
JP 5218098 B2 2013.6.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の無線通信システムにスペクトル
の一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによるスペクトル割り当てプロセスに
参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用の管理方法であって、
　ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスのインスタン
スを実行する段階を有し、
　前記スペクトル割り当てプロセスは、少なくとも短期スペクトル割り当てプロセスをさ
らに含むスペクトル共有方式の一部をなす長期スペクトル割り当てプロセスである、
　方法。
【請求項２】
　前記ネットワーク状態に応じて決まる時間により前記スペクトル割り当てプロセスのイ
ンスタンスを周期的に実行する段階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の無線通信システムのトラフィック送信成功率を決定し、前記トラフィック送
信成功率が所定の閾値より低いときスペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行す
る段階を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スペクトル割り当てプロセスは長期スペクトル割り当てプロセスであり、
　短期スペクトル割り当てプロセスの失敗を示すシグナリングを受信し、短期スペクトル
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割り当てプロセスの失敗回数が所定の閾値を越えたとき、長期スペクトル割り当てプロセ
スのインスタンスを実行する段階を含む、請求項１ないし３いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記スペクトル割り当てプロセスのインスタンスの実行は、プロセスに関わる各無線通
信システムの好ましいスペクトル構成を取得し、前記好ましいスペクトル構成に基づき最
終的スペクトル構成を計算する段階を含む、請求項１ないし４いずれか一項に記載の方法
。
【請求項６】
　前記好ましいスペクトル構成を取得する段階は、他の各無線通信システムからそれぞれ
の好ましいスペクトル構成を示すシグナリングを受信する段階を含み、
　前記第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトル量を計算し、前記付加的／余剰
スペクトルの量を用いて前記第１の無線通信システムにアロケーションするスペクトルの
チャンクの大きさを決定し、
　前記スペクトル割り当てプロセスに関わる他の各無線通信システムにアロケーションす
るスペクトルのチャンクの大きさを評価し、
　前記スペクトルのチャンクを配置して前記第１の無線通信システムの好ましいスペクト
ル構成を形成することにより前記第１の無線通信システムの好ましいスペクトル構成を取
得する段階をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記最終スペクトル構成を計算する段階は、前記好ましいスペクトル構成を平均する段
階を含む、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の無線通信システムは前記スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信シ
ステム中のリード無線通信システムである、前記第１の無線通信システムにより実行され
る請求項５ないし７いずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記スペクトル割り当てプロセスは前記第１の無線通信システムを含む少なくとも３つ
の無線通信システムが関与する、請求項１ないし３いずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムの好ましいスペクトル構成と前記最終的なスペクトル構成の少なくと
も一方はバンド幅が専用の領域とバンド幅が共有の領域とを含む、請求項５ないし９いず
れか一項に記載の方法。
【請求項１１】
前記スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信システムは、同一の全体ネットワー
クの部分をなす、ネットワーク要素のグループを含み、前記２つ以上の無線通信システム
は独立して前記スペクトル割り当てプロセスに参加する、請求項１ないし３いずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の無線通信システムにスペクトル
の一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによるスペクトル割り当てプロセスに
参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用の管理装置であって、
　ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスのインスタン
スを実行するスペクトル割り当て回路を有し、
　前記スペクトル割り当てプロセスは、少なくとも短期スペクトル割り当てプロセスをさ
らに含むスペクトル共有方式の一部をなす長期スペクトル割り当てプロセスである、
　管理装置。
【請求項１３】
　ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータで実行されたとき、前
記コンピュータに請求項１ないし１１いずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュー
タプログラム。
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【請求項１４】
　ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータにロードされたとき、
前記コンピュータを請求項１２に記載の装置にするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムにおけるスペクトル使用の制御方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　実用化されつつある新しいサービスやアプリケーションのために、ラジオスペクトルを
柔軟に使用する必要性が高まっており、世界中で多くの研究がなされている。ラジオスペ
クトルリソースの効率的な利用は、ベンダーや無線ネットワークのオペレータにとって新
しい収益源となるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　最近の世界的な研究により、一部のシステムやモバイルオペレータはスペクトルリソー
スをより効率的に利用したがっているが、ラジオスペクトルリソースのほとんどは多くの
場合十分利用されていないか、まったく利用されていない。新しい無線ラジオインフラス
トラクチャのデザインは、スペクトルをよりよく利用するために、基本的に新しいやり方
でスペクトルを共有しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態による管理方法は、複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の
無線通信システムにスペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによる
スペクトル割り当てプロセスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用
の管理方法であって、ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプ
ロセスのインスタンスを実行する段階を有する方法である。
