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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク内の複数のユーザ装置に対して、アップリンク周波数選択性スケジュ
ーリングを実行するための方法であって、
　信号品質基準を含むリソースブロック割り当て基準に基づいて、およびさらにリソース
ブロックパラメータのセットに基づいて、前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して
、リソースブロックのターゲット数を設定すること、
　サブフレーム内の使用可能なリソースブロックと、前記複数のユーザ装置のリソースブ
ロックのターゲット数の合計とに基づいて、前記サブフレームの予備容量を決定すること
、
　前記リソースブロック割り当て基準と、前記サブフレームの予備容量とに基づいて、前
記複数のユーザ装置のうちの第１のユーザ装置のリソースブロックのターゲット数を再設
定すること、
　前記サブフレームに対する断片化基準を決定すること、
　リソースブロックの再設定されたターゲット数を前記断片化基準に基づいて前記第１の
ユーザ装置に割り当てること
　を含み、前記リソースブロックの再設定されたターゲット数を前記断片化基準に基づい
て前記第１のユーザ装置に割り当てることは、
　　前記断片化基準が所定の値よりも小さい場合に、最高のターゲット数のリソースブロ
ックを有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
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　　前記断片化基準が所定の値よりも大きい場合に、スケジューリング基準の最高値を有
する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記リソースブロックの再設定されたターゲット数を、選択されたユーザ装置に割り
当てること
　を含む、方法。
【請求項２】
　リソースブロック割り当て基準と、リソースブロックパラメータのセットとに基づいて
、前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して、リソースブロックのターゲット数を設
定することは、各ユーザ装置に対して、リソースブロック割り当て基準と、広帯域チャネ
ル品質に基づいて計算されたリソースブロックパラメータのセットとを決定することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　各ユーザ装置に対して、信号品質基準を決定することは、各ユーザ装置に対して、プロ
ポーショナルフェアネス基準およびスループットのうちの１つまたは複数を決定すること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リソースブロックパラメータのセットは、
　リソースブロック当たりの送信電力が、しきい値電力レベル以下になるまでに送信され
たリソースブロックの最大数、
　トランスポートブロックサイズを最大化するリソースブロックの数、
　キューを空けるのに必要なリソースブロックの最小数
　のうちの１つまたは複数を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に、前記ユーザ装置に関連するスケジューリング
基準に基づく複数のランクのうちの１つを割り当てることをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に関連する複数のランクに基づいて、次のユーザ
装置を決定すること、
　リソースブロックのターゲット数を次のユーザ装置に割り当てること
　をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に、前記ユーザ装置に関連するスケジューリング
基準に基づく複数のランクのうちの１つを割り当てることは、
　各ユーザ装置に関連する信号強度パラメータを決定すること、
　各ユーザ装置に対して、当該ユーザ装置のために決定された信号強度パラメータに基づ
いてスケジューリング基準を計算すること
　を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記断片化基準に基づいて、少なくとも１つのリソースブロックの分だけリソースブロ
ック割り当てのサイズを低減することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのリソースブロックの分だけ前記サイズを低減することは、
　前記リソースブロックの再設定されたターゲット数に対応するトランスポートブロック
サイズが、キューのデータの推定量よりも大きい場合に、前記断片化基準が所定値よりも
大きいならば、割り当てられていないリソースブロックに隣接しているリソースブロック
割り当てからの少なくとも１つのリソースブロックのサイズを低減すること
　をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのリソースブロックの分だけ前記サイズを低減することは、
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　前記断片化基準が、所定値よりも小さく、かつ前記リソースブロックの再設定されたタ
ーゲット数に対応するトランスポートブロックサイズが、キューのデータの推定量よりも
大きい場合、前記リソースブロック割り当ての他の端に関連する信号干渉雑音比と比較し
て、最も悪い信号干渉雑音比を有する前記リソースブロック割り当ての端から少なくとも
１つのリソースブロックの分だけ前記サイズを低減すること
　をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数のユーザ装置の各々にリソースブロックが割り当てられていると判定すること
、
　前記サブフレーム中のリソースブロックが割り当てに利用できると判定すること、
　前記サブフレームの割り当てられていないリソースブロックを、前記割り当てられてい
ないリソースブロックに隣接して割り当てられた少なくとも１つのリソースブロックを有
し、かつ前記割り当てられていないリソースブロックに隣接して割り当てられた少なくと
も１つのリソースブロックを有する前記複数のユーザ装置のうちの他のユーザ装置よりも
高いランクを有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置に割り当てること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サブフレームの断片化基準を決定することは、
　１つのサブフレーム中の断片の数を決定すること、
　前記サブフレーム中の断片の数と、断片化パラメータと、パケットデータ制御チャネル
割り当てを有し、かつ物理アップリンク共有チャネルの割り当てを待っているユーザ装置
の数とに基づいて、前記断片化基準を決定すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記断片化基準に基づいて、前記複数のユーザ装置のうちの次のユーザ装置を選択する
こと、
　前記リソースブロックのターゲット数を、前記断片化基準に基づく次のユーザ装置に割
り当てること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リソースブロックの再設定されたターゲット数を前記断片化基準に基づいて第１の
ユーザ装置に割り当てることは、
　前記断片化基準が低断片化基準である場合に、最高のターゲット数のリソースブロック
を有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　前記サブフレーム中の各断片の断片サイズを決定すること、
　リソースブロック割り当ての１つまたは複数の候補を決定することであって、リソース
ブロック割り当ての候補は、リソースブロックの最高のターゲット数よりも小さい断片サ
イズを有する断片、または、前記リソースブロックの最高のターゲット数より大きい断片
サイズを有する断片のサブ間隔を含み、前記サブ間隔のサイズが、前記リソースブロック
のターゲット数に等しい、前記１つまたは複数の候補を決定すること、
　前記リソースブロック割り当ての候補の各々に対してトランスポートブロックサイズを
決定すること、
　最大のトランスポートブロックサイズを有する候補を、選択されたユーザ装置に割り当
てること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記再設定されたリソースブロックのターゲット数を前記断片化基準に基づいて前記第
１のユーザ装置に割り当てることは、
　前記断片化基準が高度の断片化を示す場合に、スケジューリング基準の最高値を有する
前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
