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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラによって基地局から直接、通信要求を受信す
ることと、
　前記通信要求に応答して、前記ＡＳＡコントローラと前記基地局との間で直接、通信イ
ンターフェースを確立することと、
　を備え、
　前記ＡＳＡコントローラによって、前記ＡＳＡコントローラと前記基地局との間で直接
、前記通信インターフェースを確立するより前に、オペレーション、アドミニストレーシ
ョンおよびメンテナンス（ＯＡＭ）サーバからポリシーを取得することを特徴とし、
　前記ＯＡＭサーバは、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）の無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）領域をサービスし、前記ＭＮＯの前記ＲＡＮ領域中の前記基地局の動作の
ために前記ポリシーを維持し、前記ポリシーは、１つまたは複数のＡＳＡリソースへのア
クセスに関連し、
　前記通信要求は、前記ＡＳＡコントローラによって、前記ＯＡＭを通して前記要求を受
け渡すことなしに、前記基地局から受信される、
　ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＡＳＡコントローラによって、前記ポリシーに基づいて、前記基地局に、前記基地
局から受信されたリソース要求に直接応答することをさらに備え、前記リソース要求に前
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記直接応答することは、前記基地局によって要求されたＡＳＡ周波数スペクトル中の１つ
または複数のＡＳＡ周波数の現在の利用可能性を与えることを備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、１つまたは複数の基地局より
も、前記ＡＳＡ周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、前記１
つまたは複数の基地局からの１つまたは複数のリソース要求を拒否することと、
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、前記１つまたは複数の基
地局よりも低い優先度を有する場合、プリエンプションを実行することと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信要求に応答して、前記ＡＳＡコントローラによって、前記基地局に、前記ＡＳ
Ａコントローラに登録するように直接促すことをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＭＮＯの前記ＯＡＭから受信される前記ポリシーは、ＡＳＡ周波数スペクトルの使
用のための１つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ポリシーは、
　ＡＳＡ周波数スペクトルを含むＡＳＡ構成、
　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求にどのよ
うに優先度を付けるかを示す第１のルール、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記グループラベルによって示された１つまたは複数の基
地局からの１つまたは複数のリソース要求にどのように応答するかを示す第２のルール、
　前記複数の基地局のリスト、および
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求の各々に
どのように応答するかを示す第３のルール、
　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７】
　前記ＡＳＡコントローラは、ＡＳＡリポジトリと結合され、前記ＡＳＡリポジトリから
、インカンベントユーザによるＡＳＡ周波数スペクトルの使用情報を取得する、請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラによって基地局から直接、通信要求を受信す
るための手段と、
　前記通信要求に応答して、ＡＳＡコントローラと前記基地局との間で直接、通信インタ
ーフェースを確立するための手段と、
　前記ＡＳＡコントローラによって、前記通信インターフェースが前記ＡＳＡコントロー
ラと前記基地局との間で直接確立されるより前に、オペレーション、アドミニストレーシ
ョンおよびメンテナンス（ＯＡＭ）サーバからポリシーを取得するための手段と、ここに
おいて、前記ＯＡＭサーバは、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）の無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）領域をサービスし、前記ＭＮＯの前記ＲＡＮ領域中の前記基地局の
動作のために前記ポリシーを維持し、前記ポリシーは、１つまたは複数のＡＳＡリソース
へのアクセスに関連し、
　前記ＯＡＭを通して前記要求を受け渡すことなしに、前記ＢＳによって前記通信要求を
受信するための手段と、
　を備える、ワイヤレス通信装置。
【請求項９】
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　基地局によって、公認共有アクセス（ＡＳＡ）情報を含むポリシーを受信することと、
　前記基地局によって、前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡコントローラとの
通信を直接要求することと、
　前記基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立する
ことと、
　前記基地局によって、前記基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、前記通信イ
ンターフェースを確立するより前に、オペレーション、アドミニストレーションおよびメ
ンテナンス（ＯＡＭ）サーバからポリシーを受信することと、
　を備え、
　前記ＯＡＭサーバは、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）の無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）領域をサービスし、前記ＭＮＯの前記ＲＡＮ領域中の前記基地局の動作の
ために前記ポリシーを維持し、前記ポリシーは、１つまたは複数のＡＳＡリソースへのア
クセスに関連し、
　前記通信要求は、前記ＯＡＭを通して前記要求を受け渡すことなしに、前記基地局によ
って受信される、
　ワイヤレス通信の方法。
【請求項１０】
　前記基地局によって、前記ＯＡＭにオペレーションの変更を報告すること、
　をさらに備え、前記ＯＡＭから受信される前記ポリシーは、前記基地局から報告された
オペレーションの変更に基づいて変更される、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ポリシーは、
　ＡＳＡ周波数スペクトルと、前記基地局にとっての前記ＡＳＡ周波数スペクトルの潜在
的利用可能性とを含むＡＳＡ構成、
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルまたは地理的エリア中の各ＡＳＡ周波数について前記基地
局がコンタクトするための前記ＡＳＡコントローラの識別情報、
　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記基地局がリソース要求を開始する条件、および
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの前記利用可能性の予想、
　のうちの１つまたは複数を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡ周波数スペクトルを使用することを直接
要求することをさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ポリシーを検査することと、
　前記検査されたポリシーに基づいて、前記ＡＳＡコントローラとの前記通信を直接要求
すべきかどうかを決定することと、
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基地局は、ＨｅＮＢ管理システムによってＡＳＡ構成を与えられるＨｅＮＢである
、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　基地局によって、公認共有アクセス（ＡＳＡ）情報を含むポリシーを受信するための手
段と、
　前記基地局によって、前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡコントローラとの
通信を直接要求するための手段と、
　基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するため
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の手段と、
　を備え、
　前記基地局によって、前記基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、前記通信イ
ンターフェースを確立するより前に、オペレーション、アドミニストレーションおよびメ