【発明の効果】
【０００５】
提案されたスペクトル管理アーキテクチャや最近開発されたスペクトル共有機能により、
新しいサービスをオペレータネットワークに適合させるのに要する時間を短縮できる。さ
らに、柔軟なスペクトル利用により、サービスの機能を豊富にして高速化し、ＱｏＳ（Qu
ality of Service）を高め、従来のネットワークよりも大きな満足をユーザに与えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　例として添付した図面を参照して説明する。
【図１】スペクトル割り当てのために提案する簡略化したアーキテクチャを示す図である
。
【図２】スペクトル割り当てのために提案する簡略化したアーキテクチャを示す図である
。
【図３】スペクトル共存及び共有シナリオにおけるスペクトルを示す図である。
【図４】典型的な初期スペクトルプールを示す図である。
【図５】長期スペクトル割り当てプロセスの２つのラン（run）を示す図である。
【図６】短期スペクトル割り当てプロセスの２つのラン（run）を示す図である。
【図７Ａ】ゲートウェイレベルにおけるチャネルアロケーション／ラジオリソースパーテ
ィショニングを示す図である。
【図７Ｂ】基地局におけるチャネルアロケーション／ラジオリソースパーティショニング
における潜在的なサブチャネル割当てを示す図である。
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【図８】使用する時間的な精度（time granularity）に基づくスペクトル割り当ての４つ
の段階の階層を示す図である。
【図９】長期スペクトルアロケーションプロセスの定期的起動を含む第１の構成を示す図
である。並列的な複数の短期スペクトル割り当てが許容されている。
【図１０】潜在的な複数の短期スペクトル割り当てとそれに関係するシグナリングを示す
図である。
【図１１】送信されたトラフィック負荷状態に基づき長期スペクトル割り当ての開始（tr
igger）を含む第２の構成を示す図である。
【図１２】ラジオアクセスネットワークの基地局が他の基地局とスペクトルネゴシエーシ
ョンを開始する前に要求したスペクトルを得られないシナリオを示す図である。
【図１３】各短期スペクトル割り当てプロセスの失敗または成功の個別の状態に基づく長
期スペクトル割り当ての開始（triggering）を含む第３の構成を示す図である。
【図１４】相異なる無線通信システムのゲートウェイにより示唆された好ましいスペクト
ル構成を示す図である。
【図１５】複数の相異なる好ましいスペクトル構成を組み合わせて長期スペクトル割り当
てプロセスの最終的なスペクトル構成を決める（establish）プロセスを示す図である。
【図１６】長期スペクトル割り当てプロセスのためのプロトコルを示す図である。
【図１７】本発明の、スペクトル割り当ての各段階に対するインパクトを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１は、相異なる複数のラジオアクセスネットワーク（ＲＡＮ）がいわゆる長期及び短
期のスペクトル割り当てプロセスに関与する、潜在的なシナリオにおけるアーキテクチャ
を示している。図１の中央の図は、ラジオアクセスネットワークＲＡＮ１－３の３つのゲ
ートウェイＧＷが長期スペクトルネゴシエーションに参加しており、その３つのＲＡＮ１
－３の個々のきち局が短期スペクトルネゴシエーションに参加しているところを示してい
る。図１の左側の２つのグラフは、第１のラジオアクセスネットワークＲＡＮ１の第１の
基地局ＢＳ１にアロケーションされたスペクトル量と、第２のラジオアクセスネットワー
クＲＡＮ２の第２の基地局ＢＳ２にアロケーションされたスペクトル量とを表している。
各グラフから分かるように、低周波数の曲線は長期スペクトルネゴシエーションの結果と
して基地局にアロケーションされたスペクトル量を表し、高周波数の曲線は短期スペクト
ルネゴシエーションの結果として基地局にアロケーションされたスペクトル量を表す。図
１の右側の図は、長期スペクトル割り当てにより設定され短期スペクトル割り当てで調整
されたスペクトル境界を示す。ここでは、短期スペクトル割り当てプロセスにおいてＲＡ
Ｎ３のＢＳ３がＲＡＮ２のＢＳ２からスペクトルの一部を借りている。
【０００８】
　図２はスペクトル共有及び共存をする新しいシステムを示す図である。２つ以上のＲＡ
Ｎの間でスペクトルの交換ができ、無線モバイルネットワークにおいてスペクトルのより
よく利用でくる。図２において、基地局は短期スペクトル割り当ての時に無線でネゴシエ
ーションし、水平共有（ＲＡＮの間に優先順位がない共有の一種）に参加する。一方、ゲ
ートウェイは長期スペクトル割り当ての時に外部ＩＰネットワークでネゴシエーションし
、垂直共有（あるＲＡＮの優先順位が他のＲＡＮの優先順位より高い共有の一種）に参加
する。ゲートウェイは中央データベースと通信する。中央データベースは、スペクトルに
関するポリシーと規則に関する情報を含み、スペクトルへのアクセスと割り当てに関する
履歴ログも含んでいる。
【０００９】
　基本的な考え方は、他の複数のＲＡＮのスペクトルを、その複数のＲＡＮが必要として
いない時に、独立したラジオアクセスネットワーク（ＲＡＮ）に利用させるというもので
ある。ＲＡＮは、提案したゲートウェイ（ＧＷ）を用いてネゴシエーションすることがで
きる。
【００１０】
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　スペクトルのネゴシエーションと管理について次の４つの段階を提案する。
【００１１】
　スペクトル共存及び共有
第１段階では、複数のＲＡＮ（相異なるオペレータに属するものであってもよい）は、既
存の専用のスペクトルバンド以上に、それらのＲＡＮの１つから得られる共有スペクトル
バンドの大きさを決定する。典型的なシナリオを図３に示した。図３では、ＲＡＮ１－３
にライセンスされた専用バンドが、それ以外の共有バンド幅を借りることにより拡張され
ている。スペクトルの最終的な境界は正確には、ロケーションに依存し、メトロポリタン
エリア、ローカルエリア、及びＲＡＮの座標（Ｘ、Ｙ）などのエリアの性質にも依存し、
また空間的な離れ具合と周波数的な離れ具合の間のトレードオフに基づく。図４は、隣接
する３つのセルを含む、セル構成の典型的なシナリオを示す。図４から分かるように、利
用可能なスペクトルの境界は最初にはセルごとに異なっている。
【００１２】
　長期スペクトル割り当て
第２段階では、スペクトルの境界を決定した後、例えば主システムと副システムとの間で
、数分ごとに（on a couple of minutes' basis）、相異なる複数のＲＡＮに割り当てら
れたゲートウェイ間のネゴシエーションにより、利用可能なスペクトルを再構成して、ス
ペクトルの利用効率を最大化するアイデアとして、収益を最大化し、ＱｏＳを改善するの
に必要な場合に新しいスペクトルのソースを提供するために、各モバイルオペレータに不
使用のスペクトルをやりとりする能力を与える。図５に示したように、トラフィックの状
態や、割り当てられ合意されたポリシーと規則とに応じてスペクトルの境界とガードバン
ド（guard bands）を数分ごとに変更する。
【００１３】
　短期スペクトル割り当て
第３段階では、スペクトルの境界を決定した後、図１に示した基地局間でローカルに、１
秒から数秒ごとにネゴシエーションを行う。典型的なシナリオを図６に示した。図６では
、メトロポリタンエリア（ＭＡ）配置の基地局が、ワイドエリア（ＷＡ）配置と続けてネ
ゴシエーションして、スペクトルを得ている。
【００１４】
　チャネルアロケーション／ラジオリソースパーティショニング
物理レイヤとネットワークレイヤの両方において、満足できるＢＥＲレベルを提供するた
めに、ラジオ仕様を変更できると仮定する。ネットワークレベルでは、チャネルアロケー
ション／ラジオリソースパーティショニングを適用することにより（すなわち、チャネル
周波数を適切に選択することにより）、干渉を最小化できる。短期スペクトル割り当てに
関する決定をした後、各セルまたは基地局に適切なサブチャネルをアロケーションする決
