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(57)【要約】
　無線通信ネットワークを利用する様々な態様のユーザ
機器に少なくとも部分的に基づいた、複数のセルによる
、サブキャリアの割り当ておよび最適化のためのシステ
ムおよび方法。無線ネットワーク管理構成要素は、無線
通信ネットワークの少なくとも一部により、ユーザ機器
を、セル端ユーザ機器またはセル中心ユーザ機器として
分類する。ユーザ機器の分類に基づいて、管理構成要素
は、それらのセルのリソース要件を決定する。リソース
要件は、一次サブキャリアとしてのサブキャリアの指定
、および、無線ネットワーク内のセル群の指定に基づく
、関連した割り当て電力レベルを含み得る。さらに、無
線ネットワーク内の各セルは、ユーザ機器との通信を設
定する上で、サブキャリアの指定、および電力レベルの
割り当てを利用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワーク構成要素を管理する方法であって、前記無線ネットワーク構成要素は
、１組のセルを含み、各セルは、２つまたは３つ以上のセクタに特徴付けられることがで
き、前記無線ネットワークは、前記１組のセルの前記２つまたは３つ以上のセクタに基づ
いて１組のセクタとして特徴付けられることができる、方法において、
　前記１組のセクタにおける複数のユーザ機器を、セル端ユーザ機器またはセル中心ユー
ザ機器として特徴付けることと、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することであって、前記１組の電力メトリックスが、前記複数のユーザ機器の特
徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、ことと、
　隣接セクタと関連する干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変することと
、
　前記１組のセクタのそれぞれに起因するセル端ユーザ機器の数に基づいて、１組のセク
タを優先することと、
　前記１組のセクタの各セクタについて、隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリア
に基づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動
的に割り当てることと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ユーザ機器を特徴付けることは、組織基準に基づく、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ユーザ機器を特徴付けることは、閾値基準に基づく、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することは、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた１つまたは複
数のサブキャリアの電力レベルに対応するベクトルを生成することを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、
　隣接セクタと関連する干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変することは
、決定された信号と平均干渉との間の差に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変
することを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、
　隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリアに基づいて、前記利用可能な帯域幅のス
ペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に割り当てることは、隣接セクタ間の
干渉を最小限に抑えることに基づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けら
れたサブキャリアを動的に割り当てることを含む、方法。
【請求項９】
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　請求項８に記載の方法において、
　隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリアに基づいて、前記利用可能な帯域幅のス
ペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に割り当てることは、隣接セクタで利
用されないサブキャリアの数を最小限に抑えることに基づいて、前記利用可能な帯域幅の
スペクトルと関連付けられたサブキャリアを動的に割り当てることをさらに含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、
　性能に基づいて、動的に割り当てられた前記サブキャリアを更新することをさらに含む
、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　性能に基づいて、動的に割り当てられた前記サブキャリアを更新することは、現在のセ
ル端ユーザの数と少なくとも１つの閾値との比較に基づいて、動的に割り当てられた前記
サブキャリアを更新することを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、同種ネットワークに対応する、方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記同種ネットワークは、複数のマクロセルに対応する、方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、複数のマクロセルおよびスモールセルを含む異種ネットワー
クに対応する、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、直交周波数分割多重に基づくエアインターフェース規格に従
って動作する、方法。
【請求項１６】
　無線ネットワーク構成要素を管理する方法であって、前記無線ネットワーク構成要素は
、１組のセルを含み、前記無線ネットワークは、１組のセクタとして特徴付けられ得る、
方法において、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられるサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することであって、前記１組の電力メトリックスは、前記無線ネットワークと関
連付けられる複数のユーザ機器の特徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、
ことと、
　前記１組のセクタの各セクタについて、隣接セクタと関連付けられたサブキャリアに基
づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に
割り当てることと、
　を含み、
　前記１組のセクタのためのサブキャリアの割り当ての順序は、前記１組のセクタのうち
それぞれに起因する優先度に基づく、方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記複数のユーザ機器を特徴付けることをさらに含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、
　前記複数のユーザ機器を特徴付けることは、前記１組のセクタにおけるユーザ機器を、
セル端ユーザ機器またはセル中心ユーザ機器として特徴付けることを含む、方法。
【請求項１９】
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　請求項１６に記載の方法において、
　隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変する
ことをさらに含む、方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法において、
　隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変する
ことは、決定された信号と平均干渉との間の差に基づいて、前記１組の電力メトリックス
を改変することを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
【請求項２２】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
【請求項２３】
　システムにおいて、
　無線エアインターフェース規格に従ってユーザ機器と通信する１組のセルであって、各
セルは、２つまたは３つ以上のセクタに特徴付けられることができ、前記無線ネットワー
クは、前記１組のセルの前記２つまたは３つ以上のセクタに基づいて１組のセクタとして
特徴付けられることができる、１組のセルと、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアを割り当てるための管理
構成要素であって、前記管理構成要素は、利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられ
た前記サブキャリアと関連付けられた１組の電力メトリックスを決定するように動作可能
であり、前記１組の電力メトリックスは、前記無線ネットワークと関連付けられる複数の
ユーザ機器の特徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、管理構成要素と、
　を含み、
　前記１組のセクタの各セクタについて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付け
られたサブキャリアは、前記電力メトリックス、および隣接セクタと先に関連付けられた
サブキャリアに基づいて割り当てられ、この動的な割り当ては、前記１組のセクタのうち
それぞれに起因する優先度でさらに順序付けされる、システム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、
　前記管理構成要素は、前記複数のユーザ機器を特徴付けるようにさらに動作可能である
、システム。
【請求項２５】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、
　前記管理構成要素は、隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メ
トリックスを改変するようにさらに動作可能である、システム。
【請求項２６】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、システム。
【請求項２７】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、システム。
【請求項２８】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、
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　隣接セクタと関連付けられるサブキャリアに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペク
トルと関連付けられた前記サブキャリアの動的な割り当ては、隣接セクタ間の干渉を最小
限に抑えることに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキ
ャリアの動的な割り当てを含む、システム。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のシステムにおいて、
　隣接セクタと関連付けられるサブキャリアに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペク
トルと関連付けられた前記サブキャリアの動的な割り当ては、隣接セクタで利用されない
サブキャリアの数を最小限に抑えることに基づいた、動的な割り当てをさらに含む、シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔背景〕
　無線ネットワークは、概して、しばしばユーザ機器と呼ばれるいくつかのユーザ装置を
含み、これは、典型的には「基地局」またはｅＮｏｄｅ　Ｂ（「ｅＮＢ」）機器と呼ばれ
るネットワークインフラ設備により情報を無線で送信するものである。一般に、ユーザ機
器とインフラ設備との間の相互作用は、第二世代、第三世代、第四世代のエアインターフ
ェース規格（air interface standards）といった、確立した標準化エアインターフェー
ス規格に従って定義される。
【０００２】
　一般に、無線ネットワーク内でより大きな地理的サービスエリアを有するように適切な
ハードウェアおよびソフトウェア構成要素を用いて構成されたインフラ設備は、典型的に
は、マクロセルと呼ばれる。典型的な構成では、無線ネットワークサービスプロバイダは
、無線ネットワークを形成するために地理的エリア内部に計画されたマクロセル分布を定
める。マクロセルで主に作られた無線ネットワーク（例えば同種ネットワーク）は、その
実装前に注意深く設計されることができ、マクロセルの既知の性能特性に基づいてさらに
最適化され得る。
【０００３】
　無線ネットワークの性能または能力を改善するため、無線ネットワークサービスプロバ
イダは、異種ネットワークと一般に呼ばれる、マクロセルとは異なる性能および動作特性
を有する追加インフラ設備に加え、同種ネットワークと同じように、いくつかのマクロセ
ルを実装することができる。一般に、追加インフラ設備は、典型的には、マクロセルと同
じエアインターフェース（例えばｅＮＢ）を実装するが、しばしばサイズがより小さく、
また、より小さな地理的サービスエリアを有する。このような追加インフラ設備は、スモ
ールセル、ピコセル、またはフェムトセルと呼ばれ得る。例えば、スモールセルは、多数
のユーザ装置を有する地理的エリア（例えば「ホットスポット」）などにおいて、マクロ
セルの地理的境界の間で、建物内部に追加の無線ネットワークサービスエリアを提供する
のに使用され得る。異種ネットワークの実装では、Ｘ２などの信号伝達プロトコルが、マ
クロセルとマクロセルとのハンドオーバ、マクロセルとスモールセルとのハンドオーバ、
およびスモールセルとスモールセルとのハンドオーバなど、異なるｅＮＢ間のハンドオー
バ決定を容易にするために実装されている。
【０００４】
　一般に知られるように、ロングタームエボリューション（「ＬＴＥ」）エアインターフ
ェース規格などの、特定のエアインターフェース規格によれば、インフラ設備（マクロセ
ルおよびスモールセル）は、伝送に利用可能な周波数帯域幅全体にわたり情報を送信する
ように構成される。他のエアインターフェース規格とは異なり、このようなエアインター
フェース規格、例えばＬＴＥは、典型的には、利用可能な周波数帯域幅の一部を無線ネッ
トワークのｅＮＢに割り当てない。むしろ、無線ネットワークのｅＮＢはすべて、ｅＮＢ
がサービスを提供する地理的領域においてユーザ機器に情報を伝えるために周波数帯域幅
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全体を利用しようとする。したがって、ＬＴＥを実装するｅＮＢの設定に対するいかなる
タイプの調節もなしで、ＬＴＥに基づく無線ネットワークは、ｅＮＢの地理的境界の重な
り部分において重い干渉を経験し得る。このような実装は、全周波数再利用（full frequ
ency reuse）と呼ばれ得、また、重い干渉を経験する地理的エリアにおける通信の劣化（
degrading communications）に関連し得る。
【０００５】
　ＬＴＥなど、エアインターフェースを実装する同種および異種ネットワークにおけるセ
ル間の干渉の可能性を鑑みると、様々なセル間干渉制御（ＩＣＩＣ）技術が、干渉を軽減
するかまたは最小化するために開発されてきた。ハード周波数再利用（hard frequency r
euse）と呼ばれる、ＩＣＩＣへの１つのアプローチは、異種ネットワークにおけるセル間