ンテナンス（ＯＡＭ）サーバからポリシーを受信するための手段を特徴とし、
　前記ＯＡＭサーバは、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）の無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）領域をサービスし、前記ＭＮＯの前記ＲＡＮ領域中の前記基地局の動作の
ために前記ポリシーを維持し、前記ポリシーは、１つまたは複数のＡＳＡリソースへのア
クセスに関連し、
　前記通信要求は、前記ＯＡＭを通して前記要求を受け渡すことなしに、前記基地局によ
って受信される、
　ワイヤレス通信装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１４年３月３１
日に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR ESTABLISHING AN ASA-MNO INTERFACE」と題
する米国仮特許出願第６１／９７３，０２２号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、公認共有アク
セス（ＡＳＡ：Authorized Shared Access）コントローラと１つまたは複数の基地局との
間で直接、公認共有アクセス（ＡＳＡ）－モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）インタ
ーフェースを確立するためのＡＳＡシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、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り得る。通常
、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、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のための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例はユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Univer
sal Terrestrial Radio Access Network）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標）：3rd Generation Partnership Project）によ
ってサポートされる第３世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、ユニバーサルモバイル
テレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications 
System）の一部として定義された無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続
ネットワークフォーマットの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、
時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワー
ク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ
－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができるいくつかの基地局、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）を含
み得る。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウン
リンク（または順方向リンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（
または逆方向リンク）はＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
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　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および／
またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上で
は、基地局からの送信は、ネイバー基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数
（ＲＦ）送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、ＵＥ
からの送信は、ネイバー基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、また
は他のワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリン
クとアップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させる
ためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が開示される。本方法は、公
認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラによって、ＡＳＡ情報を含むポリシーを決定する
ことと、ＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡコントローラによって基地局から直接、基地局か
らの通信要求を受信することと、通信要求に応答して、ＡＳＡコントローラと基地局との
間で直接、通信インターフェースを確立することとを含む。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が開示される。本装置は
、１つまたは複数のＡＳＡリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得するための手
段と、基地局から通信要求を受信するための手段と、通信要求に応答して、ＡＳＡコント
ローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立するための手段とを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
が開示される。本コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的
コンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、１つまたは複数のＡＳＡリソースへ
のアクセスに関連するポリシーを取得するためのプログラムコードと、基地局から通信要
求を受信するためのプログラムコードと、通信要求に応答して、ＡＳＡコントローラと基
地局との間で直接、通信インターフェースを確立するためのプログラムコードとを含む。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信装置が開示される。本装置は、少なく
とも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少
なくとも１つのプロセッサは、１つまたは複数のＡＳＡリソースへのアクセスに関連する
ポリシーを取得することと、基地局から通信要求を受信することと、通信要求に応答して
、ＡＳＡコントローラと基地局との間で直接、通信インターフェースを確立することとを
行うように構成される。
【００１１】
　[0011]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための方法が開示される。本方法は
、基地局によって、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信することと、受信されたＡＳＡ情報
に基づいて、該基地局によって、公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラとの通信を直
接要求することと、該基地局と該ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェー
スを確立することとを含む。
【００１２】
　[0012]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が開示される。本装置は
、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信するための手段と、受信されたＡＳＡ情報に基づいて
、公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラとの通信を直接要求するための手段と、基地



(6) JP 6466470 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

局と該ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するための手段と
を含む。
【００１３】
　[0013]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
が開示される。該コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的