定を数１０ミリ秒ごとに行う。これを図７Ａ及び図７Ｂに示した。チャネルアロケーショ
ンは基地局（ＢＳ）レベルでも使い、ＢＳがユーザ端末（ＵＥ）にサブチャネルをいかに
割り当てるか決定することができる。
【００１５】
　図８は、時間的な精度（time granularity）に基づくスペクトル割り当ての４つの段階
の階層を示す図である。スペクトル共存及び共有は時間や数日という時間スケールで行わ
れる。長期スペクトル割り当ては１分または数分という時間スケールで行われる。短期ス
ペクトル割り当ては１秒または数秒という時間スケールで行われる。チャネルアロケーシ
ョン／ラジオリソースパーティショニングは１０ミリ秒または数１０ミリ秒という時間ス
ケールで行われる。
【００１６】
　第１の態様による管理方法は、複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の
無線通信システムにスペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによる
スペクトル割り当てプロセスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用
の管理方法であって、ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプ



(6) JP 5218098 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

ロセスのインスタンスを実行する段階を有する。
【００１７】
　この方法は、長期スペクトル割り当てに対する潜在的なトリガーが発生される長期的ス
ペクトル管理の場合に特に有用である。この方法により、その時点でのトラフィック及び
ラジオチャネルの状態及び最後の長期スペクトル割り当て以来のトラフィック送信成功率
とを利用して、長期的なスペクトルの利用可能性を活用（exploit）することによりスペ
クトル効率が向上する。この方法により、スペクトル共存及び共有（Spectrum Co-existe
nce and Sharing）を微調整することができる。スペクトルの利用をあるＲＡＮから他の
ＲＡＮに与えることができ、ピーク時に必要があればラジオリソースを確実に利用できる
ようにして、ＱｏＳ、全体的なネットワークカバレッジとスループット、及び借り手（bo
rrowing party）の収益を改善することができる。冗長なラジオスペクトルを無駄にせず
効率的に利用できるようにすることにより、オペレータは貸し手（lending party）とし
て余分な収入源からの利益を享受できる。より多くのラジオリソースにより良くより効率
的にアクセスできるようになるので、コールブロック（call blockage）の可能性が低く
なる。この方法は、優先順位のあるなしに関わらないネゴシエーションにおいて、長期ス
ペクトル割り当てに適用できる。
【００１８】
　「無線通信システム」との用語は無線（wireless）アクセスネットワークに関し、例え
ば、基地局などのネットワーク要素をすべて含むラジオ（radio）アクセスネットワーク
に関する。追加的または代替的に、例えば基地局などのネットワーク要素である通信装置
に関する。他の構成（arrangement）では、ＲＦＩＤタグリーダやシンク（sink）または
ワイヤレスセンサネットワーク基地局に関し、または、例えば制御回路である他の装置を
含んでもよいネットワークを形成しているかかるリーダのグループに関する。ＷｉＭＡＸ
ネットワークであってもよい。
【００１９】
　スペクトル割り当てプロセスは、ある無線通信システムから第１及び第２の無線通信シ
ステムの一方に事前に割り当てられたスペクトルバンドの一部の、第１及び第２の無線通
信システムの他方への再割り当て（re-assignment）を含む。言い換えると、第１のスペ
クトルバンドが第１の無線通信システムに事前に割り当てられ、第２のスペクトルバンド
が第２の無線通信システムに事前に割り当てられている場合に、スペクトル割り当てプロ
セス（spectrum assignment process）は、（例えば、第１と第２の無線通信システム間
のネゴシエーションの間に）第１及び第２の無線通信システムの一方から他方に、事前に
割り当てられた第１と第２のスペクトルバンドの一部または全部を再割り当てする段階を
含む。「事前に割り当てられた（pre-assigned）」との用語は、スペクトルバンドを事前
に割り当てられた無線通信システムがそのスペクトルバンド内でオペレーションをするラ
イセンスを得ていることを意味する。一方のシステムから他方のシステムにスペクトルの
一部を割り当てる行為は、一方のシステムが他方のシステムに割り当てられたスペクトル
部分を利用する許可を与え、許可を与えたシステムが割り当てた部分の利用を停止し、許
可を受けたシステムが必要に応じて割り当てられた部分を利用できることを含む。スペク
トル割り当てプロセスは、少なくとも短期スペクトル割り当てプロセスをさらに含むスペ
クトル共有方式の一部をなす長期スペクトル割り当てプロセスであってもよい。スペクト
ル割り当てプロセスは、前記第１の無線通信システムを含む少なくとも３つの無線通信シ
ステムが関与してもよい。スペクトル割り当てプロセスに関して使用した場合、「インス
タンス」という用語は、スペクトル割り当てプロセスによる１回のスペクトルの割り当て
（複数のスペクトル部分を含んでもよい）を意味する。
【００２０】
　「スペクトル」という用語は、通信に利用できる電磁放射のラジオ周波数またはその他
の周波数範囲を意味する。例えば、第１と第２の無線通信システムは、電磁波スペクトル
のラジオ周波数の範囲内で動作するラジオアクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。追加
的または代替的に、無線通信システムは、例えばマイクロ波の周波数範囲内で動作しても
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よい。
【００２１】
　「部分（portion）」や「バンド（band）」との用語は、スペクトルとの関係において
、周波数の特定の範囲を意味する。その範囲は、一つの一続きの周波数範囲でもよいし、
２つ以上に分かれた周波数範囲でもよい。「チャンク（chunk）」及び「サブチャンク（s
ub-chunk）」との用語もスペクトルの一部またはバンドを意味する。
【００２２】
　スペクトル割り当てプロセスのインスタンスの「実行（effecting）」は、プロセスの
開始・着手（undertaking）、プロセスの開始・着手の要求、またはプロセスの開始・着
手の可能性の表示を含む。
【００２３】
　「モバイル通信装置」は、ここでは、無線通信システムと無線通信を実行できる無線装
置を意味する。例えば、この用語は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント、ラッ
プトップ、またはＰＣなどのユーザ装置（ユーザが携帯できる無線装置）や、ＲＦＩＤタ
グ／ノードまたは無線センサノードや、ＷｉＭＡＸ通信機能を有する装置に関する。
【００２４】
　「トリガー（trigger）」との用語は、それに応じてスペクトル割り当てプロセスのイ
ンスタンスを実行（undertake）するのが適切である、第１の無線通信システムの内部ま
たは外部の信号、処理結果、刺激、または状況を意味する。特に、第１の構成から第３の
構成においてそれぞれ、トリガーは周期的であっても、オファーされたトラフィックに対
する送信されたトラフィックの割合が閾値を越えた時に行われても、一定期間に短期スペ
クトル割り当てが失敗する回数が閾値を越えた時に行われてもよい（失敗は連続したもの
でも非連続なものでもよい）。トリガーはネットワーク状態に基づき、そのため長期スペ
クトル割り当てプロセスは必要に応じて開始されてもよい。
【００２５】
　第１の構成において、本方法は、ネットワーク状態に応じて決まる時間によりスペクト
ル割り当てプロセスのインスタンスを周期的に実行する段階を含んでもよい。その時間は