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　前記サブフレーム中の各断片の断片サイズを決定すること、
　リソースブロック割り当ての１つまたは複数の候補を決定することであって、リソース
ブロック割り当ての候補は、選択されたユーザ装置のためのリソースブロックのターゲッ
ト数よりも小さい断片サイズを有する断片と、前記選択されたユーザ装置のためのリソー
スブロックのターゲット数よりも大きい断片サイズを有する断片の両端におけるサブ間隔
とを含み、前記サブ間隔のサイズが、前記選択されたユーザ装置のためのリソースブロッ
クのターゲット数に等しい、前記１つまたは複数の候補を決定すること、
　前記リソースブロック割り当ての候補の各々に対してトランスポートブロックサイズを
決定すること、
　最大のトランスポートブロックサイズを有する候補を、前記選択されたユーザ装置に割
り当てること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信ネットワーク内の複数のユーザ装置のためのアップリンク周波数選択性スケジュー
リングを実行するアクセスポイントであって、
　信号品質基準を含むリソースブロック割り当て基準に基づいて、およびさらにリソース
ブロックパラメータのセットに基づいて、前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置のための
リソースブロックのターゲット数を設定し、
　サブフレーム内の利用可能なリソースブロックと、前記複数のユーザ装置のリソースブ
ロックのターゲット数の合計とに基づいて、前記サブフレームの予備容量を決定し、
　前記リソースブロック割り当て基準および前記サブフレームの予備容量に基づいて、前
記複数のユーザ装置のうちの第１のユーザ装置のリソースブロックのターゲット数を再設
定し、
　前記サブフレームの場合の断片化基準を決定し、
　前記断片化基準に基づいて、リソースブロックの再設定されたターゲット数を、前記第
１のユーザ装置に割り当てる
　ように構成されたスケジューラを備え、
　前記リソースブロックの再設定されたターゲット数を前記断片化基準に基づいて前記第
１のユーザ装置に割り当てることは、
　　前記断片化基準が所定の値よりも小さい場合に、最高のターゲット数のリソースブロ
ックを有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記断片化基準が所定の値よりも大きい場合に、スケジューリング基準の最高値を有
する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記リソースブロックの再設定されたターゲット数を、選択されたユーザ装置に割り
当てること
　を含む、アクセスポイント。
【請求項１７】
　サブフレーム中のリソースブロックを、アップリンク伝送のために選択された複数のユ
ーザ装置のうちの１つのユーザ装置に割り当てるための方法であって、
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して、信号品質基準およびプロポーショナル
フェアネス基準のうちの１つまたは複数を含むリソースブロック割り当て基準を決定する
こと、
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して、リソースブロックパラメータのセット
を決定すること、
　前記ユーザ装置に対して決定された前記リソースブロック割り当て基準と、リソースブ
ロックパラメータのセットとに基づいて、前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置のための
リソースブロックのターゲット数を設定すること、
　割り当てられる予定のリソースブロックを含む前記サブフレームの断片化基準を決定す
ること、
　前記断片化基準に基づいて、前記リソースブロックのターゲット数を前記ユーザ装置に
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割り当てること
　を含み、前記リソースブロックのターゲット数を前記断片化基準に基づいて前記ユーザ
装置に割り当てることは、
　　前記断片化基準が所定の値よりも小さい場合に、最高のターゲット数のリソースブロ
ックを有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記断片化基準が所定の値よりも大きい場合に、スケジューリング基準の最高値を有
する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記リソースブロックのターゲット数を、選択されたユーザ装置に割り当てること
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記リソースブロック割り当て基準を決定することは、信号品質基準を決定することを
含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記信号品質を決定することは、プロポーショナルフェアネス基準およびスループット
のうちの１つまたは複数を決定することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記リソースブロックパラメータのセットを決定することは、
　リソースブロック当たりの送信電力が、しきい値電力レベル以下になるまでに送信され
たリソースブロックの最大数を決定すること、
　トランスポートブロックサイズを最大化するリソースブロックの数を決定すること、
　キューを空にするのに必要なリソースブロックの最小数を決定すること
　のうちの１つまたは複数を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リソースブロックが割り当てられる予定の前記サブフレームの断片化基準を決定す
ることは、
　前記サブフレーム中の断片の数を決定すること、
　前記断片の数と、断片化パラメータと、物理アップリンク共有チャネルの割り当てを待
っているパケットデータ制御チャネル割り当てを有するユーザ装置の数とに基づいて、前
記断片化基準を決定すること
　を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　サブフレーム中のリソースブロックを、アップリンク伝送のために選択された複数のユ
ーザ装置のうちの１つのユーザ装置に割り当てるアクセスポイントであって、
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して、信号品質基準およびプロポーショナル
フェアネス基準のうちの１つまたは複数を含むリソースブロック割り当て基準を決定し、
　前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置に対して、リソースブロックパラメータのセット
を決定し、
　前記ユーザ装置に対して決定された前記リソースブロック割り当て基準およびリソース
ブロックパラメータのセットに基づいて、前記複数のユーザ装置の各ユーザ装置のための
リソースブロックのターゲット数を設定し、
　前記割り当てられる予定のリソースブロックを含む前記サブフレームの断片化基準を決
定し、
　前記断片化基準に基づいて、前記リソースブロックのターゲット数を前記ユーザ装置に
割り当てる
　ように構成されたスケジューラを備え、前記リソースブロックのターゲット数を前記断
片化基準に基づいて前記ユーザ装置に割り当てることは、
　　前記断片化基準が所定の値よりも小さい場合に、最高のターゲット数のリソースブロ
ックを有する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
　　前記断片化基準が所定の値よりも大きい場合に、スケジューリング基準の最高値を有
する前記複数のユーザ装置のうちの１つのユーザ装置を選択すること、
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　　前記リソースブロックのターゲット数を、選択されたユーザ装置に割り当てること
　を含む、アクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、無線通信システムにおけるユーザ装置へのリソースブロックの割り
当てに関し、およびより具体的には、シングルキャリア周波数分割多元接続（Ｓｉｎｇｌ
ｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ：ＳＣ－ＦＤＭＡ）ベースの無線通信システムのためにアップリンク周波数選択
性スケジューリングを実行するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在普及している無線通信システムのいくつかの、および特にロングタームエボリュー
ション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：ＬＴＥ）通信システムのアップリン