コンピュータ可読媒体を含む。該プログラムコードは、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信
するためのプログラムコードと、受信されたＡＳＡ情報に基づいて、公認共有アクセス（
ＡＳＡ）コントローラとの通信を直接要求するためのプログラムコードと、基地局と該Ａ
ＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するためのプログラムコー
ドとを含む。
【００１４】
　[0014]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信装置が開示される。本装置は、少なく
とも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。該
少なくとも１つのプロセッサは、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信することと、受信され
たＡＳＡ情報に基づいて、公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラとの通信を直接要求
することと、基地局と該ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立
することとを行うように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】モバイル通信システムの一例を示すブロック図。
【図２】本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を示すブロ
ック図。
【図３】１つの１次システムと１つの２次システムとを含む異なるワイヤレス通信システ
ムに結合された公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラの態様を示すブロック図。
【図４】１つの１次システムと複数の２次システムとを含む異なるワイヤレス通信システ
ムに結合されたＡＳＡコントローラの態様を示すブロック図。
【図５】ＡＳＡをサポートするための２次システム内の異なるワイヤレス通信システムお
よび要素に結合されたＡＳＡコントローラの態様を示すブロック図。
【図６】公認共有アクセス（ＡＳＡ）システムと無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領
域中の複数のｅＮＢとの間の通信の一例を示すブロック図。
【図７】本開示の一態様による、ＡＳＡコントローラとＲＡＮ領域中のｅＮＢとの間の通
信の一例を示すブロック図。
【図８】本開示の一態様による、ＡＳＡコントローラと、ＨｅＮＢと、ＨｅＮＢ管理シス
テムとの間の通信の一例を示すブロック図。
【図９】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図１０】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図１１】本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムにおけるＡＳＡコントローラ
と、ｅＮＢと、ＵＥとの設計を示す機能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0026]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本開示の範囲を限定するものではない。そうではなく、発明を実施する
ための形態は、本発明の主題の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの
具体的な詳細は、あらゆる場合において必要とされるとは限らないことと、いくつかの事
例では、よく知られている構造および構成要素は提示を明快にするためにブロック図の形
式で示されることとが当業者には明らかであろう。
【００１７】
　[0027]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
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－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使
用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用さ
れる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universa
l Terrestrial Radio Access）、米国電気通信工業会（ＴＩＡ：Telecommunications Ind
ustry Association）のＣＤＭＡ２０００（登録商標）などの無線技術を実装し得る。Ｕ
ＴＲＡ技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態
を含む。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）技術は、米国電子工業会（ＥＩＡ：Electronics 
Industry Alliance）およびＴＩＡからのＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５
６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（
登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実装し得る
。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルト
ラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ技術
およびＥ－ＵＴＲＡ技術はユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭ
ＴＳ：Universal Mobile Telecommunication System）の一部である。３ＧＰＰロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）：Long Term Evolution）およびＬＴＥアド
バンスト（ＬＴＥ－Ａ：LTE-Advanced）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのより新し
いリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳ
Ｍは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と呼ばれる団体からの文
書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）およびＵＭＢは、「第３世代パート
ナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と
呼ばれる団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレ
スネットワークおよび無線アクセス技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無
線アクセス技術のために使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について
以下では、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａ（代替として一緒に「ＬＴＥ／－Ａ」と呼ばれる）に
関して説明し、以下の説明の大部分ではそのようなＬＴＥ／－Ａ用語を使用する。
【００１８】
　[0028]図１に、ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る、通信のためのワイヤレスネットワ
ーク１００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）１１０と他のネットワークエンティティとを含む。ｅＮＢは、ＵＥと通信する局であ
り得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各ｅＮＢ１１０
は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用
語は、その用語が使用されるコンテキストに応じて、ｅＮＢのこの特定の地理的カバレー
ジエリアおよび／またはそのカバレージエリアをサービスするｅＮＢサブシステムを指す
ことがある。
【００１９】
　[0029]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、スモールセル、および／また
は他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい
地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、サービスに加入しているＵ
Ｅによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概し
て、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、サービスに加入しているＵＥに
よるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは
