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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得ることと、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
利用可能なリソースの割り当てを決定することと、を備え、
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールであり、各リソース使用プロ
フィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許容された使用を示し、
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算することと、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信することと、をさらに備え、
　前記総合メトリックを前記得ることは、前記複数の可能な動作のための前記計算された
ローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な
動作のための前記総合メトリックを決定することを備える、無線通信のための方法。
【請求項２】
　前記利用可能なリソースは、ダウンリンク用であり、各リソース使用プロフィールは、
前記利用可能なリソースのための送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）レベルのリストを備
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え、各々の利用可能なリソースに関して１つの送信ＰＳＤレベルである請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記利用可能なリソースは、アップリンク用であり、各リソース使用プロフィールは、
前記利用可能なリソースのための目標の干渉－熱雑音（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｏｖ
ｅｒ－ｔｈｅｒｍａｌ）（ＩｏＴ）レベルのリストを備え、各々の利用可能なリソースに
関して１つの目標のＩｏＴレベルである請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　可能な動作のためのローカルメトリックは、前記可能な動作に関してノードによって達
成された性能を示し、可能な動作のための総合メトリックは、前記可能な動作に関してノ
ードの前記組によって達成された総合性能を示す請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの近隣ノードが前記複数の可能な動作のための前記総合メトリック
を計算するのを可能にするために前記少なくとも１つの近隣ノードに前記計算されたロー
カルメトリックを送信することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記総合メトリックを前記決定することは、各々の可能な行動に関して、前記可能な動
作のための総合メトリックを得るために前記可能な動作に関して前記ノードによって計算
されたローカルメトリックを前記可能な動作に関して前記少なくとも１つの近隣ノードか
ら受信された少なくとも１つのローカルメトリックと結合することを備える請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、前記ローカルメトリックを前記計算することは、各々の可能な動作に関して、
　前記可能な動作と関連づけられたリソース使用プロフィールの前記組に基づいて前記ノ
ードと通信する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のための少なくとも１つのレートを
決定することと、
　前記少なくとも１つのレートに基づいて前記可能な動作のためのローカルメトリックを
決定することと、を備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのレートを前記決定することは、各ＵＥとノードの前記組との間の
チャネル利得にさらに基づいて前記少なくとも１つのＵＥのための前記少なくとも１つの
レートを決定することを備える請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の可能な動作のための前記ローカルメトリックは、レート、又はレーテンシー
、又は待ち行列の大きさ、又はそれらの組み合わせの関数に基づいて計算される請求項１
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の可能な動作のための前記ローカルメトリックは、レートの合計、又は最低限
のレート、又はレートに基づいて決定された量の合計の関数に基づいて計算される請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の可能な動作の各々は、前記利用可能なリソースのうちの１つのみに影響を与
える請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ノードの前記組内の各ノードは、前記利用可能なリソースのための送信電力スペクトル
密度（ＰＳＤ）レベルのリストと関連付けられ、各々の可能な動作は、ノードの前記組内
のあらゆるノードのために多くとも１つのレベルだけ送信ＰＳＤを変更する請求項１に記
載の方法。
【請求項１３】
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　一組の動作のタイプがサポートされ、前記複数の可能な動作の各々は、動作のタイプの
前記組の中の１つのタイプである請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数の可能な動作は、ノードがそれの送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）を増大さ
せるための第１の可能な動作、又は前記ノードがそれの送信ＰＳＤを低下させるための第
２の可能な動作、又は１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増大させるための第
３の可能な動作、又は前記１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下させるため
の第４の可能な動作、又は前記ノードがそれの送信ＰＳＤを増大させ及び前記１つ以上の
近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下させるための第５の可能な動作、又は前記ノード
がそれの送信ＰＳＤを低下させ及び前記１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増
大させるための第６の可能な動作、又はそれらの組み合わせを備える請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのＵＥの各々は、スレショルドを上回る受信された信号品質又は受
信された信号強度を有するノードのアクティブな組と関連付けられる請求項７に記載の方
法。
【請求項１６】
　ノードの前記組は、前記ノードと通信するＵＥのアクティブな組内のノード、又は前記
ノードを含むアクティブな組を有するＵＥにサービスを提供するノード、又は両方を含む
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記計算されたローカルメトリックの第１の部分組及び前記受信されたローカルメトリ
ックの第１の部分組は、前記ノードと前記少なくとも１つの近隣ノードとの間で定期的に
やりとりされる請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　要求されたときに前記計算されたローカルメトリックの第２の部分組及び前記受信され
たローカルメトリックの第２の部分組が前記ノードと前記少なくとも１つの近隣ノードと
の間でやりとりされる請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記利用可能なリソースの割り当てを前記決定することは、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいて前記複数の可能な動作の
うちの１つを選択することと、
　前記選択された動作と関連付けられ及び前記ノードのために適用可能であるリソース使
用プロフィールに基づいてノードの前記組内のノードへの前記利用可能なリソースの割り
当てを決定すること、とを備える請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ノードのための前記リソース使用プロフィールに基づいて前記利用可能なリソース
での少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のためのデータ送信をスケジューリングするこ
とをさらに備える請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ノードの前記組は、第１の最大送信電力レベルを有する第１のノードと、前記第１の送
信電力レベルと異なる第２の送信電力レベルを有する第２のノードと、を含む請求項１に
記載の方法。
【請求項２２】
　無線通信のための装置であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得るための手段と、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
利用可能なリソースの割り当てを決定するための手段と、を備え、
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
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けられ、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールであり、各リソース使用プロ
フィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許容された使用を示し、
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算するための手段と、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信するための手段と、をさらに備え、
　前記総合メトリックを得るための前記手段は、前記複数の可能な動作のための前記計算
されたローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の
可能な動作のための前記総合メトリックを決定するための手段を備える、無線通信のため
の装置。
【請求項２３】
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、前記ローカルメトリックを計算するための前記手段は、各々の可能な動作に関し
て、
　前記可能な動作と関連付けられたリソース使用プロフィールの前記組に基づいて前記ノ
ードと通信する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のための少なくとも１つのレートを
決定するための手段と、
　前記少なくとも１つのレートに基づいて前記可能な動作のためのローカルメトリックを
決定するための手段と、を備える請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付け
られ、各リソース使用プロフィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許
容された使用を示し、前記利用可能なリソースの割り当てを決定するための前記手段は、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいて前記複数の可能な動作の
うちの１つを選択するための手段と、
　前記選択された動作と関連付けられ及び前記ノードのために適用可能であるリソース使
用プロフィールに基づいてノードの前記組内のノードへの前記利用可能なリソースの割り
当てを決定するための手段と、を備える請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　無線通信のための装置であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得、及び前記複数の可能な動作のための前記総合メト
リックに基づいてノードの前記組への前記利用可能なリソースの割り当てを決定するよう
に構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールであり、各リソース使用プロ
フィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許容された使用を示し、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算し、ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作の
ためのローカルメトリックを受信するように構成され、
　前記総合メトリックを前記得ることは、前記複数の可能な動作のための前記計算された
ローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な
動作のための前記総合メトリックを決定することを備える、無線通信のための装置。
【請求項２６】
　コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ための符号と、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
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利用可能なリソースの割り当てを決定することを前記少なくとも１つのコンピュータに行
わせるための符号と、を備え、
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールであり、各リソース使用プロ
フィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許容された使用を示し、
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算すること、ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な
動作のためのローカルメトリックを受信することを前記少なくとも１つのコンピュータに
行わせるための符号をさらに備え、
　前記総合メトリックを前記得ることは、前記複数の可能な動作のための前記計算された
ローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な
動作のための前記総合メトリックを決定することを備える、コンピュータプログラムを記
憶した記憶媒体。
【請求項２７】
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
ることと、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信すること、とを備
え、前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるために適応型リソー
ス分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によって前記利用可能なリソ
ースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少なくとも１つのリソース
は、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記部分組からであり、
　ノードの前記組内のノードによって複数の可能な動作のためのローカルメトリックを計
算することと、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信することと、
　前記複数の可能な動作のための前記計算されたローカルメトリック及び前記受信された
ローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な動作のための総合メトリックを決定する
ことと、をさらに備える、無線通信のための方法。
【請求項２８】
　前記ＵＥによって検出可能なノードのためのパイロット測定を行うことをさらに備え、
前記パイロット測定は、前記ＵＥのためのアクティブな組を決定するために用いられる請
求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記パイロット測定は、前記適応型リソース分割のために用いられるメトリックを計算
するために用いられる請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ノードと前記通信することは、前記ノードから前記少なくとも１つのリソースでの
データ送信を受信することを備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソースの
各々での前記ノードのために許容された送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）レベルにおい
て前記リソースで前記ノードによって送られる請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ノードと前記通信することは、前記ノードに前記少なくとも１つのリソースでのデ
ータ送信を送ることを備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソースの各々で
の少なくとも１つの近隣ノードのための少なくとも１つの目標の干渉－熱雑音（ＩｏＴ）
レベルに基づいて決定された送信電力レベルにおいて前記リソースで前記ＵＥによって送
られる請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
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るための手段と、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信するための手段と
、を備え、前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるために適応型
リソース分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によって前記利用可能
なリソースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少なくとも１つのリ
ソースは、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記部分組からであり
、
　ノードの前記組内のノードによって複数の可能な動作のためのローカルメトリックを計
算するための手段と、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信するための手段と、
　前記複数の可能な動作のための前記計算されたローカルメトリック及び前記受信された
ローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な動作のための総合メトリックを決定する
ための手段と、をさらに備える、無線通信のための装置。
【請求項３３】
　前記ＵＥによって検出可能なノードのためのパイロット測定を行うための手段をさらに
備え、前記パイロット測定は、前記ＵＥのためのアクティブな組を決定するために用いら
れる請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記ノードと通信するための前記手段は、前記ノードから前記少なくとも１つのリソー
スでのデータ送信を受信するための手段を備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つ
のリソースの各々での前記ノードのために許容された送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）
レベルにおいて前記リソースで前記ノードによって送られる請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ノードと通信するための前記手段は、前記ノードに前記少なくとも１つのリソース
でのデータ送信を送るための手段を備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソ
ースの各々での少なくとも１つの近隣ノードのための少なくとも１つの目標の干渉－熱雑
音（ＩｏＴ）に基づいて決定された送信電力レベルにおいて前記リソースで前記ＵＥによ
って送られる請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信し
、及び前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信するように構
成された少なくとも１つのプロセッサを備え、前記ノードを含むノードの組に利用可能な
リソースを割り当てるために適応型リソース分割が行われ、前記ノードには、前記適応型
リソース分割によって前記利用可能なリソースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り
当てられた前記少なくとも１つのリソースは、前記ノードに割り当てられた前記利用可能
なリソースの前記部分組からであり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ノードの前記組内のノードによって複数の可能な動作のためのローカルメトリックを計
算し、ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のため
のローカルメトリックを受信し、前記複数の可能な動作のための前記計算されたローカル
メトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な動作のた
めの総合メトリックを決定するようにさらに構成される、無線通信のための装置。
【請求項３７】
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信することを前記少
なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、を備えるコンピュータプログラム
を記憶した記憶媒体であって、
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　前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるために適応型リソース
分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によって前記利用可能なリソー
スの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少なくとも１つのリソースは
、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記部分組からであり、
　ノードの前記組内のノードによって複数の可能な動作のためのローカルメトリックを計
算すること、ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作
のためのローカルメトリックを受信すること、前記複数の可能な動作のための前記計算さ
れたローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可
能な動作のための総合メトリックを決定することを前記少なくとも１つのコンピュータに
行わせるための符号をさらに備える、コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、“UTILITY-BASED RESOURCE COORDINATION FOR HETEROGENEOUS NETWORKS”（異
種ネットワークのための効用に基づくリソース調整）という題名を有し、これの譲受人に
対して譲渡され、引用によってここに組み入れられている米国仮特許出願一連番号第６１
／１６１，６４６号（出願日：２００９年３月１９日）に対する優先権を主張するもので
ある。
【０００２】
　本開示は、概して、通信に関するものである。本開示は、より具体的には、無線通信を
サポートするための技法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　様々な通信コンテンツ、例えば、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロ
ードキャスト、等、を提供することを目的として無線通信ネットワークが広範囲にわたっ
て配備されている。これらの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共
有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであ
ることができる。該多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネット
ワークと、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワークと、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）ネットワークと、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークと、単一搬送波ＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークと、を含む。 
　無線通信ネットワークは、幾つかのユーザ装置（ＵＥ）のための通信をサポートするこ
とが可能な幾つかの基地局を含むことができる。ＵＥは、ダウンリンク及びアップリンク
を介して基地局と通信することができる。ダウンリンク（又は順方向リンク）は、基地局
からＵＥへの通信リンクを意味し、アップリンク（又は逆方向リンク）は、ＵＥから基地
局への通信リンクを意味する。
【０００４】
　基地局は、ＵＥに対してダウンリンクにおいてデータを送信することができ及び／又は
ＵＥからアップリンクにおいてデータを受信することができる。ダウンリンクにおいては
、基地局からの送信は、近隣基地局からの送信に起因する干渉を観測することがある。ア
ップリンクにおいては、ＵＥからの送信は、近隣基地局と通信するその他のＵＥからの送
信に起因する干渉を観測することがある。ダウンリンク及びアップリンクの両方に関して
、干渉する基地局及び干渉するＵＥに起因する干渉は、性能を劣化させることがある。性
能を向上させるために干渉を軽減することが望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００５】
　無線ネットワークにおいて適応型リソース分割（ａｄａｐｔｉｖｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ）を行うための技法がここにおいて説明される。リソース分
割は、ノードに利用可能なリソースを割り当てるプロセスを意味する。ノードは、基地局
、リレー、又は何らかのその他のエンティティであることができる。適応型リソース分割
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の場合は、利用可能なリソースは、良好な性能を達成することが可能な方法でノードに対
して動的に割り当てることができる。
【０００６】
　一設計においては、適応型リソース分割は、ノードの組内の各ノードによって分散され
た方法で行うことができる。一設計においては、ノードの組内の所定のノードは、ノード
の組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可能な動作
のためのローカルメトリック（ｌｏｃａｌ ｍｅｔｒｉｃ）を計算することができる。各
々の可能な動作は、ノードの組のためのリソース使用プロフィール（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｕｓａｇｅ　ｐｒｏｆｉｌｅ）の組と関連付けることができる。各リソース使用プロフィ
ールは、特定のノードによる利用可能なリソースの許容された使用、例えば、利用可能な
リソースのための許容された送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）レベルのリスト、を示す
ことができる。ノードは、ノードの組内の少なくとも１つの近隣ノードに計算されたロー
カルメトリックを送信することができる。ノードは、少なくとも１つの近隣ノードから複
数の可能な動作のためのローカルメトリックを受信することもできる。ノードは、計算さ
れたローカルメトリック及び受信されたローカルメトリックに基づいて複数の可能な動作
のための総合メトリック（ｏｖｅｒａｌｌ　ｍｅｔｒｉｃ）を決定することができる。こ
れで、ノードは、複数の可能な動作のための総合メトリックに基づいてノードの組への利
用可能なリソースの割り当てを決定することができる。一設計においては、ノードは、こ
れらの可能な動作のための総合メトリックに基づいて可能な動作のうちの１つを選択する
、例えば、最良の総合メトリックを有する可能な動作を選択する、ことができる。次に、
ノードは、選択された動作と関連付けられ及びノードのために適用可能であるリソース使
用プロフィールに基づいて利用可能なリソースを利用することができる。例えば、ノード
は、ノードのためのリソース使用プロフィールに基づいて利用可能なリソースでの少なく
とも１つのＵＥのためのデータ送信をスケジューリングすることができる。
【０００７】
　本開示の様々な態様及び特徴が以下においてさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】無線通信ネットワークを示した図である。
【図２】ＵＥのための典型的なアクティブな組及びノードのための近隣体の組を示した図
である。
【図３】適応型リソース分割を行うためのプロセスを示した図である。
【図４】適応型リソース分割を有する無線ネットワークを示した図である。
【図５】通信をサポートするためのプロセスを示した図である。
【図６】通信をサポートするための装置を示した図である。
【図７】適応型リソース分割を行うためのプロセスを示した図である。
【図８】ＵＥによって通信するためのプロセスを示した図である。
【図９】ＵＥによって通信するための装置を示した図である。
【図１０】基地局及びＵＥのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信ネットワーク、例えば、ＣＤＭＡ、Ｔ
ＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ及びその他のネットワーク、に関して用
いることができる。用語 “ネットワーク”及び“システム”は、互換可能な形でしばし
ば用いられる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、
ｃｄｍａ２０００、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、広帯域－ＣＤＭ
Ａ（ＷＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡのその他の変形と、を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－
２０００規格、ＩＳ－９５規格及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡネットワーク
は、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））、等の無線技術を実装するこ
とができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、エボルブド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－
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ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄ
ｂａｎｄ）（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（
ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）、等の無線技
術を実装することができる。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信シス
テム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔ
ｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）
は、ダウンリンクではＯＦＤＭＡ及びアップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－Ｕ
ＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリース版である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴ
Ｓ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ及びＧＳＭは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３
ＧＰＰ）という名称の組織からの文書において記述される。ｃｄｍａ２０００及びＵＭＢ
は、“第３世代パートナーシッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織から
の文書において記述される。ここにおいて説明される技法は、上述される無線ネットワー
ク及び無線技術、及びその他の無線ネットワーク及び無線技術のために用いることができ
る。
【００１０】
　図１は、幾つかの基地局１１０とその他のネットワークエンティティとを含むことがで
きる無線通信ネットワーク１００を示す。基地局は、ＵＥと通信するエンティティである
ことができ及びノード、ノードＢ、エボルブドノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイント、
等と呼ぶこともできる。各基地局は、特定の地理上のエリアのための通信カバレッジを提
供することができる。３ＧＰＰにおいては、用語“セル”は、その用語が用いられる文脈
に依存して、カバレッジエリアにサービスを提供する基地局及び／又は基地局サブシステ
ムのこのカバレッジエリアを意味することができる。３ＧＰＰ２においては、用語“セク
タ”又は“セル－セクタ”は、カバレッジエリアにサービスを提供する基地局及び／又は
基地局サブシステムのこのカバレッジエリアを意味することができる。明確化のため、こ
こにおける説明では３ＧＰＰの“セル”の概念が用いられる。
【００１１】
　基地局は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び／又はその他のタイプのセルの
ための通信カバレッジを提供することができる。マクロセルは、相対的に大きい地理上の
エリア（例えば、半径数キロメートル）を網羅することができ及びサービス加入契約を有
するＵＥによる無制限のアクセスを許容することができる。ピコセルは、相対的に小さい
地理上のエリアを網羅することができ及びサービス加入契約を有するＵＥによる無制限の
アクセスを許容することができる。フェムトセルは、相対的に小さい地理上のエリア（例
えば、自宅）を網羅することができ及びフェムトセルとの関連付けを有するＵＥ（例えば
、クローズド加入者グループ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ（ＣＳ
Ｇ）内のＵＥ）による制限されたアクセスを許容することができる。図１に示される例に
おいては、無線ネットワーク１００は、マクロセルのためのマクロ基地局１１０ａ及び１
１０ｂと、ピコセルのためのピコ基地局１１０ｃ及び１１０ｅと、フェムトセルのための
フェムト／ホーム基地局１１０ｄと、を含む。
【００１２】
　無線ネットワーク１００は、リレーを含むこともできる。リレーは、上流のエンティテ
ィ（例えば、基地局又はＥＵ）からデータの送信を受信し及び下流のエンティティ（例え
ば、ＵＥ又は基地局）にそのデータの送信を送るエンティティであることができる。リレ
ーは、その他のＵＥのために送信を中継するＵＥであることもできる。リレーは、ノード
、局、中継局、中継基地局、等と呼ぶこともできる。
【００１３】
　無線ネットワーク１００は、異なるタイプの基地局、例えば、マクロ基地局、ピコ基地
局、フェムト基地局、リレー、等、を含む異種ネットワークであることができる。これら
の異なるタイプの基地局は、無線ネットワーク１００において異なる送信電力レベル、異
なるカバレッジエリア、及び干渉に対する異なる影響を有することができる。例えば、マ
クロ基地局は、高い送信電力レベル（例えば、２０ワット又は４３ｄＢｍ）を有すること