クは、各サブフレーム中に異なるユーザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）に
割り当てられる（リソースブロックまたはＲＢとも呼ばれる）個別の周波数チャンクから
成る。これらの周波数ブロックの各々に関するＵＥのチャネル品質は、ＵＥのチャネルの
コヒーレント帯域幅により変化する可能性がある。アップリンクでの周波数選択性スケジ
ューリング（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ：ＦＳＳ
）スキームは、異なるＵＥに割り当てられたＲＢの品質に基づいて、日和見的にＲＢをＵ
Ｅに割り当てることができる。しかし、ＦＳＳは、いくつかの制約内で機能する必要があ
る。
【０００３】
　アップリンクＬＴＥチャネルに関して、ＵＥには、周波数が連続しているＲＢのみを割
り当てることができる。非効率的なＲＢの割り当ては、断片化によるＲＢの浪費につなが
る可能性がある。１ミリ秒（ｍｓ）の割り当て期限（すなわち、ＬＴＥサブフレームの持
続時間）に対して、計算複雑さが高すぎるため、全てのＵＥに対して、可能性のある全て
のＲＢ割り当てを試みることによってＲＢを割り当てる総当たりメカニズムは不適当であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、ＬＴＥ通信システムのためのアップリンク周波数選択性スケジューリングを実
行するための方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　通信ネットワーク内の複数のユーザ装置に対して、アップリンク周波数選択性スケジュ
ーリングを実行するための方法が開示されている。その方法は、信号品質基準およびプロ
ポーショナルフェアネス基準を含むリソースブロック割り当て基準に基づいて、およびさ
らにリソースブロックパラメータのセットに基づいて、複数のユーザ装置の各ユーザ装置
に対して、リソースブロックのターゲット数を設定することを含む。さらに、その方法は
、サブフレーム中の使用可能なリソースブロックと、複数のユーザ装置のリソースブロッ
クのターゲット数の合計とに基づいて、そのサブフレームの予備容量を決定する。次に、
その方法は、リソースブロック割り当て基準と、そのサブフレームの予備容量とに基づい
て、複数のユーザ装置のうちの第１のユーザ装置のリソースブロックのターゲット数を再
設定し、そのサブフレームに対する断片化基準を決定する。さらに、その方法は、断片化
基準に基づいて、リソースブロックの再設定されたターゲット数を第１のユーザ装置に割
り当てる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
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【図１】本発明の様々な実施形態による無線通信システムのブロック図である。
【図２】本発明の様々な実施形態によるユーザ装置（ＵＥ）のブロック図である。
【図３】本発明の様々な実施形態によるアクセスポイントのブロック図である。
【図４Ａ】本発明の様々な実施形態による通信ネットワーク内の複数のユーザ装置のため
のアップリンク周波数選択性スケジューリング（ＦＳＳ）を実行するための方法を示した
論理フロー図である。
【図４Ｂ】本発明の様々な実施形態による通信ネットワーク内の複数のユーザ装置のため
のアップリンク周波数選択性スケジューリング（ＦＳＳ）を実行するための方法を示した
論理フロー図である。
【図５Ａ】本発明の様々な実施形態による、アップリンク伝送のために選択された複数の
ユーザ装置のうちの１つのユーザ装置に、サブフレーム内のリソースブロックを割り当て
るための方法を示した論理フロー図である。
【図５Ｂ】本発明の様々な実施形態による、アップリンク伝送のために選択された複数の
ユーザ装置のうちの１つのユーザ装置に、サブフレーム内のリソースブロックを割り当て
るための方法を示した論理フロー図である。
【図６】本発明の実施形態による、ＦＳＳの前に、ユーザ装置をランク付けする方法を示
した論理フロー図である。
【図７】本発明の実施形態による、あるＵＥが、十分なサービスを受けていないＵＥであ
るか否かを判定するための方法を示した論理フロー図である。
【図８】本発明の実施形態による、断片化形態のタイプを決定するための方法を示した論
理フロー図である。
【図９】本発明の実施形態による、高度の断片化形態でのＲＢ割り当ての方法を示した論
理フロー図である。
【図１０】本発明の実施形態による、低断片化形態でのＲＢ割り当ての方法を示した論理
フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　同様の参照符号が、別々の図において同一のまたは機能的に同じ要素を指す添付図面は
、以下の詳細な説明と共に、本願明細書に組込まれて本願明細書の一部を構成しており、
また、クレームされた発明のコンセプトの実施形態をさらに説明し、およびそれらの実施
形態の様々な原理および効果を説明するのに役に立つ。
【０００８】
　当業者は、図面中の要素が、単純かつ明確にするために図示されており、また、縮尺ど
おりに描かれる必要はないことは正しく理解するであろう。例えば、図面中の要素のいく
つかの寸法は、本発明の実施形態の理解の向上に役立てるように、他の要素に対して誇張
することができる。
【０００９】
　装置および方法の構成要素は、必要に応じて図中での既出の記号によって示されており
、本願明細書の説明の恩恵を有する、当業者が容易に理解できるであろう詳細を伴う開示
を不明瞭にしないように、本発明の実施形態の理解に関連する特定の詳細のみを示してあ
る。
【００１０】
　本開示の実施形態による、アップリンク周波数スケジューリングを実行するための具体
的な方法を詳細に説明する前に、本開示は、通信ネットワーク内の複数のユーザ装置に対
して、アップリンク周波数選択性スケジューリングを実行するための方法ステップの組合
せに主として存することに留意すべきである。従って、それらの方法ステップは、必要に
応じて図中での既出の記号によって示されており、本願明細書の説明の恩恵を有する、当
業者が容易に理解できるであろう詳細を伴う開示を不明瞭にしないように、本開示の理解
に関連する特定の詳細のみを示してある。
【００１１】
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　図１は、本発明のいくつかの実施形態による無線通信システム１００のブロック図であ
る。無線通信システム１００は、アクセスポイント１０２と、各々が、対応する無線リン
ク１１０～１１２を介してそのアクセスポイントと通信する多数のユーザ装置（ＵＥ）１
０４～１０６（３つが図示されている）とを含む。無線通信システム１００内には、アク
セスポイントおよびＵＥがいくつでもある可能性があり、また、本発明は、図１に図示さ
れている装置１０２および１０４～１０６に限定されないことに留意すべきである。
【００１２】
　アクセスポイント１０２は、好ましくは、ＵＥ１０４～１０６等の、そのアクセスポイ
ントによりサービスが提供されるＵＥに対して無線接続を実行できるロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）アクセスポイントである。本発明の様々な実施形態において、その
ＬＴＥアクセスポイントは、ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢと省略される場合もある）またはＬＴ
Ｅ基地局と呼ぶことができる。ＵＥ１０４～１０６は、無線通信システム１００上で通信
するエンドユーザによって使用される何らかの装置とすることができる。ＵＥの実施例は
、携帯無線機、携帯電話、無線機器対応のＰＤＡ、無線機器対応のパーソナルコンピュー
タまたはラップトップコンピュータ、コグニティブ無線等を含む。
【００１３】
　次に図２および図３を参照すると、本発明の一実施形態によるＵＥ１０４～１０６等の
ＵＥ２０２およびアクセスポイント１０２のブロック図が図示されている。ＵＥ２０２お
よびアクセスポイント１０２の各々は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、これらの組合せ、または、当業者には公
知のそのような他の装置等のそれぞれのプロセッサ２０４、３０４を含み、どのプロセッ
サも、それぞれＵＥ２０２およびアクセスポイント１０２によって実行されるように、本
願明細書に記載された機能を実行するように構成されている。ＵＥ２０２およびアクセス
ポイント１０２の各々は、それぞれ、関連するプロセッサによって実行することができ、
かつＵＥ２０２およびアクセスポイント１０２が、通信システム１００内で作動するのに
必要な全ての機能を実行できるようにするデータおよびプログラムを保持するランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）および読み
出し専用メモリ（ＲＯＭ）、もしくはそのいずれか、あるいはこれらの同等物を含むこと