、概して、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制
限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グルー
プ（ＣＳＧ：closed subscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）
による制限付きアクセスをも可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと
呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また
、フェムトセルのためのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがあ
る。図１に示されている例では、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれ
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マクロセル１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのためのマクロｅＮＢである。ｅＮＢ１１
０ｘは、ＵＥ１２０ｘをサービスする、ピコセル１０２ｘのためのピコｅＮＢである。ま
た、ｅＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、ＵＥ１２０ｙをサービスする、それぞれフェムト
セル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、１つまたは複数
の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得る。
【００２０】
　[0030]ワイヤレスネットワーク１００はまた中継局を含む。中継局は、上流局（たとえ
ば、ｅＮＢ、ＵＥなど）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、そのデータ
および／または他の情報の送信を下流局（たとえば、別のＵＥ、別のｅＮＢなど）に送る
局である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継するＵＥであり得る。図１に示さ
れている例では、中継局１１０ｒはｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得、ここ
で、中継局１１０ｒは、それらの２つのネットワーク要素（ｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１
２０ｒ）間の通信を可能にするために、それらの間のリレーとして働く。中継局は、リレ
ーｅＮＢ、リレーなどと呼ばれることもある。
【００２１】
　[0031]ワイヤレスネットワーク１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る
。同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送
信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミ
ングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。
【００２２】
　[0032]ＵＥ１２０はワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され、各ＵＥは
固定または移動であり得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれる
こともある。ＵＥは、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイ
ヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュー
タ、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
）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなど
と通信することが可能であり得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクお
よび／またはアップリンク上での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅ
ＮＢであるサービングｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅ
ＮＢとの間の干渉する送信を示す。
【００２３】
　[0033]ＬＴＥ／－Ａは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用し
、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。Ｏ
ＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる
複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。
概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送ら
れる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はシス
テム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．４、３、５、１０、１５、または２０メ
ガヘルツ（ＭＨｚ）の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ７２、１８０、３００、
６００、９００、および１２００に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンド
に区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１．４、３、５
、１０、１５、または２０ＭＨｚの対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１つ、２つ
、４つ、８つ、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００２４】
　[0034]図２に、図１中の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０
および図１中のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。制限
付き関連付けシナリオの場合、ｅＮＢ１１０は図１中のマクロｅＮＢ１１０ｃであり得、
ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙであり得る。ｅＮＢ１１０はまた、何らかの他のタイプの基地
局であり得る。ｅＮＢ１１０はアンテナ２３４ａ～２３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はア
ンテナ２５２ａ～２５２ｒを装備し得る。



(9) JP 6466470 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

【００２５】
　[0035]ｅＮＢ１１０において、送信プロセッサ２２０は、データソース２１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ２４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast Channel）、物理制御フ
ォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator 
Channel）、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator
 Channel）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control 
Channel）などのためのものであり得る。データは物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ：physical downlink shared channel）などのためのものであり得る。送信プロセ
ッサ２２０は、データシンボルおよび制御シンボルを取得するために、それぞれデータお
よび制御情報を処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）し得る。送信プロセ
ッサ２２０はまた、たとえば、１次同期信号（ＰＳＳ：primary synchronization signal
）、２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronization signal）、およびセル固有基準
信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセ
ッサ２３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および／または基準シ
ンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実施し得、出力シンボルスト