への利用可能な周波数の一部の分布に関連する。例えば、ＬＴＥエアインターフェース規
格に適用されるように、ハード周波数再利用アプローチは、一般にサブキャリアと呼ばれ
る利用可能な周波数帯域幅の一部を、素集合（disjoint sets）に細分することを伴う。
形成されたサブキャリアの素集合は、その後、隣接ｅＮＢまたはセルが同じサブキャリア
の素集合に割り当てられるのを避けるようにして、異種または同種ネットワーク内の個々
のｅＮＢに割り当てられる。ハード周波数再利用アプローチは、隣接セル間の干渉を著し
く軽減することができるが、無線ネットワークのスペクトル効率は、著しく減少する。
【０００６】
　ＩＣＩＣへの別のアプローチは、全周波数再利用およびハード周波数再利用の態様の組
み合わせに対応しており、分数周波数再利用と呼ばれる。典型的な分数周波数再利用の実
施形態では、利用可能な周波数スペクトルが、異なる周波数再利用アプローチを実行する
２つの部分に分割される。周波数スペクトルの第１の部分は、全周波数再利用アプローチ
と類似して、すべてのセルで使用される。周波数スペクトルの第２の部分は、ハード周波
数再利用アプローチと類似して、異なる隣接セルの間で分担される。実際的な実装では、
分数周波数再利用を実装する無線ネットワークは、周波数スペクトルの全周波数再利用部
分を割り当てるか、または別様に利用して、単一のセルのサービスエリア内部に実質的に
存在する設備と通信する。このような装置は、しばしば、中心セル装置（center cell de
vices）またはＵＥと呼ばれる。さらに、無線ネットワークは、周波数スペクトルのハー
ド周波数再利用部分を、複数のセルの境界線内部の装置に対して、割り当てるか、または
別様に利用する。そのような装置は、しばしば、セル端装置（cell edge devices）また
はＵＥと呼ばれる。
【０００７】
　ソフト周波数再利用（soft frequency reuse）と呼ばれる、ＩＣＩＣへのさらに別のア
プローチは、ハード周波数再利用アプローチと同様に、利用可能な周波数スペクトル全体
にわたり送信する異種または同種ネットワークのセルに関連する。しかしながら、ソフト
周波数再利用アプローチでは、各セルは、サブキャリアにわたり、多様な電力伝達レベル
で設定され得る。さらに具体的には、隣接セルは、利用可能なサブキャリアすべてについ
て同じ電力レベルで送信しないように、協働し得る。したがって、特定のサブキャリアに
ついて高い電力設定を有するセルは、同じサブキャリアについてより低い電力設定を有す
る隣接セルから受ける干渉が少ない。
【０００８】
　ハード周波数再利用、分数周波数再利用およびソフト周波数再利用などの多くのＩＣＩ
Ｃ技術が、事実上静的に実装され得る。このような静的アプローチは、一様でないかまた
は変化を受け得るユーザ機器のトラフィック負荷にあまり適していない。例えば、複数の
スモールセルを含む異種ネットワークは、１つまたは複数のスモールセルで、定められた
期間にわたってのみ、重いトラフィック負荷を受け得る（例えば、カフェテリアに対応す
る地理的エリアを有するスモールセル）。セル間の干渉シナリオ（interference scenari
os）の動的解析への現在のアプローチは、周波数スペクトル全体にわたって潜在的な干渉
シナリオを解析するのには概して効率的でない。
【０００９】
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〔詳細な説明〕
　一般的に述べて、本開示は、通信ネットワーク、および無線通信ネットワークで利用さ
れるインフラ設備用の設定情報の管理に関する。特に、本開示の態様は、無線通信ネット
ワークを利用するユーザ機器の態様に少なくとも部分的に基づいた、複数のセルによる、
サブキャリアの割り当ておよび最適化に関する。
【００１０】
　例示的な実施形態では、無線ネットワーク管理構成要素は、セル端ユーザ機器またはセ
ル中心ユーザ機器として、無線通信ネットワークの少なくとも一部で、ユーザ機器を分類
する。ユーザ機器の分類に基づいて、管理構成要素は、無線ネットワークのセルに関連す
るセクタのリソース要件を決定する。リソース要件は、無線ネットワークのセル群の指定
に基づいた、一次サブキャリアとしてのサブキャリアの指定および関連する電力レベルを
含み得る。さらに、無線ネットワーク内の各セルは、ユーザ機器との通信を設定し、どの
サブキャリアを利用するかを決定する上で、サブキャリアの指定および電力レベルの関連
付け（association）を利用することができる。
【００１１】
　本開示の１つまたは複数の態様は、例示的な実施形態または実施例に関して記載されて
いるが、当業者は、本開示の各態様が別々に実行されてよいこと、または態様の様々な組
み合わせを組み合わせ得ることを、理解するであろう。特に、本開示の態様は、ＬＴＥな
ど、直交周波数分割多重（「ＯＦＤＭ」）に基づくエアインターフェース規格を実装する
異種無線ネットワークに関して記載される。当業者は、本開示が、例示される異種無線ネ
ットワークに必ずしも限定されず、異種無線ネットワークの代替的実施形態ならびに同種
無線ネットワークの様々な実施形態に適用可能であり得ることを、理解するであろう。さ
らに、本開示は、ＬＴＥなど、任意の特定のエアインターフェースの実装に必ずしも限定
されない。したがって、本開示の態様の特定の組み合わせが推測されるべきではない。
【００１２】
　図１は、マクロセル１０４のネットワークと組み合わせた複数のスモールセル１０２を
含む異種ネットワーク１００の実施形態のブロック図である。従来の無線インフラ設定に
よれば、スモールセル１０２およびマクロセル１０４は、概してブロック１０６で表わさ
れる、コアネットワーク構成要素と通信している。コアネットワーク構成要素１０６は、
１つまたは複数のサービングゲートウェイ１１０を通じて１つまたは複数のモビリティ管
理エンティティ（ＭＭＥ）１０８を含み得る。スモールセル１０２とサービングゲートウ
ェイ１１０との間の通信インターフェースは、Ｓ１インターフェースなどのネットワーク
インターフェース上にあってよい。あるいは、スモールセル１０２とサービングゲートウ
ェイ１１０との間の通信は、パブリックネットワークを介して、例えばトンネリングプロ
トコルを利用するＳ１インターフェースを介して、達成され得る。様々な実施形態では、
共通のネットワーク管理システム（ＮＭＳ）１１４（ネットワーク管理装置（ＮＭＤ）と
も呼ばれる）が、マクロネットワーク（ＥＭＳ１１４）およびスモールネットワーク（Ｅ
ＭＳ１１６）のためのそれぞれの要素管理システム（ＥＭＳ）を監視し、一体化するよう
に構成され得る。さらに詳細に説明されるように、ＮＭＳ１１２は、帯域幅を割り当て設
定するための１つまたは複数のアルゴリズムを実装するように機能し得る。
【００１３】
　概して、ＵＥ１２０は、無線エアインターフェース規格に従ってスモールセル１０２お
よびマクロセル１０４と通信することができる１つまたは複数の遠隔通信構成要素を有す
る任意のコンピュータデバイスに対応し得る。ＵＥ１２０は、例示的には、携帯電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、タブレットＰＣ、パーソナルコンピュータデバ
イス、器具（appliances）などを含み得る。さらに、スモールセル１０２およびマクロセ
ル１０４と通信することができる遠隔通信構成要素は、ＵＥ内に直接組み込まれるか、ま
たは、アドオン構成要素もしくは補足的構成要素として提供されることができる。さらに
、スモールセル１０２およびマクロセル１０４と通信することができる遠隔通信構成要素
は、２つまたは３つ以上のＵＥにより共有され得る。例えば、２つまたは３つ以上のＵＥ
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は、テザリングとしばしば呼ばれる有線接続を利用して、または、ホットスポットとしば
しば呼ばれる無線通信プロトコルを介して、通信構成要素を共有することができる。
【００１４】
　概して、ＵＥ１２０は、いくつかのマクロセル１０４またはスモールセル１０２と通信
することができる。一部の場合では、ＵＥ１２０は、２つのマクロセル１０４間で連続し
て通信することができる。他の場合には、ＵＥ１２０は、マクロセル１０４とスモールセ