(10) JP 5524324 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

ができ、ピコ基地局は、それよりも低い送信電力レベル（例えば、２ワット又は３３ｄＢ
ｍ））を有することができ、フェムト基地局は、低い送信電力レベル（例えば、０．２ワ
ット又は２３ｄＢｍ））を有することができる。異なるタイプの基地局は、異なる最大送
信電力レベルを有する異なる電力クラスに属することができる。
【００１４】
　ネットワークコントローラ１３０は、一組の基地局に結合することができ及びこれらの
基地局のための調整及び制御を提供することができる。ネットワークコントローラ１３０
は、バックホールを介して基地局１１０と通信することができる。基地局１１０は、バッ
クホールを介して互いに通信することもできる。
【００１５】
　ＵＥ１２０は、無線ネットワーク１００全体に分散させることができ、及び各ＵＥは静
止型又は移動型であることができる。ＵＥは、局、端末、移動局、加入者ユニット、局、
等と呼ぶこともできる。ＵＥは、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）
、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、
コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、等であることができる。Ｕ
Ｅは、基地局、リレー、その他のＵＥ、等と通信することができる。
【００１６】
　ＵＥは、１つ以上の基地局のカバレッジ内に所在することができる。一設計においては
、ダウンリンク及びアップリンクの両方でＵＥにサービスを提供するために単一の基地局
を選択することができる。他の設計においては、ダウンリンク及びアップリンクの各々に
おいてＵＥにサービスを提供するために１つの基地局を選択することができる。両方の設
計に関して、サービスを提供する基地局は、１つ以上の基準、例えば、最大ジオメトリ（
ｇｅｏｍｅｔｒｙ）、最低経路損失、最大エネルギー／干渉効率、最大ユーザスループッ
ト、等、に基づいて選択することができる。ジオメトリは、受信された信号の品質に関連
し、それは、キャリア－オーバー－サーマル（ｃａｒｒｉｅｒ－ｏｖｅｒ－ｔｈｅｒｍａ
ｌ）（ＣｏＴ）、信号対雑音比（ＳＮＲ）、信号対雑音対干渉比（ＳＩＮＲ）、搬送波対
干渉比（Ｃ／Ｉ）、等によって定量化することができる。エネルギー／干渉効率を最大化
することは、（ｉ）ビット当たりの要求される送信エネルギーを最小化すること又は（ｉ
ｉ）単位当たりの受信された有用な信号エネルギーの受信された干渉エネルギーを最小化
することを含むことができる。部分（ｉｉ）は、意図されるノードに関するチャネル利得
とすべての干渉されたノードに関するチャネル利得の合計の比を最大化することに対応す
ることができる。部分（ｉｉ）は、アップリンクに関する経路損失を最小化することと同
等であることができるが、ダウンリンクに関しては異なることができる。ユーザスループ
ットを最大化することは、様々な要因、例えば、基地局の負荷（例えば、基地局によって
現在サービスが提供されるＵＥの数）、基地局に割り当てられたリソースの量、基地局の
利用可能なバックホール容量、等、を考慮に入れることができる。
【００１７】
　無線ネットワークは、送信のために利用可能であるリソースの組をサポートすることが
できる。利用可能なリソースは、時間、又は周波数、又は時間と周波数の両方、又は何ら
かのその他の基準に基づいて定義することができる。例えば、利用可能なリソースは、異
なる周波数副帯域、又は異なる時間インターレース、又は異なる時間－周波数ブロック、
等に対応することができる。時間インターレースは、均等に配置されたタイムスロット、
例えば、すべてのＳ番目のタイムスロット、を含むことができ、ここで、Ｓは、あらゆる
整数値であることができる。利用可能なリソースは、無線ネットワーク全体に関して定義
することができる。
【００１８】
　利用可能なリソースは、様々な方法で無線ネットワーク内の基地局によって用いること
ができる。一方式では、各基地局は、利用可能なリソースのすべてを送信のために用いる
ことができる。この方式は、その結果として幾つかの基地局が不良な性能を達成すること
がある。例えば、図１のフェムト基地局１１０ｄは、マクロ基地局１１０ａ及び１１０ｂ
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の近傍に位置することができ、フェムト基地局１１０ｄからの送信は、マクロ基地局１１
０ａ及び１１０ｂからの高い干渉を観測することがある。
【００１９】
　他の方式では、利用可能なリソースは、固定されたリソース分割に基づいて基地局に割
り当てることができる。各基地局は、それの割り当てられたリソースを送信のために用い
ることができる。この方式は、各基地局がそれの割り当てられたリソースで良好な性能を
達成するのを可能にすることができる。しかしながら、幾つかの基地局には要求されるよ
りも多いリソースを割り当てることができ、他方、幾つかの基地局は、割り当てられたよ
りも多いリソースを要求することがあり、それは、無線ネットワークにとって最適でない
性能に至ることがある。
【００２０】
　一態様においては、適応型リソース分割は、良好な性能を達成することができるように
ノードに対して利用可能なリソースを動的に割り当てるために行うことができる。リソー
ス分割は、リソース割り当て、リソース調整、等と呼ばれることもある。ダウンリンクで
の適応型リソース分割に関しては、利用可能なリソースは、利用可能なリソースで各ノー
ドによって用いることができる送信ＰＳＤレベルのリストを有するそのノードを割り当て
ることによってノードに割り当てることができる。適応型リソース分割は、効用関数（ｕ
ｔｉｌｉｔｙ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を最大化する方法で行うことができる。適応型リソー
ス分割は、利用可能なリソースの固定された部分組を各ノードに割り当てることができる
固定された又は静的なリソース分割と対照的である。
【００２１】
　一設計においては、適応型リソース分割は、集中された方法で行うことができる。この
設計では、指定されたエンティティは、ＵＥ及びノードのための該当情報を受信し、リソ
ース分割のためのメトリックを計算し、計算されたメトリックに基づいて最良のリソース
分割を選択することができる。他の設計においては、適応型リソース分割は、一組のノー
ドによって分散された方法で行うことができる。この設計においては、各ノードは、幾つ
かのメトリックを計算することができ及び近隣ノードとメトリックをやりとりすることが
できる。メトリックの計算及びやりとりは、１回以上の往復回数で行うことができる。こ
れで、各ノードは、最良の性能を提供することができるリソース分割を決定及び選択する
ことができる。
【００２２】
　表１は、適応型リソース分割のために用いることができるコンポーネントの組を示す。
【表１】