リームを変調器（ＭＯＤ）２３２ａ～２３２ｔに与え得る。各変調器２３２は、出力サン
プルストリームを取得するために、（たとえば、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）などの
ための）それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器２３２はさらに、ダ
ウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理（たとえば、アナログ
への変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）し得る。変調器２３２ａ～２
３２ｔからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ２３４ａ～２３４ｔを介して送信さ
れ得る。
【００２６】
　[0036]ＵＥ１２０において、アンテナ２５２ａ～２５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）２５４ａ～２５４ｒに
与え得る。各復調器２５４は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信信号を調
整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）し得る。各
復調器２５４は、さらに、受信シンボルを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどの
ための）入力サンプルを処理し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は、すべての復調器２５４ａ
～２５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ
検出を実施し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ２５８は、検出シンボルを処理
（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータ
をデータシンク２６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ２８０に
与え得る。
【００２７】
　[0037]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ２６４が、データソ
ース２６２から（たとえば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：physical upl
ink shared channel）のための）データを受信し、処理し得、コントローラ／プロセッサ
２８０から（たとえば、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink 
control channel）のための）制御情報を受信し、処理し得る。送信プロセッサ２６４は
また、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ２６４からのシンボ
ルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２６６によってプリコーディングされ
、さらに（たとえば、シングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）などのために）
変調器２５４ａ～２５４ｒによって処理され、ｅＮＢ１１０に送信され得る。ｅＮＢ１１
０において、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ２３４によって受信され、
復調器２３２によって処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器２３６によって検出さ
れ、ＵＥ１２０によって送られた復号されたデータと制御情報とを取得するために、受信
プロセッサ２３８によってさらに処理され得る。プロセッサ２３８は、復号されたデータ
をデータシンク２３９に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ２４０に
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与え得る。
【００２８】
　[0038]コントローラ／プロセッサ２４０および２８０は、それぞれｅＮＢ１１０におけ
る動作およびＵＥ１２０における動作を指示し得る。ｅＮＢ１１０におけるコントローラ
／プロセッサ２４０ならびに／あるいは他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で
説明する技法のための様々なプロセスを実施するか、またはそれらの実行を指示し得る。
ＵＥ１２０におけるコントローラ／プロセッサ２８０ならびに／あるいは他のプロセッサ
およびモジュールはまた、本明細書で説明する技法のための様々なプロセスを実施するか
、またはそれらの実行を指示し得る。メモリ２４２および２８２は、それぞれｅＮＢ１１
０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ
２４４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをス
ケジュールし得る。
【００２９】
　[0039]公認共有アクセス（ＡＳＡ）
　[0040]スペクトル管理は、周波数帯域によるユーザの分離に主に基づく。大量のスペク
トルが政府オペレーションのために確保されるが、スペクトルの少なくとも一部は政府イ
ンカンベント（現職または現役、incumbent）ユーザによって十分に利用されない。政府
インカンベントユーザは、国防組織など、政府組織を含み得る。政府オペレーションは、
海軍レーダー監視を含み得る。しかしながら、同時に、モバイルネットワーク事業者（Ｍ
ＮＯ）が、エンドユーザの急上昇しているデータ需要を満たすために、追加のスペクトル
へのアクセスを獲得することにおける困難に直面している。したがって、利用可能な周波
数スペクトルのより効率的な使用を可能にするために、公認共有アクセス（ＡＳＡ）周波
数スペクトルが政府インカンベントユーザおよび他のエンティティ、たとえばＭＮＯによ
って共有されることを可能にする改善されたソリューションを提供する、ＡＳＡシステム
が提案された。ＭＮＯは、一般に１次（primary）ベースで政府オペレーションに割り振
られ得るＡＳＡ周波数スペクトルにアクセスすることを許容される。ＭＮＯによって動作
させられるｅＮＢは、ＡＳＡ周波数スペクトルを、政府インカンベントユーザによって使
用されていないときに様々な時間、ロケーション、および周波数において使用することを
許可され得る。また、政府情報が商業用ＭＮＯによってアクセスされ得ないことを確実に
するために、政府インカンベントユーザとＭＮＯによって動作させられるネットワークと
の間の通信インターフェースは、セキュアインターフェースを必要とし得る。
【００３０】
　[0041]概して、ＭＮＯがＡＳＡ周波数スペクトルを政府インカンベントユーザと共有す
ることができる３つの従来の手段、すなわち、（ｉ）地理的ロケーションによる－　ある
地理的エリアにおいて、１次の（primary）連邦政府(federal)インカンベントユーザが動
作するとき、ＭＮＯは他の地理的エリアにおいて同じＡＳＡ周波数スペクトルを使用する
ことが可能である、（ｉｉ）タイムシェアリングによる－　ある時間において、１次の連
邦政府インカンベントユーザが動作するとき、ＭＮＯは他の時間に同じＡＳＡ周波数スペ
クトルを使用することが可能である、（ｉｉｉ）周波数帯域使用共有による－　ＡＳＡ周
波数スペクトルのある部分上で、１次の連邦政府インカンベントユーザが動作するとき、
ＭＮＯが該ＡＳＡ周波数スペクトルの他の部分を使用することが可能である、がある。
【００３１】
　[0042]ＡＳＡは、商業サービスを提供するために、（１つまたは複数の）インカンベン
トシステム（本明細書では１次ライセンシーと呼ばれることがある）によって未使用のス
ペクトルの部分が（１つまたは複数の）２次ライセンシーに対して認可される（licensed
）スペクトル認可方式である。そのような構成は、それが参加者にとって経済的に有益で
あるときに起こり得る。本明細書では、ＡＳＡを実装するためのアーキテクチャについて
説明し、ＡＳＡ技術の一実装形態を示すが、その技術を図示の実施形態に限定するもので
はない。
【００３２】



(11) JP 6466470 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　[0043]本開示では以下の用語が使用される。
【００３３】
　ＡＳＡ－１　　１次ライセンシーとＡＳＡコントローラとの間のインターフェース
　ＡＳＡ－２　　ＡＳＡコントローラとＡＳＡネットワーク管理システムとの間のインタ
ーフェース
　ＡＳＡ－３　　ＡＳＡネットワークマネージャとＡＳＡネットワーク要素との間のイン
ターフェース
　ＡＳＡコントローラ　　どのＡＳＡ周波数スペクトルがＡＳＡネットワークによる使用
のために利用可能であるかに関する情報をインカンベントネットワークコントローラから
受信し、どのＡＳＡ周波数スペクトルが利用可能であるかをＡＳＡネットワークマネージ
ャに通知するためにＡＳＡネットワークマネージャに制御情報を送る、エンティティ
　ＡＳＡネットワークマネージャ　　ＡＳＡネットワーク事業者によって操作され、当該
