一例では、ＲＡＴデバイスが、ＷｉＦｉデバイス、または、スリープモードに入る任意

20

のデバイスである場合、ＷＴＲＵは、このことをネットワークに指示してもよく、ネット
ワークは、パターンの使用を非アクティブ化するか、あるいは、ビーコン受信のために、
無線デバイスがスリープモードで動作できるようにするか、もしくは、局がデータについ
てポーリングできるようにするための、パターンを提供してもよく、このパターンは、３
１０で受信され、３１２で処理されてもよい。無線デバイスがウェイクアップするとき、
無線デバイスは、ネットワークに通知してもよく、ネットワークは、無線デバイスに対し
、他の技術のためにより多くの送信機会を提供する別のパターンの使用を開始するように
指示してもよい。
【０２２９】
別の実施形態では、無線デバイスは、他の技術におけるデータの送信を可能にするため

30

に、ＬＴＥにおいて自由時間の短いバーストを動的に要求してもよい。例えば、他の技術
がスリープモードであり、ＡＰがこの無線デバイスのためのデータをバッファしていると
判定するシナリオでは、無線デバイスは、ｘ個のＴＴＩにわたって送信しないようにＬＴ
Ｅに要求して、バッファされたデータを受信できることを保証してもよい。このことは、
ＵＬスケジューリングのないｘ個のＴＴＩを要求するインジケーション、または、ＬＴＥ
−ＷＴＲＵがそれらの期間中に送信していないというインジケーションを、ネットワーク
に送信することによって達成されてもよい。ｘ個のＴＴＩが終了すると、ネットワークは
、ＵＬ内でデバイスのスケジューリングを開始してもよい。同じことは、ＤＬに対して適
用可能である。他のデバイスが、データを送信しなければならないと判定する場合、無線
デバイスは、Ｘ個のＴＴＩにわたってＷＴＲＵをスケジュールしないように、ネットワー

40

クにシグナリングしてもよい。ＴＴＩの数は、インジケーションの一部として含まれても
よい。この要求は、ＭＡＣ−ＣＥを使用することによって、または、上位層シグナリング
によって行われてもよい。無線デバイスがＭＡＣ−ＣＥを使用して要求する、スケジュー
ルされていないＴＴＩの数は、動的、最大値まで、または、固定数であってもよい。短い
期間のスケジュールされていない時間を求める要求もまた、所定または構成されたパター
ンのセットの一部であってもよく、それに対して、無線デバイスは、インデックスを用い
て参照してもよい。
【０２３０】
ユーザがアクセスポイントまたはネットワーク側に、情報についてポーリングする技術
では、アクセスポイントに、許可された送信パターンが提供され、ポーリングの結果とし
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てデータが局へ送信されなければならない場合、アクセスポイントは許可された機会中に
送信し、したがって、データを損失する可能性を低減するようにしてもよい。加えて、パ
ターン、および、これらのパターンの動的な制御が、スケジュールされた／スケジュール
されていない期間／サブフレーム、ＤＲＸ／ＤＴＸパターン、および半永続的なスケジュ
ーリングパターンなどの、任意のＩＣＯ固有のパターンを参照することは理解されよう。
【０２３１】
そのような高速パターン切り替え方式では、ＷＴＲＵ内のＩＳＭは、あるＩＳＭトラフ
ィックがトリガされたと判定すると、即時にＩＳＭトラフィックを送信し始めてもよい。
これにより、要求を送信するように、ＬＴＥをトリガしてもよい。あるいは、このインジ
ケーションは、以前の実施形態で論じたように、先行的な方法で（例えば、干渉が発生す

10

る前に）送信されてもよい。ＷＴＲＵがＵＬグラントを有する場合、ＷＴＲＵは、最初の
識別された機会において、ＭＡＣ−ＣＥを使用して、短いスケジュールされていないＴＴ
Ｉ要求をネットワークへシグナリングしてもよい。あるいは、リソースを求める要求もま
た、ＰＵＣＣＨ内でＳＲを使用して送信されてもよい。
【０２３２】
あるいは、無線デバイスがグラントを有していない場合、（例えば、３０８で）メッセ
ージがネットワークへ送信されないことがある。しかし、最初のＵＬグラントを受信する
と、ＩＳＭ送信／受信がなお進行中である場合に、無線デバイスは、このグラントを使用
して、短いスケジュールされていないＴＴＩ報告をネットワークへ送信してもよい。
【０２３３】

20

あるいは、無線デバイス内のＬＴＥは、ＩＳＭ（または、他のＲＡＴ）が送信を開始す
る前でさえ、パターンをネットワークへシグナリングしてもよい。ネットワークは、要求
を確認応答すること、または、ＷＴＲＵがこのトリガの結果としてスケジュールされない
ことがあるＴＴＩの正確な量を指示する応答を提供することによって、無線デバイスに対
して要求を認可してもよい。無線デバイスが確認応答またはパターンを受信すると、ＩＳ
Ｍは、認可されたサブフレーム内で、または、そのパターンに従って、その送信を開始し
てもよい。
【０２３４】
ＲＡＴの共存を可能にするために有用なＴＤＭ動作を可能にするための実施形態の例も
また、本明細書で説明するように（個々に、または、組み合わせて）使用することができ

30

る。より具体的には、ＴＤＭ動作を可能にする、独立した方法をすべて組み合わせて使用
して、デバイスが異なる使用シナリオのためのそのサービス要件を満たすことができるよ
うにしてもよい。一例では、このことは、無線デバイスが、通知報告において特定のＬＴ
Ｅによりスケジュールされた、および／または、ＬＴＥによりスケジュールされていない
サブフレームのパターンを要求または示唆することによって、達成することができる。以
前に説明したように、ＬＴＥによりスケジュールされたサブフレームは、ＬＴＥスケジュ
ーリングのために使用または予約されたサブフレームを指すことがあり、ＬＴＥによりス
ケジュールされていないサブフレームは、他の技術をスケジュールするために使用される
べきサブフレームを指すことがある。
【０２３５】

40

パターンは、以下の形式の１つまたは組み合わせを取ってもよく、すなわち、所与の周
期性もしくはサイクルを有するビットマップ、サイクルおよび／もしくはサブフレームオ
フセットであって、ビットマップは、ある技術（例えば、ＬＴＥ）のために予約されるべ
きであるかもしくはＬＴＥ技術によって使用されるべきである、特定の示唆されたサブフ
レーム、もしくは、干渉状況が起こるかもしくは起こらない（例えば、パターンがあらか
じめ知られている場合）サブフレームを含みうるものと、サイクル内のいくつかの連続的
なＬＴＥによりスケジュールされたサブフレーム（あるいは、スケジュールされていない
サブフレーム）、サイクルおよび／もしくはサブフレームオフセットと、サイクル内のＬ
ＴＥによりスケジュールされたサブフレームの時間の継続時間、サイクルおよび／もしく
はサブフレームオフセットと、ならびに／または、無線による１回の短いスケジュールさ
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れていない要求のためのいくつかのＴＴＩ（例えば、無線がネットワークに、いくつかの
連続的なＴＴＩにわたって無線デバイスをスケジュールしないように要求している場合）
とである。これは、別個の要求を用いて、または、上記と同じ要求を用いて指示されても
よいが、サイクル値は、無限大に、または、特殊な値に設定される）。
【０２３６】
別の例では、事前定義されたパターンのセットへのインデックスが、ネットワークへシ
グナリングされてもよく、サブフレームオフセットはシグナリングされる。事前定義され
たパターンのセットは、ビットマップ内でスケジュールされた／スケジュールされていな
いパターンを含む、少なくとも１つのビットマップなど、上記で説明したようなすべての
可能なパターンを含んでもよい。これらのパターンはまた、連続的なスケジュールされた

10

サブフレームおよび連続的なスケジュールされていないサブフレームを含む、少なくとも
１つのビットマップをも含んでもよい。これらのパターンの周期性は、より長いことがあ
り、したがって、スペースを節約するために、パターンは、サイクル内の連続的なスケジ
ュールされたサブフレームの数を含んでもよい。サイクル内の残りのサブフレームは、ス
ケジュールされていないサブフレームであると見なされる。パターンはまた、無線デバイ
スが１回の動作を求めて要求中でありうる、１回のスケジュールされていないサブフレー
ムの数を含む、少なくとも１つのエントリをも含んでもよい。
【０２３７】
要求されたパターンに応答して、無線デバイスは、同じパターン、新しいパターン、ま
たは、ＷＴＲＵに対し、要求されたパターンを使用できることを指示するインジケーショ