【００２３】
　一設計においては、アクティブな組（ａｃｔｉｖｅ　ｓｅｔ）は、各ＵＥのために維持



(12) JP 5524324 B2 2014.6.18

10

20

30

40

することができ及びＵＥによって行われたパイロット測定及び／又はノードによって行わ
れたパイロット測定に基づいて決定することができる。所定のＵＥｔのためのアクティブ
な組は、ダウンリンクにおいてＵＥｔによって観測された信号又は干渉に対して無視でき
ない寄与度を有する及び／又は（ｉｉ）アップリンクにおいてＵＥｔから無視できない信
号又は干渉を受信するノードを含むことができる。アクティブな組は、干渉管理組、候補
組、等と呼ばれることもある。
【００２４】
　一設計においては、ＵＥｔのためのアクティブな組は、次のように、ＣｏＴに基づいて
定義することができる。
【数１】

【００２５】
　ここで、（Ｐｑ）は、ノードｑからのパイロットの送信ＰＳＤであり、
　　　　Ｇ（ｑ，ｔ）は、ノードｑとＵＥｔとの間のチャネル利得であり、
　　　　Ｎ０は、ＵＥｔによって観測された周囲の干渉及び熱雑音であり、
　　　　ＣｏＴｍｉｎは、アクティブな組に含められるノードを選択するためのＣｏＴス
レショルドである。
【００２６】
　方程式（１）は、ノードｑのＣｏＴがＣｏＴｍｉｎよりも大きい場合に所定のノードｑ
をＵＥｔのアクティブな組に含めることができることを示す。ノードｑのＣｏＴは、ノー
ドｑからのパイロットの送信ＰＳＤ、ノードｑとＵＥｔとの間のチャネル利得、及びＮ０

に基づいて決定することができる。パイロットは、低再利用プリアンブル（ｌｏｗ　ｒｅ
ｕｓｅ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）（ＬＲＰ）又はポジショニング基準信号であることができ、
それは、低い再利用のリソースで送信することができ及び遠く離れて検出することができ
る。パイロットは、何らかのその他のタイプのパイロット又は基準信号であることもでき
る。
【００２７】
　ＵＥｔのアクティブな組は、その他の方法で定義することもできる。例えば、ノードは
、受信された信号の品質の代わりに、又は受信された信号の品質に加えて、受信された信
号の強度及び／又はその他の基準に基づいて選択することができる。アクティブな組は、
適応型リソース分割のための計算の複雑さを低減させるために制限することができる。一
設計においては、アクティブな組は、Ｎのノードに制限することができ、ここで、Ｎは、
あらゆる適切な値であることができる。これで、アクティブな組は、ＣｏＴｍｉｎを超え
るＣｏＴを有する最大でＮの最強ノードを含めることができる。
【００２８】
　一設計においては、各ノードのために近隣体の組（ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ｓｅｔ）を維持
することができ及び適応型リソース分割に参加するノードを含むことができる。所定のノ
ードｐにとっての近隣体の組は、（ｉ）ノードｐによるサービスが提供されるＵＥに影響
を与える又は（ｉｉ）ノードｐによる影響を受ける可能性があるＵＥを有する近隣ノード
を含むことができる。一設計においては、ノードｐにとっての近隣体の組は、次のように
定義することができる。
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【数２】

【００２９】
ここで、Ｓ（ｔ）は、ＵＥｔのためのサービス提供ノードである。
【００３０】
　方程式（２）は、所定のノードｑは（ｉ）ノードｑがノードｐによってサービスが提供
されるＵＥのためのアクティブな組内に存在するか又は（ｉｉ）ノードｑがアクティブな
組内にノードｐを有するＵＥのためのサービス提供ノードである場合にノードｐの近隣体
の組内に含めることができることを示す。このため、各ノードにとっての近隣体の組は、
ＵＥのアクティブな組及びそれらのサービス提供ノードに基づいて定義することができる
。近隣体の組は、その他の方法で定義することもできる。各ノードは、そのノードによっ
てサービスが提供されるＵＥのアクティブな組及びそれの近隣ノードからの情報に基づい
てそれらの近隣ノードを決定することができる。近隣体の組は、適応型リソース分割のた
めの計算の複雑さを低減させるために制限することができる。
【００３１】
　図２は、図１のＵＥの典型的なアクティブな組及びノードにとっての典型的な近隣体の
組を示す。各ＵＥのためのアクティブな組は、図２のＵＥの隣の括弧内に示され、サービ
ス提供ノード／基地局には下線が引かれている。例えば、ＵＥ１のためのアクティブな組
は、｛Ｍ１，Ｍ２｝であり、それは、アクティブな組がサービス提供ノードＭ１と近隣ノ
ードＭ２とを含むことを意味する。各ノードにとっての近隣体の組は、図２内のノードの
隣の角括弧内に示されている。例えば、ノードＭ１にとっての近隣体の組は、［Ｍ２、Ｐ
１、Ｐ２、Ｆ１］であり、マクロ基地局Ｍ２と、ピコ基地局Ｐ１及びＰ２と、フェムト基
地局Ｆ１と、を含む。
【００３２】
　一設計においては、各ノードのために送信ＰＳＤレベルの組を定義することができ及び
各リソースのためにノードによって用いることができる全送信ＰＳＤレベルを含むことが
できる。ノードは、ダウンリンクにおいて各リソースのために送信ＰＳＤレベルのうちの
１つを用いることができる。所定のリソースの使用は、そのリソースのために選択／許容
された送信ＰＳＤレベルによって定義することができる。一設計においては、送信ＰＳＤ
レベルの組は、公称ＰＳＤレベルと、低ＰＳＤレベルと、ゼロのＰＳＤレベルと、等を含
むことができる。すべての利用可能なリソースでの公称ＰＳＤレベルは、ノードの最大送
信電力に対応することができる。ノードのための送信ＰＳＤレベルの組は、ノードの電力
クラスに依存することができる。一設計においては、所定の電力クラスのための送信ＰＳ
Ｄレベルの組は、この電力クラスよりも低いか又は等しい全電力クラスの公称ＰＳＤレベ
ル、及びゼロのＰＳＤレベルの和集合であることができる。例えば、マクロノードは、（
マクロ電力クラスに関する）４３ｄＢｍの公称ＰＳＤレベルと、（ピコ電力クラスに関す
る公称ＰＳＤレベルに対応する）３３ｄＢｍの低ＰＳＤレベルと、ゼロのＰＳＤレベルと
、を含むことができる。各電力クラスに関する送信ＰＳＤレベルの組は、その他の方法で
定義することもできる。
【００３３】
　適応型リソース分割のためのローカルメトリック及び総合メトリックを計算するために
効用関数を用いることができる。ローカルメトリック及び総合メトリックは、所定のリソ
ース分割の性能を定量化するために用いることができる。所定のノードｐのためのローカ
ルメトリックは、Ｕ（ｐ）で表すことができ及び所定のリソース分割に関するノードの性
能を示すことができる。ノードの組ＮＳのための総合メトリックは、Ｖ（ＮＳ）で表すこ
とができ及び所定のリソース分割のためのノードの組の総合性能を示すことができる。ロ
ーカルメトリックは、ノードメトリック、ローカル効用（ｕｔｉｌｉｔｙ）、基地局効用
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ｈｏｏｄ　ｕｔｉｌｉｔｙ）、等と呼ばれることもある。総合メトリックは、無線ネット
ワーク全体に関しても計算することができる。各ノードは、異なる可能な動作のためのロ
ーカルメトリック及び総合メトリックを計算することができる。効用関数を最大にし及び
最良の総合メトリックを生み出す動作を使用のために選択することができる。
【００３４】
　一設計においては、効用関数は、次のように、ユーザレートの合計に基づいて定義する
ことができる。
【数３】

【００３５】
　ここで、Ｒ（ｔ）は、ＵＥｔによって達成されるレートである。
【００３６】
　方程式の組（３）に示されるように、ノードｐのためのローカルメトリックＵ（ｐ）は
、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥによって達成されたレートの合計に等し
いことができる。近隣体の組ＮＳのための総合メトリックＶ（ＮＳ）は、近隣体の組内の
全ノードのためのローカルメトリックの合計に等しいことができる。方程式（３）の効用
関数は、公平性の保証を提供できないことがある。
【００３７】
　他の設計においては、効用関数は、次のように、最低ユーザレートに基づいて定義する
ことができる。
【数４】

【００３８】
　方程式の組（４）に示されるように、ノードｐのためのローカルメトリックＵ（ｐ）は
、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥによって達成された最低レートに等しい
ことができる。近隣体の組ＮＳのための総合メトリックＶ（ＮＳ）は、近隣体の組内の全
ノードのためのローカルメトリックの最低値に等しいことができる。方程式（４）の効用
関数は、全ＵＥのために等しいサービス等級（ＧｏＳ）を保証することができ、異常値の
影響をより受けにくいが、公平性と合計スループットとの間での妥協点（ｔｒａｄｅ　ｏ
ｆｆ）を提供できないことがある。他の設計においては、ノードｐのためのローカルメト
リックＵ（ｐ）をノードｐによってサービスが提供される全ＵＥの最低のＸ％の最高レー
トに設定することができるＸ％レート効用関数を定義することができ、ここで、Ｘは、あ
らゆる適切な値であることができる。
【００３９】
　さらに他の設計においては、効用関数は、次のように、ユーザレートの対数の和に基づ
いて定義することができる。
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【数５】

【００４０】
　方程式の組（５）に示されるように、ノードｐのためのローカルメトリックＵ（ｐ）は
、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥのレートの対数の和に等しいことができ
る。近隣体の組ＮＳのための総合メトリックＶ（ＮＳ）は、近隣体の組内の全ノードのた
めのローカルメトリックの和に等しいことができる。方程式（５）の効用関数は、比例公
平な（ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　ｆａｉｒ）スケジューリングを提供することができる
。
【００４１】
　さらに他の設計においては、効用関数は、次のように、ユーザレートの対数の対数の和
に基づいて定義することができる。
【数６】

【００４２】
　方程式の組（６）に示されるように、ノードｐのためのローカルメトリックＵ（ｐ）は
、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥのレートの対数の対数の和に等しいこと
ができる。近隣体の組ＮＳのための総合メトリックＶ（ＮＳ）は、近隣体の組内の全ノー
ドのためのローカルメトリックの和に等しいことができる。方程式（６）の効用関数は、
各ＵＥからの寄与度を説明することができ及びテール分布（ｔａｉｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｉｏｎ）により大きい重点を置くことができる。
【００４３】
　さらに他の設計においては、効用関数は、次のように、－１／（ユーザレート）３の和
に基づいて定義することができる。
【数７】