トラフィックパターンに応じて設定され、長期スペクトル割り当てにより利益を得ること
ができる。一例として、あるオペレータが都市のビジネス街に位置し、他のオペレータが
郊外に位置しているとする。勤務時間には人々は都市の中心部に集まる。この場合、郊外
のオペレータは中心部のオペレータにスペクトルリソースの一部をシフトできる。夕方に
なると反対方向の移動が起き、（家庭や、学校から戻った子供や、インターネットサーフ
ィンをする職業人により）郊外で同じくらいのスペクトルが必要となる。この場合、数時
間という期間が長期スペクトル割り当てに好適な期間となる。このように、長期スペクト
ル割り当てプロセスを周期的にトリガーすることができる。「周期的（periodically）」
との用語は、前のインスタンスから（一定または可変の）時間が経過すると、スペクトル
割り当てプロセスの各インスタンスが実行されることを意味する。すなわち、スペクトル
割り当てプロセスが場合に応じて繰り返し実行される。
【００２６】
　第２の構成において、本方法は、第１の無線通信システムのトラフィック送信成功率を
決定し、前記トラフィック送信成功率が所定の閾値より低いときスペクトル割り当てプロ
セスのインスタンスを実行する段階を含む。ＱｏＳと許容できるサービスの質的低下の量
に応じて閾値を設定できる。トラフィック送信成功率を決定する段階は、第１の無線通信
システムとの間で送信しようとしたトラフィック量に対する第１の無線通信システムとの
間で送信されたトラフィック量の比率を計算する段階を含む。このように、送信されたト
ラフィックロードの状態（ネットワーク状態）に基づき長期スペクトル割り当てをトリガ
ーする方法を設けてもよい。
【００２７】
　第３の構成では、スペクトル割り当てプロセスは長期スペクトル割り当てプロセスであ
る。本方法は、短期スペクトル割り当てプロセスの失敗を示すシグナリングを受信し、短
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期スペクトル割り当てプロセスの失敗回数が所定の閾値を越えたとき、長期スペクトル割
り当てプロセスのインスタンスを実行する段階を含んでもよい。閾値はサービスのグレー
ドや、失敗が生じたサービスの質の全体的低下に応じて設定できる。例えば、低下が激し
く、サービスがプレミアムサービスである場合、１～２回の失敗（attempts）とする。こ
のように、各短期スペクトル割り当てプロセスの失敗または成功の個別の状態に基づく長
期スペクトル割り当ての開始（triggering）する方法を設けてもよい。例えば、「長期」
割り当てプロセスは約１分から数分の時間スケールで行われ、一方「短期」割り当てプロ
セスは約１秒から数秒の時間スケールで行われる。
【００２８】
　スペクトル割り当てプロセスのインスタンスの実行は、プロセスに関わる各無線通信シ
ステムの好ましいスペクトル構成を取得し、好ましいスペクトル構成に基づき最終的スペ
クトル構成を計算する段階を含む。このように、関与する無線通信システム間の民主的か
つ公平な長期スペクトル割り当てプロセスの方法を設けることができる。各好ましいスペ
クトル構成は、スペクトル割り当てプロセスに関わる無線通信システムにそれぞれ割り当
てられる提案されたスペクトルのチャンクを含む。このように、各無線通信システムは、
必要なスペクトル量を推定することができる。この推定には、システムがアロケーション
されたスペクトルの一部を他のシステムに割り当て、他のシステムから割り当てられたス
ペクトルを受け取ることが含まれる。また、他のシステムが必要とするスペクトル量を推
定することができる。変形例として、他のシステムに関する情報（例えば、他のシステム
が必要とするスペクトル量や、他のシステムが必要とするスペクトル量を第１の無線通信
システムが推定できる情報）を第１の無線通信システム（またはリードシステム（lead s
ystem））またはその他のシステムに事前に与えておいてもよい。無線通信システムは、
推定したスペクトル量の好ましい構成を決定してもよい。この場合、無線通信システムは
ライセンスを受けたスペクトルバンド内で最大限動作することが好ましい。オ（オペレー
タ（operator）は、ライセンスを最大限利用して、さらに例えばスペクトルの共有部分を
利用することができる。一方、多くのスペクトルを有するが９０％の時間は未利用部分が
あるシステム（例えば、軍用システムまたは衛星システム）は、スペクトルリソースをで
きるだけ他のシステムに貸して、より大きな収益を上げることができる。）それぞれの無
線通信システムの好ましいスペクトル構成と最終的なスペクトル構成の少なくとも一方は
バンド幅が専用の領域とバンド幅が共有の領域とを含む。専用バンド幅の領域を１つまた
は複数のオペレータにライセンスしてもよく、一方、余分な共有バンド幅の領域は１つま
たは複数のオペレータにライセンスされた部分、及び／またはライセンスされていない部
分を含む。
【００２９】
　「スペクトル構成（configuration）」という用語は、スペクトルの一部の構成（arran
gement）にかかわり、各部分のスペクトルの量、及び／またはスペクトル構成中の他のス
ペクトル部分に対する位置を特定する。例えば、上限と下限によりスペクトルの各部を規
定することにより、その部分の大きさと他のスペクトル部分に対するその位置の両方を示
すことができる。スペクトルの一部をその大きさ及び／またはスペクトルＩＤにより特定
してもよい。スペクトルＩＤは、例えば、候補の中から選択された各サブチャンクに割り
当てられた番号である。サブチャンクにスペクトルＩＤを付与する方法はスペクトル割り
当てプロセスの前に、またはその間に決定できる。スペクトル構成は１つまたは複数のガ
ードバンドと、１つまたは複数のライセンスされたスペクトルの領域またはライセンスさ
れていないスペクトルの領域を含み得る。また、スペクトル構成は、スペクトルの各部分
をそれぞれのエンティティ（entity）に関連付ける情報を含む。ここで、エンティティは
、無線通信システム（例えば、ラジオアクセスネットワーク）やその一部や、セル局また
は基地局またはそのクラスタのグループや、かかるエンティティに属するアップリンクま
たはダウンリンク等である。
【００３０】
　好ましいスペクトル構成を取得する段階は、他の各無線通信システムからそれぞれの好
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ましいスペクトル構成を示すシグナリングを受信する段階を含み、前記第１の無線通信シ
ステムの付加的／余剰スペクトル量を計算し、前記付加的／余剰スペクトルの量を用いて
前記第１の無線通信システムに割り当てるスペクトルのチャンクの大きさを決定し、前記
スペクトル割り当てプロセスに関わる他の各無線通信システムに割り当てるスペクトルの
チャンクの大きさを評価し、前記スペクトルのチャンクを配置して前記第１の無線通信シ
ステムの好ましいスペクトル構成を形成することにより第１の無線通信システムの好まし
いスペクトル構成を取得する段階をさらに含む。
【００３１】
　第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトルの量を計算する段階は、第１の無線
通信システムに関連するトラフィック送信成功率及び干渉レベルのうち少なくとも一方を
含むパラメータに基づき、第１の無線通信システムが必要とするスペクトル量、または第
１の無線通信システムから他の無線通信システムに割り当てられるスペクトル量を決定す
る段階を含む。トラフィック送信成功率を決定する段階は、第１の無線通信システムとの
間で送信しようとしたトラフィック量に対する第１の無線通信システムとの間で送信され
たトラフィック量の比率を計算する段階を含む。第１の無線通信システムの干渉レベルは
、現在（current）の干渉レベル、最近の干渉レベル、所定期間または所定数のパケット
等にわたる干渉レベルの移動平均、その他第１の無線通信システムに生じる干渉の適切な
判断尺度を含む。干渉レベルの測定は、無線通信システムが、借り手が割り当てられたス
ペクトル部分に切り替える直前及び直後に、信号対干渉レベル（ＳＩＲ）を測定（または