20

ン（例えば、１ビット）のみを含む、構成を受信してもよい。
【０２３８】
無線デバイスは、（例えば、３１２で）ビットマップ、周期性（または、サイクル）お
よびタイミングオフセットに従って、構成されたパターンの適用を開始してもよい。ＬＴ
Ｅによりスケジュールされたサブフレーム中に、無線デバイスは、レガシーＬＴＥプロシ
ージャに従って動作してもよい。ＬＴＥによりスケジュールされていないサブフレーム中
に、無線デバイスは、以下の１つまたは組み合わせを実行してもよい。ＷＴＲＵは、ＰＤ
ＣＣＨを監視しないことがある。あるいは、ＰＤＣＣＨはなお、ＤＲＸプロシージャに従
って監視される。ＰＤＣＣＨがＤＬデータをスケジュールする場合、無線デバイスは、Ｐ
ＤＳＣＨをデコードしないことがある。あるいは、ＰＤＳＣＨはなおデコードされる。Ａ
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ＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミングが、スケジュールされていないサブフレームと
オーバーラップする場合、ＷＴＲＵは、ＰＵＣＣＨを送信しないことがある。ＰＤＣＣＨ
がＵＬデータをスケジュールする場合、無線デバイスは、構成された、スケジュールされ
ていないサブフレームに対応する場合、ＵＬ−ＰＵＳＣＨ送信を実行しないことがある。
【０２３９】
無線デバイスはまた、いかなるＵＬ送信をも実行しないことがある。例えば、ＵＬ再送
信（例えば、非適応）が、スケジュールされていないサブフレームに対応する場合、ＷＴ
ＲＵは、データをＨＡＲＱバッファ内に保持してもよい。ＨＡＲＱ

ＲＴＴごとに、無線

デバイスがスケジュールされていないサブフレームのためにデータを送信できないたびに
、再送信カウンタが増加されてもよい。

40

【０２４０】
ＳＲがトリガされる場合、無線デバイスは、実行しないことがあり、ＰＵＣＣＨ送信は
、ＰＵＣＣＨリソースを有する、次に使用可能なスケジュールされたサブフレームまで、
送信されないことがある。加えて、ＳＲＳがトリガされる場合、無線デバイスは、次のト
リガリングを待機してもよく、または、次に使用可能なスケジュールされたサブフレーム
内でＳＲＳを送信してもよい。
【０２４１】
ＲＡＣＨプリアンブルが送信される必要がある場合、無線デバイスは、ＲＡＣＨ構成イ
ンデックスに従って、次に使用可能なスケジュールされたサブフレーム、および、可能に
されたＲＡＣＨサブフレームを待機してもよい。
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【０２４２】
周期的ＣＳＩがトリガされる場合、無線デバイスは、ＣＳＩを送信しないことがある。
加えて、非周期的要求が無線デバイスによって受信されることがあり、かつ、ＵＬ−ＣＳ
Ｉ報告時間送信がスケジュールされていないサブフレームに対応する場合、無線デバイス
は、ＣＳＩ報告を送信しないことがある。
【０２４３】
さらに別の実施形態では、ＵＬ内の干渉を低減するための方法が実行されて、本明細書
で説明するようにＲＡＴの共存を可能にしてもよい。例えば、ＬＴＥおよび被干渉側の技
術は、時間多重化方法を介して、共に共存することができる。より具体的には、被干渉側
の技術への干渉は、ＷＴＲＵ内のＵＬ−ＤＴＸ、または、低減されたアップリンク送信モ

10

ードを用いて、最小化または制御されてもよい。
【０２４４】
この方法の一部として、共存する技術の受信器への干渉を最小化し、同時に無線デバイ
スがＬＴＥによるその送信を続けることを可能にする、新しいＵＬ送信モードが導入され
てもよい。同様の方法をまた、ＬＴＥ受信器への干渉を回避するために、他の技術に対し
て使用することもできることは理解されよう。
【０２４５】
加えて、ＵＬ−ＬＴＥは、図１３に示すように、２つの状態、通常ＵＬモードおよび低
減されたＵＬモードで動作してもよい。通常ＵＬモードまたは状態（以下で、互換的に使
用される）は、ＬＴＥ−ＵＬが標準／レガシーＵＬおよびＤＬ−ＬＴＥ受信プロシージャ

20

を実行することを指すものであり、限定されないが、周期的ＣＱＩ報告、ＤＬトラフィッ
クに対する標準レイテンシ要件を満たすＡＣＫ／ＮＡＣＫ報告、および、標準スケジュー
リング要求など、通常ＰＵＣＣＨ送信、ならびに、ネットワークによる送信およびスケジ
ュールされたリソースの必要性による、ＰＵＳＣＨ送信などである。
【０２４６】
無線デバイスは、共存する技術の受信器がアクティブである可能性があり、かつ、ＬＴ
Ｅ−ＵＬ送信がその受信器への干渉を引き起こしている可能性があるとき、低減されたＵ
Ｌモードであってもよい。いくつかのトリガによって、２つの動作のモード間で移行する
ためのトリガを、本明細書で説明する。低減されたＵＬ動作のモードは、無線デバイスが
連続的に送信中でないことがある、動作のモードを指す。ＵＬ送信への修正には、ＰＵＳ
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ＣＨ送信パターンおよびＰＵＣＣＨ送信パターンが含まれる。この動作のモードに関連付
けられたいくつかのプロシージャを、以下で説明する。動作の一例を、図１３に示し、説
明することができる。
【０２４７】
低減されたＵＬ送信モードは、ＵＬ送信を特定の時間またはＳＦＮおよび／またはサブ
フレームでのみ実行していることがある無線デバイスを含んでもよい。ＷＴＲＵがＵＬバ
ースト送信を実行することができる期間は、ネットワークにより構成されたパターンに従
って判定されてもよく、ただし、ネットワークは、ＤＴＸサイクルごとに、サイクル期間
およびバースト期間（例えば、無線デバイスがＵＬ内で送信することを可能にする、いく
つかの連続的なＴＴＩ）を含む。あるいは、ＵＬ送信パターンおよび時間は、ＷＴＲＵに

40

よって自律的に判定されてもよい。
【０２４８】
本明細書で説明するパターンは、ＰＵＳＣＨ送信またはＰＵＣＣＨ送信のために使用さ
れてもよい。
【０２４９】
ＰＵＳＣＨ送信では、無線デバイスは、アップリンク共用チャネル（ＵＬ−ＳＣＨ）ま
たはＰＵＳＣＨを、事前定義されたパターン（以下で、ＵＬ−ＤＴＸパターンと呼ばれる
）、または、ネットワークが無線デバイスに提供している期間に従って、送信してもよい
。ネットワークによって提供されたこの周期性は、以下の１つまたは組み合わせからなる
ものであってもよい。周期性は、サイクルおよびバースト期間などを含みうる、ＤＴＸパ
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ラメータから構成されてもよい。バースト期間中に、無線デバイスは、グラントと共に構
成されてもよく（例えば、割り振られたリソース、ＭＣＳ、およびＴＢ情報などを有する
）、したがって、このグラントに従ってデータを送信してもよい。このグラントは、ＤＴ
Ｘサイクルに従って与えられたＳＦＮでただ１つのＴＴＩに対して適用可能であってもよ
く、または、バースト期間内でいくつかのサブフレームに対して適用可能であってもよい
。グラントは、ＤＴＸパラメータの一部として無線デバイスに与えられてもよく、無線デ
バイスがバーストの継続時間にわたって使用することができるグラントであってもよい。
ＢＳＲまたは電力ヘッドルーム報告（ＰＨＲ）によって、ネットワークが、無線デバイス
がバッファを空にするためにさらなるグラントを必要とすると判定する場合、このグラン
トは変わってもよい。しかし、次回に無線デバイスがウェイクアップすることがあるとき

10

に、無線デバイスは、元のデフォルトのグラントまで戻ってもよい。あるいは、無線デバ
イスは、必ずしもグラントを有するとは限らない。ＤＴＸパラメータによるウェイクアッ
プ期間で、無線デバイスは、ＳＲをＰＵＣＣＨ上で送信して、ＷＴＲＵがバースト期間中
にバッファを空にすることを可能にする、正しい量のリソースを要求してもよい。
【０２５０】
一実施形態では、ネットワークは、無線デバイスに、この動作のモードの継続時間にわ
たって使用されるべき半永続的グラントを提供してもよい。標準モードへ戻されるとき、
無線デバイスは、半永続的グラントの使用を中止してもよい。グラントがバースト期間中
に動的に変化する場合、無線デバイスは、次回にウェイクアップするとき、元の構成され
た半永続的グラントまでフォールバック（fall back）してもよい。