【００４４】
　方程式の組（７）に示されるように、ノードｐのためのローカルメトリックＵ（ｐ）は
、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥのレートの3乗分のマイナス１の和に等
しいことができる。近隣体の組ＮＳのための総合メトリックＶ（ＮＳ）は、近隣体の組内
の全ノードのためのローカルメトリックの和に等しいことができる。方程式（７）の効用
関数は、比例公平メトリックよりも公平であることができる。
【００４５】
　方程式の組（３）乃至（７）は、適応型リソース分割のために用いることができる効用
関数の幾つかの典型的な設計を示す。効用関数は、その他の方法で定義することもできる
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。効用関数は、レートの代わりに又はレートに加えてその他のパラメータに基づいて定義
することもできる。例えば、効用関数は、レート、レーテンシー、待ち行列の大きさ、等
の関数に基づいて定義することができる。
【００４６】
　方程式の組（３）乃至（７）に示される設計に関して、各ノードのためのローカルメト
リックは、そのノードによってサービスが提供されるＵＥのレートに基づいて計算するこ
とができる。一設計においては、各ＵＥのレートは、ＵＥには各々の利用可能なリソース
の一部が割り当てられると仮定することによって推定することができる。この一部は、α
（ｔ，ｒ）で表すことができ及びリソースｒがＵＥｔに割り当てられる時間の部分である
とみることができる。このため、ＵＥｔのためのレートは、次のように計算することがで
きる。
【数８】

【００４７】
　ここで、ＳＥ（ｔ，ｒ）は、リソースｒでのＵＥｔのスペクトル効率であり、
　　　　　Ｗ（ｒ）は、リソースｒの帯域幅である。
【００４８】
　リソースｒでのＵＥｔのスペクトル効率は、次のように決定することができる。

【数９】

【００４９】
　ここで、　ＰＳＤ（ｐ，ｒ）は、リソースｒでのサービス提供ノードｐの送信ＰＳＤで
あり、
　　　　　ＰＳＤ（ｑ，ｒ）は、リソースｒでの近隣ノードｑの送信ＰＳＤであり、
　　　　　Ｇ（ｐ，ｔ）は、サービス提供ノードｐとＵＥｔとの間のチャネル利得であり
、
　　　　　Ｃ（　）は、容量関数を表す。
【００５０】
　方程式（９）において、括弧内の分子は、ＵＥｔにおけるサービス提供ノードｐからの
希望される受信された電力を表す。分母は、ＵＥｔにおける全近隣ノードからの総干渉及
びＮ０を表す。リソースｒでのサービス提供ノードｐによって用いられる送信ＰＳＤ及び
リソースｒでの各近隣ノードによって用いられる送信ＰＳＤは、知っていることができる
。サービス提供ノードｐ及び近隣ノードに関するチャネル利得は、ＵＥｔからのパイロッ
ト測定に基づいて得ることができる。Ｎ０は、ＵＥｔで測定／推定すること及び計算に含
めることができ、又は無線ネットワークに（例えば、サービス提供ノードｐに）ＵＥｔに
よって報告することができ、又は（例えば、計算がノードｐで行われるときには）無視す
ることができる。容量関数は、制限された（ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ）容量関数、制限さ
れない（ｕｎｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ）容量関数、又は何らかのその他の関数であること
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ができる。
【００５１】
　プリスケジューラは、次のように、α（ｔ，ｒ）パラメータの空間にわたり効用関数を
最大化することができる。
【数１０】

【数１１】

【００５２】
ここで、ｆ（）は、ノードｐによってサービスが提供される全ＵＥのためのレートの凹関
数を表す。方程式（１０）は、α（ｔ，ｒ）パラメータに関する凸最適化を示し、数値で
解くことができる。プレスケジューラは、スケジューリング予測を行うことができ及び実
際のスケジューラと異なることができ、それは、各スケジューリング間隔内の限界効用を
最大化することができる。
【００５３】
　ＵＥｔのためのレートは、次のように制限することができる。
【数１２】

【００５４】
ここで、Ｒｍａｘ（ｔ）は、ＵＥｔによってサポートされる最大レートである。
【００５５】
　ノードｐのための総合レートＲ（ｐ）は、次のように制限することができる。
【数１３】

【００５６】
ここで、ＲＢＨ（ｐ）は、ノードｐのためのバックホールレートである。バックホールレ
ートは、バックホールを介して近隣ノードに送信することができ及び／又はＵＥのための
サービス提供ノードを選択する決定のためにオーバーザエアで送信することができる。
【００５７】
　一設計においては、適応型リソース分割のために適応型アルゴリズムを用いることがで
きる。このアルゴリズムは、それが、無線ネットワークの異なる部分に関して異なること
があり及び経時で変化することがある現在の動作シナリオを考慮に入れることができる、
という点で適応型である。適応型アルゴリズムは、分散された方法で各ノードによって実
行することができ及び一組のノードにわたって又は可能な場合は無線ネットワーク全体に
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わたって効用関数を最大化するのを試行することができる。
【００５８】
　図３は、適応型リソース分割を行うためのプロセス３００の設計を示す。プロセス３０
０は、分散型設計に関して近隣体の組内の各ノードによって実行することができる。明確
化のため、プロセス３００は、以下ではノードｐに関して説明される。ノードｐは、近隣
体の組内の各ノードの現在のリソース使用プロフィールを得ることができる（ステップ３
１２）。ダウンリンクに関しては、ノードのためのリソース使用プロフィールは、一組の
送信ＰＳＤレベルによって定義することができ、各々の利用可能なリソースに関して１つ
の送信ＰＳＤレベルである。ノードｐは、バックホールを介して又はその他の手段を通じ
て近隣ノードの現在のリソース使用プロフィールを得ることができる。
【００５９】
　ノードｐは、ノードｐ及び／又は近隣ノードによって行うことができるリソース分割に
関連する可能な動作のリストを決定することができる（ステップ３１４）。各々の可能な
動作は、ノードｐのための特定のリソース使用プロフィール及び近隣体の組内の各近隣ノ
ードのための特定のリソース使用プロフィールに対応することができる。例えば、可能な
動作は、ノードｐが特定のリソースでのその送信ＰＳＤを変更すること及び／又は近隣ノ
ードがそのリソースでのその送信ＰＳＤを変更することを含むことができる。可能な動作
のリストは、（ｉ）明示の要求なしに定期的に評価することができる標準的な動作及び／
又は（ｉｉ）近隣ノードからの要求に応答して評価することができる要求時動作を含むこ
とができる。幾つかの可能な動作が以下において説明される。可能な動作のリストは、Ａ
として表すことができる。
【００６０】
　ノードｐは、異なる可能な動作のためのローカルメトリックを計算することができる（
ブロック３１６）。ローカルメトリックは、所定の動作に関するノードの性能を示すこと
ができる。例えば、方程式（３）の効用関数に基づくローカルメトリックは、特定の動作
ａに関してノードｐによって達成された総合レートを示すことができ及び次のように計算
することができる。
【数１４】

【００６１】
ここで、Ｒ（ｔ，ａ）は、動作ａに関してすべての利用可能なリソースでＵＥｔによって
達成されたレートであり、Ｕ（ｐ，ａ）は、動作ａに関するノードｐのためのローカルメ
トリックである。
【００６２】
　各ＵＥのためのレートＲ（ｔ，ａ）は、方程式（８）及び（９）に示されるように計算
することができ、ここで、ＰＳＤ（ｐ，ｒ）及びＰＳＤ（ｑ，ｒ）は、可能な動作ａと関
連付けられた、ノードｐ及びｑのためのリソース使用プロフィールにそれぞれ依存するこ
とができる。方程式（１４）に示される設計では、すべての利用可能なリソースでの各Ｕ
Ｅのためのレートを最初に決定することができ、ノードｐによってサービスが提供される
全ＵＥのためのレートを次に合計してノードｐのためのローカルメトリックを得ることが
できる。他の設計においては、各々の利用可能なリソースでの各ＵＥのためのレートを最
初に決定することができ、各々の利用可能なリソースでの全ＵＥのためのレートを次に計
算することができ、すべての利用可能なリソースのためのレートを次に合計してノードｐ
のためのローカルメトリックを得ることができる。各々の可能な動作に関するノードｐの
ためのローカルメトリックは、その他の方法で計算することもでき及び効用関数に依存す
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ることができる。
【００６３】
　異なる可能な動作のための総合メトリックを計算するために異なる可能な動作のための
ローカルメトリックをノードｐ及び近隣ノードによって用いることができる。ノードｐは
、ａ∈Ａである場合のその計算されたローカルメトリックＵ（ｐ，ａ）を近隣ノードに送
信することができる（ブロック３１８）。ノードｐは、近隣体の組内の各近隣ノードｑか
らａ∈Ａである場合のローカルメトリックＵ（ｑ，ａ）を受信することもできる（ブロッ
ク３２０）。ノードｐは、その計算されたローカルメトリック及び受信されたローカルメ
トリックに基づいて異なる可能な動作のための総合メトリックを計算することができる（
ブロック３２２）。例えば、方程式（３）の効用関数に基づく総合メトリックは、次のよ
うに、各々の可能な動作ａに関して計算することができる。
【数１５】

【００６４】
ここで、Ｖ（ａ）は、可能な動作ａのための総合メトリックである。方程式（１５）での
合計は、ノードｐを除く近隣体の組内の全ノードを対象とする。
【００６５】
　メトリック計算を完了後は、ノードｐは、最良の総合メトリックを有する動作を選択す
ることができる（ブロック３２４）。各近隣ノードは、異なる可能な動作のための総合メ
トリックを同様に計算することができ及び最良の総合メトリックを有する動作を選択する
こともができる。ノードｐ及び近隣ノードは、それらが同じ組のローカルメトリックに基
づいて動作する場合は同じ動作を選択すべきである。これで、各ノードは、選択された動
作に関して互いに通信する必要なしに、選択された動作に基づいて動作することができる
。しかしながら、ノードｐ及びそれの近隣ノードは、異なるローカルメトリックに基づい
て動作することができ及び異なる最良の総合メトリックを得ることができる。これは、例
えば、ノードｐ及びそれの近隣ノードが異なる近隣体の組を有する場合に当てはまる。こ
の場合は、ノードｐは、とるべき動作を決定するために近隣ノードと交渉することができ
る。これは、ノード間で幾つかの有望な動作のための総合メトリックをやりとりすること
と、可能な限り多くのノードのために良好な性能を提供することができる動作を選択する
こと、とを含むことができる。
【００６６】
　最良の動作がどのように選択されるかにかかわらず、選択された動作は、ノードｐのた
めの特定のリソース使用プロフィールと関連付けられる。ノードｐは、選択された動作と
関連付けられたリソース使用プロフィールにより利用可能なリソースを利用することがで
きる（ブロック３２６）。このリソース使用プロフィールは、送信ＰＳＤレベルの特定の
リストによって定義することができ、各々の利用可能なリソースに関して１つの送信ＰＳ
Ｄレベルである。このため、ノードｐは、各々の利用可能なリソースのために指定された
送信ＰＳＤレベルを用いることができる。
【００６７】
　最良の動作を見つけ出すための徹底的な探索のための評価対象として数多くの可能な動
作が存在することができる。特に、各リソースのためのＬの可能な送信ＰＳＤレベル、Ｋ
の利用可能なリソース、及び近隣体の組内のＮのノードが存在する場合は、可能な動作の
総数Ｔは、Ｔ＝ＬＫ・Ｎとして与えることができる。すべてのＴの可能な動作を評価する
ことは、計算集約的になる可能性がある。
【００６８】
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　評価すべき可能な動作の数は、様々な方法で減少させることができる。一設計において
は、各々の利用可能なリソースは、独立して取り扱うことができ、所定の動作は、１つの
リソースのみの送信ＰＳＤを変更することができる。これで、可能な動作の数は、Ｔ＝（
ＬＮ）・Ｋに減少させることができる。他の設計においては、所定の動作のために所定の
リソースでの自己の送信ＰＳＤを調整することができるノードの数は、Ｎｘに制限するこ
とができ、それは、Ｎよりも少ないことができる。これで、可能な動作の数は、Ｔ＝（Ｌ
Ｎｘ）・Ｋに減少させることができる。さらに他の設計においては、所定のリソースのた
めの送信ＰＳＤは、一度に１つのレベルだけ増大又は低下させることができる。これで、
可能な動作の数は、Ｔ＝（２Ｎｘ）・Ｋに減少させることができる。可能な動作の数は、
その他の単純化を介して減少させることも可能である。
【００６９】
　一設計においては、良好な総合メトリックに結びつくことができる可能な動作のリスト
を評価することができる。良好な総合メトリックを提供する見込みのない可能な動作は、
計算の複雑さを低減させるために飛ばすことができる。例えば、ノードｐ及び近隣ノード
の両方に同じリソースでのそれらの送信ＰＳＤを増大させることは、その結果としてその
リソースで過剰な干渉が生じる可能性があり、それは、両ノードにとっての性能を劣化さ
せることがある。従って、この可能な動作は、飛ばすことができる。
【００７０】
　表２は、一設計による、適応型リソース分割のために評価することができる動作の異な
るタイプを示す。
【表２】