ネットワークを制御および管理するエンティティ、限定はしないがＡＳＡ周波数スペクト
ル中で動作するデバイスを含む
　２次ＡＳＡライセンシー　　ＡＳＡ周波数スペクトルを使用するためのＡＳＡライセン
スを取得したワイヤレスネットワーク事業者
　公認共有アクセス　　１次ライセンシーによって未使用であるスペクトルの部分をＡＳ
Ａ事業者が利用するスペクトル認可のタイプ
　ＡＳＡ周波数スペクトル　　１次ライセンシーによって十分に利用されず、ＡＳＡ事業
者による使用のために認可された周波数スペクトル。ＡＳＡ周波数スペクトル利用可能性
は、ロケーション、周波数、および時間によって指定される。
【００３４】
　排除ゾーン　　インカンベントシステムを保護するために、ＡＳＡネットワークが動作
することを許可されない地理的領域。
【００３５】
　１次ＡＳＡライセンシー　　周波数の帯域についての１次ライセンシーであって、当該
一次ライセンシーは、常にすべてのロケーションにおいて当該周波数帯域を利用し続ける
が、当該周波数帯域全体を使用するとは限らない。
【００３６】
　保護ゾーン　　１次ネットワークを保護するために、２次ＡＳＡ動作からの干渉がしき
い値を下回ることが要求される地理的領域。
【００３７】
　インカンベントネットワークコントローラ　　１次ライセンシーによって操作されるエ
ンティティであり、ＡＳＡ周波数スペクトル中で動作する当該ネットワークを制御および
管理する（インカンベントリポジトリと呼ばれることもある）。
【００３８】
　地理的共有　　ＡＳＡネットワークが長い時間期間にわたって地理的領域全体で動作す
ることができるＡＳＡ共有モデル。ネットワークは、排除ゾーンによって指定された領域
中で動作することが許可されない。
【００３９】
　[0044]図３において、ＡＳＡアーキテクチャ３００は、単一のインカンベントシステム
のインカンベントネットワークコントローラ３１２と、単一のＡＳＡネットワークのＡＳ
Ａネットワークマネージャ３１４とに結合されたＡＳＡコントローラ３０２を含み得る。
インカンベントシステムは１次ＡＳＡライセンシーであり得、ＡＳＡネットワークは２次
ＡＳＡライセンシーであり得る。
【００４０】
　[0045]インカンベントネットワークコントローラ３１２は、指定された時間およびロケ
ーションにおいて、ＡＳＡ周波数スペクトルがインカンベントシステムによってどのよう
に使用されるかに気づいている。インカンベントネットワークコントローラは、ＡＳＡ周
波数スペクトルのインカンベント使用に関する情報をＡＳＡコントローラ３０２に与える
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。この情報をＡＳＡコントローラ３０２に与えるために、インカンベントネットワークコ
ントローラ３１２が使用することができるいくつかの方法がある。たとえば、インカンベ
ントネットワークコントローラ３１２は、排除時間とともに排除ゾーンのセットを指定し
得る。別のオプションは、インカンベントネットワークコントローラ３１２がロケーショ
ンのセットにおいて最大許容干渉を指定することである。インカンベントネットワークコ
ントローラ３１２は、このインカンベント保護情報をＡＳＡ－１インターフェース３１６
を介してＡＳＡコントローラ３０２に送り得るが、その態様について以下でより詳細に説
明する。インカンベント保護情報は、ＡＳＡコントローラ３０２によってデータベース３
０６に記憶され得る。
【００４１】
　[0046]ＡＳＡコントローラ３０２は、どのＡＳＡ周波数スペクトルがＡＳＡネットワー
クによって使用され得るかを決定するために、インカンベントネットワークコントローラ
３１２からの情報を使用する。任意の所与のロケーションについて、任意の所与の時間に
、どのＡＳＡ周波数スペクトルが使用され得るかを決定するために、ＡＳＡコントローラ
３０２によって使用される方法は、ＡＳＡプロセッサ３０４によってアクセスされるルー
ルデータベース３０８において指定されたルールのセットを利用し得る。ルールデータベ
ース３０８は、ローカル規制（local regulation）によって設定され得る規制（regulato
ry）ルールを記憶する。これらのルールは、ＡＳＡ－１インターフェースまたはＡＳＡ－
２インターフェースのいずれかによって変更され得ず、ＡＳＡコントローラ３０２を管理
する個人または団体によって更新され得る。ルールデータベース３０８中のルールを使用
して計算された、ＡＳＡ周波数スペクトル利用可能性は、ＡＳＡ周波数スペクトル利用可
能性データベース３１０に記憶され得る。
【００４２】
　[0047]ＡＳＡコントローラ３０２は、スペクトル利用可能性データベースに基づいて、
どのＡＳＡ周波数スペクトルが利用可能であるかに関する情報をＡＳＡ－２インターフェ
ース３１８を介してＡＳＡネットワークマネージャ３１４に送り得る。ＡＳＡネットワー
クマネージャ３１４は、それの制御下の基地局の地理的ロケーション、また、送信電力、
サポートされる動作周波数などを含むこれらの基地局の送信特性に関する情報を知るかま
たは決定し得る。ＡＳＡネットワークマネージャ３１４は、所与のロケーションまたは地
理的領域においてどのＡＳＡ周波数スペクトルが利用可能であるかを発見するために、Ａ
ＳＡコントローラ３０２に照会し得る。また、ＡＳＡコントローラ３０２は、ＡＳＡ周波
数スペクトル利用可能性に対する任意の更新をリアルタイムでＡＳＡネットワークマネー
ジャ３１４に通知し得る。これは、ＡＳＡ周波数スペクトルがもはや利用可能でない場合
、ＡＳＡコントローラ３０２がＡＳＡネットワークマネージャ３１４に通知することを可
能にし、その結果、ＡＳＡネットワークがそのスペクトルを使用することを中止すること
ができ、その結果、インカンベントネットワークコントローラ３１２は、リアルタイム構
成変更を介してＡＳＡ周波数スペクトルへの排他的アクセスを得ることができる。
【００４３】
　[0048]ＡＳＡネットワークマネージャ３１４は、コアネットワーク技術に応じて、標準
ネットワーク要素に組み込まれ得る。たとえば、ＡＳＡネットワークがロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）ネットワークである場合、ＡＳＡネットワークマネージャは、オ
ペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ（ＯＡＭ）に組み込ま
れ得る。インターフェースＡＳＡ－１およびＡＳＡ－２に関するさらなる情報は、以下の
開示において見つけられ得る。
【００４４】
　[0049]図３において、両方ともＡＳＡコントローラに接続された、単一のインカンベン
トネットワークコントローラおよび単一のＡＳＡネットワークマネージャが示されている
。図４に示されているシステム４００の場合のように、複数のＡＳＡネットワーク（たと
えば、ＡＳＡネットワークＡ、ＡＳＡネットワークＢおよびＡＳＡネットワークＣ）がＡ
ＳＡコントローラ４０２に接続されることも可能である。図４は、ＡＳＡコントローラに
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結合された複数のＡＳＡネットワークを含むＡＳＡアーキテクチャ４００を示すブロック
図である。ＡＳＡネットワークＡは、ＡＳＡコントローラ４０２に結合されたＡＳＡネッ
トワークＡマネージャ４１４を含み、ＡＳＡネットワークＢは、ＡＳＡコントローラ４０
２に結合されたＡＳＡネットワークＢマネージャ４２０を含み、ＡＳＡネットワークＣは
、ＡＳＡコントローラ４０２に結合されたＡＳＡネットワークＣマネージャ４２２を含む
。この場合、複数のＡＳＡネットワークは同じＡＳＡ周波数スペクトルを共有し得る。Ａ
ＳＡ周波数スペクトルのこの共有が達成され得るいくつかの方法がある。１つの方法は、
所与の領域中について、各ネットワークがＡＳＡ周波数スペクトル内のサブバンドに制限
されることである。各ＡＳＡネットワークが各サブバンドに対する権利をどのように取得
するかは本明細書の範囲外であり、スペクトルオークションプロセス中に対処されるべき
である。ＡＳＡネットワークがＡＳＡ周波数スペクトルを共有するための別の方法は、緊
密なタイミング同期を使用することと、異なるネットワークによるチャネルアクセスのス
ケジューリングとを採用し得る。一例として、このＡＳＡ共有手法がＬＴＥネットワーク
のために研究された。システム４００は、（図３中のデータベース３０６と同様の）デー
タベース４０６にインカンベント保護情報を与えるために、ＡＳＡ－１インターフェース
４１６を介してＡＳＡコントローラ４０２と通信するインカンベントシステムのインカン
ベントネットワークコントローラ４１２をさらに含み得る。ＡＳＡコントローラ４０２は
、（図３中のルールデータベース３０８と同様の）ルールデータベース４０８と（図３中
のＡＳＡ周波数スペクトル利用可能性データベース３１０と同様の）ＡＳＡ周波数スペク
トル利用可能性データベース４１０とに結合されたプロセッサ４０４を含み得る。ＡＳＡ
コントローラ４０２は、ＡＳＡ－２インターフェース４１８を介してＡＳＡネットワーク
マネージャ４１４、４２０および４２２と通信し得る。インカンベントシステムは１次ラ
イセンシーであり得、ＡＳＡネットワークＡ、Ｂ、Ｃは２次ライセンシーであり得る。
【００４５】
　[0050]（１つまたは複数の）ＡＳＡネットワークマネージャは、所望のスペクトル使用
制御を達成するために、ｅＮＢなど、様々なネットワーク要素と対話する必要があり得る
。これは、無線アクセスネットワーク５１２中のｅＮＢ５１６、５１８と、ＯＡＭ５１０
中に組み込まれたＡＳＡネットワークマネージャノードとの間のＡＳＡ－３インターフェ