のできる少なくとも１つの記憶装置２０６、３０６をさらに含む。また、ＵＥ２０２およ
びアクセスポイント１０２の各々は、対応する無線インタフェースを通じて信号を送信す
るためのそれぞれの無線周波（ＲＦ）トランスミッタ２０８、３０８と、対応する無線イ
ンタフェースを通じて信号を受信するためのそれぞれのＲＦレシーバ２１０、３１０とを
含む。
【００１４】
　アクセスポイント１０２、およびより具体的には、そのアクセスポイントのプロセッサ
３１０は、そのアクセスポイントの少なくとも１つの記憶装置３０６によって保持されて
いるプログラムに基づいて、本願明細書に記載されているスケジューリング機能を実行す
るスケジューラ３０２を実装している。本願明細書において他に明記されていない限り、
アクセスポイント１０２によって実行されるような本願明細書に記載された機能性は、ス
ケジューラ３０２によって実行され、またさらに、そのアクセスポイントに付随するそれ
ぞれの少なくとも１つの記憶装置３０６に格納され、およびそのアクセスポイントに付随
するプロセッサ３０４によって実行されるソフトウェアプログラムおよび命令によって実
施され、またはそれらのソフトウェアプログラムまたは命令内に実装されている。しかし
、本発明の他の実施形態においては、スケジューラ３０２は、アクセスポイント１０２に
よって実行されるような本願明細書に記載された機能性を実行する間、そのアクセスポイ
ントから独立した、およびそのアクセスポイントに結合した要素となる可能性がある。そ
のような場合において、アクセスポイント１０２によって実行されるような本願明細書に
記載された機能は、そのスケジューラの少なくとも１つの記憶装置によって保持されたプ
ログラムに基づいて、そのスケジューラのプロセッサによって実行することができ、ある
いは、そのような機能は、そのアクセスポイント（の少なくとも１つの記憶装置およびプ
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ロセッサ）とそのスケジューラとの間でやりとりすることができる。例えば、信号品質基
準（メトリック）の決定は、そのアクセスポイントによって実行することができ、および
スケジューリングするためのＵＥの選択および選択されたＵＥへのリソースブロックの割
り当ての間にそのスケジューラに伝達されるその基準は、そのスケジューラによって実行
することができる。
【００１５】
　また、ＵＥ１０４～１０６の各々によって実行されるような本願明細書に記載された機
能性は、そのＵＥに付随するそれぞれの少なくとも１つの記憶装置１２２に格納され、お
よびそのＵＥに付随するプロセッサ２０４によって実行されるソフトウェアプログラムお
よび命令によって実施され、またはそれらのソフトウェアプログラムおよび命令内に実装
される。しかし、当業者は、本発明の実施形態を、ハードウェア、例えば、集積回路（Ｉ
Ｃ）、およびそのスケジューラ、ＢＳおよびＵＥのうちの１つ以上に実装されたＡＳＩＣ
等の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）で代替的に実施できることを明確に理解する。当
業者は、本開示に基づいて、必要以上の実験を伴うことなく、そのようなソフトウェアお
よびハードウェア、もしくはその一方を作製および実施することが容易に可能になるであ
ろう。
【００１６】
　通信システム１００は、無線インタフェース１１０～１１２を介してデータを送信する
ためのシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）変調方式を採用し、この
場合、その通信システムによって用いられる周波数帯域幅は、所定期間中、多数の周波数
サブバンド、またはリソースブロック（ＲＢ）に分割される。各サブバンドは、情報チャ
ネルおよび信号チャネルが、それを介してＴＤＭまたはＴＤＭ／ＦＤＭ方式で伝送される
物理層チャネルである、所定数のＯＦＤＭシンボルに関連する多数の直交周波数副搬送波
を含む。また、そのチャネル帯域幅は、１つ以上のサブバンド群またはリソースブロック
群（ＲＢＧ）に細分化してもよく、この場合、各サブバンド群は、連続的な１つ以上のサ
ブバンドを含み、また、そのサブバンド群は、同じサイズであってもなくてもよい。通信
セッションは、ベアラ情報のやりとりに対して１つ以上のサブバンドまたはサブバンド群
を割り当てることができ、それによって、各ユーザの伝送が他のユーザの伝送と直交する
ように、多数のユーザが、異なるサブバンドで同時に伝送することが可能になる。
【００１７】
　好ましくは、通信システム１００は、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ）通信システムである。しかし、当業者は、通信システム１００が、シングルキャ
リア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）変調方式および周波数選択性スケジューリン
グ（ＦＳＳ）を採用する何らかの無線通信技術、例えば、それに限定するものではないが
３ＧＰＰ　ＬＴＥを進化させた通信システムに準拠して機能できることを明確に理解する
。
【００１８】
　さらに、図１は、単に、本発明の原理を説明するために記載されていることを理解すべ
きである。図１は、このような通信システムの全ての構成要素からなる包括的なブロック
図であることを意図していない。そのため、無線通信システム１００は、他の様々な構成
を含むことができ、それでもなお本開示の範囲内にある。
【００１９】
　本発明の様々な実施形態によれば、アクセスポイント１０２は、各ＵＥ１０４～１０６
に関連する信号強度パラメータを計算する。信号強度パラメータ、サービス品質要件、お
よびこれまでに実現したスループットに基づいて、アクセスポイント１０２は、多数のＵ
Ｅ１０４～１０６の各ＵＥに対するスケジューリング基準を決定する。そして、アクセス
ポイント１０２は、決定されたスケジューリング基準に基づいてランク付けし、すなわち
、ＵＥ１０４～１０６の各々にランクを割り当てる。一実施形態において、アクセスポイ
ント１０２は、ＵＥ１０４～１０６のランキングを用いて、物理ダウンリンク制御チャネ
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ル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣ
Ｈ）割り当てを実行することができる。
【００２０】
　次いで、アクセスポイント１０２は、次のスケジューリング期間中のアップリンク伝送
のために選択されており、およびどのＵＥも、許可されたアップリンクのための物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）割り当てを有しているＵＥ１０４～１０６等の各Ｕ
Ｅに対するリソースブロック（ＲＢ）のターゲット数を決定する。ＲＢの割り当ては、ア
クセスポイント１０２において、スケジューラ３０２によって処理される。さらに、アク
セスポイント１０２は、様々な要因に基づいてアップリンク伝送のために選択された各Ｕ
Ｅ１０４～１０６に対するＲＢ割り当て、すなわち、時間および周波数という意味でのＲ
Ｂの割り当てを決定する。
【００２１】
　１つ以上のＲＢを、次のアップリンク伝送、すなわち、次のスケジューリング期間中の
伝送、例えば、サブフレームのためにスケジューリングされた多数のＵＥ１０４～１０６
のうちの１つのＵＥ、例えばＵＥ１０４に割り当てた後に、アクセスポイント１０２は、
次のアップリンク伝送のためにスケジューリングされる多数のＵＥ１０４～１０６の全て
のＵＥに、既に１つ以上のＲＢが割り当てられているか否かを判定する。１つ以上のＵＥ
、例えば、ＵＥ１０５および１０６が、まだ、次のアップリンク伝送のためにスケジュー
リングされていない場合には、アクセスポイント１０２は、多数のＵＥ１０４～１０６の
各ＵＥに関連付けられたランクに基づいて、次のスケジューリングのためのＵＥ、例えば
、ＵＥ１０５を選択する。そして、アクセスポイント１０２は、この次のＵＥ１０５に１
つ以上のＲＢを割り当て、次のアップリンク伝送のためにスケジューリングされた全ての
ＵＥにＲＢが割り当てられるまで、または、スケジューリングに利用できるＲＢがなくな
るまで、多数のＵＥ１０４～１０６の各々に関連付けられたランクに基づいて、まだスケ
ジューリングされていないＵＥにＲＢを割り当てるこのプロセスを続行する。アクセスポ
イント１０２が、次のアップリンク伝送のためにスケジューリングされた全てのＵＥ１０
４～１０６にＲＢが割り当てられていると判定すると、そのアクセスポイントは、サブフ
レーム中のいくつかのＲＢが、まだ割り当てられていないか否か、すなわち、割り当てに
利用可能であるか否かを判定する。そのサブフレーム中の１つ以上のＲＢが割り当てに利
用できる場合には、アクセスポイント１０２は、そのサブフレームの各割り当てられてい
ないＲＢを、その割り当てられていないＲＢに隣接する少なくとも１つの割り当て済みの