【００７１】
　表２の各々の動作のタイプは、そのタイプの可能な動作の組と関連付けることができる
。ノードｐのみが関わる各々の動作のタイプに関しては、Ｋの利用可能なリソースのため
にＫの可能な動作について評価することができる。ノードｐ及び組Ｑ内の１つ以上の近隣
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ノードの両方が関わる各々の動作のタイプに関しては、各々の利用可能なリソースのため
に複数の可能な動作について評価することができ、可能な動作の数は、近隣体の組の大き
さ、組Ｑの大きさ、等に依存する。概して、組Ｑは、１つ以上の近隣ノードを含むことが
でき及び評価すべき可能な動作の数を減少させるために小さい値（例えば、２又は３）に
制限することができる。
【００７２】
　ノードｐは、各々の動作のタイプの各々の可能な動作のためのローカルメトリックを計
算することができる。表３は、表２に記載された異なる動作のタイプに関してノードｐに
よって計算することができる幾つかのローカルメトリックを記載する。表３のローカルメ
トリックは、所定のリソースｒでの異なる可能な動作用である。これは、各々の可能な動
作が計算の複雑さを低減させるために１つのリソースに制限される設計と一致する。
【表３】

【００７３】
　近隣ノードの組ＱのためのローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｄ（ｐ
，Ｑ，ｒ）、ＵＩ／Ｄ（ｐ，Ｑ，ｒ）及びＵＤ／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ）は、単一の近隣ノード
ｑのためのローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｄ（ｐ，ｑ，ｒ）、ＵＩ

／Ｄ（ｐ，ｑ，ｒ）及びＵＤ／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）とそれぞれ同様の方法で定義することが
できる。例えば、Ｕ０／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ）は、組Ｑ内の全近隣ノードがリソースｒでのそ
れらの送信ＰＳＤを１レベルだけ上げる場合のノードｐのためのローカルメトリックであ
ることができる。
【００７４】
　ノードｐは、（ｉ）自己のアクティブな組内にノードｐを有するＵＥからのパイロット
測定及び（ｉｉ）異なる可能な動作と関連付けられたノードｐ及び近隣ノードのためのリ
ソース使用プロフィールに基づいてこれらの可能な動作のためのローカルメトリックを計
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ように、各リソースｒでノードｐによってサービスが提供される各ＵＥのスペクトル効率
ＳＥ（ｔ，ｒ）を最初に計算することができる。スペクトル効率Ｒ（ｔ，ｒ）の計算は、
ＵＥのためのａ（ｔ，ｒ）値を得るためのスケジューリング予測に依存することができる
。方程式（９）のＰＳＤ（ｐ，ｒ）及びＰＳＤ（ｑ，ｒ）は、ノードｐ及びｑのためのリ
ソース使用プロフィールからそれぞれ得ることができる。方程式（９）のＧ（ｐ，ｔ）及
びＧ（ｑ，ｔ）は、ノードｐ及びｑのためにＵＥｔからのパイロット測定から得ることが
できる。これで、可能な動作のためのローカルメトリックは、合計レート（ｓｕｍ　ｒａ
ｔｅ）効用関数に関する方程式（３）に示されるように、すべての利用可能なリソースで
の全ＵＥのためのレートに基づいて計算することができる。
【００７５】
　ローカルメトリックの計算は、ＵＥのアクティブな組内のノードに限定されたパイロッ
ト測定を利用する。従って、ローカルメトリックの精度は、例えば、方程式（１）に示さ
れるように、アクティブな組に含めるためのノードを選択するために用いられるＣｏＴｍ

ｉｎスレショルドによる影響を受けることがある。より高いＣｏＴｍｉｎスレショルドは
、周囲の干渉のより高い量及びローカルメトリックのより低い精度に対応することができ
る。より高いＣｏｔｍｉｎスレショルドは、ＵＥ測定能力に関するより緩和された要求及
びより小さいアクティブな組にも対応する。ＣｏＴｍｉｎスレショルドは、ＵＥに関する
要求と、一方では複雑さとの間及び他方ではメトリック計算精度との間での妥協点に基づ
いて選択することができる。
【００７６】
　ノードｐは、各ノードが異なる可能な動作のための総合メトリックを計算するのを可能
にするために（例えば、バックホールを介して）近隣体の組内の近隣ノードとローカルメ
トリックをやりとりすることができる。一設計においては、ノードｐのみが関わる可能な
動作のためのローカルメトリック（例えば、表３の最初の２つのローカルメトリック）は
、近隣体の組内の全近隣ノードに送信することができる。近隣ノードｑが関わる可能な動
作のためのローカルメトリック（例えば、表３の中央の４つのローカルメトリック）は、
ノードｑのみに送信することができる。組Ｑ内の近隣ノードが関わる可能な動作のための
ローカルメトリック（例えば、表３の最後の２つのローカルメトリック）は、組Ｑ内の各
ノードに送信することができる。
【００７７】
　一設計においては、幾つかのローカルメトリック（例えば、表３の最初の６つのローカ
ルメトリック）は、定期的に計算すること及び、例えば、標準的なリソース交渉メッセー
ジを介して、近隣体の組内のノード間でやりとりすることができる。一設計においては、
残りのローカルメトリック（例えば、表３の最後の２つのローカルメトリック及び組Ｑの
ためのローカルメトリック）は、要求時メッセージを介して要求されたときに計算し及び
やりとりすることができる。ローカルメトリックは、その他の方法で計算すること及びノ
ード間でやりとりすることができる。
【００７８】
　ノードｐは、異なる可能な動作のためのローカルメトリックを計算することができ及び
近隣ノードから異なる可能な動作のためのローカルメトリックを受信することもできる。
ノードｐは、計算されたローカルメトリック及び受信されたローカルメトリックに基づい
て異なる可能な動作のための総合メトリックを計算することができる。表４は、表２に記
載された異なる動作のタイプのためにノードｐによって計算することができる幾つかの総
合メトリックを記載する。
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【表４】

【００７９】
　明確化のために、以下の説明は、可能な動作のための近隣体の組の総合メトリックが可
能な動作のための近隣体の組内の全ノードのローカルメトリックの合計に等しい効用関数
を仮定する。総合メトリックの計算は、その他のタイプの効用関数のために適宜変更する
ことができる。例えば、総合メトリックに関する合計は、特定のパラメータを最小にする
効用関数のための最低限の演算に代えることができる。
【００８０】
　一設計においては、ｐ－Ｃ－ｒの動作のための総合メトリックは、次のように計算する
ことができる。
【数１６】

【数１７】

【００８１】
ここで、ΔＶＣ（ｐ，ｒ）は、ｐ－Ｃ－ｒの動作のための総合メトリックの変化であり、
　　　　Ｖ（ＮＳ（ｐ））は、近隣体の組による現在のリソース使用のための総合メトリ
ックである。
【００８２】
　方程式（１６）に示されるように、総合メトリックＶＣ（ｐ，ｒ）は、ノードｐによっ
て計算されたローカルメトリックＵＩ（ｐ，ｒ）及び近隣ノードから受信されたローカル
メトリックＵ０／Ｉ（ｑ，ｐ，ｒ）に基づいて計算することができる。方程式（１７）に
示されるように、総合メトリックの変化は、方程式（１６）からの絶対値の代わりに計算
及び使用することができる。
【００８３】
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　一設計においては、ｐ－Ｂ－ｒの動作のための総合メトリックは、次のように計算する
ことができる。
【数１８】

【数１９】

【００８４】
ここで、ΔＶＢ（ｐ，ｒ）は、ｐ－Ｂ－ｒの動作のための総合メトリックの変化である。
【００８５】
　方程式（１８）に示されるように、総合メトリックＶＢ（ｐ，ｒ）は、ノードｐによっ
て計算されたローカルメトリックＵＤ（ｐ，ｒ）及び近隣ノードから受信されたローカル
メトリックＵ０／Ｄ（ｑ，ｐ，ｒ）に基づいて計算することができる。ノードｐは、その
他の総合メトリックを計算する際の使用のために近隣ノードと総合メトリックＶＣ（ｐ，
ｒ）及びＶＢ（ｐ，ｒ）（又は対応するΔＶＣ（ｐ，ｒ）及びΔＶＢ（ｐ，ｒ））をやり
とりすることができる。
【００８６】
　一設計においては、ｐ－Ｇ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックは、次のように計算
することができる。最初に、総合メトリックの初期推定値を次のように計算することがで
きる。
【数２０】

【数２１】

【００８７】
ここで、Ｕ（ｐ）は、現在のリソース使用のためのノードｐのためのローカルメトリック
であり、
　　　　ＶＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、ｐ－Ｇ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックの初
期推定値であり、
　ΔＶＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、総合メトリックの変化の初期推定値である。
【００８８】
　方程式（２０）に示されるように、ＶＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、ノードｐによって計算
されたローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ）
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できる。初期推定値が（例えば、総合メトリックの変化がスレショルドよりも大きい場合
に）有望であるように思われる場合は、総合メトリックは、次のようにより正確に計算す
ることができる。
【数２２】

【数２３】

【００８９】
ここで、ΔＶＧ（ｐ，Ｑ，ｒ）は、ｐ－Ｇ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックの変化
であり、

【数２４】

【００９０】
である。
【００９１】
　一設計においては、ノードｐは、初期推定値が有望であると思われる場合のみに方程式
（２２）のローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｎ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｉ（ｎ，Ｑ，ｒ）を近
隣ノードに要求することができる。この設計は、適応型リソース分割のためにバックホー
ルを介してやりとりする情報の量を減少させることができる。
【００９２】
　一設計においては、ｐ－Ｒ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックは、ｐ－Ｇ－ｒ－Ｑ
の動作のための総合メトリックと同様の方法で計算することができる。方程式（１８）乃
至（２１）は、ｐ－Ｒ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックを計算するために用いるこ
とができ、ただし、ローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ
）、Ｕ０／Ｉ（ｎ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｉ（ｎ，Ｑ，ｒ）は、ローカルメトリックＵ０／

Ｄ（ｐ，ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｄ（ｐ，Ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｄ（ｎ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｄ（ｎ
，Ｑ，ｒ）にそれぞれ代えられる。
【００９３】
　一設計においては、ｐ－ＢＧ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックは、次のように計
算することができる。最初に、総合メトリックの初期推定値を次のように計算することが
できる。
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【数２６】

【００９４】
ここで、ＶＢＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、ｐ－ＢＧ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリック
の初期推定値であり、
　　　　ΔＶＢＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、総合メトリックの変化の初期推定値であり、

【数２７】

【００９５】
である。
【００９６】
　方程式（２４）に示されるように、ＶＢＧ，０（ｐ，Ｑ，ｒ）は、（ｉ）ノードｐによ
って計算されたローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）及びＵＤ／Ｉ（ｐ，Ｑ，ｒ）
及び（ｉｉ）近隣ノードから受信されたローカルメトリックＵＩ（ｑ，ｒ）、Ｕ０／Ｄ（
ｎ，ｐ，ｒ）及びＵＩ／Ｄ（ｑ，ｐ，ｒ）及び総合メトリックＶＣ（ｑ，ｒ）に基づいて
計算することができる。初期推定値が有望であるように思われる場合は、総合メトリック
は、次のようにより正確に計算することができる。
【数２８】
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【数２９】