ル１０２との間で、または、スモールセル１０２とマクロセル１０４との間で連続して通
信することができる。さらに別の場合には、ＵＥ３２０は、２つのスモールセル１０２間
で連続して通信することができる。概して、第１のセル（例えば、マクロセル１０４また
はスモールセル１０２）と、ＵＥとサービスプロバイダとの間の通信が同じエアインター
フェース規格に対応する第２のセルとの間のハンドオーバ、または、これらからのオフロ
ードは、水平ハンドオーバまたはオフロードと呼ばれ得る。
【００１５】
　図２は、異種ネットワーク１００において実装されるスモールセル１０２（図１）の実
施形態の例示的な構成要素のブロック図である。図２は、２つの例示的なエアインターフ
ェース規格、すなわち、より長い範囲の無線エアインターフェース規格（例えば、ロング
タームエボリューション（「ＬＴＥ」）第四世代エアインターフェース規格）、およびよ
り短い範囲の無線エアインターフェース規格（例えば、Ｗｉ－Ｆｉエアインターフェース
規格）が同じ装置でサポートされている実施形態を示している。図２は、スモールセル１
０２について書かれているが、当業者は、マクロセル１０４など、異種ネットワークの他
のセルが同様の機能性または構成要素を有することを、理解するであろう。
【００１６】
　例示的には、スモールセル１０２は、アンテナ、フィルター、無線装置（radios）、基
地局制御構成要素、ネットワークインターフェース構成要素、および電源を含むがこれら
に制限されない、サポートされた無線エアインターフェース規格に従ってデータの送信を
促進する１組の構成要素の統合体（integration）を含む。当業者は、スモールセル１０
２において実装され得るこれらの構成要素はすべて、簡潔にする目的で例示されたもので
はなく、制限するものでもないことを、理解するであろう。例示的には、スモールセル１
０２は、１つまたは複数のサポートされたエアインターフェース規格に従って送信された
信号を受信するための第２の構成要素を含み得る。
【００１７】
　図２に示すように、スモールセル１０２の一実施形態は、少なくとも２つのエアインタ
ーフェース規格に従って通信を促進するように構成され得る。一実施形態では、第１の無
線装置構成要素が、ＬＴＥ無線装置２１０に対応することができ、第２の無線装置構成要
素が、Ｗｉ－Ｆｉ無線装置２２０に対応し得る。２つの無線装置構成要素は、フォームフ
ァクターへと構成されてよく、このフォームファクターは、スモールセル１０２にとって
望ましいフォームファクターへの組み込みを促進する。他の実施形態では、無線装置は、
他のテクノロジーをサポートするように構成されてよく、あるいは、より多くの、または
より少ない無線装置が、スモールセル内に存在することができる。やはり図２に示される
ように、スモールセル１０２は、第３のインターフェース規格に従って信号を受信する、
追加の無線装置構成要素２３０も含み得る。この追加の無線装置構成要素２３０は、第１
の無線装置構成２１０または第２の無線装置構成要素２２０のいずれかに対して冗長とな
るように、あるいは、第１および第２の無線装置構成要素に追加されるように、信号を受
信するよう構成され得る。
【００１８】
　さまざまな実施形態では、ＬＴＥ無線装置構成要素１１０は、周波数分割双方向（ＦＤ
Ｄ）および／または時分割二重（ＴＤＤ）モードにおいて、７００ＭＨｚ～２６００ＭＨ
ｚの周波数をサポートし得る。ＦＤＤの実施形態では、ＬＴＥ無線装置構成要素２１０は
、最大２０ＭＨｚまでのＦＤＤチャネルがサポートされた単一のＲＦキャリアを提供する
ことができる。例示的には、ＬＴＥエアインターフェース規格は、ＬＴＥエアインターフ
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ェース規格に従って通信する装置間の通信の可能性のある地理的範囲（likely geographi
c range of communications）に基づいた、より長い範囲のエアインターフェース規格と
考えられ得る。いくつかの実施形態では、Ｗｉ－Ｆｉ無線装置構成要素２２０は、複数の
無線装置を用いて同時にいくつかの周波数帯域をサポートすることができる。例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ無線装置構成要素２２０は、２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚの周波数範囲において
通信をサポートし得る。例示的には、Ｗｉ－Ｆｉ無線装置２２０は、最大で４０ＭＨｚの
チャネルを有するように構成され得る。例示的には、Ｗｉ－Ｆｉエアインターフェース規
格は、Ｗｉ－Ｆｉエアインターフェース規格に従って通信する装置間の通信の可能性のあ
る地理的範囲に基づいた、より短い範囲のエアインターフェース規格と考えられ得る。し
かしながら、より長い範囲またはより短い範囲としてのエアインターフェースの特徴付け
は、必ずしも、任意の特定の地理的範囲の定義を意味するものではない。むしろ、任意の
インターフェース規格は、別のエアインターフェース規格と比べて、より長い範囲または
より短い範囲のエアインターフェース規格と考えられ得る。
【００１９】
　図２に示すように、ＬＴＥ無線装置構成要素２１０およびＷｉ－Ｆｉ無線装置構成要素
２２０は、基地局コントローラ２４０に接続される。通信コントローラ２４０は、一般の
制御ソフトウェアを含み、スモールセル１０２がサポートするすべてのテクノロジーにつ
いて、動作およびメンテナンスサポートを提供する。通信コントローラ２４０は、マクロ
セルなど、他のインフラ設備に含まれる、同じコントローラ、または変形体の類似コント
ローラを含み得る。通信コントローラ２４０はまた、スモールセル１０２のバックホール
インターフェース（backhaul interface）２５０に接続される。様々な実施形態では、ス
モールセル１０２は、バックホールインターフェース２５０としてスモールフォームファ
クタープラガブル（ＳＦＰ）モジュールを活用する。これにより、ファイバー、ピコイー
サネットまたはいろいろな無線バックホール製品（wireless backhaul products）による
バックホールトラフィックに対する柔軟性が可能となる。図２に示すように、スモールセ
ル１０２は、アンテナ２７０を通じて様々なユーザ機器（ＵＥ）１２０と、また、コアネ
ットワーク１０６と、連動する。
【００２０】
　アーキテクチャにおいて、スモールセル１０２の無線装置構成要素２１０、２２０は、
業界標準通信プロトコルを使用して、キャリアのコアネットワーク１８０と通信する。例
えば、ＬＴＥ無線装置構成要素１１０は、転送制御プロトコル（「ＴＣＰ」）およびイン
ターネットプロトコル（「ＩＰ」）のプロトコルに従って、情報を送信することができる
。
【００２１】
　次に図３を参照すると、異種ネットワーク１００などの無線ネットワークに実装された
サブキャリア管理ルーチン３００を示す、フローチャートが示されている。ルーチン３０
０の一態様では、リソース割り当てにより、割り当てられたリソースブロック（例えばサ
ブキャリア）の適切な電力レベルに加えてセル端ユーザのために利用されるべきいくつか
のおよび１組のリソースブロック（number and set of resource blocks）が決定される
。例示的には、ルーチン３００の態様は、ＮＭＳ１１４（図１）などの中心化構成要素（
centralize component）、または同様の構成要素で実装され得る。さらに、ルーチン３０
０の１つまたは複数の態様は、スモールセル１０２またはマクロセル１０４などのセル内
で実装され得る。したがって、ルーチン３００は、任意の特定の構成要素による実装を必
要とするものとして解釈されるべきではない。
【００２２】
　図３を参照すると、ブロック３０２で、無線ネットワーク１００を備えたユーザ機器が
、識別され、特徴付けられている。例示的には、ユーザ機器は、セル端ユーザ機器または
セル中心ユーザ機器のいずれかとして特徴付けられる。ユーザ機器を特徴付ける２つの例
示的なサブルーチンが、図４Ａおよび図４Ｂに関して以下に記載される。しかしながら、
当業者は、追加または代替的なプロセスがユーザ機器の特徴付けに利用され得ることを認