ＲＢを有し、および割り当てられていないＲＢに隣接する少なくとも１つの割り当て済み
のＲＢを有する多数のＵＥ１０４～１０６のうちの他のＵＥよりも高いランクを有する、
次のアップリンク伝送のためにスケジューリングされた多数のＵＥ１０４～１０６のうち
の１つのＵＥに割り当てる。この結果、そのサブフレーム中のＲＢは、アップリンク伝送
のために選択された各ＵＥ１０４～１０６に連続的に割り当てられる。
【００２２】
　図４は、本発明の様々な実施形態によるアップリンク周波数選択性スケジューリングを
実行する際に、アクセスポイント１０２によって実行される方法を示す論理フロー図４０
０である。論理フロー図４００は、アクセスポイント１０２が次のスケジューリング期間
中のアップリンク伝送のためにスケジューリングされるＵＥ１０４～１０６をランク付け
する（ステップ４０２）ときに始まる。
【００２３】
　次に、図６を参照すると、本発明の実施形態による、アクセスポイント１０２によって
ＵＥ１０４～１０６をランク付けする方法が記載されている。論理フロー図６００は、ア
クセスポイントが次のスケジューリング期間中のアップリンク伝送のためにスケジューリ
ングされるであろう各ＵＥ１０４～１０６に関連する１つ以上の受信信号品質基準を計算
する（ステップ６０４）ときに始まる（ステップ６０２）。例えば、その信号品質基準は
、広帯域信号対干渉雑音比（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｐｌｕｓ
－Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：ＳＩＮＲ）、各ＵＥ１０４～１０６についての最大Ｎ個の連
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続するリソースブロック（ＲＢ）に対する狭帯域ＳＩＮＲ、受信信号強度パラメータ（例
えば、ＲＳＳＩ）、および各ＵＥ１０４～１０６についてのサービス品質（Ｑｕａｌｉｔ
ｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＱｏＳ）ベースのパラメータ、もしくはそのいずれかを含む
ことができる。次に、そのアクセスポイントは、上記の信号品質基準に基づいて、スケジ
ューリング基準を計算する（ステップ６０６）。そして、そのアクセスポイントは、その
ＵＥに関連する計算済みのスケジューリング基準に従って、各ＵＥ１０４～１０６をラン
ク付けすると（ステップ６０８）、論理フロー図は終了する（ステップ６１０）。
【００２４】
　図４に戻って説明すると、各ＵＥ１０４～１０６のランク付けに加えて、アクセスポイ
ント１０２は、次のスケジューリング期間中のアップリンク伝送のためにスケジューリン
グされる各ユーザ装置１０４～１０６のためのＲＢ（Ｎ）のターゲット数を設定する（ス
テップ４０４）。本願明細書においては、そのスケジューリング期間をサブフレームと呼
んでいるが、当業者は、本発明は、技術分野で公知のどのようなスケジューリング期間に
も適用でき、およびそのスケジューリング期間の持続期間は、本発明にとって重要ではな
いことを明確に理解する。ＲＢのターゲット数は、そのサブフレーム中の各ＵＥ１０４～
１０６のためのアクセスポイント１０２によって設定されたＲＢのターゲット数を表し、
リソースブロック割り当て基準と、リソースブロックパラメータのセットとに基づいてい
る。また、そのリソースブロック割り当て基準およびＲＢのセットは、広帯域チャネル品
質に基づいて計算される。
【００２５】
　そのリソースブロック割り当て基準は、信号品質基準およびプロポーショナルフェアネ
ス基準のうちの１つ以上を含む。プロポーショナルフェアネス基準は、競合する２つの利
益間のバランスを維持すること、例えば、全体的な無線ネットワークスループットを最大
化すると同時に、次のサブフレーム中のアップリンク伝送のためにスケジューリングされ
る全てのＵＥに対する少なくとも最小レベルのサービスを可能にすることに基づいている
スケジューリングアルゴリズムを意味する。
【００２６】
　さらに、リソースブロックパラメータのセットは、ＮＭＣＳ、ＮＴＢＳおよびＮＱ等の
パラメータを含む。パラメータＮＭＣＳは、当該ＵＥの変調符号化方式（ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ：ＭＣＳ）が、ＵＥに１つのみのリソースブロック
が割り当てられた場合に実現可能な最大ＭＣＳ以下に低下しないようにそのＵＥに割り当
てることのできるリソースブロックの数（ＲＢ）を示す。換言すれば、ＮＭＣＳは、ＲＢ
当たりの送信電力が、そのＵＥに１つのみのＲＢが割り当てられた場合のそのＵＥに対す
る最大実現可能ＭＣＳと同じＭＣＳを持続するのに必要なしきい値電力レベル以下になる
までに送信されたＲＢの最小数を示す。本願明細書において、そのしきい値電力レベルは
、予め決められた電力レベルである。ＮＴＢＳは、トランスポートブロックサイズ（ｔｒ
ａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ　ｓｉｚｅ：ＴＢＳ）を最大化するＲＢの数を示す。本願明
細書において、ＴＢＳは、１つのトランスポートブロック中のビットの数として定義され
る。さらに、ＮＱは、キューを空けるために、または、バッファを空にするために、特定
のサブフレームで送信されるのに必要なＲＢの数を示す。
【００２７】
　また、本発明の一実施形態に従って、アクセスポイント１０２は、次のサブフレーム中
のアップリンク伝送のためにスケジューリングされるＵＥ１０４～１０６が十分なサービ
スを受けていないＵＥ（ｕｎｄｅｒｓｅｒｖｅｄ　ＵＥ）であるか否かを判定する（ステ
ップ４０６）。そのＵＥが、過去の平均スループットを十分に得ることができない場合に
は、ＵＥ１０４～１０６は、十分なサービスを受けていないＵＥと呼ぶ。換言すれば、十
分なサービスを受けていないＵＥは、ほとんどのサブフレームでスケジューリングされる
にもかかわらず、そのＵＥをほとんどのサブフレームで繰返しスケジューリングさせるス
ケジューリング基準を有するＵＥである。十分にサービスを受けていないＵＥに対して、
ＲＢのターゲット数は、
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　ＲＢのターゲット数（Ｎ）＝ｍｉｎ（ＮＴＢＳ，ＮＱ）
として設定される。
【００２８】
　しかし、ＵＥ１０４～１０６が十分なサービスを受けていないＵＥではないと判定され
た場合には、ＲＢのターゲット数は、次の方程式、すなわち、
　ＲＢのターゲット数（Ｎ）＝ｍｉｎ（ＮＭＣＳ，ＮＱ）
を用いて決定される。
【００２９】
　次いで、アクセスポイント１０２は、割り当て可能ＲＢ容量および提示されたＲＢ負荷
に基づいて、サブフレームの予備容量、すなわち、そのサブフレームの割り当てられてい
ない部分を決定する（ステップ４０８）。割り当て可能ＲＢ容量は、そのサブフレームで
のアップリンク伝送のためにスケジューリングされた多数のＵＥ１０４～１０６への割り
当てに利用できるＲＢの総量として定義される。提示されたＲＢ負荷は、複数のＵＥ１０
４～１０６の各々のリソースブロックのターゲット数の合計として定義される。予備容量
（Δ）は、次の方程式、すなわち、
　Δ＝Ｍａｘ｛（割り当て可能ＲＢ容量－提示されたＲＢ負荷），０｝
を用いて計算してもよい。
【００３０】
　さらに、アクセスポイント１０２は、リソースブロック割り当て基準と、そのサブフレ
ームの予備容量とに基づいて、複数のＵＥ１０４～１０６のうちの第１のＵＥ、例えば、
ＵＥ１０４のリソースブロックのターゲット数を再設定する（ステップ４１０）。より具
体的には、アクセスポイント１０２は、上述したように、提示されたＲＢ負荷と、割り当
て可能ＲＢ容量とに基づいている予備容量に基づいて、負荷状況を計算する。割り当て可
能ＲＢ容量が、提示されたＲＢ負荷以上である場合、その負荷状況は、低負荷であると判
定される。そうでない場合には、負荷状況は、高負荷と判定される。
【００３１】
　さらに、負荷状況が低負荷であり、および検討中のＵＥ１０４～１０６が、十分なサー
ビスを受けていないＵＥではない場合には、アクセスポイント１０２は、次の方程式、す
なわち、
　Ｎ＝ｍｉｎ｛（ＮＭＣＳ＋Δ），ＮＴＢＳ，ＮＱ｝
のようにＲＢのターゲット数を再設定する。このことは、そのＵＥのためのデータ伝送レ
ートを増加させるために行われる。
【００３２】
　次に、アクセスポイント１０２は、そのサブフレームに対する断片化基準（Ｆ）を決定
する（ステップ４１２）。断片化基準（Ｆ）は、断片化形態が、低断片化形態か、あるい
は高度の断片化形態かを判定する。断片化基準（Ｆ）は、次の方程式、すなわち、
　Ｆ＝Ｆ０＋断片の数（Ｊ）－ＰＵＳＣＨ割り当てを待っているパケットデータ制御チャ
ネル（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣＨ）割り当
てを有するＵＥの数（Ｋ）
を用いて決定される。ただし、Ｆ０は定数である。本願明細書において、断片の数は、割
り当てられたＲＢによる断片化によって生成された間隔の数を意味する。