20

【０２５１】
加えて、無線デバイスは、ｘ個のサブフレームまたはバースト期間にわたって、ＤＴＸ
サイクルごとにウェイクアップしてもよく、その時間中に、半永続的グラントに従って送
信することができる。
【０２５２】
半永続的グラントまたはＤＴＸグラントは、ウェイクアップ期間内のいくつかのサブフ
レームにわたって、無線デバイスに提供されてもよい。より具体的には、無線デバイスが
、ＤＴＸサイクルによるＳＦＮでウェイクアップするとき、無線デバイスは、事前定義さ
れたルールによるいくつかのサブフレーム内、または、いくつかの構成されたサブフレー
ム中に、許可されたまたは割り振られたリソースを使用してもよい。

30

【０２５３】
上記で説明した解決策の両方について、半永続的グラントおよびＤＴＸサイクルは、あ
るアプリケーションのために、ＱｏＳ要件をなお満たしながら、データがＵＬ内で送信さ
れるように、十分に長いものであってもよい。しかし、無線デバイスは、異なる要件と共
に構成された数個の論理チャネルを有してもよい。干渉をなお最小化し、データの適時の
送信を可能にするために、二重のＤＲＸまたは半永続的グラントが可能になってもよい。
例えば、より短いＤＴＸサイクルまたは半永続的グラントサイクルが、遅延の影響を受け
やすいかまたはより緊急のデータに対して構成されてもよく、より長いＤＴＸサイクルま
たは半永続的グラントサイクルが、より大きい帯域幅を必要とすることがある、より遅延
耐性のある論理チャネルに対して構成されてもよい。あるいは、そのような論理チャネル

40

がそれらのバッファ内でデータを受信する場合、無線デバイスは、通常の送信モードへ戻
ってもよい。
【０２５４】
あるいは、無線デバイスは、（例えば、３１２で）緊急呼び出し、または、ステータス
報告の配信など、高優先度のプロシージャが実行される必要があると判定する場合、ＤＴ
Ｘ期間の間で自律的にウェイクアップしてもよい。長いＤＴＸサイクルは、ＲＬＣステー
タス報告の配信を遅延させることがある。報告の配信に関連付けられた遅延を低減するた
めに、ＷＴＲＵは、ＤＴＸサイクルにかかわらず、ＵＬ送信を実行してもよい。ＷＴＲＵ
は、ウェイクアップして、ＳＲを送信し、このデータの送信のためのグラントを受信して
もよい。
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【０２５５】
別の実施形態では、ＵＬ−ＳＣＨのタイミングは、無線デバイスによって自律的に制御
されてもよい。より具体的には、ＬＴＥと被干渉側の受信器の間のインタラクションは、
無線デバイスがＵＬ送信を開始するための最良の時間を判定することを可能にする。この
判定は、他の技術の受信アクティビティによって決まってもよい（例えば、アイドル期間
が検出される場合、無線デバイスが起動してもよい）。この判定は、ＵＬ内で送信されて
いるＬＴＥ論理チャネルまたはアプリケーションによって可能にされた最大の遅延によっ
て決まってもよい。この判定は、上記の２つの黒丸の関数によって決まってもよい。
【０２５６】
より具体的には、無線デバイスが、データを送信できると判定する場合、無線デバイス

10

は、ＳＲを送信して、送信することを望むことをネットワークに指示してもよい。無線デ
バイスがこのデータを送信するための時間が限定されている可能性があるという事実を考
えると、干渉時間を最小化するために、ネットワークがより多くのリソースをこの無線デ
バイスに割り振り、無線デバイスが最小の時間量でそのバッファを空にするか、または送
信できるようにした場合、有益でありうる。ネットワークは、上記で説明したように、無
線デバイスが低減されたＵＬモードであることを知ることによって、この状況を認識して
もよい。このモードでＳＲが受信されるときに、ネットワークは、無線デバイスをスケジ
ュールするとき、このことを考慮に入れる。あるいは、無線デバイスは、ＳＲ内で干渉状
況を指示してもよい。より具体的には、ＳＲは、無線デバイスが、別の共存する技術上の
受信器がＵＬから干渉されていると判定しているときに設定される、通知またはビットを
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含むように修正されてもよい。これには、スケジューリング要求のフォーマットへの修正
、または、ビットの再解釈が必要となることがある。
【０２５７】
ＤＴＸサイクル中、または、低減されたＵＬモード中に、無線デバイスは、受信された
ＵＬグラントを無視してもよい。あるいは、半永続的グラントの変化がＰＤＣＣＨ内で検
出される場合、ＷＴＲＵは、グラント値を変更し、ウェイクアップ時間でのみ使用しても
よい。
【０２５８】
ＰＵＣＣＨ送信では、ＬＴＥアップリンク送信はまた、ＤＬトラフィックのためのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫフィードバック、チャネル品質インジケーション（ＣＱＩ）、および、スケ

30

ジューリング要求を含む、ＰＵＣＣＨをも含んでもよい。共存する技術への干渉を最小に
保つために、低減されたＵＬ状態はまた、低減されたＰＵＣＣＨ動作のモードから構成さ
れてもよい。低減されたＰＵＣＣＨは性能を高めることができるが、無線デバイスは、Ｕ
Ｌ送信の時間を低減しながら、標準ＰＵＣＣＨ送信を継続してもよい。
【０２５９】
低減ＰＵＣＣＨ送信を可能にするために、ＷＴＲＵが低減されたＵＬモードである間、
ＨＡＲＱ−ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは提供されなくてもよい。この時間中に、ｅ
ＮｏｄｅＢは、自律的なＨＡＲＱ再送信を行ってもよく、ＷＴＲＵは、ＤＬデータをデコ
ードしてもよく、いかなるＨＡＲＱ−ＡＣＫ／ＮＡＣＫをも送信しない。
【０２６０】
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ＰＵＣＣＨを送信する必要性をさらに低減するために、ＣＱＩ報告の数が限定されても
よい。より具体的には、ＣＱＩ報告周期性は、ＵＬ−ＤＴＸパターンの周期性に、または
、半永続的グラントの周期性に変わってもよい。ＤＴＸパターンの一部として、バースト
送信が数個のＴＴＩで続く場合、無線デバイスは、ＣＱＩ報告をより頻繁に送信してもよ
い。
【０２６１】
最後に、スケジューリング要求は、ＤＴＸパターンのうち１つに従ってトリガされるよ
うに限定されてもよい。しかし、いくつかのトリガが満たされ、かつ、上記で説明したよ
うにＳＲが送信される必要がある場合、ＷＴＲＵはなお、ＰＵＣＣＨを送信してもよい。
【０２６２】
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あるいは、ＳＲがトリガされると、無線デバイスは、タイマが満了すること（例えば、
ＷＴＲＵがＳＲを保つことができる最大時間）、および、ウェイクアップ期間のいずれか
を待機してもよい。
【０２６３】
加えて、別の実施形態では、ＰＵＣＣＨはなお、通常モードトリガに従って送信されて
もよい。しかし、ＰＵＣＣＨが引き起こす可能性のある潜在的な干渉を低減するために、
ＰＵＣＣＨは、１つの周波数のみで送信されてもよい。現在、ＰＵＣＣＨは、ネットワー
クによって提供されたインデックスによる周波数ホッピングを使用して、送信されてもよ
い。
【０２６４】

10

ＰＵＣＣＨは、２つの周波数上でＵＬ帯域幅の端で主に送信される、狭帯域信号（１Ｒ
Ｂ）であってもよい。したがって、これらの周波数が、干渉を引き起こす周波数の１つに
対応する場合、干渉を低減するために、ＷＴＲＵは、その周波数への周波数ホッピングを
実行しない。次いで、ＰＵＣＣＨの第２のスロットが、次の機会に、同じ非干渉の端で送
信されてもよい。このことは、以下の１つまたは組み合わせによって達成されてもよい。
ネットワークは、ＷＴＲＵに、それによってＰＵＣＣＨを送信するただ１つの周波数割り
振りを与えてもよい。
【０２６５】
加えて、無線デバイスは、ネットワークによって指示された２つの周波数上で周波数ホ
ッピングを実行することを自律的に停止し、干渉を引き起こさない可能性がある周波数上

20

でのみ送信してもよい。ネットワークは、この暗示的な動きが、状態送信時に実行される
ことを知ってもよい。あるいは、ネットワークは、無線デバイスを、ＰＵＣＣＨを送信す
るために２つの非干渉周波数と共に構成してもよい。
【０２６６】
実施形態の一例では、無線デバイスは、そのＰＵＣＣＨを単一の非干渉領域上で送信す
ることを可能にしてもよい。しかし、同じリソースを使用する他の無線デバイスとの衝突
、および、それらへの干渉を回避するために、ネットワークは、これらの無線デバイスに
対して符号分割多重化を使用してもよい。無線デバイスのために必要とされた情報は、ネ
ットワークによって明示的に提供されてもよい。ＳＲＳ送信もまた、同じ狭帯域領域内で
送信されてもよい。