推定）するスペクトル部分を発行する段階を含み、この情報は上記の通りその後のスペク
トル割り当てのために利用される。割り当てシステムはＳＩＲ値を比較して差を計算する
。割り当てシステムは、共有バンド内でどのくらいの追加的干渉またはＳＩＲ損失を被っ
たか通知することができる。干渉またはＳＩＲを測定／推定する能力はすでにあると仮定
する。干渉を測定するとき、借りたスペクトルに主にフォーカスする。例えば、現在共有
されているバンド部分内における干渉またはＳＩＲの増減を排他的にモニターしてもよい
。２つめの問題は周辺バンドである。スペクトルの共有部分から非共有部分への干渉がど
のくらいあるかが問題となる。
【００３２】
　決定はマッピングテーブル（またはルックアップテーブル）を用いてパラメータから付
加的／余剰スペクトルの量を取得する段階を含む。本方法は、例えばルックアップテーブ
ルを利用することにより、各無線通信システムのトラフィック送信成功率と干渉レベルを
次の長期スペクトル割り当てにおいて要求されたスペクトルレベルにマッピングする段階
を設けてもよい。
【００３３】
　最終スペクトル構成を計算する段階は、好ましいスペクトル構成を平均する段階を含む
。一つの構成では、現在担当となっている無線通信システム（例えば、そのゲートウェイ
）は、提案されたすべての長期スペクトル構成（好ましいスペクトル構成）を考慮して、
一つの（unique）長期スペクトル構成（最終的スペクトル構成）を見つける。例えば、公
平な長期スペクトル割り当てをするために、提案された割当にわたり提案されたスペクト
ルチャンクを平均して、最終的な長期スペクトル割り当てを見つける。
【００３４】
　各好ましいスペクトル構成は、スペクトル割り当てプロセスに関わる無線通信システム
にそれぞれ割り当てられる提案されたスペクトルのチャンクを含む。平均は、無線通信シ
ステムに割り当てる提案されたスペクトルのチャンクのすべてを合計し、スペクトル割り
当てプロセスに関与する無線通信システムの数で割ることにより、各無線通信システムの
最終的なスペクトルのチャンクを計算する段階を含む。
【００３５】
　本方法は第１の無線通信システムにより実行されてもよい。第１の無線通信システムは
、スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信システム中のリード無線通信システム
である。
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【００３６】
　本発明は、所定の方法に応じて、前記第１の無線通信システムから他の無線通信システ
ムにリード無線通信システムのステータスを移す段階を含むことができる。所定の方法は
、ラウンドロビン方式、またはあるシステム（例えばゲートウェイ）から他のシステム（
例えば他のゲートウェイ）に最終的な長期スペクトル割り当てに関する決定をする責任を
シフトするローテーションメカニズムを含んでも良い。
【００３７】
　スペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行する段階は、中央スペクトルブロー
カモジュールにスペクトル関係のシグナリングを送信する段階と、中央スペクトルブロー
カモジュールから最終的なスペクトル構成を示すシグナリングを受信する段階とを含む。
【００３８】
　スペクトル割り当てプロセスに関与する２つ以上の無線通信システムは、同一の全体ネ
ットワークの部分をなす、ネットワーク要素の２つ以上のグループを含む。本システムは
、独立して前記スペクトル割り当てプロセスに参加する前記２つ以上の無線通信システム
を含んでも良い。
【００３９】
　第２の態様による管理装置は、複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の
無線通信システムにスペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによる
スペクトル割り当てプロセスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用
の管理装置であって、ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプ
ロセスのインスタンスを実行するスペクトル割り当て回路を有する。
【００４０】
　スペクトル割り当て回路は、ネットワー状態に応じた時間により周期的にスペクトル割
り当てプロセスのインスタンスを実行する。
【００４１】
　スペクトル割り当て回路は、第１の無線通信システムのトラフィック送信成功率を決定
し、トラフィック送信成功率が所定の閾値より低いときスペクトル割り当てプロセスのイ
ンスタンスを実行する。
【００４２】
　スペクトル割り当て回路は、短期スペクトル割り当てプロセスの失敗を示すシグナリン
グを受信し、短期スペクトル割り当てプロセスの失敗回数が所定の閾値を越えたとき、長
期スペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行する。
【００４３】
　スペクトル割り当て回路は、プロセスに関わる各無線通信システムの好ましいスペクト
ル構成を取得し、好ましいスペクトル構成に基づき最終的スペクトル構成を計算する。
【００４４】
　前記スペクトル割り当て回路は、他の各無線通信システムからそれぞれの好ましいスペ
クトル構成を示すシグナリングを受信し、さらに、前記第１の無線通信システムの付加的
／余剰スペクトル量を計算し、前記付加的／余剰スペクトルの量を用いて前記第１の無線
通信システムに割り当てるスペクトルのチャンクの大きさを決定し、前記スペクトル割り
当てプロセスに関わる他の各無線通信システムに割り当てるスペクトルのチャンクの大き
さを評価し、前記スペクトルのチャンクを配置して前記第１の無線通信システムの好まし
いスペクトル構成を形成することにより第１の無線通信システムの好ましいスペクトル構
成を取得することにより、好ましいスペクトル構成を取得する。
【００４５】
　スペクトル割り当て回路は、第１の無線通信システムに関連するトラフィック送信成功
率及び干渉レベルのうち少なくとも一方を含むパラメータに基づき、第１の無線通信シス
テムが必要とするスペクトル量、または第１の無線通信システムから他の無線通信システ
ムに割り当てられるスペクトル量を決定することにより、第１の無線通信システムの付加
的／余剰スペクトルの量を計算する。
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【００４６】
　スペクトル割り当て回路は、マッピングテーブルを用いてパラメータから付加的／余剰
スペクトルの量を取得することによりその決定をできる。
【００４７】
　スペクトル割り当て回路は好ましいスペクトル構成を平均することにより最終的スペク
トル構成を計算する。
【００４８】
　各好ましいスペクトル構成は、スペクトル割り当てプロセスに関わる無線通信システム
にそれぞれ割り当てられる提案されたスペクトルのチャンクを含む。スペクトル割り当て
回路は、無線通信システムに割り当てる提案されたスペクトルのチャンクのすべてを合計
し、スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信システムの数で割ることにより、各
無線通信システムの最終的なスペクトルのチャンクを計算することにより、好ましいスペ
クトル構成を平均することができる。
【００４９】
　スペクトル割り当て回路は、所定の方法に応じて、第１の無線通信システムから他の無
線通信システムにリード無線通信システムのステータスを移すことができる。
【００５０】
　スペクトル割り当て回路は、中央スペクトルブローカモジュールにスペクトル関係のシ
グナリングを送信し、中央スペクトルブローカモジュールから最終的なスペクトル構成を
示すシグナリングを受信することにより、スペクトル割り当てプロセスのインスタンスを
実行することができる。
【００５１】
　スペクトル割り当て回路は、第１の無線通信システムとの間で送信しようとしたトラフ
ィック量に対する第１の無線通信システムとの間で送信されたトラフィック量の比率を決
定するころにより、トラフィック送信成功率を計算することができる。