ースを含むシステム５００を示す図５に示されているように、ＡＳＡ－３インターフェー
スの使用によって可能にされ得る。無線アクセスネットワーク５１２は、コアネットワー
ク５１４に結合され得る。ＡＳＡコントローラ５０２は、ＡＳＡ－２インターフェース５
０８を介してＯＡＭ５１０と、ＡＳＡ－１インターフェース５０６を介して１次ユーザ（
ライセンシー）ノード（たとえば、インカンベントネットワークコントローラ）５０４と
に結合され得る。
【００４６】
　[0051]ＡＳＡコントローラ５０２は、同じＡＳＡ周波数スペクトルのために複数のイン
カンベントネットワークコントローラ５０４を有することも可能である。理想的には、単
一のインカンベントネットワークコントローラは、所与のＡＳＡ周波数帯域のためのイン
カンベント保護に関する完全な情報を与えることができる。その理由で、アーキテクチャ
は、単一のインカンベントネットワークコントローラに限定され得る。しかしながら、複
数のインカンベントネットワークコントローラがサポートされ得るが、それを単一のイン
カンベントネットワークコントローラに制限することがより簡単で、よりセキュアであり
得ることに留意されたい。
【００４７】
　[0052]図６は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中のＡＳＡシステム６００と
ｅＮＢ６１８および６２０との間の通信の一例を示すブロック図である。ＡＳＡシステム
６００は、ＡＳＡリポジトリ６０２とＡＳＡコントローラ６０４とを含む。インカンベン
トユーザ６０８、６１０、および６１２は、ＡＳＡシステム６００に時間変動要件を開示
する。インカンベントユーザ６０８、６１０、および６１２によるＡＳＡ周波数スペクト
ルの使用は、ＡＳＡリポジトリ６０２に記憶され得る。ＡＳＡコントローラ６０４は、次
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いで、ＡＳＡ周波数スペクトルの利用可能性を決定し、それに応じてＭＮＯにリソースを
許すために、ＡＳＡリポジトリ６０２に記憶された使用情報を使用し得る。ＡＳＡコント
ローラ６０４は、ＡＳＡ周波数スペクトルのＭＮＯの使用の緊密な制御を維持し得る。た
とえば、ＡＳＡコントローラ６０４は、所与のロケーションにおける、特定の周波数帯域
内の、または特定の時間でのＡＳＡ周波数スペクトルの利用可能性と、所与の基地局のた
めの最大電力限界とを指定し得る。ＡＳＡコントローラ６０４は、連邦オペレーションと
のＭＮＯ干渉を最小限に抑えることができ、また、連邦オペレーションによるＭＮＯオペ
レーションとの干渉を最小限に抑え得る。
【００４８】
　[0053]図６では、ＡＳＡコントローラ６０４は、ｅＮＢ６１８および６２０と直接通信
しない。代わりに、ＡＳＡコントローラ６０４は、ＭＮＯのオペレーション、アドミニス
トレーション、およびメンテナンスサーバ（ＯＡＭ）６０６に、ＡＳＡ周波数スペクトル
の利用可能性に関する情報を与える。ＯＡＭ６０６は、この情報を無線リソース管理コマ
ンドに変換し、ＭＮＯの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中のｅＮＢ６１８およ
び６２０にコマンドを送信する。しかしながら、すべての基地局／ｅＮＢが、ＡＳＡシス
テム６００へのアクセスを許されるとは限らない。たとえば、ｅＮＢ６１８は、ＡＳＡ周
波数スペクトルおよびＭＮＯのスペクトル上で動作する第１のセル６１４中に位置する。
したがって、ｅＮＢ６１８は、ユーザ機器（ＵＥ）６２２がＡＳＡ周波数スペクトルとＭ
ＮＯのスペクトルの両方を利用することを可能にするであろう。さらに、連邦政府インカ
ンベントユーザが同じＡＳＡ周波数スペクトルを使用する必要があるとき、ＯＡＭ６０６
は、他の非ＡＳＡ周波数スペクトルにシームレスにＵＥ６２２をハンドオーバするかまた
はＵＥ６２２の電源を切断するようにｅＮＢ６１８に命令することも可能であり得る。見
方を変えれば、ｅＮＢ６２０は、ＭＮＯのスペクトル上でのみ動作する第２のセル６１６
中に位置する。したがって、ＵＥ６２４は、ＭＮＯのスペクトルを使用することが可能で
あるにすぎないであろう。
【００４９】
　[0054]図６に示されているような、ＡＳＡシステム６００とＲＡＮ領域中のｅＮＢ６１
８および６２０との間の通信構造は、依然として潜在的問題を有し得る。たとえば、ＡＳ
Ａシステム６００とＭＮＯとの間の現在のインターフェースは、ＯＡＭ６０６に依拠する
。この手法は、ＯＡＭ６０６の動作に十分に依拠し得る。しかしながら、ＯＡＭ６０６は
、一般にｅＮＢの静的構成を扱うように設計されており、多数のｅＮＢに影響を及ぼし得
るスペクトル利用可能性の動的変更を扱うように設計されていない。別の例では、スペク
トル使用に関するインカンベントの要件の変更は、多数のｅＮＢに影響を及ぼし得る。た
とえば、最大送信電力の変更は、電力調整を必要とする多数のｅＮＢに影響を及ぼし得る
。スモールセル展開の場合、状況はさらに複雑であり得、ここで、ｅＮＢの数が極めて多
いことがあり、スケーラビリティ問題を生じることがある。多数のｅＮＢのために、ＡＳ
Ａに関係する、結果として多数のｅＮＢの構成変更があるであろう。また、送信すること
が可能であるが、どのｅＮＢを選択すべきかなどの制限下にあるエリアにおいて送信され
る電力を最適化することは困難であろう。その結果、ｅＮＢの変更をトリガするための機
構は、ＡＳＡコントローラ６０４における集中型である必要があり得る。しかしながら、
そのような集中型動作は、自己最適化ネットワーク（ＳＯＮ：self-optimizing network
）の傾向に反し得る。ＳＯＮでは、セルがローカルで動的手法でオフおよびオンにされ得
るか、またはローカルパラメータが各ｅＮＢによって変更され得、そのようなローカルア
クションは一度に少数のセルに影響を及ぼすにすぎないであろう。
【００５０】
　[0055]ＯＡＭインターフェースを使用することの代替として、ｅＮＢとＡＳＡコントロ
ーラとの間のプロトコル交換をトランスポートするために既存のインターフェースが使用
され得る。たとえば、そのような交換はＳ１ｃインターフェースを介して（ｅＮＢとモビ
リティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との間で）トランスポートされ得、ｅＮＢとＡＳＡコ
ントローラとの間の通信を可能にするために、ＡＳＡコントローラとＭＭＥとの間で新し
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いインターフェースが定義され得る。この手法は可能であるが、既存のＳ１インターフェ
ースとＭＭＥとが、影響を及ぼされ得、ＡＳＡコントローラにすべてのＭＭＥへの接続性
を有するように要求し得る。その結果、そのような手法では、ＡＳＡ導入は、コアネット
ワーク（ＣＮ）とＲＡＮの両方、ならびにＭＮＯのＯＡＭのアップグレードに従うであろ
う。また、ＡＳＡコントローラが、トラッキングエリアコード（ＴＡＣ：Tracking Area 
Code）／トラッキングエリア識別情報（ＴＡＩ：Tracking Area Identity）を含む各ｅＮ
Ｂ、またはそのｅＮＢをサービスする（１つまたは複数の）ＭＭＥに関する情報をルーテ
ィングし続けることになるので、コントローラと各ｅＮＢとの間の通信のルーティングは
複雑であろう。モバイルネットワークがしばしば再構成または拡張されるので、ルーティ
ング情報の量が大きくなることがあり、最新に維持することが困難である。したがって、
本開示の様々な態様は、すべての基地局／ｅＮＢへの再構成コマンドをリアルタイムに扱
うための、ＣＮおよびＯＡＭのアップグレードなど、ＣＮおよびＯＡＭの関与を必要とし
ない、ＡＳＡシステムとＭＮＯとの間の新しいインターフェースを提案する。
【００５１】
　[0056]図７は、本開示の一態様による、ＡＳＡコントローラ７０３とＲＡＮ領域７０６
中のｅＮＢ７００、７０２、および７０４との間の通信の一例を示すブロック図である。
ＭＮＯによって動作させられるｅＮＢ７００、７０２、および７０４の各々は、ＭＮＯの
ＯＡＭによって設定されたポリシーに従って、ＡＳＡコントローラ７０３と直接通信し得
る。たとえば、図６に示されているように、ＯＡＭまたは他のそのような中間ネットワー
クエンティティを通して通信を受け渡すことなしに、ｅＮＢ７００、７０２、および７０
４は、ＡＳＡコントローラ７０３との通信を直接要求し得、ＡＳＡコントローラ７０３は
、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４から直接、通信要求を受信し得る。既存の動作で
は、ＡＳＡコントローラは、事業者のネットワーク中のＡＳＡ情報のすべてのエンドポイ
ントとして、ＯＡＭのみと通信する。しかしながら、本開示の様々な態様によれば、ＡＳ
Ａコントローラからの直接通信は、ＯＡＭを介したまたはＯＡＭとの介在通信なしに、ネ
ットワークｅＮＢと行われる。ＯＡＭは、スペクトル利用可能性または他の関係するシス
テム情報の動的変更を扱うことをもはや必要とされないことがある。ＡＳＡ周波数スペク
トルおよび関係するシステム情報は、ＯＡＭによって処理されることなしに、ｅＮＢ７０
０、７０２、および７０４とＡＳＡコントローラ７０３との間で交換され得る。したがっ
て、ＯＡＭまたは同様のネットワークエンティティは、ｅＮＢ７００、７０２、および７
０４とＡＳＡコントローラ７０３との間の通信を確立することを必要とされないことがあ
る。ＡＳＡ－ＭＮＯ通信インターフェースは、上述のように、ＯＡＭまたは他のそのよう
な中間ネットワークエンティティを介した通信なしに、ＡＳＡコントローラ７０３とＲＡ
Ｎ領域中のｅＮＢ７００、７０２、および７０４との間で直接確立され、リアルタイム構