【００９７】
　ここで、ΔＶＢＧ（ｐ，Ｑ，ｒ）は、ｐ－ＢＧ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリック
の変化である。ノードｐは、初期推定値が有望であると思われる場合に方程式（２６）の
ローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｎ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｄ／Ｉ（ｎ，ｐ，Ｑ，ｒ）を近隣
ノードに要求することができる。
【００９８】
　一設計においては、ｐ－ＣＲ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックは、ｐ－ＢＧ－ｒ
－Ｑの動作のための総合メトリックと同様の方法で計算することができる。方程式（２４
）乃至（２７）は、ｐ－ＣＲ－ｒ－Ｑの動作のための総合メトリックを計算するために用
いることができ、例えば、方程式（２６）のローカルメトリックＵ０／Ｉ（ｐ，ｑ，ｒ）
及びＵ０／Ｄ／Ｉ（ｎ，ｐ，Ｑ，ｒ）は、Ｕ０／Ｄ（ｎ，ｑ，ｒ）及びＵ０／Ｉ／Ｄ（ｎ
，ｑ，Ｑ，ｒ）にそれぞれ代えられる。
【００９９】
　方程式（１６）乃至（２７）は、表２の異なる動作のタイプ用である、表４の総合メト
リックのための典型的な計算を示す。幾つかの総合メトリックは、例えば、方程式（１６
）及び（１８）に示されるように、ローカルメトリックのみに基づいて計算することがで
きる。幾つかのその他の総合メトリックは、例えば、方程式（２２）及び（２６）に示さ
れるように、ローカルメトリック及び総合メトリックの組み合わせに基づいて計算するこ
とができる。その他の総合メトリックを計算するための幾つかの総合メトリックの使用は
、計算を単純化することができる。概して、総合メトリックは、ローカルメトリックのみ
に基づいて又はローカルメトリック及びその他の総合メトリックの両方に基づいて計算す
ることができる。ノードは、１回以上のメッセージの往復を介してローカルメトリック及
び／又は総合メトリックをやりとりすることができる。
【０１００】
　総合メトリックは、その他の方法で、例えば、その他の方程式、その他のローカルメト
リック、等、に基づいて計算することもできる。概して、どのような組の動作のタイプも
サポートすることができる。総合メトリックは、サポート動作のタイプのために計算する
ことができ及び様々な方法で定義することができる。
【０１０１】
　２つの電力クラスのノードを有する小規模な無線ネットワークのための適応型リソース
分割がシミュレーションされた。そのシミュレーションでは、近隣体の組は、マクロ基地
局のための２つのノード（すなわちマクロノード）と、ピコ基地局のための６つのノード
（すなわちピコノード）とを含む。各マクロノードは、３つのＰＳＤレベル、すなわち、
４３ｄＢｍの公称ＰＳＤレベル（２で表される）、３３ｄＢｍの低ＰＳＤレベル（１で表
される）、及びゼロのＰＳＤレベル（０で表される）、を有する。各ピコノードは、２つ
のＰＳＤレベル、すなわち、３３ｄＢｍの公称ＰＳＤレベル（１で表される）及びゼロの
ＰＳＤレベル（０で表される）、を有する。合計４つのリソースをノード間での分割のた
めに利用可能である。合計１６のＵＥが無線ネットワーク全体に分散される。
【０１０２】
　図４は、シミュレーションにおける無線ネットワークを示す。２つのマクロノードは、
Ｍ１及びＭ２で表され、４つのピコノードは、Ｐ１乃至Ｐ４で表され、１６のＵＥは、Ｕ
Ｅ１乃至ＵＥ１６で表される。図４は、上述される適応型アルゴリズムに基づく適応型リ
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ソース分割の結果も示す。各ノードの隣には、そのノードのための４つの利用可能なリソ
ースでの送信ＰＳＤレベルを示す４つの数字の組が存在する。例えば、マクロノードＭ２
は、“０２１１”と関連付けられ、それは、リソース１ではゼロの送信ＰＳＤが用いられ
、リソース２では４３ｄＢｍが用いられ、リソース３では３３ｄＢｍが用いられ、リソー
ス４では３３ｄＢｍが用いられることを意味する。
【０１０３】
　図４は、各ＵＥとそれのサービス提供ノードとの間の通信リンクも示す。各ＵＥのため
の通信リンクは、２つの数字が付される。上の数字は、ＵＥに割り当てられたリソースの
全部分を示す。下の数字は、ＵＥによって達成される総レートＲ（ｔ）を示す。例えば、
ＵＥ９からマクロノードＭ２への通信リンクは、ＵＥ９には平均して３つのリソースのう
ちの２．２が割り当てられ、３．９Ｍｂｐｓのレートを達成することを示す。各ノードに
関して、そのノードによってサービスが提供される全ＵＥに割り当てられたリソースの合
計は、適応型リソース分割によってノードに割り当てられたリソースと等しいべきである
。
【０１０４】
　表５は、適応型リソース分割の性能及び幾つかの固定リソース分割方式の性能を記載す
る。固定されたＸ：Ｙ分割に関しては、Ｘのリソースがマクロノードに割り当てられ、Ｙ
のリソースがピコノードに割り当てられ、各ノードは、そのノードに割り当てられた各リ
ソースでの公称ＰＳＤレベルを使用し、ここで、図４に示される例に関してはＸ＋Ｙ＝４
である。適応型リソース分割に関して、各ノードには設定可能な数のリソースを割り当て
ることができ、各マクロノードは、各々の割り当てられたリソースで４３ｄＢｍ又は３３
ｄＢｍで送信することができる。
【０１０５】
　表５は、異なるリソース分割方式のための３つの総合メトリックを示す。対数の対数Ｉ
Ｕ（ｌｏｇｌｏｇＩＵ）総合メトリックは、方程式（６）に示される効用関数に基づく。
最低レート総合メトリック（Ｒｍｉｎ）は、方程式（４）に示される効用関数に基づく。
合計レート総合メトリック（Ｒｓｕｍ）は、方程式（３）に示される効用関数に基づく。
表５に示されるように、適応型リソース分割は、固定型リソース分割方式よりも優れた性
能を提供することができる。
【表５】