【００３３】
　Ｆの値が、ゼロより小さいと決定された場合には、断片化形態の種類は、低断片化形態
であると決定される。しかし、Ｆの値が、ゼロより大きい場合には、断片化形態の種類は
、高度の断片化形態であると決定される。
【００３４】
　次いで、アクセスポイント１０２は、その断片化基準に基づいて、ＲＢの再設定された
ターゲット数を第１のＵＥ１０４に割り当てる（ステップ４１４）。一実施形態によれば
、次にアクセスポイント１０２は、多数のＵＥ１０４～１０６に関するランク付けに基づ
くＲＢ割り当てのために、次のサブフレーム中のアップリンク伝送のためにスケジューリ
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ングされる多数のＵＥ１０４～１０６のうちの次のＵＥ、例えば、ＵＥ１０５を決定する
（ステップ４１６）。そして、次のＵＥ１０５のためにＲＢのターゲット数を割り当てる
。さらに、アクセスポイント１０２は、次のサブフレーム中のアップリンク伝送のために
スケジューリングされる多数のＵＥ１０４～１０６の各ＵＥに、そのサブフレームのため
に１つ以上のＲＢが既に割り当てられているか否かを判定する（ステップ４１８）。アク
セスポイント１０２が、ＵＥ１０４～１０６の各々に、１つ以上のＲＢが割り当てられて
いると判定すると、アクセスポイント１０２は、そのサブフレーム中のいくつかのＲＢが
、未割り当てのままであるか否かを、すなわち、割り当てに利用できるか否かを判定する
（ステップ４２０）。そのサブフレーム中のＲＢが割り当てに利用できる場合、アクセス
ポイント１０２は、そのサブフレームの未割り当てＲＢを、その未割り当てのＲＢに隣接
する少なくとも１つの割り当て済みのＲＢを有し、かつその未割り当てのＲＢに隣接して
割り当てられた少なくとも１つのＲＢも有する他のＵＥ１０４～１０６よりも高いランク
を有する多数のＵＥ１０４～１０６のうちの１つのＵＥ、例えば、ＵＥ１０４に割り当て
る（ステップ４２２）。そのサブフレーム中のＲＢが割り当てに利用できない場合には、
その論理フロー図は終了する（ステップ４２６）。従って、そのサブフレームの全てのＲ
Ｂが割り当てられるまで、それらのＲＢをＵＥ１０４～１０６に割り当てることができる
。また、そのアクセスポイントが、全てのＵＥ１０４～１０６にＲＢが割り当てられてい
ないと判定した場合には（ステップ４１８）、アクセスポイント１０２は、多数のＵＥ１
０４～１０６のうちの次のＵＥを選択して（ステップ４２４）、論理フロー図４００のス
テップ４０６～４１６を繰返す。
【００３５】
　次に、図５を参照すると、本発明の一実施形態によるアップリンク伝送のために選択さ
れたＵＥ、例えば、ＵＥ１０４～１０６に、サブフレーム中のＲＢを割り当てる際に、ア
クセスポイント１０２によって実行される方法を示す論理フロー図５００が記載されてい
る。論理フロー図５００は、そのアクセスポイントが、アップリンクチャネル、例えば、
物理アップリンク共有チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ：ＰＵＳＣＨ）上でスケジューリングするために検討中の各ＵＥ１０４～１０
６のために、パラメータ、例えば、ＮＭＣＳ、ＮＴＢＳおよびＮＱを計算する（ステップ
５０２）ときに始まる。上述したように、パラメータＮＭＣＳは、当該ＵＥの変調符号化
方式（ＭＣＳ）が、そのＵＥに１つのみのリソースブロックが割り当てられている場合に
そのＵＥに対して実現可能な最大ＭＣＳ以下に低下しないようにそのＵＥに割り当てるこ
とのできるリソースブロック（ＲＢ）の数を表す。換言すれば、ＮＭＣＳは、ＲＢ当たり
の送信電力が、そのＵＥに１つのみのリソースブロックが割り当てられている場合にその
ＵＥに対して実現可能な最大ＭＣＳと同じＭＣＳを持続するのに必要なしきい値電力レベ
ル以下になるまでに送信されたＲＢの最小数を表す。本願明細書において、そのしきい値
電力レベルは、予め決められた電力レベルである。さらに、ＮＴＢＳは、トランスポート
ブロックサイズ（ＴＢＳ）を最大化するＲＢの数を表す。本願明細書において、ＴＢＳは
、１つのトランスポートブロック中のビットの数として定義される。さらに、ＮＱは、キ
ューを空けるために、または、バッファを空にするのに必要な特定のサブフレーム中のＲ
Ｂの数を表す。また、アクセスポイント１０２は、そのサブフレームでのアップリンク伝
送のためにスケジューリングされる各ＵＥ１０４～１０６に対して、そのＵＥが十分なサ
ービスを受けていないＵＥであるか否かを判定する（ステップ５０４）。あるＵＥが、過
去の平均スループットを十分に得ることができない場合、そのＵＥを、十分なサービスを
受けていないＵＥと呼ぶ。別法として、十分なサービスを受けていないＵＥは、ほとんど
のサブフレームでスケジューリングされるにもかかわらず、そのＵＥをほとんどのサブフ
レームで繰返しスケジューリングさせるスケジューリング基準を有するＵＥであってもよ
い。
【００３６】
　図７は、本発明の一実施形態による、それによってアクセスポイント１０２が、あるＵ
Ｅが十分にサービスを受けていないＵＥであるか否かを判定する方法を説明する論理フロ
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ー図７００である。論理フロー図７００は、そのアクセスポイントが、あるサブフレーム
でのアップリンク伝送のためにスケジューリングされるＵＥ１０４～１０６の全ての中か
ら、最小プロポーショナルフェアネス基準（ＰＦｍｉｎ（ｔ））を有するＵＥを決定する
（ステップ７０４）ときに始まる（ステップ７０２）。本願明細書において、プロポーシ
ョナルフェアネス基準は、競合する２つの利益間のバランスを維持すること、例えば、全
体的な無線ネットワークスループットを最大化すると同時に、全てのＵＥに対して、少な
くとも最小レベルのサービスを可能にすることに基づいているプロポーショナルフェアネ
ススケジューリングアルゴリズムから導出される。さらに、そのアクセスポイントは、そ
のサブフレームでのアップリンク伝送のためにスケジューリングされるＵＥ１０４～１０
６の全ての中から、最大プロポーショナルフェアネス基準（ＰＦｍａｘ（ｔ））を有する
ＵＥを決定する（ステップ７０６）。次いで、そのアクセスポイントは、それが十分なサ
ービスを受けていないＵＥであるか否かに関して検討中のＵＥに対して、プロポーショナ
ルフェアネス基準（ＰＦ（ｔ））を決定する（ステップ７０８）。そして、アクセスポイ
ント１０２は、ＵＥ（ＰＦ（ｔ））のプロポーショナルフェアネス基準、最小プロポーシ
ョナルフェアネス基準（ＰＦｍｉｎ（ｔ））を有するＵＥのプロポーショナルフェアネス
基準、および最大プロポーショナルフェアネス基準（ＰＦｍａｘ（ｔ））を有するＵＥの
プロポーショナルフェアネス基準に基づいて、検討中のＵＥが、十分なサービスを受けて
いないＵＥであるか否かを判定する（ステップ７１０）。すなわち、アクセスポイント１
０２は、ＰＦ（ｔ）＞ＰＦｍｉｎ（ｔ－１）＋ｅ（ＰＦｍａｘ（ｔ－１）－ＰＦｍｉｎ（
ｔ－１））であるか否かを判定し、ただし、ｅは、通信システム１００の設計者が設定す
ることのできる定数値である。伝送のためにＵＥがスケジューリングされるのにもかかわ
らず、この条件がＵＥに対して繰返し満足される場合、十分なサービスを受けていないＵ
Ｅであるか否かに関して検討中のそのＵＥは、十分なサービスを受けていないＵＥである
と判定される。そして、論理フロー図７００は、終了する（ステップ７１２）。
【００３７】
　再び図５について説明すると、各ＵＥ１０４～１０６に対して、アクセスポイント１０
２が、そのＵＥが十分にサービスを受けていないＵＥであると判定した場合（ステップ５
０４）、アクセスポイントは、好ましくは、次の方程式、すなわち、
　ＲＢのターゲット数（Ｎ）＝ｍｉｎ（ＮＴＢＳ，ＮＱ）
を用いて、ＮＴＢＳおよびＮＱに基づいて、そのＵＥのためのＲＢのターゲット数を設定
する（ステップ５０６）。しかし、アクセスポイント１０２が、そのＵＥは、十分なサー
ビスを受けていないＵＥではないと判定した場合には（ステップ５０４）、そのアクセス
ポイントは、好ましくは、次の方程式、すなわち、
　ＲＢのターゲット数（Ｎ）＝ｍｉｎ（ＮＭＣＳ，ＮＱ）
を用いて、ＮＭＣＳおよびＮＱに基づいて、そのＵＥのためのＲＢのターゲット数を設定
する（ステップ５０８）。
【００３８】
　アップリンク伝送のためにサブフレームのＲＢが割り当てられる各ＵＥ１０４～１０６
に対するＲＢのターゲット数を設定した後（ステップ５０６、ステップ５０８）、アクセ
スポイント１０２は、提示されたＲＢ負荷、割り当て可能ＲＢ容量、およびそのサブフレ
ームに対する予備容量を決定する（ステップ５１０）。提示されたＲＢ負荷は、検討中の
多数のＵＥ１０４～１０６の各ＵＥのためのＲＢのターゲット数の合計として定義される
。割り当て可能ＲＢ容量は、そのサブフレームにおける、ＵＥ１０４～１０６への割り当
てに利用可能なＲＢの総量として定義される。そして、予備容量（Δ）は、次の方程式、
すなわち、
　Δ＝Ｍａｘ｛（割り当て可能ＲＢ容量－提示されたＲＢ負荷），０｝