30

【０２６７】
無線デバイスは、それがＤＲＸパターンのスケジュールされていない期間にあることを
検出する場合、ＳＲＳをネットワークへ自律的に送信せず、スケジュールされた期間を待
機して、その周期的ＳＲＳ報告を再開してもよい。あるいは、このことは、ネットワーク
によって構成可能であってもよく、すなわち、ネットワークは、無線デバイスがスケジュ
ールされていない期間中にＳＲＳを報告しないことを可能にする場合、無線デバイスに指
示してもよい。あるいは、無線デバイスは自律的に、または、ネットワークは構成によっ
て、スケジュールされた期間中の報告と比較して、スケジュールされていない期間中のＳ
ＲＳ報告の周期性を低下させてもよい。このことは、非常に長いスケジュールされていな
い期間の場合、有用でありうる。
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【０２６８】
いつ２つの動作のモード間で移行すべきかを判定するために、無線デバイスは、そのよ
うなモード間の移行をトリガするための以下の方法のうち１つまたは複数を使用してもよ
い。しかし、トリガ基準は、低減されたＵＬ−ＤＴＸモードに関して説明されるにもかか
わらず、ＤＲＸなど、同様のＤＬ動作のモードに対して使用されてもよいことは理解され
よう。
【０２６９】
例えば、無線デバイスが通常ＵＬモードで動作中である間、被干渉側の受信器が有効に
されるか、またはＤＬ受信を開始し、かつ、無線デバイスが、ＵＬ−ＬＴＥが他の技術の
受信器に干渉中であるか、または干渉中であると判定するときに、ＷＴＲＵは、以下の１
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つまたは組み合わせを実行してもよい。無線デバイスは、低減されたＵＬ状態へ自律的に
移ってもよい。低減されたＵＬ状態へ移った後、無線デバイスは、ＵＬ動作のモードにお
ける移行をネットワークに通知してもよい。あるいは、無線デバイスは、ネットワークに
明示的に通知しないことがあるが、ネットワークは、無線デバイスの動きに基づいて、無
線デバイスが低減されたＵＬモードで動作中であると、自律的に判定してもよい。あるい
は、無線デバイスは、ネットワークからの明示的構成時にのみ、低減されたＵＬ状態へ移
行する。より具体的には、無線デバイスは、被干渉側の受信器が、上記で説明したプロシ
ージャのいずれかを使用して有効にされているか、または有効にされうることを、ネット
ワークに通知してもよい。ネットワークは次いで、無線デバイスに対し、低減されたＵＬ
状態へ移るように明示的にシグナリングしてもよく、また、新しい構成パラメータをも提

10

供してもよい。
【０２７０】
低減されたＵＬモードになると、無線デバイスは、以下のトリガの１つまたは組み合わ
せによって、通常モードへ戻るように移行してもよい。無線デバイスは、ネットワークに
よって明示的に指示されると、戻るように移行してもよい。あるいは、または加えて、無
線デバイスは、被干渉側の受信器または技術がある期間にわたって無効にされるか、また
は、アクティブでなかったとき、戻るように移行してもよい。この条件が満たされる場合
、無線デバイスは、通常モード送信を開始し、次いで、通知をネットワークへ送信しても
よい。あるいは、無線デバイスは、上記で説明したプロシージャに従って、デバイスがも
はやアクティブでないという通知をネットワークへ送信し、明示的インジケーションを待

20

機してもよい。
【０２７１】
あるいは、または加えて、無線デバイスは、周波数間またはＲＡＴ間ハンドオーバが、
もはや他の技術の受信器への干渉を引き起こさない周波数またはＲＡＴに対して実行され
るときに、戻るように移行してもよい。無線デバイスはまた、高優先度サービス、論理チ
ャネル、または、高優先度アクセスクラスサービス（緊急呼び出しなど）が開始されると
き、戻るように移行してもよい。
【０２７２】
低減されたＵＬモード送信を開始することに先立って、無線デバイスによって満たされ
うる追加の条件は、ＬＴＥ技術側で進行中のアクティビティを含んでもよい。より具体的
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には、データ、または、それらのサービスのＱｏＳを含む、論理チャネルの優先度。例と
して、遅延の影響を受けやすいアプリケーションがアクティブである場合、ＷＴＲＵは、
通常ＵＬモードのままであってもよい。無線デバイスはまた、この情報をネットワークに
提供し（例えば、論理チャネルのバッファサイズ）、ネットワークがＤＴＸパターンを適
切にスケジュールできるようにしてもよい。追加の条件にはまた、ＬＴＥと他の技術の間
のアプリケーションの相対的優先度も含まれてもよい。例として、ＬＴＥアプリケーショ
ンがより高い優先度であると見なされる場合、ＬＴＥは、通常ＵＬモードのままであって
もよく、そうでない場合、低減されたＵＬモードへ送信してもよい。
【０２７３】
これらのセクションで説明したパターンは、送信および受信の時間を調整するために、
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他の技術に提供されてもよい。他の技術もまた、この情報をそのネットワークに提供し、
他のネットワーク（例えば、送信側ノード）に、送信してはならない時間を知らせてもよ
い。
【０２７４】
電力バックオフまたはスケーリング方式もまた、無線デバイス内でＲＡＴの共存を可能
にするために、本明細書で説明するように使用することができる。例えば、送信がＲＡＴ
間で調整されて、同時に起こる送信が保証または最小化される、時間領域解決策の代替で
、送信が１つまたは複数のＲＡＴ上でスケールバックされて、いかなる一瞬の時間にも送
信を完全にブロックすることなく、干渉のレベルが低減されてもよい。
【０２７５】
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１つのそのような方法は、無線デバイスが、代替ＲＡＴへの干渉を既知の閾値に維持す
る、ある周波数帯域に適用されうる電力の量を概算するためのものでありうる。送信が、
共通または重複する周波数帯域内で実現されるとき、無線デバイスは、代替ＲＡＴ上で送
信障害を最小化するか、または除去する、各ＲＡＴ上に適用されうる電力の量を判定して
もよい。このことを達成するために、無線デバイスは、送信が同時に起こっている送信時
間間隔においてＲＡＴ間で電力を分配する、ＩＣＯ機能を組み込んでもよい。
【０２７６】
代替ＲＡＴへの干渉が閾値を上回って検出されうるとき、無線デバイスは、電力バック
オフを適用し、進行中の送信における送信電力をスケーリング（scale）して、干渉が閾
値未満で維持されるようにしてもよい。電力スケーリングは、ＨＡＲＱ再送信の数、およ

10

び、残りのＨＡＲＱ誤り率を増大させる結果となりうることに留意されたい。
【０２７７】
一実施形態では、無線デバイス電力スケーリングは、送信失敗の結果となりうる。した
がって、ＵＬグラントが、低減された使用可能なＷＴＲＵ送信電力まで調節されることは
、重要でありうる。ＵＬグラントのサイズを低減するために、ＵＥは、電力バックオフま
たはスケーリング条件、および、潜在的に、特定の帯域上の電力低減のレベルを識別する
、スケジューラへの明示的信号を生成してもよい。
【０２７８】
電力スケーリングイベントを識別するために適用されうる、ＬＴＥ内の１つの方法は、
既存のＭＡＣ−ＣＥ電力ヘッドルーム報告（ＰＨＲ）を利用することである。ＬＴＥ−Ｒ

20

１０では、ＭＰＲまたはＰ−ＭＰＲによる電力バックオフの原因は、ＰＨＲ内で識別され
る（すなわち、どの係数がＰｃｍａｘ，ｃの計算を左右するか）。デバイス内干渉による
電力バックオフまたはスケーリングを指示する、ＭＡＣ−ＰＨＲ−ＣＥ内の追加のフィー
ルドまたはコードポイントが指定されてもよい。ＬＴＥ−Ｒｅｌｅａｓｅ１０（Ｒ１０）
では、アクティブ化されたＳセルごとに、ＰＨＲは、電力ヘッドルーム（ＰＨ）を含み、
実装固有の電力低減は、他のセルにおけるグラントのために電力低減を必要とした（Ｐｃ
ａｍｘ，ｃ）。帯域またはコンポーネントキャリアごとに他のＲＡＴへの干渉を最小化す
るために必要とされた特定量の電力バックオフまたはスケーリングは、追加のパラメータ
として、シグナリングされたＰＨおよびＰｃｍａｘ，ｃに追加されるか、または、アクテ
ィブ化されたＳセルごとにＰｃｍａｘ，ｃを計算する際に、追加の係数として使用されて