【０１０６】
　一設計においては、適応型リソース分割は、無線ネットワークでの送信のために利用可
能な全リソースのために行うことができる。他の設計においては、適応型リソース分割は
、利用可能なリソースの部分組のために行うことができる。例えば、固定型リソース分割
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に基づいてマクロノードにはリソースの第１の部分組を割り当てることができ、ピコノー
ドにはリソースの第２の部分組を割り当てることができる。残りの利用可能なリソースは
、適応型リソース分割に基づいてマクロノード又はピコノードに動的に割り当てることが
できる。図４に示される例に関しては、適応型リソース分割に基づいてマクロノードには
１つのリソースを割り当てることができ、ピコノードには１つのリソースを割り当てるこ
とができ、２つの残りのリソースはマクロノード又はピコノードに動的に割り当てること
ができる。この設計は、計算の複雑さを低減させることができる。
【０１０７】
　明確化のため、ダウンリンクのための適応型リソース分割が上述されている。アップリ
ンクのための適応型リソース分割も同様の方法で行うことができる。一設計においては、
ダウンリンクのためのＰＳＤレベルの組と同様の方法で目標の干渉－熱雑音（ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ－ｏｖｅｒ－ｔｈｅｒｍａｌ）（ＩｏＴ）レベルの組をアップリンクでの
リソース分割のために用いることができる。アップリンクでの各リソースのために１つの
目標のＩｏＴレベルを選択することができ、各リソースでの各ＵＥからの送信は、ＵＥの
アクティブな組内の各近隣ノードにおけるそのリソースでの実際のＩｏＴが近隣ノードに
おけるそのリソースのための目標のＩｏＴレベル以下であるように制御することができる
。効用関数は、アップリンクでのデータ送信の性能を定量化するために定義することがで
き及びユーザレートの合計、最低限のユーザレート、等の関数であることができる。アッ
プリンクにおける各ＵＥのレートは、送信電力、チャネル利得、及び目標のＩｏＴレベル
、等の関数であることができる。効用関数に基づいて異なる可能な動作に関してローカル
メトリック及び総合メトリックを計算することができる。各々の可能な動作は、近隣体の
組内の各ノードのためのすべての利用可能なリソースのための目標のＩｏＴレベルのリス
トと関連付けることができる。最良の総合メトリックを有する可能な動作を使用のために
選択することができる。
【０１０８】
　図５は、通信をサポートするためのプロセス５００の設計を示す。プロセス５００は、
（以下において説明されるように）ノードによって又は何らかのその他のエンティティ（
例えば、ネットワークコントローラ）によって実行することができる。ノードは、基地局
、リレー、又は何らかのその他のエンティティであることができる。ノードは、そのノー
ドを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複
数の可能な動作のための総合メトリックを得ることができる（ブロック５１２）。各々の
可能な動作は、ノードの組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付けることがで
き、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールである。各リソース使用プロフィ
ールは、特定のノードによる利用可能なリソースの許容された使用を示すことができる。
ノードは、複数の可能な動作のための総合メトリックに基づいてノードの組への利用可能
なリソースの割り当てを決定することができる（ブロック５１４）。
【０１０９】
　利用可能なリソースは、時間単位、周波数単位、時間－周波数単位、等を対象とするこ
とができる。一設計においては、利用可能なリソースは、ダウンリンク用であることがで
きる。この設計においては、ノードの組内の各ノードは、そのノードのために許容された
送信ＰＳＤレベルの組と関連付けることができる。各リソース使用プロフィールは、利用
可能なリソースのための送信ＰＳＤレベルのリストを備えることができ、各々の利用可能
なリソースに関して１つの送信ＰＳＤレベルである。各々の利用可能なリソースのための
送信ＰＳＤレベルは、送信ＰＳＤレベルの組の中の１つであることができる。他の設計に
おいては、利用可能なリソースは、アップリンク用であることができる。この設計では、
各リソース使用プロフィールは、利用可能なリソースのための目標のＩｏＴレベルのリス
トを備えることができ、各々の利用可能なリソースに関して１つの目標のＩｏＴレベルで
ある。
【０１１０】
　ブロック５１４の一設計においては、ノードは、複数の可能な動作のための総合メトリ
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ックに基づいてこれらの可能な動作のうちの１つを選択することができる。ノードは、選
択された動作と関連付けられ及びノードのために適用可能であるリソース使用プロフィー
ルに基づいてノードに割り当てられるリソースを決定することができる。ノードは、ノー
ドのためのリソース使用プロフィーに基づいて利用可能なリソースでの少なくとも１つの
ＵＥのためのデータ送信をスケジューリングすることができる。
【０１１１】
　図６は、通信をサポートするための装置６００の設計を示す。装置６００は、ノードの
組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可能な動作の
ための総合メトリックを得るためのモジュール６１２と、複数の可能な動作のための総合
メトリックに基づいてノードの組への利用可能なリソースの割り当てを決定するためのモ
ジュール６１４と、を含む。
【０１１２】
　図７は、適応型リソース分割を行うためのプロセス７００の設計を示し、それは、図５
のブロック５１２及び５１４のために用いることができる。ノードは、そのノードを含む
ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可能
な動作のためのローカルメトリックを計算することができる（ブロック７１２）。ノード
は、近隣ノード（複数を含む）が複数の可能な動作のための総合メトリックを計算するの
を可能にするためにノードの組内の少なくとも１つの近隣ノードに計算されたローカルメ
トリックを送信することができる（ブロック７１４）。ノードは、少なくとも１つの近隣
ノードから複数の可能な動作のためのローカルメトリックを受信することができる（ブロ
ック７１６）。ノードは、これらの可能な動作のための計算されたローカルメトリック及
び受信されたローカルメトリックに基づいて複数の可能な動作のための総合メトリックを
決定することができる（ブロック７１８）。可能な動作のためのローカルメトリックは、
可能な動作のためにノードによって達成された性能を示すことができる。可能な動作のた
めの総合メトリックは、可能な動作のためにノードの組によって達成された総合性能を示
すことができる。
【０１１３】
　ノードは、複数の可能な動作のための総合メトリックに基づいて複数の可能な動作のう
ちの１つを選択する、例えば、最良の総合メトリックを有する動作を選択する、ことがで
きる（ブロック７２０）。ノードは、選択された動作と関連付けられ及びノードのために
適用可能であるリソース使用プロフィーに基づいて利用可能なリソースを利用することが
できる（ブロック７２２）。
【０１１４】
　ブロック７１２の一設計においては、各々の可能な動作に関して、ノードは、（ｉ）可
能な動作と関連付けられたリソース使用プロフィーの組及び（ｉｉ）各ＵＥとノードさら
には近隣ノード（複数を含む）との間のチャネル利得に基づいてノードと通信する少なく
とも１つのＵＥのための少なくとも１つのレートを決定することができる。これで、ノー
ドは、少なくとも１つの１つのレートに基づいて可能な動作のためのローカルメトリック
を決定することができる。複数の可能な動作のためのローカルメトリックは、レート、又
はレーテンシー、又は待ち行列の大きさ、又は何らかのその他のパラメータ、又はそれら
の組み合わせの関数に基づいて計算することができる。複数の可能な動作のためのローカ
ルメトリックは、レートの合計、又は最低限のレート、又はレートに基づいて決定された
量の合計に基づいて計算することもできる。
【０１１５】
　ブロック７１４及び７１６の一設計においては、計算されたローカルメトリックの第１
の部分組及び受信されたローカルメトリックの第１の部分組をノードと少なくとも１つの
近隣ノードとの間で定期的にやりとりすることができる。要求されたときには、計算され
たローカルメトリックの第２の部分組及び受信されたローカルメトリックの第２の部分組
をノードと少なくとも１つの近隣ノードとの間でやりとりすることができる。
【０１１６】
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　ブロック７１８の一設計においては、各々の可能な動作に関して、ノードは、可能な動
作のための総合メトリックを得るためにその可能な動作のためにノードによって計算され
たローカルメトリックを可能な動作のために少なくとも１つの近隣ノードから受信された
少なくとも１つのローカルメトリックと結合することができる。
【０１１７】
　一設計においては、複数の可能な動作の各々は、利用可能なリソースのうちの１つのみ
に影響を与えることができる。他の設計においては、各々の可能な動作は、ノードの組内
の所定のノードのために送信ＰＳＤ（又は目標のＩｏＴ）を多くとも１つのレベルだけ変
更することができる。一設計においては、例えば、表２に示されるように、一組の動作の
タイプをサポートすることができる。複数の可能な動作の各々は、動作のタイプの組の中
の１つであることができる。複数の可能な動作は、（ｉ）ノードがそれの送信ＰＳＤを増
大させるための第１の可能な動作、（ｉｉ）ノードがそれの送信ＰＳＤを低下させるため
の第２の可能な動作、（ｉｉｉ）１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増大させ
るための第３の可能な動作、（ｉｖ）１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下
させるための第４の可能な動作、（ｖ）ノードがそれの送信ＰＳＤを増大させ及び１つ以
上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下させるための第５の可能な動作、（ｖｉ）ノ
ードがそれの送信ＰＳＤを低下させ及び１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増
大させるための第６の可能な動作、又は（ｖｉｉ）それらの組み合わせを備えることがで
きる。
【０１１８】
　一設計においては、各ＵＥは、スレショルドを上回る受信された信号品質又は受信され
た信号強度を有するノードのアクティブな組と関連付けることができる。ノードの組は、
ＵＥのアクティブな組に基づいて決定することができ及び（ｉ）ノードと通信するＵＥの
アクティブな組内のノード及び／又は（ｉｉ）ノードを含むアクティブな組を有するＵＥ
にサービスを提供するノードを含むことができる。一設計においては、ノードの組は、異
なる電力クラスのノードを含むことができる。例えば、組は、第１の最大送信電力レベル
を有する第１のノードと、第２の／異なる最大送信電力レベルを有する第２のノードと、
を含むことができる。他の設計においては、ノードの組は、同じ電力クラスのノードを含
むことができる。
【０１１９】
　上記の説明は、ノードの組内のノードが異なる可能な動作のためのローカルメトリック
及び総合メトリックを各々計算及びやりとりすることができる分散型設計に関するもので
ある。集中型設計に関しては、指定されたエンティティが異なる可能な動作のためのロー
カルメトリック及び総合メトリックを計算することができ及び最良の動作を選択すること
ができる。
【０１２０】
　図８は、適応型リソース分割を有する無線ネットワークにおいて通信するためのプロセ
ス８００の設計を示す。プロセス８００は、（以下において説明されるように）ＵＥによ
って又は何らかのその他エンティティによって実行することができる。ＵＥは、ＵＥによ
って検出可能なノードのためのパイロット測定を行うことができる（ブロック８１２）。
パイロット測定は、ＵＥのためのアクティブな組を決定するために用いることができる。
パイロット測定は、適応型リソース分割のためのローカルメトリックを計算するために用
いることもできる。
【０１２１】
　ＵＥは、ノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信することができる（ブ
ロック８１４）。適応型リソース分割は、そのノードを含むノードの組に利用可能なリソ
ースを割り当てるために行うことができる。ノードには、適応型リソース分割によって利
用可能なリソースの部分組を割り当てることができる。ＵＥに割り当てられた少なくとも
１つのリソースは、ノードに割り当てられた利用可能なリソースの部分組からであること
ができる。
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【０１２２】
　ＵＥは、少なくとも１つのリソースでノードと通信することができる（ブロック８１６
）。ブロック８１６の一設計においては、ＵＥは、ノードから少なくとも１つのリソース
でのデータ送信を受信することができる。データ送信は、少なくとも１つのリソースの各
々でのノードのために許容された送信ＰＳＤレベルにおいてそのリソースでノードによっ
て送ることができる。ブロック８１６の他の設計においては、ＵＥは、少なくとも１つの
リソースでのデータ送信をノードに送ることができる。データ送信は、少なくとも１つの
リソースの各々での少なくとも１つの近隣ノードのための少なくとも１つの目標のＩｏＴ
レベルに基づいて決定された送信電力レベルにおいてそのリソースでＵＥによって送るこ
とができる。
【０１２３】
　図９は、適応型リソース分割を有する無線ネットワークにおいて通信するための装置９
００の設計を示す。装置９００は、ＵＥによって検出可能なノードのためのパイロット測
定を行うためのモジュール９１２と、ＵＥにおいてノードから少なくとも１つのリソース
の割り当てを受信するためのモジュール９１４と、少なくとも１つのリソースでＵＥによ
ってノードと通信するためのモジュール９１６と、を含む。
【０１２４】
　図６及び９のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子
コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、等、
又はそれらのあらゆる組み合わせを備えることができる。
【０１２５】
　図１０は、基地局／ノード１１０及びＵＥ１２０の設計のブロック図を示し、それらは
、図１の基地局のうちの１つ及びＵＥのうちの１つであることができる。基地局１１０は
、Ｔのアンテナ１０３４ａ乃至１０３４ｔを装備することができ、ＵＥ１２０は、Ｒのア
ンテナ１０５２ａ乃至１０５２ｒを装備することができ、ここで、概して、Ｔ≧１及びＲ
≧１である。
【０１２６】
　基地局１１０において、送信プロセッサ１０２０は、１つ以上のＵＥのためにデータソ
ース１０１２からデータを及びコントローラ／プロセッサ１０４０から制御情報を受信す
ることができる。プロセッサ１０２０は、データ及び制御情報を処理（例えば、符号化、
インターリービング、及び変調）してデータシンボル及び制御シンボルをそれぞれ得るこ
とができる。プロセッサ１０２０は、パイロット信号又は基準信号のためのパイロットシ
ンボルを生成することもできる。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ１０
３０は、該当する場合は、データシンボル、制御シンボル、及び／又はパイロットシンボ
ルに対する空間処理（例えば、プリコーディング）を行うことができ、及びＴの出力シン
ボルストリームをＴの変調器（ＭＯＤ）１０３２ａ乃至１０３２ｔに提供することができ
る。各変調器１０３２は、（例えば、ＯＦＤＭに関する）各々の出力シンボルストリーム
を処理して出力サンプルストリームを得ることができる。各変調器１０３２は、出力サン
プルストリームをさらに処理（例えば、アナログへの変換、増幅、フィルタリング、及び
アップコンバージョン）してダウンリンク信号を得ることができる。変調器１０３２ａ乃
至１０３２ｔからのＴのダウンリンク信号を、Ｔのアンテナ１０３４ａ乃至１０３４ｔを
それぞれ介して送信することができる。
【０１２７】
　ＵＥ１２０において、アンテナ１０５２ａ乃至１０５２ｒは、基地局１１０からダウン
リンク信号を受信することができ及び受信された信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）１０５４ａ
乃至１０５４ｒにそれぞれ提供することができる。各復調器１０５４は、それの受信され
た信号をコンディショニング（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバージョン、
及びデジタル化）して入力サンプルを得ることができる。各復調器１０５４は、（例えば
、ＯＦＤＭに関する）入力サンプルをさらに処理して受信されたシンボルを得ることがで
きる。ＭＩＭＯ検出器１０５６は、すべてのＲの復調器１０５４ａ乃至１０５４ｒから受
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信されたシンボルを得て、該当する場合は受信されたシンボルに対するＭＩＭＯ検出を行
い、検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ１０５８は、検出され
たシンボルを処理（例えば、復調、デインターリービング、及び復号）し、ＵＥ１２０の
ための復号されたデータをデータシンク１０６０に提供し、復号された制御情報をコント
ローラ／プロセッサ１０８０に提供することができる。
【０１２８】
　アップリンクにおいて、ＵＥ１２０で、送信プロセッサ１０６４は、データソース１０
６２からデータを及びコントローラ／プロセッサ１０８０から制御情報を受信し及び処理
することができる。プロセッサ１０６４は、パイロット信号又は基準信号のためのパイロ
ットシンボルを生成することもできる。送信プロセッサ１０６４からのシンボルは、該当
する場合は、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０６６によってプリコーディングし、（例えば
、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ、等に関して）変調器１０５４ａ乃至１０５４ｒによってさら
に処理し、基地局１１０に送信することができる。基地局１１０において、ＵＥ１２０か
らのアップリンク信号は、アンテナ１０３４によって受信し、復調器１０３２によって処
理し、該当する場合はＭＩＭＯ検出器１０３６によって検出し、受信プロセッサ１０３８
によってさらに処理してＵＥ１２０によって送信された復号されたデータ及び制御情報を
得ることができる。プロセッサ１０３８は、復号されたデータをデータシンク１０３９に
提供し及び復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ１０４０に提供することがで
きる。
【０１２９】
　コントローラ／プロセッサ１０４０及び１０８０は、基地局１１０及びＵＥ１２０にお
ける動作をそれぞれ指示することができる。チャネルプロセッサ１０８４は、パイロット
測定を行うことができ、それらは、ＵＥ１２０のためのアクティブな組を決定するために
及びチャネル利得、レート、メトリック、等を計算するために用いることができる。基地
局１１０におけるプロセッサ１０４０及び／又はその他のプロセッサ及びモジュールは、
図３のプロセス３００、図５のプロセス５００、図７のプロセス７００、及び／又はここ
において説明される技法のためのその他のプロセスを実行又は指示することができる。Ｕ
Ｅ１２０におけるプロセッサ１０８０及び／又はその他のプロセッサ及びモジュールは、
図８のプロセス８００及び／又はここにおいて説明される技法のためのその他のプロセス
を実行又は指示することができる。メモリ１０４２及び１０８２は、基地局１１０及びＵ
Ｅ１２０のためのデータ及びプログラムコードをそれぞれ格納することができる。スケジ
ューラ１０４４は、ダウンリンク及び／又はアップリンクでのデータ送信のためにＵＥを
スケジューリングすることができる。
【０１３０】
　当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこ
とができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁粒子、光学場、光学粒子、又はそれらのあらゆる組合せによって表
すことができる。
【０１３１】
　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的論理ブロック、モジュール、回
路、及びアルゴリズム上のステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、
又は両方の組み合わせとして実装可能であることを当業者はさらに理解するであろう。ハ
ードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記においては、様々な
例示的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、各々の機能の観
点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして実装
されるかは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約事項に依存する。
当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で実装することが
できるが、該実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであるとは解釈
されるべきではない。　
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　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
及び回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、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）、その他のプログラマブル論理デバイス、ディスク
リートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディスクリートハードウ
ェアコンポーネント、又はそれらのあらゆる組合せ、を用いて実装又は実行することが可
能である。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替においては
、そのプロセッサは従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、計算デバイスの組合せ、例えば、
ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ
、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はあらゆるその他
の該構成、として実装することも可能である。
【０１３２】
　ここにおける開示と関係させて説明される方法又はアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内におい
て、又はこれらの２つの組み合わせ内において具現化することが可能である。ソフトウェ
アモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、
ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、又は当業において既知であるその他のあらゆる形態の記憶媒体において常駐すること
ができる。典型的な記憶媒体は、プロセッサに結合することができ、このため、プロセッ
サは、記憶媒体から情報を読み出すこと及び記憶媒体に情報を書き込むことができる。代
替においては、記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができる。プロセッサ及び記
憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に常駐するこ
とができる。代替においては、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末内において個別コ
ンポーネントとして常駐することができる。
【０１３３】
　１つ以上の典型的な設計において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、又はそれらの組み合わせにおいて実装することができる。ソフトウェア