(10) JP 2014-525206 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

識するであろう。
【００２３】
　ブロック３０４では、貸借メトリックス（borrowing and lending metrics）が、無線
ネットワーク１００の１組のセルについて、それぞれ計算される。例示的には、各セルは
、２つまたは３つ以上のセクタに関して、特徴付けられる。この実施形態では、貸借メト
リックスは、セクタごとに計算され得る。例示的な例として、貸借メトリックスは、以下
のように定義され得る：
【数１】

　式中、ＮｕｍＵＥＳおよびＮｕｍＣＥＳは、それぞれ、セクタＳにおける、ユーザ総数
と、セル端ユーザ数と、を表わす。Ｂｓは、セクタＳがそのＣＥユーザのために保有する
かまたは優先させる必要のあるＲＢＧの数を表し、Ｌｓは、隣り合うものの恩恵のために
（to the favor of its neighbors）セクタＳにおいて低電力で使用され得るＲＢＧの数
を表す。よって、Ｓのような各借りセクタ（borrowing sector）は、隣のセクタ、すなわ
ち、セクタＳの後の順序付きリスト（ordered list）にあるセクタ、にとっては、貸しセ
クタ（lending sector）となり得る。以下でさらに詳細に説明するように、この最初の貸
借メトリックスは、セルセクタのリソース割り当てを行うのに利用され得る。一実施形態
では、追加または代替的基準を使用して、更新されたリソース割り当てがルーチン３００
の次の処理において実装されるべきかどうか決定することができる。
【００２４】
　ブロック３０６では、電力調節を決定する。例示的には、各セクタは、干渉する各セク
タが特定のサブキャリアにおいてその電力をどれだけ低減すべきかを決定する。この決定
に到達するためには、現セクタまたは借りセクタは、隣のセクタを見るそのセル端ＵＥす
べてによって見られる平均干渉（average interference）を計算する。さらに、現セクタ
は、それらのＣＥユーザにより報告される平均信号も計算する。これら２つの間の差は、
前述したサブキャリアにおいてシャットダウンするためにＮに伝えられる量である。
【数２】

【００２５】
　ブロック３０８では、ＣＥユーザ、および先のサブセクションで記載されたサブキャリ
ア要求を識別した後で、ＥＭＳは、各セクタでセル端ユーザの降順に従ってセクタをソー
トする。２つのセクタが同じ要求を有する場合、ＵＥの総数が多いセクタが優先される。
これは、リソースを要求し、うまく入手する上でセル端ユーザの断片（greater fraction
 of cell edge users）が多いセクタに便宜を与えるために、行われる。ハイブリッドス
キームでは、すべてのｅＮＢが、ＲＮＴＰの変化の順序を体系化するために、このソート
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されたリストを与えられる必要がある。
【００２６】
　ブロック３１０では、ＮＭＳ１１４が、リソースメトリックスおよび順序付け情報を、
１組のセルに送信する。当業者は、ブロック３１０が、セルがリソース割り当てを計算し
ていることのできる実施形態で実行され得ることを、理解するであろう。ＮＭＳ１１４ま
たは他の構成要素がリソース割り当てを決定している他の実施形態では、ブロック３１０
を省略することができる。
【００２７】
　ブロック３１２では、１つまたは複数のサブキャリアが、送信されたリソースメトリッ
クスおよび順序付け情報に従って選択される。例示的には、各セクタについて、「最良の
」サブキャリアが、隣接セクタとの、決定された最低干渉に基づいて、セルセクタのため
に選択される。サブキャリアが隣接セクタにより使用されるよう既に指定されている（す
なわちセクタＳが、低電力でそれを使用することに既に同意している）場合、または、現
セクタに対する干渉セクタにより高電力で既に使用されている場合、現セクタは、そのサ
ブキャリアを選択しようとする。セクタの割り当てがうまくいけば、そのセクタは、それ
らの選択されたサブキャリアにおいて割り当てられるべきセル端ユーザを優先させること
により、それらのサブキャリア、またはＲＢＤをとっておく。
【００２８】
　例示的には、２つのアルゴリズムが、セルセクタのサブキャリアの選択の一環として、
実装され得る。各アルゴリズムでは、サブキャリアが、ブロック３１０で選択された順序
付けまたは優先順位付け基準に基づいて選択される。１つのアルゴリズムでは、干渉を最
小限に抑えると共に、隣接セクタにおいてより低いかもしくは０の電力とならなければな
らない（例えばシャットダウン）サブキャリアの数も最小限に抑えるセクタのために、１
組のサブキャリアが選択される。例示的には、セルは、見られた干渉が最も低く、隣接セ
クタに余分なシャットダウンがない、現在最良のサブキャリア（best current subcarrie
r）を表わすサブキャリアを識別しようと試みる。さらに、１つまたは複数の制約が、対
象のサブキャリアについて計算される。特に、１つの制約は、以下に対応し：
【数３】

　式中、ＩｏＣＧａｉｎｔｈｒｅｓは、システムパラメータであり、ｆｕｔｕｔｅ＿Ｉｏ
Ｃｓ（ｉ）は、サブキャリアｉにわたり達成可能なＩｏＣを表わす。隣接セクタが、サブ
キャリアｉを貸す（シャットダウンする）ことのできる場合はそうするであろう。ＲＢＧ
　ｉでシャットダウンすることのできる隣接セクタの数を表す、ＮｕｍＳＤｉを定義する
。上記の制約を満たす異なる対象サブキャリアが利用可能な場合、ＮｕｍＳＤｉが最小の
ものを選択する。上記の制約を満たす２つのサブキャリアｉおよびｊについて、ＮｕｍＳ
Ｄｉ＝ＮｕｍＳＤｊである場合、Δがより小さいＲＢＧが、勝利者として選択される。さ
らに、上記の制約を満たし得るサブキャリアがない場合、ＲＢＧｂｅｓｔが、実際にもは
やシャットダウンを必要としない最終勝利者として選択される。
【００２９】
　別のアルゴリズムでは、隣り合うものにおける必要なシャットダウン数を考慮せずに、
見られた最低の干渉を最小限に抑えるセクタのために、１組のサブキャリアが選択される
。例示的には、セルは、見られた干渉が最も低く、隣接セクタに余分なシャットダウンが
ない、現在最良のサブキャリアを表わすサブキャリアを識別しようと試みる。さらに、１
つまたは複数の制約が、対象サブキャリアについて計算される。特に、１つの制約は、以
下に対応する：
【数４】

【００３０】
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　上記制約を満たす異なるＲＢＧを有する場合、ｆｕｔｕｔｅ＿ＩｏＣｓ（ｉ）が最小の
ものを選択する。ここでも、上記の制約を満たし得るサブキャリアがない場合、ＲＢＧｂ
ｅｓｔが、実際にもはやシャットダウンを必要としない最終勝利者として選択される。先
のアルゴリズムと同様に、i＊で表示される最終勝利者を見つけた後、借り（シャットダ
ウン）要求が、隣接セクタに送られる。ＩｏＣＳの次のリストが更新され、最終ラウンド
での選択されたＲＢＧは、次のラウンドでは考慮されない。上記のアルゴリズムは、必要
なサブキャリアすべてを選択するために、Ｂｓ回、反復される。
【００３１】
　セクタＳ’が、サブキャリアｉのシャットダウン（借り）要求を受け取ると、ＬＳ’＞
０であるかどうか、この要求を検討する。この場合には、そしてまたセクタＳ’において
、ＲＮＴＰ（ｉ）＝０、すなわち、第ｉのＲＢＧは、Ｓ’のセル端ユーザ機器のためにま
だ確保されていない場合、Ｓ’は、単に、そのサブキャリアにわたり、電力を３ｄＢ減少
させ、また、そのＬＳ’を１ユニットだけ減少させる（ＬＳ’＝ＬＳ’－１）。Ｓ’が（
Ｓではなく別のセクタからの借り要求に応答して）ｉにわたり既にシャットダウンしてい
る場合、サブキャリアｉに関するそれ以上のアクションは、セクタＳ’では必要とされな
い。
【００３２】
　例示的には、ブロック３１２のリソース割り当ての出力は、マクロセル１０４などのセ
ルの各セクタについて、比較的狭帯域の送信電力（「ＲＮＴＰ」）ビットマップおよび対
象電力マップ（target power map）を設定することである。より具体的には、セルの各セ
クタについて、ＲＮＴＰおよび対象電力マップは、利用可能な帯域幅のサブキャリアの総