によって定義される。
【００３９】
　提示されたＲＢ負荷、割り当て可能ＲＢ容量および予備容量を決定した後（ステップ５
１０）、アクセスポイント１０２は、負荷状況が低負荷であるか否かを判定する（ステッ
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プ５１２）。負荷状況は、提示されたＲＢ負荷および割り当て可能ＲＢ容量に基づいて計
算される。割り当て可能ＲＢ容量が、提示されたＲＢ負荷以上である場合、その負荷状況
は、低負荷であると判定される。そうでない場合は、その負荷状況は、高負荷であると判
定される。
【００４０】
　負荷状況が低負荷であり、およびＲＢ割り当てのために検討中のＵＥ１０４～１０６が
、十分なサービスを受けていないＵＥではない場合には、アクセスポイント１０２は、次
の方程式、すなわち、
　Ｎ＝ｍｉｎ｛（ＮＭＣＳ＋Δ），ＮＴＢＳ，ＮＱ｝
によって、そのＵＥのためのＲＢのターゲット数を再計算し（ステップ５１４）、すなわ
ち、再設定する。このことは、そのＵＥのためのデータ伝送レートを増加させるために行
われる。その負荷状況が低負荷ではない、すなわち、その負荷状況が高負荷である場合に
は、または、低負荷の場合のＲＢのターゲット数を再計算した後（ステップ５１４）、ア
クセスポイント１０２は、断片化形態が高度であるか否かを判定する（ステップ５１６）
。
【００４１】
　次に、図８を参照すると、本発明の一実施形態による断片化形態の種類を決定する際に
、アクセスポイント１０２によって実行される方法を説明する論理フロー図８００が記載
されている。論理フロー図８００は、そのアクセスポイントが、１つのサブフレーム中の
断片の数を決定する（ステップ８０４）ときに始まる（ステップ８０２）。次に、アクセ
スポイント１０２は、次の方程式、すなわち、
　Ｆ＝Ｆ０＋断片の数（Ｊ）－ＰＵＳＣＨ割り当てを待っているパケットデータ制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）割り当てを有するＵＥの数（Ｋ）
を用いて断片化基準（Ｆ）を計算する（ステップ８０６）。ただし、Ｆ０は定数である。
本願明細書において、断片の数は、割り当てられたＲＢによる断片化によって生成された
間隔の数を意味する。
【００４２】
　断片化基準を計算した後（ステップ８０６）、アクセスポイント１０２は、Ｆの値がゼ
ロ（０）より小さいかを判定する（ステップ８０８）。Ｆの値が０よりも小さいと判定さ
れた場合、断片化形態の種類は、低断片化形態であると判定される（ステップ８１０）。
しかし、Ｆの値がゼロよりも大きい場合には、断片化形態の種類は、高度の断片化形態で
あると判定される（ステップ８１２）。
【００４３】
　図５に戻って説明すると、その断片化形態が高度の断片化形態であると判定された場合
（ステップ５１６）、アクセスポイント１０２は、アップリンク伝送のためにスケジュー
リングされる次のＵＥ１０４～１０６を選択し（ステップ５１８）、およびその高度の断
片化形態に基づいて、次のＵＥのためのターゲットＲＢ割り当てを決定する。一方、その
断片化形態が低断片化形態である場合には、アクセスポイント１０２は、アップリンク伝
送のためにスケジューリングされる次のＵＥ１０４～１０６を選択し、および低断片化形
態に基づいて、次のＵＥのためのターゲットＲＢ割り当てを決定する。
【００４４】
　図９および図１０は、それぞれ、本発明の実施形態による高度の断片化形態および低断
片化形態でのアクセスポイント１０２によるＲＢの割り当ての方法を示す論理フロー図９
００、１０００である。図９を参照すると、次のＵＥを選択する方法と、高度の断片化に
基づく次のＵＥのためのターゲットＲＢ割り当てとを示す論理フロー図９００が記載され
ている。論理フロー図９００は、アクセスポイント１０２が、ＰＤＣＣＨ割り当てのため
に用いられたスケジューリング基準の最大値を有するＵＥ１０４～１０６を選択する（ス
テップ９０４）ときに始まる（ステップ９０２）。前述したように、スケジューリング基
準は、信号品質基準、スループット基準およびサービス品質（ＱｏＳ）基準に基づいて計
算される。次に、そのアクセスポイントは、そのサブフレームにおける各断片の断片サイ
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ズ（Ｆｊ）を決定し（ステップ９０６）、および各断片に対して、断片サイズ（Ｆｊ）が
、選択されたＵＥのＲＢのターゲット数以下であるか否かを判定する（ステップ９０８）
。断片サイズ（Ｆｊ）が、選択されたＵＥのＲＢのターゲット数以下である場合には、ア
クセスポイントは、その断片全体を、ターゲットＲＢ割り当てのための候補として指定す
る（ステップ９１０）。しかし、断片サイズ（Ｆｊ）が、選択されたＵＥのＲＢのターゲ
ット数よりも大きい場合には、アクセスポイントは、その断片の端にある、選択されたＵ
ＥのＲＢのターゲット数に等しいサイズの全てのサブ間隔（ｓｕｂｉｎｔｅｒｖａｌ）を
、ターゲットＲＢ割り当てのための候補と見なす（ステップ９１２）。いずれの場合にも
、断片全体または断片のサブ間隔が、ターゲットＲＢ割り当てのための候補であるか否か
を判定した後、アクセスポイント１０２が、ターゲットＲＢ割り当てのために検討中のＵ
Ｅに対して最大のＴＢＳを有する候補を選択して（ステップ９１４）、論理フロー図９０
０が終了する（ステップ９１６）。本願明細書において、ＴＢＳは、ＲＢ当たりの周波数
選択性ＳＩＮＲ情報を用いて算出される。別の実施形態においては、ＲＢを一度に１つの
ＵＥ、例えば、ＵＥ１０４に割り当てる代わりに、全てのＵＥ１０４～１０６をまとめて
考慮することができ、また、ＲＢのための最良のセットは、ＵＥ１０４～１０６の各々に
対して決定される。そして、次の方程式、すなわち、
　（全てのＲＢ割り当て候補中の最大ＴＢＳサイズ）／（Ｎ（すなわち、ターゲット数）
個のＲＢの場合に広帯域ＳＩＮＲに対応するＴＢＳ）
に対して最大値を有するＵＥ、例えば、ＵＥ１０６が選定され、および対応するＲＢのセ
ットがＵＥ１０６に割り当てられる。そして、ＵＥおよびＲＢ断片の残りのセットに対し
て、同じ手順が実行される。
【００４５】
　次に、図１０００を参照すると、アクセスポイント１０２によって、低断片化に基づい
て、次のＵＥ、および次のＵＥのためのターゲットＲＢ割り当てを選択する方法が記載さ
れている。論理フロー図１０００は、アクセスポイント１０２が、スケジューリングされ
るサブフレームでのアップリンク伝送のための最大ターゲット数のＲＢが既に割り当てら
れているＵＥ１０４～１０６、すなわち、Ｎの最大値を有するＵＥ１０４～１０６を選択
する（ステップ１００４）ときに始まる（ステップ１００２）。次いで、アクセスポイン
ト１０２は、サブフレーム中の各断片の断片サイズ（Ｆｊ）を決定し（ステップ１００６
）、および各断片に対して、その断片サイズ（Ｆｊ）が、（Ｎの最大値を有する）ＵＥの
ためのＲＢのターゲット数（Ｎ）以下であるか否かを判定する（ステップ１００８）。断
片サイズ（Ｆｊ）がＲＢのターゲット数（Ｎ）以下である場合、アクセスポイント１０２
は、その断片全体を、ターゲットＲＢ割り当ての候補に指定する（ステップ１０１２）。
しかし、断片サイズ（Ｆｊ）がＲＢのターゲット数（Ｎ）よりも大きい場合には、アクセ
スポイント１０２は、その断片中のサイズＮの全てのサブ間隔を、ターゲットＲＢ割り当
ての可能性のある候補と見なす（ステップ１０１０）。いずれの場合にも、断片全体また
はその断片のサブ間隔が、ターゲットＲＢ割り当ての候補であるか否かを判定した後、ア
クセスポイント１０２が、検討中のＵＥ１０４～１０６のための最大ＴＢＳを有する候補
を選択して（ステップ１０１４）、論理フロー図８００が終了する（ステップ１０１６）
。別の実施形態においては、一度に１つのＵＥにＲＢを割り当てる代わりに、全てのＵＥ
をまとめて考慮することができ、およびＰＲＢの最良のセットが、各ＵＥに対して決定さ
れる。そして、次の方程式、すなわち、
　（Ｎ×全てのＲＢ割り当て候補中の最大ＴＢＳサイズ）／（Ｎ（すなわち、ターゲット
数）個のＲＢの場合に広帯域ＳＩＮＲに対応するＴＢＳ）
に対して最大値を有するＵＥが選定され、および対応するＲＢのセットがそのＵＥに割り
当てられる。同じ手順が、ＵＥの残りのセットおよびＲＢ断片に対して実行される。
【００４６】
　再び図５について説明すると、高度の断片化または低断片化方法のいずれかに基づいて
、ＵＥおよび次のＵＥのためのターゲットＲＢ割り当てを選択した後、アクセスポイント
１０２は、ＲＢの再設定されたターゲット数に対応するＴＢＳが、そのＵＥによる送信を
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待っているデータのキューを空にするのに必要な（およびそのＵＥの少なくとも１つの記
憶装置２０６に保持された）ＲＢの最小数よりも大きいか否かを判定する（ステップ５２
２）。そのＲＢの再設定されたターゲット数に対応するＴＢＳサイズが、そのようなキュ
ーを空にするのに必要なＲＢの最小数よりも大きい場合には、アクセスポイント１０２は