【００５２】
　スペクトル割り当て回路は長期スペクトル割り当て回路であってもよい。本装置は短期
スペクトル割り当て回路をさらに有していてもよい。
【００５３】
　第３の態様によると、ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータ
で実行されたとき、前記コンピュータに第１の態様の方法を実行させるコンピュータプロ
グラムが提供される。
【００５４】
　第４の態様によると、ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータ
にロードされたとき、前記コンピュータを第２の態様の装置にするコンピュータプログラ
ムが提供される。
【００５５】
　第３と第４の態様のコンピュータプログラムはキャリア媒体（carrier medium）により
担われていてもよい。キャリア媒体は記録媒体及び／または伝送媒体を含む。
【００５６】
　第５の態様によるコンピュータプログラムは、コンピュータで実行されると、前記コン
ピュータに、複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の無線通信システムに
スペクトルの一部を割り当てる、複数の無線通信システムによるスペクトル割り当てプロ
セスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用の管理方法を実行させる
。該方法は、ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスの
インスタンスを実行する段階を有する。
【００５７】
　第６の態様によるコンピュータプログラムは、複数の無線通信システムの１つが少なく
とも１つの他の無線通信システムにスペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信
システムによるスペクトル割り当てプロセスに参加する第１の無線通信システムにおける
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スペクトル利用の管理をする。該コンピュータプログラムは、ネットワーク状態に基づく
トリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行するスペクトル割り
当てコードを含む。
【００５８】
　回路にはプロセッサ、メモリ、バスラインが含まれ得る。上記の回路は回路要素を共有
していてもよい。
【００５９】
　本発明は、（特許請求の範囲を含めて）特段の言及の存否にかかわらず、単独の、また
は様々な組み合わせの１つまたは複数の態様、実施形態、または特徴を含む。
【００６０】
　上記の概要は例示であり限定ではない。
【００６１】
　本発明の実施形態は、複数のＲＡＮ間における長期スペクトル割り当て方法に関し、長
期スペクトル割り当てを開始する様々なトリガーを開示する。
【００６２】
　図９は、長期スペクトル割り当てプロセスの周期的起動を含む第１のトリガータイプに
関する。並行した複数の短期スペクトルアロケーションを行い、長期スペクトル割り当て
を、ネットワーク状態に応じて決まる時間により規則的かつ周期的に呼び出す。
【００６３】
　図１０と図１１は、送信されたトラフィック負荷状態に基づく（すなわち、送信された
トラフィック負荷によるインパクトを考慮して）長期スペクトル割り当てのトリガーを含
む第２のトリガータイプに関する。この場合、プライマリＲＡＮはなく、ＲＡＮ間に優先
関係はない。図１０は、相異なる複数のネットワークで複数の短期スペクトル割り当てが
同時に行われ、各ネットワークのゲートウェイが監視するシナリオを示す。図１０に示し
た矢印は、ネットワークの要素間でやりとりされるシグナリング（signalling）を示す。
【００６４】
　各ゲートウェイＧＷ１－３は、自分のＲＡＮ１－３における短期スペクトル割り当て（
ST spectrum assignments）に対して責任を有する。ゲートウェイＧＷ１－３は、短期ス
ペクトル割り当てプロセス後、図１１に示したように、前の短期スペクトル割り当てにつ
いて、送信すべきトラフィックに対する送信したトラフィックの比率を要求する。この比
率がある閾値より低い場合、ゲートウェイＧＷ１－３は、他のゲートウェイＧＷ１－３に
長期スペクトル割り当て要求を送る。その要求を送った、問題を有するゲートウェイがプ
ライマリゲートウェイであるとき、その要求は必ず受け入れられる。そうでない場合は、
図１１に示したように、他のゲートウェイＧＷは自分のトラフィック送信成功率（traffi
c delivery success ratio）を求め（consider）、ある閾値以下であれば、長期スペクト
ル割り当てに同意する。
【００６５】
　図１２と図１３は、各短期スペクトル割り当てプロセスの失敗または成功の個別の状態
に基づく長期スペクトル割り当てのトリガー（triggering）を含む第３のトリガータイプ
に関する。
【００６６】
　複数の短期スペクトル割り当てが行われていると仮定する。一例として、図１２は、Ｒ
ＡＮ２の基地局ＢＳ５がＲＡＮ１の基地局ＢＳ１から、要求したスペクトル（chunk of s
pectrum）を取得できないシナリオを示している。
【００６７】
　ゲートウェイのどれかが、短期スペクトル割り当てプロセスが複数回失敗したことを検
知すると（すなわち、基地局からの割り当て要求の失敗回数がある閾値より大きいと）、
図１３に示すように、ゲートウェイは長期スペクトル割り当て要求を送る。
【００６８】
　長期スペクトル割り当てプロセスはどのトリガー（triggers）に応じて行ってもよい。
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【００６９】
　ステップ１において、長期スペクトル割り当てプロセスが許可され開始されると、それ
に関係するゲートウェイは、最後に長期スペクトル割り当てプロセスを行ってからの総ト
ラフィック送信成功率を評価する。
【００７０】
　ステップ２では、ゲートウェイが、それが制御するすべての基地局の現在の干渉レベル
を評価する。
【００７１】
　ステップ３では、ゲートウェイが、トラフィック送信成功率と現在の干渉レベルとを、
ルックアップテーブルを利用して、必要とするすべての付加的スペクトルに、または開放
したいスペクトルにマッピングする。トラフィック送信成功率が高く、干渉が小さいほど
、現在のスペクトル構成を変更する要望は小さい。
【００７２】
　ステップ４では、１つのゲートウェイがマスターゲートウェイとなり、ディシジョンメ
ーカーとなる。（マスターゲートウェイになる義務は周期的に変化する。次の長期スペク
トル割り当てプロセスにおいて、現在のマスターゲートウェイはラウンドロビン式で他の
ゲートウェイに置き換わる。）
　ステップ５では、各ゲートウェイが担当のゲートウェイに好ましいスペクトル構成（好
ましいと思っている新しいスペクトル構成）を送る。例えば、図１４は、３つのゲートウ
ェイＧＷ１－３の好ましいスペクトル構成（提案されたスペクトル構成）を示している。
それぞれの好ましいスペクトル構成は、長期スペクトル割り当てプロセスに関係するＲＡ
Ｎにそれぞれアロケーションされる、提案されたスペクトルのチャンク（chunks of spec
trum）よりなる。
【００７３】
　ステップ５では、現在担当しているゲートウェイが、すべての好ましいスペクトル構成
を検討して、長期スペクトル割り当ての基礎となる最終的なスペクトル構成を見つけ出す
。長期スペクトル割り当てを公平に行うため、一実施形態では、ゲートウェイは提案され
たスペクトルを好ましいスペクトル構成に渡って平均して、最終的なスペクトル構成を見
つける。他の実施形態の例では、図１５に示したように、ゲートウェイＧＷ２とゲートウ
ェイＧＷ３が２つの相異なるスペクトルサイズをアロケーションする提案をする。この例
では、ゲートウェイＧＷ１は、新しい提案をしないことにより、現在のスペクトル構成で
よいと（または、前の長期スペクトル割り当てで提案したスペクトルでよいと）表明して
いる。これらの２つのスペクトル（chunks）を足して３で割って、ＲＡＮ３にアロケーシ