数に基づいて、１組のベクトルに対応する。例示的には、サブキャリアの総数は、リソー
スブロック群（「ＲＢＧ」）の総数に対応し得る。例示的な実施例を引き続き参照すると
、セルの各セクタについて、ＲＮＴＰベクトルのアレイｉであるＲＮＴＰ（ｉ）は、０ま
たは１であり、１は、より高い電力レベルを示し、０は、より低い電力レベルを示す。
【００３３】
　例示的には、サブキャリア選択を決定するのに利用される入力パラメータは、経時的に
変化し得る。例えば、ホットスポットに対応するスモールセル１０２からのユーザ機器の
移動が、例えばイベント後に、２つまたは３つ以上のマクロセル１０４に対して分布され
得る。したがって、一実施形態では、ルーチン３００は、リソース割り当ておよびサブキ
ャリア選択に対する、定期的な更新を含み得る。図３を引き続き参照すると、決定ブロッ
ク３１４では、先に決定された貸借メトリックスを更新すべきかどうかを判断するために
試験が行われる。一実施形態では、先に決定された貸借メトリックスがユーザ機器の再分
類のタイミングと関連し得るかどうかの判断。別の実施形態では、先に決定された貸借メ
トリックスが、更新（例えば定期的な予定された更新）を決定するための固定された時間
ウィンドウと関連し得るかどうかの判断。更に別の実施形態では、先に決定された貸借メ
トリックスが、セルセクタ性能情報、ユーザ機器フィードバックもしくは報告などといっ
た、他の設定基準が満たされることと関連し得るかどうかの判断。更新が必要ない場合（
または更新時間ウィンドウが達成されていない場合）、ルーチン３００は、次の更新チェ
ックまたは更新チェックに至るまで、アイドリングする。
【００３４】
　決定ブロック３１４で更新の決定が決断された場合、ブロック３１８で、１つまたは複
数の更新パラメータを計算する。一実施形態では、更新パラメータは、割り当てられたサ
ブキャリアの数が十分であるかどうかの判断を含み得る。さらに、更新パラメータは、セ
ルセクタに先に割り当てられた（または関連付けられた）１つまたは複数のサブキャリア
が隣接セクタにより利用され得るかどうかの判断を含み得る。より具体的には、各セルセ
クタについて、合計のユーザ機器に対するセル端ユーザ機器のパーセンテージが決定され
得る。セル端ユーザ機器のパーセンテージが第１の閾値（例えば最大ユーザ機器閾値）を
超える場合、セルセクタの更新パラメータは、追加のサブキャリアの必要性を反映するた
めに更新され得る。セル端ユーザ機器のパーセンテージが第１の閾値を超えない場合、セ
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ル端ユーザ機器の計算されたパーセンテージが、第２の閾値（例えば最小ユーザ機器閾値
）と比較される。セル端ユーザ機器のパーセンテージが第２の閾値を上回る場合、セルセ
クタは、割り当てられたまたは関連付けられたいかなるサブキャリアも解放することがで
きない。あるいは、セル端ユーザ機器のパーセンテージが第２の閾値を下回る場合、セル
セクタは、隣接セクタにより使用されるように、割り当てられたまたは関連付けられたサ
ブキャリアを解放することができる。いったん更新パラメータが決定されると、更新され
たパラメータは、ブロック３０６～３１２に関して先に説明された特徴付けおよび処理ル
ーチンを反復するために用いられる。先に論じたように、更新されたパラメータの利用に
より、無線ネットワーク１００の実装の一環として与えられたフィードバックに基づく、
異なるリソース（例えば、サブキャリア）の潜在的な割り当てを促進する。
【００３５】
　次に図４Ａ～図４Ｃを参照すると、ユーザ機器１２０を特徴付けるサブルーチンの２つ
の実施形態が示されている。このようなサブルーチンは、ブロック３０２（図３）に従っ
て利用され得る。一実施形態では、ユーザ機器が順序付け基準に基づいて特徴付けられる
サブルーチン４００（図４Ａ）が記載される。別の実施形態では、ユーザ機器が閾値基準
に基づいて特徴付けられるサブルーチン４５０（図４Ｂ）が記載される。
【００３６】
　図４Ａを参照すると、サブルーチン４００が、ブロック４０２において、１組のセクタ
におけるすべてのユーザ機器１２０の識別で始まる。ブロック４０４では、識別されたユ
ーザ機器が、ユーザ機器の特徴に基づいてソートされる。例えば、ユーザ機器１２０は、
地理的基準または地理的特徴と呼ばれることもあるｅＮＢ構成要素の場所に関連して、動
作基準に従ってソートされ得る。例示的には、ソートの順序は、より大きな動作基準を有
するユーザ機器が、より小さな動作基準を有するユーザ機器より優先されるようになって
いてよい。当業者は、動作基準の決定が様々な方法で行われ得ることを、理解するであろ
う。例えば、動作基準は、測定された信号対ノイズ比（「ＳＮＲ」）、信号品質測定値／
パラメータなどに対応し得る。さらに、動作基準と共に、または動作基準の代わりに、他
のソートを利用することができる。より具体的には、いくつかの実施形態では、ルーチン
４００は、ユーザ機器１２０の再特徴付けの一環として反復され得る。このような実施形
態では、ユーザ機器を特徴付けるのに用いられる組織基準は、現在の、または実質的に現
在の性能測定値、例えば、チャネル品質指標（「ＣＱＩ」）パラメータ、スペクトル効率
パラメータ、ＳＮＲパラメータなど、に基づいていてよい。
【００３７】
　ブロック４０６で、第１のサブセットのユーザ機器が、ユーザ機器の順序付けリストに
基づいて、セル端ユーザ機器として特徴付けられる。例示的には、セル端ユーザ機器の選
択は、ユーザ機器の順序付けリストのパーセンテージに基づいていてよい。追加の統計分
析を行うこともできる。ブロック４０８で、第２のサブセットのユーザ機器が、ユーザ機
器の順序付けリストに基づいて、セル中心ユーザ機器として特徴付けられる。例示的には
、セル端ユーザ機器として指定されていない、ユーザ機器の残り部分は、セル中心ユーザ
機器として特徴付けられ得る。しかしながら、追加または代わりの特徴付けを用いる場合
、追加または代わりの基準が考慮されてもよい。ブロック４０８では、サブルーチン４０
０が戻る。
【００３８】
　図４Ｂおよび図４Ｃを参照すると、サブルーチン４５０は、ブロック４５２で、１組の
セクタにおけるすべてのユーザ機器１２０の識別で始まる。ブロック４５４では、識別さ
れたユーザ機器について、識別されたユーザ機器の電力情報が収集される。例えば、ユー
ザ機器１２０は、ｅＮＢが送信する基準信号から測定される、基準信号受信電力（「ＲＳ
ＲＰ」）または基準信号受信品質（「ＲＳＲＱ」）情報を定期的に送信し得る。
【００３９】
　引き続き図４Ｂを参照すると、サブルーチン４５０は、識別された各ユーザ機器１２０
の電力情報を処理するために反復プロセスに入る（ブロック４５２）。ブロック４５６で
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は、１組の識別されたユーザ機器からの第１のユーザ機器が、現在のユーザ機器として設
定される。決定ブロック４５８では、現在のユーザ機器の電力情報が閾値を超えているか
どうかを判断するために試験が行われる。閾値を超えている場合、ブロック４６０で、ユ
ーザ機器は、閾値を超えたことに基づいて、セル中心ユーザ機器として特徴付けられる。
あるいは、現在のユーザ機器の電力情報が閾値を超えていない場合、ブロック４６２で、
ユーザ機器は、閾値を超えたことに基づいて、セル端ユーザ機器として特徴付けられる。
【００４０】
　決定ブロック４６４で、閾値を変えるべきかどうかを決定するために試験を行う。例示
的には、ユーザ機器を特徴付けるのに利用される閾値は、動的な性質のものであってよい
。例えば、一実施形態では、閾値は、セル中心またはセル端ユーザ機器として特徴付けら
れるユーザ機器の数に基づいて、増減され得る。したがって、閾値は、新たな特徴付けを
生成するために改変され得る。決定ブロック４６４で閾値を改変しなければならない場合
、ブロック４６６で、閾値を改変し、サブルーチン４５０は、ブロック４５６に戻って、
更新された閾値に従ってプロセスを再開する。
【００４１】
　図４Ａについて先に説明したように、いくつかの実施形態では、ルーチン４５０は、ユ
ーザ機器１２０の再特徴付けの一環として反復され得る。そのような実施形態では、閾値