、適切な断片化形態により、少なくとも１つのＲＢの分だけターゲットＲＢ割り当てのサ
イズを低減する（ステップ５２４）。より具体的には、そのターゲットＲＢ割り当てのサ
イズは、ＲＢの数が、そのキューを空にするのに必要な最小数よりも大きくなるまで、低
断片化形態の場合に、そのターゲットＲＢ割り当ての他の端に関連する信号品質基準と比
較して、最も悪い信号品質基準（例えば、信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ））を有するター
ゲットＲＢ割り当ての端からの少なくとも１つのＲＢの分だけ低減される。さらに、ター
ゲットＲＢ割り当てのサイズは、ＲＢの数が、そのキューを空にするのに必要な最小数よ
りも大きくなるまで、高度の断片化形態の場合に、ＲＢの再設定されたターゲット数が断
片の数を増加させないように、割り当てられていないＲＢに隣接しているターゲットＲＢ
割り当てから低減される。
【００４７】
　アクセスポイント１０２は、検討中の全てのＵＥ１０４～１０６にＲＢが割り当てられ
ているか否かを決定する（ステップ５２６）。そうでない場合は、アクセスポイント１０
２は、次のＵＥ１０４～１０６を選択して（ステップ５２８）、提示されたＲＢ負荷、割
り当て可能ＲＢ容量および予備容量を決定するステップ５１０に戻る。しかし、アクセス
ポイント１０２が、検討中の全てのＵＥ１０４～１０６にＲＢが割り当てられていると決
定した場合には（ステップ５２６）、そのアクセスポイントは、全てのＲＢが使い果たさ
れているか否かを、すなわち、全てのＲＢが割り当てられていることを判定する（ステッ
プ５３０）。全てのＲＢが割り当てられている場合、論理フロー図３００は終了する（ス
テップ５３２）。しかし、全てのＲＢが使い果たされていない場合、すなわち、対応する
ＵＥのキュー長を使い果たしていない、現存するターゲットＲＢ割り当てに隣接する各未
割り当てのＲＢに対して、ＲＢが割り当て可能な状態になっている場合、アクセスポイン
ト１０２は、その未割り当てのＲＢを、隣接するＲＢ割り当てを有し、および最高のスケ
ジューリング基準を有するＵＥに割り当て（ステップ５３４）、その結果として、そのＵ
ＥのＴＢＳサイズが増加する。そして、論理フロー図５００は、全てのＲＢが使い果たさ
れるまで、全てのＲＢが使い果たされているか否かの判定（ステップ５３０）に戻る。
【００４８】
　従って、上述した方法は、高負荷および低負荷の両方の場合に、高いシステムパフォー
マンスを保証する。さらに、断片化によるＲＢの十分でない利用という不利益を被ること
なく、ＦＳＳの恩恵が実現される。
【００４９】
　上述の明細書では、具体的な実施形態を説明してきた。しかし、当業者は、以下のクレ
ームに記載された本発明の範囲から逸脱することなく、様々な変更および変形を行えるこ
とを正しく認識する。
【００５０】
　従って、その明細書および図面は、限定的ではなく例示的に考えるべきであり、また、
そのような全ての変更は、本願の教示の範囲内に含まれることが意図されている。
　何らかの利益、効果または解決策を生じさせるか、またはより顕著にさせる可能性のあ
る利益、効果、問題の解決策および何らかの要素は、いくつかのまたは全てのクレームの
重要な、必須のまたは本質的な特徴または要素として解釈すべきではない。本発明は、係
属中に行われた何らかの補正を含む添付クレームと、公開済みのそれらのクレームの全て
の同等物とによってのみ定義される。
【００５１】
　また、この文書においては、第１のおよび第２の、上部および底部等の関係語を、構成
要素または動作間の実際の何らかの関係または順序を必ずしも要求または示唆することな
く、単に、１つの構成要素または動作を、別の構成要素または動作と区別するのに用いる
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ことができる。「備える」、「備えている」、「有する」、「有している」、「含む」、
「含んでいる」、「包含する」、「包含している」という用語、またはこれらの他の何ら
かのバリエーションは、構成要素のリストを備え、有し、含み、包含するプロセス、方法
、物品または装置が、それらの構成要素のみを含むのではなく、明確に記載されていない
、あるいは、そのようなプロセス、方法、物品または装置に固有の他の構成要素を含んで
もよいように、非排他的包含を含めるよう意図されている。「備える」、「有する」、「
含む」、「包含する」に続く構成要素は、より多くの制約を伴わずに、その構成要素を備
え、有し、含み、包含するプロセス、方法、物品または装置における同一の追加的な構成
要素の存在を排除しない。「１つの」という用語は、本願明細書において特に明記してい
ない限り、１つ以上として定義される。「実質的に」、「本質的に」、「略」、「約」と
いう用語、またはこれらの他の何らかのバージョンは、当業者が理解するものに近いと定
義され、また、一つの非限定的実施形態において、その用語は、１０％以内であると定義
され、別の実施形態においては５％以内、別の実施形態においては１％以内、および別の
実施形態においては０．５％以内であると定義される。「結合された」という用語は、本
願明細書で用いる場合、必ずしも直接的に、および必ずしも機械的にではないが、接続さ
れたと定義される。ある方法で「構成されている」装置または構造は、少なくともその方
法で構成されているが、記載されていない方法で構成してもよい。
【００５２】
　いくつかの実施形態は、マイクロプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ、特注プロセ
ッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等の１つ以上の汎用または専
用プロセッサ（または、「処理装置」）と、いくつかの非プロセッサ回路と共に、本願明
細書に記載されている方法および装置、もしくはその一方のいくつかの、ほとんどの、ま
たは全ての機能を実施するように、１つ以上のプロセッサを制御する（ソフトウェアおよ
びファームウェアの両方を含む）固有に格納されたプログラム命令とで構成することがで
きることは、正しく理解されるであろう。別法として、いくつかの、または全ての機能は
、プログラム命令が格納されていない状態機械によって、あるいは、１つ以上の特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）で実施することができ、この場合、各機能、または、いくつか
の機能群のいくつかの組合せは、カスタム論理として実施される。当然、これら２つのア
プローチの組合せを用いることもできる。
【００５３】
　また、実施形態は、本願明細書に記載され、かつ本願明細書においてクレームされた方
法を実行するように（例えば、プロセッサを含む）コンピュータをプログラミングするた
めのコンピュータ可読コードを格納したコンピュータ可読保存媒体として実施することが
できる。そのようなコンピュータ可読保存媒体の実例は、限定するものではないが、ハー
ドディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光学式記憶装置、磁気記憶装置、ＲＯＭ（読み出し専用メモ
リ）、ＰＲＯＭ（プログラマブルＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ（消去可能ＰＲＯＭ）、ＥＥＰＲ
ＯＭ（電気的消去可能ＰＲＯＭ）およびフラッシュメモリを含む。さらに、本願明細書で
開示されたコンセプトおよび原理によって教導された場合に、当業者が、潜在的にかなり
の尽力および例えば、利用可能な時間、現在のテクノロジーおよび経済的考慮によって動
機付けされる多くの設計上の選択にもかかわらず、最小限の実験で、そのようなソフトウ
ェア命令およびプログラムおよびＩＣを生成することが容易に可能であろうことは予想さ
れることである。
【００５４】
　本開示の要約は、技術的開示の本質を読者が即座に確認できるように記載されている。
本願明細書は、クレームの範囲または意図を解釈または限定するように利用されないであ
ろうという理解の下に提出されている。また、上記の発明を実施するための形態において
は、本開示を合理化するという目的のために、種々の実施形態において、様々な機能がま
とめてグループ化されていることが見て分かる。本開示のこの方法は、クレームされた実
施形態が、各クレームにおいて明確に列挙されている機能よりも多くの機能を必要とする
という意図を反映するものとして解釈すべきではない。むしろ、以下のクレームが反映す
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るように、本発明の要旨は、決して、単一の開示された実施形態の全ての機能の中にはな
い。従って、以下のクレームは、各クレームがそのままで、独立してクレームされた要旨
としてある状態で、発明を実施するための形態に組込まれている。
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