ョンするべきスペクトル量を見つける。どの場合でも、スペクトル構成内のチャンクの位
置は、（中央データベース内のスペクトルポリシーの一部であるデータポリシー内に保持
された）所定の方法（arrangement）により設定される。例えば、あるオペレータは正式
な合意により常に（スペクトル量にかかわらず）第１のチャンクを取り、第２のオペレー
タは第２のチャンクを取り、第３のオペレータは最後のチャンクを取る。最終的なスペク
トル構成は、次の長期スペクトル割り当てプロセスがトリガーされるまで、短期スペクト
ル割り当てプロセスで有効である。
【００７４】
　長期スペクトル割り当てプロセスが完了すると、各ＲＡＮはアカウンティング目的のた
め（for accounting purposes）自局のスペクトル管理部に決定内容を登録する。スペク
トル管理部はさらなるアカウンティング活動のために使用するスペクトルポリシーを含む
。
【００７５】
　図１６は、長期スペクトル割り当てプロセスのためのプロトコルを示す図である。
【００７６】
　上記のマスターゲートウェイのステータスのラウンドロビン方式による移転の変形例と
して、集中長期スペクトル割り当てブローカリングシステムを使用し、すべてのゲートウ
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ェイは状況パラメータと付加的スペクトル要求をブローカリングシステムに送る。中央ス
ペクトルブローカは、決定を下すために、すべてのゲートウェイからすべての情報を必要
とし、そのため、ゲートウェイからコアネットワーク及び中央スペクトルブローカに１～
２分おきにシグナリングが送信される。長期スペクトル割り当てプロセスとブローカリン
グ（brokering）は１～２分おきに行われるので、ラウンドロビンアプローチで提案され
ているように中央ブローカリングシステムを使わないことにより、長期スペクトル割り当
ての時間フレームが速くなり、プロセスを完全に集中することによる遅延を回避できる。
各ＲＡＮには、ゲートウェイとそれのスペクトル管理部が配置されている。中央スペクト
ルブローカはコアネットワーク内に配置される。
【００７７】
　上記の実施形態は複数のゲートウェイを有するＲＡＮであって、各地理的エリアにゲー
トウェイが割り当てられおり、自分のスペクトル要求に応じて、上記のプロトコルに基づ
いて他のＲＡＮと交渉する。
【００７８】
　言うまでもなく、上記の回路は説明した機能に加えて他の機能を有してもよく、これら
の機能は同じ回路で実行できてもよい。
【００７９】
　出願人は、特許請求の範囲を限定することなく、ここに開示した問題を解決できるかど
うかにかかわらず、当業者の通常の知識を考慮して本明細書全体に基づき実施できる程度
に、ここで説明した個別の特徴及びかかる特徴の組み合わせをここに開示した。本発明の
態様はかかる個別の特徴またはその組み合わせよりなる。上記の説明を考慮すると、当業
者には本発明の範囲内で様々な修正をすることができることが明らかである。本発明は以
下の付記にも及ぶ。
（付記１）複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の無線通信システムにス
ペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによるスペクトル割り当てプ
ロセスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用の管理方法であって、
　ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスのインスタン
スを実行する段階を含む方法。
（付記２）前記ネットワーク状態に応じて決まる時間により前記スペクトル割り当てプロ
セスのインスタンスを周期的に実行する段階を含む、付記１に記載の方法。
（付記３）前記第１の無線通信システムのトラフィック送信成功率を決定し、前記トラフ
ィック送信成功率が所定の閾値より低いときスペクトル割り当てプロセスのインスタンス
を実行する段階を含む、付記１または２に記載の方法。
（付記４）前記スペクトル割り当てプロセスは長期スペクトル割り当てプロセスであり、
短期スペクトル割り当てプロセスの失敗を示すシグナリングを受信し、短期スペクトル割
り当てプロセスの失敗回数が所定の閾値を越えたとき、長期スペクトル割り当てプロセス
のインスタンスを実行する段階を含む、付記１ないし３いずれか一項に記載の方法。
（付記５）前記スペクトル割り当てプロセスのインスタンスの実行は、プロセスに関わる
各無線通信システムの好ましいスペクトル構成を取得し、前記好ましいスペクトル構成に
基づき最終的スペクトル構成を計算する段階を含む、付記１ないし４いずれか一項に記載
の方法。
（付記６）前記好ましいスペクトル構成を取得する段階は、他の各無線通信システムから
それぞれの好ましいスペクトル構成を示すシグナリングを受信する段階を含み、
　前記第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトル量を計算し、前記付加的／余剰
スペクトルの量を用いて前記第１の無線通信システムにアロケーションするスペクトルの
チャンクの大きさを決定し、
　前記スペクトル割り当てプロセスに関わる他の各無線通信システムにアロケーションす
るスペクトルのチャンクの大きさを評価し、
　前記スペクトルのチャンクを配置して前記第１の無線通信システムの好ましいスペクト
ル構成を形成することにより前記第１の無線通信システムの好ましいスペクトル構成を取
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得する段階をさらに含む、付記５に記載の方法。
（付記７）前記第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトルの量を計算する段階は
、前記第１の無線通信システムに関連するトラフィック送信成功率及び干渉レベルのうち
少なくとも一方を含むパラメータに基づき、前記第１の無線通信システムが必要とするス
ペクトル量、または前記第１の無線通信システムから他の無線通信システムに割り当てら
れるスペクトル量を決定する段階を含む、付記６に記載の方法。
（付記８）前記決定はマッピングテーブルを用いて前記パラメータから付加的／余剰スペ
クトルの量を取得する段階を含む、付記７に記載の方法。
（付記９）前記最終スペクトル構成を計算する段階は、前記好ましいスペクトル構成を平
均する段階を含む、付記５ないし８いずれか一項に記載の方法。
（付記１０）各好ましいスペクトル構成は、前記スペクトル割り当てプロセスに関わる無
線通信システムにそれぞれアロケーションされる提案されたスペクトルのチャンクを含み
、前記平均は、無線通信システムにアロケーションする提案されたスペクトルのチャンク
のすべてを合計し、前記スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信システムの数で
割ることにより、各無線通信システムの最終的なスペクトルのチャンクを計算する段階を
含む、付記９に記載の方法。
（付記１１）前記第１の無線通信システムは前記スペクトル割り当てプロセスに関与する
無線通信システム中のリード無線通信システムである、前記第１の無線通信システムによ
り実行される付記５ないし１０いずれか一項に記載の方法。
（付記１２）所定の方法に応じて、前記第１の無線通信システムから他の無線通信システ
ムにリード無線通信システムのステータスを移す段階を含む、付記１１に記載の方法。
（付記１３）前記スペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行する段階は、中央ス
ペクトルブローカモジュールにスペクトル関係のシグナリングを送信する段階と、前記中
央スペクトルブローカモジュールから最終的なスペクトル構成を示すシグナリングを受信
する段階とを含む、付記１ないし４いずれか一項に記載の方法。
（付記１４）トラフィック送信成功率を計算する段階は、前記第１の無線通信システムと
の間で送信しようとしたトラフィック量に対する前記第１の無線通信システムとの間で送