30

もよい。
【０２７９】
加えて、他のＲＡＴへの干渉を最小化するために必要とされた追加の電力バックオフま
たはスケーリングの量もまた、周波数帯域またはコンポーネントキャリアのための他の電
力バックオフまたはスケーリング係数に追加されてもよい。実際のバックオフまたはスケ
ーリング係数がシグナリングされうる場合、無線デバイスは、電力スケーリングを引き起
こすソースを識別してもしなくてもよい。特定のソースを識別することは、スケジューラ
が後続の送信時間間隔内の潜在的な電力バックオフまたはスケーリングを予測するために
、有用でありうる。したがって、追加の電力バックオフが既存のバックオフまたはスケー
リング係数に追加される場合、報告された電力バックオフの原因の指示を含むことは、な

40

お有用でありうる。
【０２８０】
ＬＴＥ−Ｒｅｌｅａｓｅ１０（Ｒ１０）では、無線デバイスは、送信されている信号に
応じて、その最大出力電力を低減して、帯域外放出リミット（out of band emission lim
its）を超えることを回避することが許可されてもよい。無線デバイスは、その実装に基
づいて、完全に許可された電力低減、または、より少ない値を使用してもよい。各サブフ
レームｉ内で、所与のコンポーネントキャリア（ＣＣ）について、無線デバイスは、ＬＴ
Ｅ構成およびグラントに基づいて、その必要とされた電力低減を判定してもよい。これは
、ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ）と呼ばれることがあり、そのサブフレーム内で最大の可
能にされた出力電力は、以下のようになる。
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ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）＝ＭＩＮ｛ΡΕΜΑΧ，ｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ−ＭＰＲ
ａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ）−ΔＴＣ，ｃ｝（式１）

【０２８１】
ただし
ΡΕΜΑΧ，ｃは、（ＣＣについて）上位層によってシグナリングされた最大電力であ
ってもよい。
【０２８２】
ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓは、ＷＴＲＵのクラスのための最大ＷＴＲＵ出力電力であって
もよい。
【０２８３】

10

ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃは、（ＣＣについて）最大の電力低減（ＭＰＲ）／追加のＭＰ
Ｒ（Ａ−ＭＰＲ）の影響のために、ＷＴＲＵが取った実際の電力低減であってもよい。
【０２８４】
ΔＴＣ，ｃは、（ＣＣについて）送信帯域幅（ＢＷ）の関数である固定電力オフセッ
トであってもよい。
【０２８５】
加えて、ＬＴＥ−Ｒｅｌｅａｓｅ１０（Ｒ１０）、無線デバイスは、ＬＴＥスケジュー
ラにとって未知の電力要件のため、電力管理のためにその最大出力を低減することが許可
されてもよい。各サブフレームｉ内で、所与のコンポーネントキャリア（ＣＣ）について
、無線デバイスは、ＬＴＥ構成およびグラントに基づいて、その必要とされた電力低減を
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判定してもよい。これは、Ｐ−ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ）と呼ばれることがあり、そ
のサブフレーム内で最大の許可された出力電力は、以下のようになる。
ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）＝ΜＩΝ｛ΡΕΜΑΧ，ｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ−ＭＡＸ（
ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ），Ｐ−ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ））−ΔＴＣ，ｃ（ｉ
）｝（式２）
【０２８６】
１つの可能性は、他のＲＡＴへの干渉を最小化することによる電力バックオフが、追加
の項、例えば、ＲＡＴｂａｃｋｏｆｆ，ｃ（ｉ）でありうる、ということである場合があ
り、最大に許可された出力電力は、以下のようになる。
ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）＝ΜＩΝ｛ΡΕΜΑΧ，ｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ−ＭＰＲａ

30

ｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ）−Ｐ−ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ，−ＲＡＴｂａｃｋｏｆｆ，ｃ（ｉ

）−ΔＴＣ，ｃ｝（式３）
【０２８７】
より高い可能性として、しかし、電力バックオフは、他のＲＡＴへの干渉を最小化する
ためのものであってもよく、ＭＰＲ低減に加えたものではなく、むしろＭＰＲ低減と並行
したものであり、実際には、３つの低減のうちより大きいものが使用されうるようにして
もよい。そのような場合、最大出力電力は、以下のようになる。
ＰＣＭＡＸ，ｃ（ｉ）＝ΜＩΝ｛ΡΕΜΑΧ，ｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ−ＭＡＸ（
ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ，Ｐ−ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ，ＲＡＴｂａｃｋｏｆｆ，ｃ（ｉ
））−ΔＴＣ，ｃ｝（式４）

40

【０２８８】
適時なＰＨＲ情報をｅＮＢスケジューラに提供するために、様々な報告トリガが指定さ
れてもよい。他のＲＡＴに影響を及ぼす干渉をあらかじめ予測することは困難であるため
、他のＲＡＴに影響を及ぼす干渉を検出するとすぐにＰＨＲを提供するために、特定のト
リガを提供することが必要であることがある。Ｒ１０におけるＰ−ＭＰＲトリガリングと
同様に、このことを達成するための１つの方法は、特定のＳセルのＲＡＴｂａｃｋｏｆｆ
，ｃ（ｉ）が、構成された閾値よりも大きく変化するとき、ＰＨＲをトリガすることであ
りうる。他の係数の中でも、構成されたバックオフ閾値は、配置シナリオ、および、実装
に固有のｅＮＢスケジューラ設計によって決まってもよい。
【０２８９】
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他のＲＡＴへの適用された電力バックオフまたは干渉が、他のバックオフ係数と並行し
て計算されうるものであり、ただし、電力の低減が、ＭＡＸ（ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ，
Ｐ−ＭＰＲａｃｔｕａｌ，ｃ（ｉ），ＲＡＴｂａｃｋｏｆｆ，ｃ（ｉ））によって判定さ
れうる場合、ＲＡＴ干渉によるバックオフが構成された閾値を越えたとしても、実際の電
力バックオフがＭＰＲ／Ａ−ＭＰＲの影響またはＰ−ＭＰＲの影響によって左右される場
合、実際の電力バックオフへの影響がないことがある、という場合がありうる。したがっ
て、不要な報告を最小限にするために、ＲＡＴバックオフの変化によるＰＨＲトリガリン
グは、この係数が、そのセルに対して適用されたバックオフ（Ｐｃｍａｘ，ｃ）の計算を
左右するときに、限定されてもよい。
【０２９０】

10

実施形態の一例によれば、ＬＴＥ−Ｒ１０における電力管理と同様に、デバイス内干渉
および他の原因によるＷＴＲＵ内の電力バックオフまたはスケーリングは、送信時間間隔
に基づいてではなく、時間領域ウィンドウ内で適用されうる。このための１つの理由は、
ＵＬグラントのスケジューリングが即時に調節されないことがあることである。電力バッ
クオフまたはスケーリングを、特定の送信に対してではなく、ある期間にわたって適用す
ることによって、電力バックオフまたはスケーリングのレベルに合致するＵＬグラントが
増加される。加えて、電力バックオフまたはスケーリングイベントの識別は、ＭＡＣ−Ｃ
Ｅ−ＰＨＲを遅延させる禁止タイマを受けてもよい。この場合、電力バックオフまたはス
ケーリングの適用は、ＭＡＣ−ＣＥ−ＰＨＲが送信されうるか、または、ｅＮＢスケジュ
ーラによって理解されるまで、遅延されてもよい。同様の方法が、電力バックオフまたは

20

スケーリングが除去されうるとき、適用されてもよい。この場合、低減されたバックオフ
またはスケーリングが報告されるか、または、スケジューラによって理解されるときにの
み、電力バックオフまたはスケーリングは実際に低減される。この解決策は、ＬＴＥ−Ｕ
Ｌグラントを適切にサポートし、かつ、他のＲＡＴにおける送信が急速に再アクティブ化
されるとき、他のＲＡＴへの干渉を最小化する、電力管理の場合のように、利益を得るこ
とができる。
【０２９１】
電力低減値および理由もまた、ＵＥがデバイス内干渉状況を検出し、かつ、上記で説明
したような電力管理プロシージャが実行されるとき、トリガされうる、通知メッセージを
介して、ネットワークに報告されてもよい。

30

【０２９２】
アイドルモードにおける追加の防止機構もまた、例えば、そのような機構に関連付けら
れた情報が（例えば、３１０および３１２で）無線デバイスによって受信かつ処理される
ことに応答して、実行されてもよい。
【０２９３】
無線デバイスがアイドル状態である可能性があり、かつ、無線デバイスのバッファ内に
保留中のデータがない可能性がある場合、無線デバイスは、ＩＳＭデバイス（または、Ｒ
ＡＴをサポートする別のコンポーネント）を制限または調整して、無線デバイスの実際の
動作を保護し、ページングおよび測定期間中にデータが送信されることのないようにして
もよい。このことは、例として、共存する技術がアクティブ化されうる（例えば、ＩＳＭ