において実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読み取り可能な媒体
に１つ以上の命令又は符号として格納すること又は１つ以上の命令又は符号として送信す
ることができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と
、１つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあらゆる媒体を含む
通信媒体と、の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータ又は特殊コンピュータによっ
てアクセス可能なあらゆる利用可能な媒体であることができる。一例として、及び制限す
ることなしに、該コンピュータによって読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はそ
の他の磁気記憶装置、又は命令又はデータ構造の形態で希望されるプログラムコード手段
を搬送又は格納するために用いることができ及び汎用コンピュータ又は特殊コンピュータ
、又は汎用プロセッサ又は特殊プロセッサによってアクセス可能なあらゆるその他の媒体
、を備えることができる。さらに、いずれの接続もコンピュータによって読み取り可能な
媒体であると適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、より対線、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）、又は無線技術、例えば、赤外線、無
線、及びマイクロ波、を用いてウェブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信
される場合は、該同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術
、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波、は、媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて
用いられるときのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（
ｄｉｓｃ）と、レーザディスク（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバ
ーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉ
ｓｋ）と、ブルーレイディスク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常は磁気
的にデータを複製し、ｄｉｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の組
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合せも、コンピュータによって読み取り可能な媒体の適用範囲に含められるべきである。
【０１３４】
　本開示に関する前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用することを可能にするため
に提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明確になるであろう
、及びここにおいて定められる一般原理は、本開示の精神又は適用範囲を逸脱せずにその
他の変形に対しても適用することができる。以上のように、本開示は、ここにおいて説明
される例及び設計に限定されることが意図されるものではなく、ここにおいて開示される
原理及び斬新な特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである
。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　無線通信のための方法であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得ることと、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
利用可能なリソースの割り当てを決定することと、を備える、無線通信のための方法。
［Ｃ２］
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、各ノードに関して１つのリソース使用プロフィールであり、各リソース使用プロ
フィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの許容された使用を示すＣ１に
記載の方法。
［Ｃ３］
　前記利用可能なリソースは、ダウンリンク用であり、各リソース使用プロフィールは、
前記利用可能なリソースのための送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）レベルのリストを備
え、各々の利用可能なリソースに関して１つの送信ＰＳＤレベルであるＣ２に記載の方法
。
［Ｃ４］
　前記利用可能なリソースは、アップリンク用であり、各リソース使用プロフィールは、
前記利用可能なリソースのための目標の干渉－熱雑音（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｏｖ
ｅｒ－ｔｈｅｒｍａｌ）（ＩｏＴ）レベルのリストを備え、各々の利用可能なリソースに
関して１つの目標のＩｏＴレベルであるＣ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算することと、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信することと、をさらに備え、
　前記総合メトリックを前記得ることは、前記複数の可能な動作のための前記計算された
ローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の可能な
動作のための前記総合メトリックを決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　可能な動作のためのローカルメトリックは、前記可能な動作に関してノードによって達
成された性能を示し、可能な動作のための総合メトリックは、前記可能な動作に関してノ
ードの前記組によって達成された総合性能を示すＣ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記少なくとも１つの近隣ノードが前記複数の可能な動作のための前記総合メトリック
を計算するのを可能にするために前記少なくとも１つの近隣ノードに前記計算されたロー
カルメトリックを送信することをさらに備えるＣ５に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記総合メトリックを前記決定することは、各々の可能な行動に関して、前記可能な動
作のための総合メトリックを得るために前記可能な動作に関して前記ノードによって計算
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されたローカルメトリックを前記可能な動作に関して前記少なくとも１つの近隣ノードか
ら受信された少なくとも１つのローカルメトリックと結合することを備えるＣ５に記載の
方法。
［Ｃ９］
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、前記ローカルメトリックを前記計算することは、各々の可能な動作に関して、
　前記可能な動作と関連づけられたリソース使用プロフィールの前記組に基づいて前記ノ
ードと通信する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のための少なくとも１つのレートを
決定することと、
　前記少なくとも１つのレートに基づいて前記可能な動作のためのローカルメトリックを
決定することと、を備えるＣ５に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記少なくとも１つのレートを前記決定することは、各ＵＥとノードの前記組との間の
チャネル利得にさらに基づいて前記少なくとも１つのＵＥのための前記少なくとも１つの
レートを決定することを備えるＣ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記複数の可能な動作のための前記ローカルメトリックは、レート、又はレーテンシー
、又は待ち行列の大きさ、又はそれらの組み合わせの関数に基づいて計算されるＣ５に記
載の方法。
［Ｃ１２］
　前記複数の可能な動作のための前記ローカルメトリックは、レートの合計、又は最低限
のレート、又はレートに基づいて決定された量の合計の関数に基づいて計算されるＣ５に
記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記複数の可能な動作の各々は、前記利用可能なリソースのうちの１つのみに影響を与
えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　ノードの前記組内の各ノードは、前記利用可能なリソースのための送信電力スペクトル
密度（ＰＳＤ）レベルのリストと関連付けられ、各々の可能な動作は、ノードの前記組内
のあらゆるノードのために多くとも１つのレベルだけ送信ＰＳＤを変更するＣ１に記載の
方法。
［Ｃ１５］
　一組の動作のタイプがサポートされ、前記複数の可能な動作の各々は、動作のタイプの
前記組の中の１つのタイプであるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記複数の可能な動作は、ノードがそれの送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）を増大さ
せるための第１の可能な動作、又は前記ノードがそれの送信ＰＳＤを低下させるための第
２の可能な動作、又は１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増大させるための第
３の可能な動作、又は前記１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下させるため
の第４の可能な動作、又は前記ノードがそれの送信ＰＳＤを増大させ及び前記１つ以上の
近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを低下させるための第５の可能な動作、又は前記ノード
がそれの送信ＰＳＤを低下させ及び前記１つ以上の近隣ノードがそれらの送信ＰＳＤを増
大させるための第６の可能な動作、又はそれらの組み合わせを備えるＣ１５に記載の方法
。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのＵＥの各々は、スレショルドを上回る受信された信号品質又は受
信された信号強度を有するノードのアクティブな組と関連付けられるＣ９に記載の方法。
［Ｃ１８］
　ノードの前記組は、前記ノードと通信するＵＥのアクティブな組内のノード、又は前記
ノードを含むアクティブな組を有するＵＥにサービスを提供するノード、又は両方を含む
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Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記計算されたローカルメトリックの第１の部分組及び前記受信されたローカルメトリ
ックの第１の部分組は、前記ノードと前記少なくとも１つの近隣ノードとの間で定期的に
やりとりされるＣ５に記載の方法。
［Ｃ２０］
　要求されたときに前記計算されたローカルメトリックの第２の部分組及び前記受信され
たローカルメトリックの第２の部分組が前記ノードと前記少なくとも１つの近隣ノードと
の間でやりとりされるＣ１９に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記利用可能なリソースの割り当てを前記決定することは、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいて前記複数の可能な動作の
うちの１つを選択することと、
　前記選択された動作と関連付けられ及びノードの前記内のノードのために適用可能であ
るリソース使用プロフィールに基づいてノードの前記組内のノードへの前記利用可能なリ
ソースの割り当てを決定すること、とを備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記ノードのための前記リソース使用プロフィールに基づいて前記利用可能なリソース
での少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のためのデータ送信をスケジューリングするこ
とをさらに備えるＣ２１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　ノードの前記組は、第１の最大送信電力レベルを有する第１のノードと、前記第１の送
信電力レベルと異なる第２の送信電力レベルを有する第２のノードと、を含むＣ１に記載
の方法。
［Ｃ２４］
　無線通信のための装置であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得るための手段と、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
利用可能なリソースの割り当てを決定するための手段と、を備える、無線通信のための装
置。
［Ｃ２５］
　ノードの前記組内のノードによって前記複数の可能な動作のためのローカルメトリック
を計算するための手段と、
　ノードの前記組内の少なくとも１つの近隣ノードから前記複数の可能な動作のためのロ
ーカルメトリックを受信するための手段と、をさらに備え、
　前記総合メトリックを得るための前記手段は、前記複数の可能な動作のための前記計算
されたローカルメトリック及び前記受信されたローカルメトリックに基づいて前記複数の
可能な動作のための前記総合メトリックを決定するための手段を備えるＣ２４に記載の装
置。
［Ｃ２６］
　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、前記ローカルメトリックを計算するための前記手段は、各々の可能な動作に関し
て、
　前記可能な動作と関連付けられたリソース使用プロフィールの前記組に基づいて前記ノ
ードと通信する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）のための少なくとも１つのレートを
決定するための手段と、
　前記少なくとも１つのレートに基づいて前記可能な動作のためのローカルメトリックを
決定するための手段と、を備えるＣ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
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　各々の可能な動作は、ノードの前記組のためのリソース使用プロフィールの組と関連付
けられ、各リソース使用プロフィールは、特定のノードによる前記利用可能なリソースの
許容された使用を示し、前記利用可能なリソースの割り当てを決定するための前記手段は
、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいて前記複数の可能な動作の
うちの１つを選択するための手段と、
　前記選択された動作と関連付けられ及び前記ノードのために適用可能であるリソース使
用プロフィールに基づいてノードの前記組内のノードへの前記利用可能なリソースの割り
当てを決定するための手段と、を備えるＣ２４に記載の装置。
［Ｃ２８］
　無線通信のための装置であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得、及び前記複数の可能な動作のための前記総合メト
リックに基づいてノードの前記組への前記利用可能なリソースの割り当てを決定するよう
に構成された少なくとも１つのプロセッサを備える、無線通信のための装置。
［Ｃ２９］
　コンピュータプログラム製品であって、
　ノードの組に利用可能なリソースを割り当てるためにリソース分割に関連する複数の可
能な動作のための総合メトリックを得ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ための符号と、
　前記複数の可能な動作のための前記総合メトリックに基づいてノードの前記組への前記
利用可能なリソースの割り当てを決定することを前記少なくとも１つのコンピュータに行
わせるための符号と、を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、を備える、コ
ンピュータプログラム製品。
［Ｃ３０］
　無線通信のための方法であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
ることと、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信すること、とを備
え、前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるために適応型リソー
ス分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によって前記利用可能なリソ
ースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少なくとも１つのリソース
は、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記部分組からである、無線
通信のための方法。
［Ｃ３１］
　前記ＵＥによって検出可能なノードのためのパイロット測定を行うことをさらに備え、
前記パイロット測定は、前記ＵＥのためのアクティブな組を決定するために用いられるＣ
３０に記載の方法。
［Ｃ３２］
　前記パイロット測定は、前記適応型リソース分割のために用いられるメトリックを計算
するために用いられるＣ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記ノードと前記通信することは、前記ノードから前記少なくとも１つのリソースでの
データ送信を受信することを備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソースの
各々での前記ノードのために許容された送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）レベルにおい
て前記リソースで前記ノードによって送られるＣ３０に記載の方法。
［Ｃ３４］
　前記ノードと前記通信することは、前記ノードに前記少なくとも１つのリソースでのデ
ータ送信を送ることを備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソースの各々で
の少なくとも１つの近隣ノードのための少なくとも１つの目標の干渉－熱雑音（ＩｏＴ）
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レベルに基づいて決定された送信電力レベルにおいて前記リソースで前記ＵＥによって送
られるＣ３０に記載の方法。
［Ｃ３５］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
るための手段と、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信するための手段と
、を備え、前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当てるために適応型
リソース分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によって前記利用可能
なリソースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少なくとも１つのリ
ソースは、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記部分組からである
、無線通信のための装置。
［Ｃ３６］
　前記ＵＥによって検出可能なノードのためのパイロット測定を行うための手段をさらに
備え、前記パイロット測定は、前記ＵＥのためのアクティブな組を決定するために用いら
れるＣ３５に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記ノードと通信するための前記手段は、前記ノードから前記少なくとも１つのリソー
スでのデータ送信を受信するための手段を備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つ
のリソースの各々での前記ノードのために許容された送信電力スペクトル密度（ＰＳＤ）
レベルにおいて前記リソースで前記ノードによって送られるＣ３５に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記ノードと通信するための前記手段は、前記ノードに前記少なくとも１つのリソース
でのデータ送信を送るための手段を備え、前記データ送信は、前記少なくとも１つのリソ
ースの各々での少なくとも１つの近隣ノードのための少なくとも１つの目標の干渉－熱雑
音（ＩｏＴ）に基づいて決定された送信電力レベルにおいて前記リソースで前記ＵＥによ
って送られるＣ３５に記載の装置。
［Ｃ３９］
　無線通信のための装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信し
、及び前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信するように構
成された少なくとも１つのプロセッサを備え、前記ノードを含むノードの組に利用可能な
リソースを割り当てるために適応型リソース分割が行われ、前記ノードには、前記適応型
リソース分割によって前記利用可能なリソースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り
当てられた前記少なくとも１つのリソースは、前記ノードに割り当てられた前記利用可能
なリソースの前記部分組からである、無線通信のための装置。
［Ｃ４０］
　コンピュータプログラム製品であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）においてノードから少なくとも１つのリソースの割り当てを受信す
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記ＵＥによって前記少なくとも１つのリソースで前記ノードと通信することを前記少
なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、を備えるコンピュータによって読
み取り可能な媒体、を備え、前記ノードを含むノードの組に利用可能なリソースを割り当
てるために適応型リソース分割が行われ、前記ノードには、前記適応型リソース分割によ
って前記利用可能なリソースの部分組が割り当てられ、前記ＵＥに割り当てられた前記少
なくとも１つのリソースは、前記ノードに割り当てられた前記利用可能なリソースの前記
部分組からである、コンピュータプログラム製品。



(40) JP 5524324 B2 2014.6.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(41) JP 5524324 B2 2014.6.18

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(42) JP 5524324 B2 2014.6.18

【図１０】



(43) JP 5524324 B2 2014.6.18

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100109830
            弁理士　福原　淑弘
(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(72)発明者  ボーラン、ジェイバー・モハンマド
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  クハンデカー、アーモド・ディー．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５

    審査官  米倉　明日香

(56)参考文献  特表平９－５０７９９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３２２６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／０６７４７１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表平９－５００７７８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