と比較し、またユーザ機器を特徴付けるために用いられる電力情報は、チャネル品質指標
（「ＣＱＩ」）パラメータ、スペクトル効率パラメータ、ＳＮＲパラメータなどといった
、性能測定情報を組み込むか、または含むこともできる。
【００４２】
　図４Ｃを参照すると、代わりに、決定ブロック４６２において閾値が改変されない場合
、決定ブロック４６８で、未分類のユーザ機器がまだあるかどうかを判断するために試験
が行われる。未分類のユーザ機器がまだある場合、次に識別されるユーザ機器が、ブロッ
ク４７０で選択される。追加のユーザ機器が残っていない場合、サブルーチン４５０は、
ブロック４７２で戻る。
【００４３】
　例示的な実施形態を開示し論じてきたが、当業者は、追加または代替的な実施形態が、
本開示の趣旨および範囲内で実行され得ることを、理解するであろう。さらに、多くの実
施形態が例示的なものとして示されてきたが、当業者は、それらの例示的な実施形態が、
互いに組み合わせられたり共に実行されたりする必要はないことを、理解するであろう。
したがって、いくつかの例示的な実施形態は、本開示の変形体の範囲に従って利用または
実行される必要はない。
【００４４】
　とりわけ、「できる（can）」、「できた（could）」、「かもしれない（might）」ま
たは「してよい（may）」などの、条件付きの語は、特に指定のない限り、または、別様
に、使用されたとおりに文脈内で理解されない限り、概して、特定の実施形態が特定の特
徴、要素または工程を含むが、他の実施形態はそれらを含まないことを伝えることが意図
されている。よって、そのような条件付きの語は、特徴、要素または工程が１つまたは複
数の実施形態について多少なりとも必要とされていること、あるいは、ユーザ入力または
促し（user input or prompting）の有無にかかわらず、これらの特徴、要素または工程
が任意の特定の実施形態に含まれるか、または任意の特定の実施形態で行われる予定であ
るかどうかを決定するロジックを１つまたは複数の実施形態が必ず含むこと、を含意する
ことを概して意図していない。さらに、別段指定のない限り、または、別様に、使用され
たとおりに文脈内で理解されない限り、要素のリストを列挙する際に接続詞「または（or
）」を使用することは、単一の要素のみの選択を制限するものではなく、また、２つまた
は３つ以上の要素の組み合わせを含み得ることを示唆することが概して意図されている。
【００４５】
　本明細書に記載し、かつ／または添付図面に描かれた、フローチャートにおける任意の
プロセスの説明、要素、または、ブロックは、プロセスにおいて特定の論理機能または工
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程を実行するために１つまたは複数の実行可能な命令を含むコードのモジュール、セグメ
ント、または一部を潜在的に表わすものとして、理解されるべきである。当業者により理
解されるであろうが、代替的な実装は、要素または機能が削除され得る、本明細書に記載
の実施形態の範囲内に含まれ、含まれる機能性に応じて、実質的に同時または逆の順序を
含め、図示もしくは議論したものから外れて実行される。前述されたデータおよび／また
は構成要素が、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、またはネットワークインターフェースな
どコンピュータ実行可能構成要素を記憶するコンピュータ可読媒体と関連付けられたドラ
イブ機構を用いて、コンピュータ可読媒体に記憶され、コンピュータデバイスのメモリに
ロードされ得ることも、さらに理解されるであろう。さらに、構成要素および／またはデ
ータは、単一のデバイス内に含まれるか、または任意の様式で分配され得る。したがって
、汎用コンピュータデバイスは、前述した様々なデータおよび／または構成要素の処理お
よび／または実行により本開示のプロセス、アルゴリズムおよび方法を実行するように構
成され得る。あるいは、本明細書に記載した方法の一部またはすべては、代わりに、専用
コンピュータハードウェアで具体化され得る。さらに、本明細書で言及される構成要素は
、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実
装されてよい。
【００４６】
　前述した実施形態に対して多くの変形および改変が行われてよく、その要素は、とりわ
け許容可能な実施例として理解されるべきものであることを、強調する。このようなすべ
ての改変および変形は、本開示の範囲内で本明細書に含まれ、また特許請求の範囲により
保護されることが意図されている。
【００４７】
〔実施の態様〕
（１）　無線ネットワーク構成要素を管理する方法であって、前記無線ネットワーク構成
要素は、１組のセルを含み、各セルは、２つまたは３つ以上のセクタに特徴付けられるこ
とができ、前記無線ネットワークは、前記１組のセルの前記２つまたは３つ以上のセクタ
に基づいて１組のセクタとして特徴付けられることができる、方法において、
　前記１組のセクタにおける複数のユーザ機器を、セル端ユーザ機器またはセル中心ユー
ザ機器として特徴付けることと、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することであって、前記１組の電力メトリックスが、前記複数のユーザ機器の特
徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、ことと、
　隣接セクタと関連する干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変することと
、
　前記１組のセクタのそれぞれに起因するセル端ユーザ機器の数に基づいて、１組のセク
タを優先することと、
　前記１組のセクタの各セクタについて、隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリア
に基づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動
的に割り当てることと、
　を含む、方法。
（２）　実施態様１に記載の方法において、
　前記ユーザ機器を特徴付けることは、組織基準に基づく、方法。
（３）　実施態様１に記載の方法において、
　前記ユーザ機器を特徴付けることは、閾値基準に基づく、方法。
（４）　実施態様１に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
（５）　実施態様１に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
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【００４８】
（６）　実施態様１に記載の方法において、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することは、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた１つまたは複
数のサブキャリアの電力レベルに対応するベクトルを生成することを含む、方法。
（７）　実施態様１に記載の方法において、
　隣接セクタと関連する干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変することは
、決定された信号と平均干渉との間の差に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変
することを含む、方法。
（８）　実施態様１に記載の方法において、
　隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリアに基づいて、前記利用可能な帯域幅のス
ペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に割り当てることは、隣接セクタ間の
干渉を最小限に抑えることに基づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けら
れたサブキャリアを動的に割り当てることを含む、方法。
（９）　実施態様８に記載の方法において、