40

またはＧＰＳがアクティブ化されうる）が、無線デバイスがＬＴＥシステムに既に接続さ
れうるとき、実行されてもよい。
【０２９４】
無線デバイスがアイドルでありうることを考えると、別の周波数に変更するべき時間は
重要でないことがある。ＩＳＭ技術など、ＲＡＴ技術がアクティブ化されうる間、無線デ
バイスは、アイドルモードのままであってもよい。しかし、この解決策の一部として、無
線デバイスは、ＩＳＭ技術など、ＲＡＴがアクティブ化されていることを、ネットワーク
に通知してもよい。これにより、無線デバイスが前もって周波数から出ることが可能にな
りうる。アイドルモードでネットワークに通知するために、無線デバイスは、ＲＲＣ接続
要求メッセージを使用してもよい。ＲＲＣ接続要求内の１ビットインジケーションを使用
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して、デバイス内で（デバイス内干渉を発生する可能性がある）共存する技術がアクティ
ブ化されることを要求中であるか、または、アクティブ化されていることを、ネットワー
クに指示してもよい。あるいは、ＲＲＣ接続要求内の新しい確立条項（clause）が導入さ
れてもよい（例えば、デバイス内技術アクティブ）。ネットワークは、原因リダイレクト
を有するＲＲＣリジェクションメッセージを介して、無線デバイスに応答してもよい。
【０２９５】
あるいは、無線デバイスは、ＲＲＣ接続確立プロシージャが開始された後、ＩＳＭデバ
イスなど、ＲＡＴコンポーネントまたはデバイスがアクティブであることを、ネットワー
クに通知してもよい。この通知は、ＲＲＣ接続要求内またはＲＲＣ接続セットアップ完了
内に存在してもよい。ネットワークは次いで、（例えば、３１０で受信された情報を介し

10

て）無線デバイスを接続モードへ送信し、かつ、（例えば、３１２での処理を介して）上
記で説明したアクションのうち１つを実行すること、あるいは、無線デバイスにリダイレ
クト情報を与えることを選んでもよい。
【０２９６】
上記で論じた情報を有するインジケーションまたは報告と共に、無線デバイスは、ネッ
トワークに対し、無線デバイスがＲＲＣ接続セットアップメッセージの適切な受信を可能
にするために使用中でありうる、一時的パターンを提供してもよい。このパターンと共に
、無線デバイスは、基準タイミングを指定して、ＩＳＭデバイスが送信中ではなく、した
がって、ｅＮＢがダウンリンク送信のために使用することができるダウンリンクサブフレ
ームに、ネットワークが気づいていることを可能にしてもよい。無線デバイスによって使
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用され、シグナリングされるパターンは、明示的パターンであってもよい。あるいは、事
前定義され、無線デバイスおよびネットワークの両方によって知られるデフォルトパター
ンが、ＲＲＣ接続セットアップメッセージの受信のために使用されてもよい。ネットワー
クがＲＲＣ接続要求内のインジケーションを受信するとき、ネットワークは、このデフォ
ルトパターンを使用して、ＲＲＣ接続セットアップまたはＲＡＣＨ−ｍｓｇ４がＤＬ内で
スケジュールされるサブフレームを判定してもよい。
【０２９７】
あるいは、ＷＴＲＵは、新しいパターンまたはアクションがネットワークによって要求
されるまで、一時的に使用中でありうる、事前定義されたパターンのセットへのインデッ
クスを提供してもよい。無線デバイス側では、無線デバイスは、シグナリングされたパタ
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ーンを使用して、ＤＬ内で監視することができるサブフレームを判定してもよい。例とし
て、ｍａｃＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎタイマが実行中である間、無線デ
バイスは、パターンに従って、他のデバイスが送信中でないサブフレーム、または、ＬＴ
Ｅによりスケジュールされた期間を監視してもよい。あるいは、無線デバイスは、連続的
な受信を実行してもよく、正しいサブフレーム上でメッセージを送信するために、ネット
ワークに依拠する。このことは、ネットワークがこの特徴をサポートしないことがあり、
サブフレームのうちいずれかにおいて実際に応答を送信することがあることを考えると、
有益でありうる。
【０２９８】
上記との組み合わせでも使用されうる代替解決策では、ＲＡＣＨアクセスプリアンブル
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が送信されるとき、ＲＡＲの適切な受信を保証するために、無線デバイスは、他の技術に
対し、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）ウィンドウの継続時間にわたって（例えば、ＷＴ
ＲＵがＲＡＲを受信することを予期している時間にわたって）いかなるＵＬ送信をも実行
しないように知らせてもよいことが、提案される。加えて、同じことは、メッセージ３が
送信され、かつ、ＭＡＣ競合解決タイマが開始されている時間から、競合タイマが満了す
るか、または、ｍｓｇ４が無線デバイスによってうまく受信されるまで、当てはまること
がある。
【０２９９】
別の実施形態では、無線デバイスは、（例えば、３１２で）別の周波数またはＲＡＴを
再選択するか、またはそれに向けてリダイレクトされて、無線デバイス内のＩＳＭデバイ
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スなど、ＲＡＴコンポーネントまたはデバイスの独立した完全な動作を可能にしてもよい
。以下の方法の例は、無線デバイス内のＩＳＭデバイスの完全な独立した動作を可能にし
てもよい。例えば、一実施形態では、ネットワークは、共存する技術がアクティブ化され
うる場合にデバイスが測定かつそれにハンドオフすることを可能にする周波数またはＲＡ
Ｔのリストを、デバイスにシグナリングしてもよい。このリストは、デバイス内で共存す
る技術を有するＬＴＥ無線デバイス向けであってもよく、あるいは、ネットワークは、無
線デバイスが再選択することを許可されない周波数のリストを、無線デバイスにシグナリ
ングしてもよい。あるいは、無線デバイスは、再選択または接続の目的のために使用する
ことができる、使用可能な周波数を自律的に判定してもよいが、被干渉周波数をネットワ
ーク使用可能周波数のリストから除く。

10

【０３００】
この情報が、例えば、ＩＳＭデバイスを備える無線デバイスに特有に、ブロードキャス
トされうる（例えば、３１０で受信される）場合、無線デバイスは、セルにおけるキャン
ピングの直後に、これらの特定の周波数またはＲＡＴの測定を開始してもよい。あるいは
、無線デバイスは、そのバッテリーを保ち、測定負荷を低減するために、ＩＳＭデバイス
がアクティブでありうるものであり、ならびに、別の技術によって干渉される傾向および
／または別の技術への干渉を発生する傾向がありうると判定した後にのみ、これらの特定
の周波数およびまたはＲＡＴの測定を開始してもよい。
【０３０１】
あるいは、ネットワークがこれらの特定の周波数および／またはＲＡＴをシグナリング

20

中でないことがある場合、ＩＳＭ技術アクティブ化要求など、ＲＡＴのための技術アクテ
ィブ化要求を受信すると、無線デバイスは、ＩＳＭデバイス（もしくは、他のＲＡＴデバ
イス）のアクティブ化を可能にする前に、他の周波数および／もしくはＲＡＴの探索／走
査を自律的に開始してもよく、または、ＩＳＭデバイスがアクティブ化されている間、も
しくは、干渉が検出されうるようになると、それらを行うことを開始してもよい。より具
体的には、無線デバイスは、他のＲＡＴおよび周波数の測定を開始するための基準が満た
されない場合であっても、システム情報ブロック（ＳＩＢ）内で、指示された周波数およ
びＲＡＴの測定を開始してもよい。
【０３０２】
あるいは、無線デバイスは、干渉技術がアクティブ化されうるとき、干渉の傾向がある

30

周波数を自律的に優先させないようにしてもよい（例えば、何が実際にＳＩＢ内で送信さ
れるかにかかわらず、それらの周波数を、リスト内の最低優先度の周波数であると見なす
）。例として、このルールは、ＬＴＥ無線デバイスが任意の周波数内にある可能性があり
、かつ、セル再選択測定を実行している間に適用され、ＬＴＥ無線デバイスが、干渉の傾
向がある周波数に再選択することを回避できるようにしてもよい。ＩＳＭデバイス（また
は、他のＲＡＴデバイス）が、所与の期間にわたって、非アクティブ化されると、ブロー
ドキャストまたはシグナリングされた周波数およびＲＡＴの優先度は、元に戻されてもよ
い。あるいは、別個の優先度リストが、共存するデバイスに対して別々にブロードキャス
トされてもよい。例えば、上記の基準が満たされるとき、無線デバイスは、専用のリスト
を使用してもよく、そうでない場合、すべての無線デバイスのための標準リストが使用さ