信されたトラフィック量の比率を決定する段階を含む、付記３または７に記載の方法。
（付記１５）前記スペクトル割り当てプロセスは、少なくとも短期スペクトル割り当てプ
ロセスをさらに含むスペクトル共有方式の一部をなす長期スペクトル割り当てプロセスで
ある、付記１ないし４いずれか一項に記載の方法。
（付記１６）前記スペクトル割り当てプロセスは前記第１の無線通信システムを含む少な
くとも３つの無線通信システムが関与する、付記１ないし４いずれか一項に記載の方法。
（付記１７）無線通信システムの好ましいスペクトル構成と前記最終的なスペクトル構成
の少なくとも一方はバンド幅が専用の領域とバンド幅が共有の領域とを含む、付記５ない
し１６いずれか一項に記載の方法。
（付記１８）前記スペクトル割り当てプロセスに関与する２つ以上の無線通信システムは
、同一の全体ネットワークの部分をなす、ネットワーク要素のグループを含み、前記２つ
以上の無線通信システムは独立して前記スペクトル割り当てプロセスに参加する、付記１
ないし４いずれか一項に記載の方法。
（付記１９）複数の無線通信システムの１つが少なくとも１つの他の無線通信システムに
スペクトルの一部を割り当てる、前記複数の無線通信システムによるスペクトル割り当て
プロセスに参加する第１の無線通信システムにおけるスペクトル利用の管理装置であって
、ネットワーク状態に基づくトリガーに応じてスペクトル割り当てプロセスのインスタン
スを実行するスペクトル割り当て回路を有する管理装置。
（付記２０）前記スペクトル割り当て回路は、ネットワー状態に応じた時間により周期的
にスペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行する、付記１９に記載の装置。
（付記２１）前記第１の無線通信システムのトラフィック送信成功率を決定し、前記トラ
フィック送信成功率が所定の閾値より低いときスペクトル割り当てプロセスのインスタン
スを実行するスペクトル割り当て回路を有する、付記１９または２０に記載の装置。
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（付記２２）前記スペクトル割り当てプロセスは長期スペクトル割り当てプロセスであり
、前記スペクトル割り当て回路は、短期スペクトル割り当てプロセスの失敗を示すシグナ
リングを受信し、短期スペクトル割り当てプロセスの失敗回数が所定の閾値を越えたとき
、長期スペクトル割り当てプロセスのインスタンスを実行する付記１９ないし２１いずれ
か一項に記載の装置。
（付記２３）前記スペクトル割り当て回路は、プロセスに関わる各無線通信システムの好
ましいスペクトル構成を取得し、前記好ましいスペクトル構成に基づき最終的スペクトル
構成を計算する、付記１９ないし２２いずれか一項に記載の装置。
（付記２４）前記スペクトル割り当て回路は、他の各無線通信システムからそれぞれの好
ましいスペクトル構成を示すシグナリングを受信し、さらに
　前記第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトル量を計算し、前記付加的／余剰
スペクトルの量を用いて前記第１の無線通信システムにアロケーションするスペクトルの
チャンクの大きさを決定し、
　前記スペクトル割り当てプロセスに関わる他の各無線通信システムにアロケーションす
るスペクトルのチャンクの大きさを評価し、
　前記スペクトルのチャンクを配置して前記第１の無線通信システムの好ましいスペクト
ル構成を形成することにより前記第１の無線通信システムの好ましいスペクトル構成を取
得することにより、好ましいスペクトル構成を取得する、付記２３に記載の装置。
（付記２５）前記スペクトル割り当て回路は、前記第１の無線通信システムに関連するト
ラフィック送信成功率及び干渉レベルのうち少なくとも一方を含むパラメータに基づき、
前記第１の無線通信システムが必要とするスペクトル量、または前記第１の無線通信シス
テムから他の無線通信システムに割り当てられるスペクトル量を決定することにより、前
記第１の無線通信システムの付加的／余剰スペクトルの量を計算する、付記２４に記載の
装置。
（付記２６）前記スペクトル割り当て回路は、マッピングテーブルを用いて前記パラメー
タから付加的／余剰スペクトルの量を取得することにより前記決定をする、付記２５に記
載の装置。
（付記２７）前記スペクトル割り当て回路は好ましいスペクトル構成を平均することによ
り最終的スペクトル構成を計算する、付記２３ないし２６いずれか一項に記載の装置。
（付記２８）各好ましいスペクトル構成は、前記スペクトル割り当てプロセスに関わる無
線通信システムにそれぞれアロケーションされる提案されたスペクトルのチャンクを含み
、前記スペクトル割り当て回路は、無線通信システムにアロケーションする提案されたス
ペクトルのチャンクのすべてを合計し、前記スペクトル割り当てプロセスに関与する無線
通信システムの数で割ることにより、各無線通信システムの最終的なスペクトルのチャン
クを計算することにより、好ましいスペクトル構成を平均する、付記２７に記載の装置。
（付記２９）前記第１の無線通信システムは前記スペクトル割り当てプロセスに関与する
無線通信システム中のリード無線通信システムである、付記２３ないし２８いずれか一項
に記載の装置。
（付記３０）スペクトル割り当て回路は、所定の方法に応じて、前記第１の無線通信シス
テムから他の無線通信システムにリード無線通信システムのステータスを移す、付記２９
に記載の装置。
（付記３１）前記スペクトル割り当て回路は、中央スペクトルブローカモジュールにスペ
クトル関係のシグナリングを送信し、前記中央スペクトルブローカモジュールから最終的
なスペクトル構成を示すシグナリングを受信することにより、前記スペクトル割り当てプ
ロセスのインスタンスを実行する、付記２３に記載の装置。
（付記３２）前記スペクトル割り当て回路は、前記第１の無線通信システムとの間で送信
しようとしたトラフィック量に対する前記第１の無線通信システムとの間で送信されたト
ラフィック量の比率を決定するころにより、トラフィック送信成功率を計算する、付記２
１または２５に記載の装置。
（付記３３）前記スペクトル割り当てプロセスは、少なくとも短期スペクトル割り当てプ
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ロセスをさらに含むスペクトル共有方式の一部をなす長期スペクトル割り当てプロセスで
ある、付記１９ないし３２いずれか一項に記載の装置。
（付記３４）前記スペクトル割り当てプロセスは前記第１の無線通信システムを含む少な
くとも３つの無線通信システムが関与する、付記１９ないし３３いずれか一項に記載の装
置。
（付記３５）無線通信システムの好ましいスペクトル構成と前記最終的なスペクトル構成
の少なくとも一方はバンド幅が専用の領域とバンド幅が共有の領域とを含む、付記２３な
いし３４いずれか一項に記載の装置。
（付記３６）前記スペクトル割り当てプロセスに関与する無線通信システムは、同一の全
体ネットワークの部分をなす、ネットワーク要素のグループを含み、前記２つ以上の無線
通信システムは独立して前記スペクトル割り当てプロセスに参加する、付記１９ないし３
５いずれか一項に記載の装置。
（付記３７）ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータで実行され
たとき、前記コンピュータに付記１ないし１８いずれか一項に記載の方法を実行させるコ
ンピュータプログラム。
（付記３８）ネットワーク要素または外部制御要素の一部であるコンピュータにロードさ
れたとき、前記コンピュータを付記１９ないし３６いずれか一項に記載の装置にするコン
ピュータプログラム。
（付記３９）キャリア媒体に担われた、付記３７または３８に記載されたコンピュータプ
ログラム。
（付記４０）前記キャリア媒体は記録媒体である、付記３９に記載のコンピュータプログ
ラム。
（付記４１）前記キャリア媒体は伝送媒体である、付記３９に記載のコンピュータプログ
ラム。
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