　隣接セクタと先に関連付けられたサブキャリアに基づいて、前記利用可能な帯域幅のス
ペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に割り当てることは、隣接セクタで利
用されないサブキャリアの数を最小限に抑えることに基づいて、前記利用可能な帯域幅の
スペクトルと関連付けられたサブキャリアを動的に割り当てることをさらに含む、方法。
（１０）　実施態様１に記載の方法において、
　性能に基づいて、動的に割り当てられた前記サブキャリアを更新することをさらに含む
、方法。
【００４９】
（１１）　実施態様１０に記載の方法において、
　性能に基づいて、動的に割り当てられた前記サブキャリアを更新することは、現在のセ
ル端ユーザの数と少なくとも１つの閾値との比較に基づいて、動的に割り当てられた前記
サブキャリアを更新することを含む、方法。
（１２）　実施態様１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、同種ネットワークに対応する、方法。
（１３）　実施態様１０に記載の方法において、
　前記同種ネットワークは、複数のマクロセルに対応する、方法。
（１４）　実施態様１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、複数のマクロセルおよびスモールセルを含む異種ネットワー
クに対応する、方法。
（１５）　実施態様１に記載の方法において、
　前記無線ネットワークは、直交周波数分割多重に基づくエアインターフェース規格に従
って動作する、方法。
【００５０】
（１６）　無線ネットワーク構成要素を管理する方法であって、前記無線ネットワーク構
成要素は、１組のセルを含み、前記無線ネットワークは、１組のセクタとして特徴付けら
れ得る、方法において、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられるサブキャリアの１組の電力メトリック
スを決定することであって、前記１組の電力メトリックスは、前記無線ネットワークと関
連付けられる複数のユーザ機器の特徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、
ことと、
　前記１組のセクタの各セクタについて、隣接セクタと関連付けられたサブキャリアに基
づいて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられた前記サブキャリアを動的に
割り当てることと、
　を含み、
　前記１組のセクタのためのサブキャリアの割り当ての順序は、前記１組のセクタのうち
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それぞれに起因する優先度に基づく、方法。
（１７）　実施態様１６に記載の方法において、
　前記複数のユーザ機器を特徴付けることをさらに含む、方法。
（１８）　実施態様１７に記載の方法において、
　前記複数のユーザ機器を特徴付けることは、前記１組のセクタにおけるユーザ機器を、
セル端ユーザ機器またはセル中心ユーザ機器として特徴付けることを含む、方法。
（１９）　実施態様１６に記載の方法において、
　隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変する
ことをさらに含む、方法。
（２０）　実施態様１９に記載の方法において、
　隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メトリックスを改変する
ことは、決定された信号と平均干渉との間の差に基づいて、前記１組の電力メトリックス
を改変することを含む、方法。
【００５１】
（２１）　実施態様１６に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
（２２）　実施態様１６に記載の方法において、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、方法。
（２３）　システムにおいて、
　無線エアインターフェース規格に従ってユーザ機器と通信する１組のセルであって、各
セルは、２つまたは３つ以上のセクタに特徴付けられることができ、前記無線ネットワー
クは、前記１組のセルの前記２つまたは３つ以上のセクタに基づいて１組のセクタとして
特徴付けられることができる、１組のセルと、
　利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアを割り当てるための管理
構成要素であって、前記管理構成要素は、利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられ
た前記サブキャリアと関連付けられた１組の電力メトリックスを決定するように動作可能
であり、前記１組の電力メトリックスは、前記無線ネットワークと関連付けられる複数の
ユーザ機器の特徴付けに少なくとも部分的に基づいて、決定される、管理構成要素と、
　を含み、
　前記１組のセクタの各セクタについて、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付け
られたサブキャリアは、前記電力メトリックス、および隣接セクタと先に関連付けられた
サブキャリアに基づいて割り当てられ、この動的な割り当ては、前記１組のセクタのうち
それぞれに起因する優先度でさらに順序付けされる、システム。
（２４）　実施態様２３に記載のシステムにおいて、
　前記管理構成要素は、前記複数のユーザ機器を特徴付けるようにさらに動作可能である
、システム。
（２５）　実施態様２３に記載のシステムにおいて、
　前記管理構成要素は、隣接セクタと関連付けられた干渉に基づいて、前記１組の電力メ
トリックスを改変するようにさらに動作可能である、システム。
【００５２】
（２６）　実施態様２３に記載のシステムにおいて、
　前記１組の電力メトリックスは、より高い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、システム。
（２７）　実施態様２３に記載のシステムにおいて、
　前記１組の電力メトリックスは、より低い電力レベルで設定された前記利用可能な帯域
幅のスペクトルと関連付けられたサブキャリアの数に対応する、システム。
（２８）　実施態様２３に記載のシステムにおいて、
　隣接セクタと関連付けられるサブキャリアに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペク
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限に抑えることに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペクトルと関連付けられたサブキ
ャリアの動的な割り当てを含む、システム。
（２９）　実施態様２８に記載のシステムにおいて、
　隣接セクタと関連付けられるサブキャリアに基づいた、前記利用可能な帯域幅のスペク
トルと関連付けられた前記サブキャリアの動的な割り当ては、隣接セクタで利用されない
サブキャリアの数を最小限に抑えることに基づいた、動的な割り当てをさらに含む、シス
テム。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】複数のスモールセルおよびマクロセルを含む異種ネットワークの実施形態のブロ
ック図である。
【図２】図１の異種ネットワークにおいて実装されるスモールセルの実施形態の例示的な
構成要素のブロック図である。
【図３】無線ネットワークにおいて実装されるサブキャリア管理ルーチンを例示するフロ
ーチャートである。
【図４Ａ】無線ネットワークのユーザ機器を特徴付けるサブルーチンを例示するフローチ
ャートである。
【図４Ｂ】無線ネットワークのユーザ機器を特徴付けるサブルーチンを例示するフローチ
ャートである。
【図４Ｃ】無線ネットワークのユーザ機器を特徴付けるサブルーチンを例示するフローチ
ャートである。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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