40

れてもよい。あるいは、別の例では、このリストは、共存するデバイスを有するＬＴＥ無
線デバイスによって使用されてもよい。
【０３０３】
別の代替的実施形態では、上記の基準が満たされるとき、ＬＴＥ無線デバイスは、セル
が除外されたと見なしてもよい。ＩＳＭデバイス（もしくは、他のＲＡＴデバイス）が非
アクティブ化されうるか、または、構成された期間にわたって非アクティブ化されるまで
は、セルが除外されたと見なされてもよい。無線デバイスが、他のいかなる周波数または
ＲＡＴ内でいかなる適切なセルも発見できない場合、無線デバイスは、除外制限を解除し
、そのセルに接続してもよい。
【０３０４】
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成功したＲＡＴまたは別の安全な周波数が再選択されると、無線デバイスは、ＩＳＭデ
バイスアクティブ化（または、他のＲＡＴデバイスコンポーネントアクティブ化）を可能
にしてもよい。あるいは、ＩＳＭデバイス（または、他のＲＡＴデバイスもしくはコンポ
ーネント）はなお、アクティブ化されてもよく、ＬＴＥデバイスまたはコンポーネントは
、本明細書で説明するプロシージャに従ってもよい。別の実施形態では、ＩＳＭデバイス
アクティブ化要求（または、他のＲＡＴデバイスアクティブ化要求）を受信すると、無線
デバイスは、例えば、新しい原因「ＩＳＭデバイスアクティブ化」と共に接続要求メッセ
ージを送信してもよい。このメッセージを（例えば、３０８で）受信すると、ネットワー
クは、安全な周波数上で別の周波数またはＲＡＴへのリダイレクトを有する接続リジェク
トを送信し（例えば、３１０で受信されうる）、両方のＲＡＴの独立した動作を可能にし

10

てもよい。
【０３０５】
安全な周波数／ＲＡＴへの再選択／リダイレクトが成功した後、無線デバイスは、ＩＳ
Ｍデバイスアクティビティ（または、他のＲＡＴデバイスアクティビティ）中に、異なる
周波数／ＲＡＴ優先度リストを維持して、セル再選択ピンポン効果を回避してもよい。加
えて、無線デバイスは、干渉の傾向がある周波数上のセルに対して一時的除外を適用して
もよい。セルおよび周波数除外は、ＩＳＭデバイス（または、他のＲＡＴデバイス）が所
与の期間にわたって非アクティブ化されうるようになると、解除されてもよい。無線デバ
イスは、ＩＳＭデバイス（または、他のＲＡＴデバイス）が定義された時間量にわたって
オフにされるとき、（例えば、通知を介して）ネットワークに報告または通知し、ネット

20

ワークが無線デバイス（例えば、３１０で受信され、３１２で処理されうる）を、標準の
（以前の）周波数を測定するように構成できるようにしてもよい。
【０３０６】
実施形態の一例では、ＩＳＭデバイスアクティブ化要求（または、他のＲＡＴデバイス
アクティブ化要求）があると、無線デバイスは、ネットワークによりシグナリングされう
るか、または、無線デバイスにより実装されうる（例えば、無線デバイス内で実装される
）、遅延アクティブ化タイマを起動してもよい。このタイマは、代替周波数／ＲＡＴ再選
択またはリダイレクトを可能にするために十分長いものであってもよい。あるいは、動作
ごとに２つの異なるタイマ、または、１つのタイマおよびスケーリング係数があってもよ
い。

30

【０３０７】
別の実施形態では、アイドルモードである間、無線デバイスは、その動作をＩＳＭデバ
イス（または、他のＲＡＴデバイス）と同期させて、その測定およびページングの機会を
保護してもよい。現在のＲＡＴ上で送信されるべきデータがある場合、現在のＲＡＴは、
そのデータをバッファリンングし、最初にＩＳＭデバイスアクティブ化条項と共に接続要
求を送信してもよく、次いで、ネットワークによってリダイレクトされ、次いで、安全な
周波数上で接続およびデータ転送を開始してもよい。加えて、無線デバイスまたは現在の
ＲＡＴがページングを受信することができる場合、無線デバイスまたは現在のＲＡＴは、
ＩＳＭデバイス上の送信を非アクティブ化または一時停止し、ページングメッセージを進
めてもよい。また、無線デバイスまたは現在のＲＡＴがデータまたは呼を受信しなければ

40

ならない場合、無線デバイスまたは現在のＲＡＴは、接続モードへ移り、次いで、上記で
説明した接続状態プロシージャのうち１つを適用してもよい。
【０３０８】
ピンポンを最小限にするため、かつ、無線デバイスが最終的にその周波数に戻ることが
できるようにするための、解決策（または、プロシージャ、方法、ルール、および、本明
細書で説明するもののいずれかによって、無線デバイスが干渉の傾向がある周波数から出
た後、無線デバイスは、共存するデバイスが非アクティブ化されるまで（無線デバイスが
なお干渉の傾向がある周波数に戻ろうとする可能性がある場合に、他の周波数が使用可能
になる可能性がないことでない限り）、その周波数上で測定を実行することを、または、
その周波数に戻るために防止されてもよい。その技術が事前定義された期間にわたって非
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アクティブ化された後、無線デバイスは、（例えば、３０８で）デバイスが非アクティブ
化されているという報告を、ネットワークへ送信してもよい。この報告は、ＲＲＣメッセ
ージを介して、測定イベントを介して、または、新しい測定イベントを介して送信されて
もよい。無線デバイスは、干渉の傾向がある周波数の測定もまた開始してもよい。
【０３０９】
一実施形態では、無線デバイス自体が、検出された干渉状況から回復してもよい。例え
ば、再び図３を参照すると、一実施形態では、無線デバイスは、（例えば、３１０で）干
渉状況を軽減するための情報を、ネットワークから受信しないことがある。むしろ、無線
デバイスは、３０２で干渉イベントを検出すると処理されうる、または行われうる、１つ
または複数のアクション、ルール、方法、プロシージャおよび／またはプロトコルを内部

10

に含んでもよい。例えば、上記で説明したように、３０２で干渉イベントを検出すると、
３０４で、通信またはインタフェースリンクが確立されないことがある（例えば、ＲＬＦ
が起こりうる）。そのような状況では、無線デバイスは、内部で１つまたは複数のアクシ
ョン、ルール、方法、プロシージャおよび／またはプロトコルを処理し、または実行して
、（例えば、３０６で）本明細書で説明するようにデバイス内干渉状況から回復し、その
状況を軽減、低減または防止してもよい。
【０３１０】
より具体的には、干渉デバイスがアクティブ化されて、干渉状況が生じうるようになる
と、共存するデバイス内の干渉が激しく、無線デバイス内でデータの正しい受信を妨げる
ことがある（例えば、ＲＬＦが起こりうる）。デバイスがこの状況を和らげ、検出できる

20

ようにするために、以下で説明するものなど、ＲＬＦに対処するいくつかの方法（ＲＬＦ
Ｏ、報告、測定、および同様のもの）が採用されてもよい。
【０３１１】
一実施形態では、ＲＬＦプロシージャが、無線デバイス、または、内部の１つもしくは
複数のコンポーネントによって実行されて、無線デバイスが干渉状況を検出し、かつ、本
質的にＷＴＲＵにセルまたは周波数を変更させることができるようにしてもよい。しかし
、ＲＬＦを宣言するために必要とされる時間はかなり長いことがあり、したがって、無線
デバイスによって実行されるように構成されたＲＬＦプロシージャを使用することは、許
容可能なＱｏＳを維持するために十分でないことがある。加えて、干渉技術から発生した
干渉が（例えば、生成されているデータのタイプに応じて）本質的に散発的でありうるこ

30

とを考えると、ＲＬＦをトリガするための条件は、十分に長く続かないことがある。した
がって、受信器の低雑音増幅器（ＬＮＡ）の飽和の影響を軽減するために、より低いレイ
テンシ反応を有する、改善されたＲＬＦプロシージャが使用されてもよい。
【０３１２】
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）および／または信号品質（ＬＴＥの基準信号受信
品質（ＲＳＲＱ）、もしくは、ＵＭＴＳのＥｃ／Ｎｏ）もまた、無線デバイスによって、
そのような干渉状況を検出するために使用されてもよい。
【０３１３】
一実施形態では、ＩＳＭデバイスのアクティブ化（例えば、３０２で、干渉状況の検出
）があると、無線デバイスは、（例えば、３０６で）スケーリング係数を、ＲＬＦプロシ

40

ージャのために使用される「非同期」カウンタ（例えば、Ｎ３１０）および／またはＲＬ
Ｆタイマ（例えば、Ｔ３１０）に適用してもよい。スケーリング係数は、ネットワークに
よりシグナリングもしくは提供され、または、（例えば、その実装を介して）無線デバイ
スにより定義されてもよい。構成されたＮ３１０および／またはＴ３１０に、このスケー
リング係数を掛けて、「非同期」が共存する干渉デバイスにより引き起こされる場合に使
用されるべき新しいカウンタおよび時間を判定してもよい。あるいは、共存するコンポー
ネントまたはデバイスに固有の新しいセットのＮ３１０またはＴ３１０が、無線デバイス
内で提供または構成されてもよい。
【０３１４】
一実施形態によれば、いつスケーリング係数を適用するかを判定するために、無線デバ
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イスは、共存するデバイスが存在する可能性があり（例えば、ＩＳＭ）、アクティブ化さ
れうるという知識を、使用してもよい。ＩＳＭデバイス（または、他のＲＡＴデバイスも
しくはコンポーネント）がアクティブ化されうるとき、無線デバイスは、ＲＬＦを検出か
つ宣言するためのスケーリングされた、または、新しいセットのパラメータの使用を開始
してもよい。以下で説明する基準と組み合わせたこの条件を使用して、干渉通知または報
告がネットワークへ送信されるか否かを判定してもよいことは理解されよう。例えば、上
記の基準と組み合わせて、無線デバイスはまた、スケーリングされた、または、新しいセ
ットのパラメータの使用を開始する判定を、ＣＱＩが閾値未満であることに基づかせても
よい。したがって、非同期が検出される可能性があり、かつ、ＣＱＩが閾値未満である可
能性があり、ならびに／または、ＲＳＲＱが閾値未満でありうるとき、無線デバイスは、

10

スケーリングされた値を使用してもよい。
【０３１５】
散発的な干渉の検出に対処するために、ＣＱＩ報告またはイベント報告を含む、（例え
ば、３０６で）無線デバイスによってトリガされたＲＬＦプロシージャおよび／または他
のプロシージャは、（同じく、例えば、３０６で）無線デバイスによって実行されるべき
以下の検出機構につながることがある。例えば、無線デバイスは、トリガを断続的な干渉
パターンの検出に基づかせてもよい。あるいは、または加えて、無線デバイスは、Ｔｘ期
間にわたって、Ｎｘの連続的な「非同期」Ｎｙ時間を検出してもよい。より具体的には、
干渉の性質を考えると、無線デバイスは、異なる時間間隔で同期および非同期になりうる
。したがって、無線デバイスがそのような動きを検出することが、有益でありうる。した

20

がって、無線デバイスが、Ｎｘの連続的な「非同期」を受信する可能性があるようになる
と、無線デバイスは、タイマＴｘを起動させてもよい。この条件のためのトリガが満たさ
れうる場合、無線デバイスは、（例えば、３０２および３０４で）無線リンク障害を検出
するか、または、（例えば、３０８で）このイベントをネットワークに報告してもよい。
【０３１６】
上記のことはまた、一実施形態によれば、ＣＱＩ値またはＲＳＲＱ値にも適用されうる
。例えば、新しいイベントは、ＣＱＩまたはＲＳＲＱが事前定義された期間にわたって閾
値を下回る、ウィンドウまたは測定サンプル内の時間量をカウントするように構成されて
もよい。構成された期間内でこれが起こる時間量が、構成された値を超え（すなわち、こ
のパターンが検出される場合）、かつ、無線デバイスが、干渉技術が有効にされ、干渉を

30

発生中であることに気づいている場合、無線デバイスは、（例えば、３０８で）新しい測
定イベントもしくは新しいＲＲＣメッセージを介して、このイベントをネットワークに報
告してもよく、または、（例えば、３０６で）内部のプロトコル、プロシージャ、ルール
もしくは方法を実行して、干渉イベントを軽減してもよい。実施形態の例によれば、上記
で説明したＲＳＲＱ／ＣＱＩ閾値、期間およびカウンタは、ネットワークによって構成さ
れるか、または、無線デバイス内で事前定義されてもよい。
【０３１７】
一実施形態では、無線デバイスは、（例えば、３０６で）ＩＳＭデバイスバッファ負荷
（もしくは、他のＲＡＴデバイスバッファ負荷）、または、受信および／もしくは送信速
度に基づいて、誤りカウンタおよびＲＬＦタイマを調節してもよい。あるいは、無線デバ

40

イスは、現在のＲＡＴに対するＩＳＭからのサービスの品質またはサービスのタイプに基
づいて、そのＲＬＦ宣言パラメータを調節してもよい。
【０３１８】
追加の実施形態では、ネットワークが本明細書で説明するような適切なアクションを取
ることができるように、無線デバイスがより早い段階で干渉をネットワークに報告できる
ようにするため、または、無線デバイスが干渉状況自体に対処できるようにするために、
新しいイベント／トリガが定義されてもよい。そのようなイベントは、被干渉サブフレー
ム、または、被干渉サブフレームおよび干渉されないサブフレームの平均中に、構成され
た期間にわたって、干渉技術がアクティブ化される可能性があり、かつ、以下の条件が満
たされうる、というデバイス内の知識に基づいてもよく、それらの条件は、ＲＳＲＱが閾
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値未満でありうること、ＲＳＲＰが閾値未満でありうること、および／または、ＣＱＩ値
が閾値未満でありうることである。
【０３１９】
さらに別の実施形態では、無線デバイスは、（例えば、３０６で）構成される場合は、
イベントをトリガするための測定値および時間に対して、異なるスケーリング係数を適用
して、デバイス内ＩＳＭ送信器（または、他のＲＡＴ送信器）からの継続された干渉を加
速してもよい。この問題に固有の、新しい定義されたイベント、または、特定のパラメー
タを有する既存のイベントがあってもよい。
【０３２０】
加えて、ＩＳＭ送信器（または、他のＲＡＴ送信器）によるＬＮＡの飽和を軽減するた

10

めに、無線デバイスが（例えば、３０６で）あるアクションを行い、かつ／または、（例
えば、３０８で）問題（ＲＬＦ、もしくは、上記の段落で説明したようなイベント）を報
告し、（例えば、３１０で）ネットワーク反応メッセージを受信し、（例えば、３１２で
）ネットワーク指令を（その指令が何であろうと、すなわち、ハンドオーバ、リダイレク
トによる接続解放、もしくは、キャリア（複数可）再構成）完了する間、ＩＳＭデバイス
（または、他のＲＡＴコンポーネントもしくはデバイス）は、一時的に送信を一時停止し
てもよい。
【０３２１】
随意に、上記のトリガが満たされうるとき、無線デバイスはまた、他の周波数またはＲ
ＡＴの測定をも自律的に開始してもよい。これにより、ＲＬＦが実際に起こるとき、適切

20

なセルおよび周波数の発見の遅延を低減することができる。
【０３２２】
別の実施形態によれば、無線デバイスは、（例えば、３０６および／または３１２で）
以下を行って、干渉状況を軽減、防止、低減または回避してもよく、すなわち、一時的に
ＩＳＭ送信器を一時停止すること、ネットワークとの同期が失われた場合、再び獲得する
こと、干渉通知をネットワークへ送ること、ある定義された時間にわたってネットワーク
反応を待機すること、ネットワーク指令（再構成、ハンドオーバ、別の周波数もしくはＲ
ＡＴへのリダイレクトによる接続解放、および同様のもの）を受信すること、ネットワー
ク指令をうまく実行すること、ピンポン効果を回避するために周波数／ＲＡＴ優先度を変
更すること、ＩＳＭアクティビティを再起動すること、および／または、ＩＳＭデバイス
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アクティビティが停止するか、もしくはＩＳＭデバイスがオフにされるとき、以前の優先
度に戻し、標準の動作について再構成することである。
【０３２３】
特徴および要素を特定の組み合わせにより上記で説明しているが、各特徴もしくは要素
を単独で、または、他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用できることは、当業
者には理解されよう。加えて、本明細書で説明した方法は、コンピュータまたはプロセッ
サによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム、
ソフトウェアまたはファームウェアにおいて実装可能である。コンピュータ可読媒体の例
には、電子信号（有線またはワイヤレス接続を介して送信される）およびコンピュータ可
読記憶媒体が含まれる。コンピュータ可読記憶媒体の例には、限定されないが、リードオ
ンリーメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメ
モリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁
気媒体、光磁気媒体、ならびに、ＣＤ−ＲＯＭディスクおよびデジタル多用途ディスク（
ＤＶＤ）などの光媒体が含まれる。ソフトウェアに関連したプロセッサは、ＷＴＲＵ、Ｕ
Ｅ、端末、基地局、ＲＮＣ、または、任意のホストコンピュータにおいて使用するための
、無線周波数トランシーバを実装するために使用可能である。
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