成変更を扱い得る。ＡＳＡ－ＭＮＯ通信インターフェースは、信頼性の増加のために、ス
トリーム制御伝送プロトコル／インターネットプロトコル（ＳＣＴＰ／ＩＰ：Stream Con
trol Transmission Protocol/Internet Protocol）インターフェースを含み得る。ＡＳＡ
コントローラ７０３とｅＮＢ７００、７０２、および７０４との間のＳＣＴＰ／ＩＰイン
ターフェースは、通常ＳＣＴＰ動作によりアクティブに保たれ、ステータスの変更が、Ａ
ＳＡコントローラ７０３またはｅＮＢ７００、７０２、および７０４のいずれかによって
通信されることが可能になり得る。
【００５２】
　[0057]いくつかの態様では、ＡＳＡコントローラ７０３は、ＡＳＡリポジトリ７０５と
結合され得る。ＡＳＡコントローラ７０３は、ＡＳＡリポジトリ７０５からのインカンベ
ントユーザによって使用されたことがあるかまたは現在使用されている、ＡＳＡ周波数ス
ペクトルの使用情報を取得し得る。
【００５３】
　[0058]ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、通信インターフェースを確立するため
に、ＡＳＡコントローラ７０３との通信を直接要求し得る。さらに、ｅＮＢ７００、７０
２、および７０４は、ＡＳＡ周波数スペクトルなど、ＡＳＡリソースを使用することを直
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接要求し得る。たとえば、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、ＯＡＭの動作に依拠
することなしに、ＡＳＡリソースを使用することを直接要求し得る。対応して、ＡＳＡコ
ントローラ７０３は、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４との通信インターフェースを
確立することによって、ならびに／またはｅＮＢ７００、７０２、および７０４がそれら
自体をＡＳＡコントローラ７０３に直接登録することを可能にすることによって、ｅＮＢ
７００、７０２、および７０４からの通信要求に直接応答し得る。ＡＳＡコントローラ７
０３は、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４に、それら自体をＯＡＭの動作に依拠する
ことなしにＡＳＡコントローラ７０３に登録するように直接促し得る。さらに、ＡＳＡコ
ントローラ７０３は、要求の時間における現在の状況に基づいて、ｅＮＢ７００、７０２
、および７０４によって要求されたＡＳＡ周波数／キャリアの利用可能性とともに、ｅＮ
Ｂ７００、７０２、および７０４からのリソース要求に直接応答し得る。リソース要求は
、通信要求上にピギーバックされ（piggybacked）得るか、または通信要求から分離され
得る。リソース要求が通信要求上にピギーバックされたとき、ｅＮＢ７００、７０２、お
よび７０４は、ｅＮＢ７００、７０２、７０４とＡＳＡコントローラ７０３との間で確立
される通信インターフェースの前または後に、ＡＳＡリソースのための別個の要求を送る
ことを必要とされ得ない。通信インターフェースがｅＮＢ７００、７０２、および７０４
とＡＳＡコントローラ７０３との間で確立された後、ｅＮＢ７００、７０２、および７０
４からのリソース要求は、ＡＳＡコントローラ７０３によって応答され得る。通信および
リソース要求および応答は、それぞれ、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４によって受
信され、ＡＳＡコントローラ７０３によって決定されたポリシーに基づいて決定され得る
。
【００５４】
　[0059]いくつかの態様では、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、当技術分野で知
られているように、ＳＣＴＰインターフェースのステータスを検出し得る。インターフェ
ースが失敗した場合、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、インターフェースを復元
することを試み得る。ｅＮＢ７００、７０２、および７０４がインターフェースを復元す
ることができない場合、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、ＲＡＮ領域７０６中で
動作することが依然として可能であり得、ＡＳＡ動作は、インターフェースの失敗の場合
、フォールバックのための既存のポリシーに従って中断され得る。これは、ＡＳＡ周波数
のすべての使用を中断すること、またはいくつかの制限とともにＡＳＡ周波数の使用を続
けることから構成され得る。
【００５５】
　[0060]いくつかの態様では、ｅＮＢがＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許されたとき、
ＡＳＡコントローラ７０３は、ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を現在許されているｅＮＢ
が、他の基地局よりも、ＡＳＡ周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有す
る場合、他の基地局からの通信および／またはリソース要求を拒否し得る。しかしながら
、ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を現在許されているｅＮＢが、他の基地局よりも、ＡＳ
Ａ周波数スペクトルを使用するためのより低い優先度を有する場合、ＡＳＡコントローラ
７０３は、プリエンプション（pre-emption）を実行し得る。そのような場合、より低い
優先度をもつｅＮＢがＡＳＡ周波数スペクトルを現在使用しており、より高い優先度をも
つｅＮＢがＡＳＡリソースを要求するとき、ＡＳＡコントローラ７０３は、より低い優先
度のｅＮＢによる既存の使用のために、より高い優先度のｅＮＢにアクセスを許すことが
できないことがある。ＡＳＡコントローラ７０３は、次いで、より低い優先度のｅＮＢに
よるＡＳＡ周波数使用をオフにすることによって、ＡＳＡリソースへのより高い優先度の
ｅＮＢアクセスが許され得るように状況が変化するかどうかを決定し得る。
【００５６】
　[0061]図７において、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、ＲＡＮ領域７０６中の
（図７に示されていない）ＭＮＯのＯＡＭから、ＡＳＡ情報を含んでいる１つまたは複数
のポリシーを受信し、受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡコントローラ７０３との
通信を直接要求し得る。ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、ＡＳＡ周波数スペクト
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ルを利用するためにＡＳＡシステム７０１にアクセスすることを要求するために、ＡＳＡ
コントローラ７０３と直接通信すべきかどうかを決定するために、１つまたは複数のポリ
シーを検査し得る。対応して、ＡＳＡコントローラ７０３は、ＲＡＮ領域７０６中の（図
７に示されていない）ＭＮＯのＯＡＭからの１つまたは複数のポリシーを決定し、ＡＳＡ
情報を含む決定されたポリシーに基づいて、ＭＮＯによって動作させられるｅＮＢ７００
、７０２、および７０４からの通信およびリソース要求に直接応答し得る。ＡＳＡコント
ローラ７０３は、１つまたは複数のポリシーを用いてプログラムされるか、またはＭＮＯ
のＯＡＭから１つまたは複数のポリシーを受信し得る。ＡＳＡコントローラ７０３は、Ｍ
ＮＯによって制御されるＲＡＮ領域７０６中にまたは政府組織によって制御される領域中
に位置し得、あるいはＡＳＡコントローラ７０３は、信用できるサードパーティによって
制御され得る。ｅＮＢ７００、７０２、および７０４またはＡＳＡコントローラ７０３の
いずれかが、通信を開始し、したがってｅＮＢ７００、７０２、および７０４とＡＳＡコ
ントローラ７０３との間の通信インターフェースを確立するための準備をし得る。
【００５７】
　[0062]ｅＮＢ７００、７０２、および７０４によって受信されたポリシーは、ＡＳＡ情
報を含み得る。ＡＳＡ情報は、ＡＳＡ周波数スペクトルと１つまたは複数のｅＮＢ７００
、７０２、および７０４にとってのＡＳＡ周波数スペクトルの潜在的利用可能性とを示す
ＡＳＡ構成、ＡＳＡ周波数スペクトル中の各ＡＳＡ周波数または地理的エリアについてｅ
ＮＢ７００、７０２、および７０４がコンタクトするためのＡＳＡコントローラ７０３の
識別情報、たとえば、１つまたは複数のＩＰアドレス、ｅＮＢ７００、７０２、および７
０４からのリソース要求に関連する優先度レベル、複数の基地局をそれらがまとめて取り
扱われるように含むエリア、または基地局のセットを示すグループラベル、ｅＮＢ７００
、７０２、および７０４がリソース要求を開始し得る条件、ならびにＡＳＡ周波数スペク
トル全般、または各ｅＮＢのエリア中の利用可能性の予想であり得る。ＡＳＡ構成は、ｅ
ＮＢ７００、７０２、および７０４のステータス、たとえば、ｅＮＢのロケーションまた
はトラフィックステータスに基づいて、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４ならびにそ
れらのセルおよびセクタが使用することを可能にされた１つまたは複数の特定の周波数を
さらに指定し得る。ＡＳＡ周波数スペクトルにアクセスすることを試みるべきか否かを決
定するために、ＡＳＡ周波数スペクトルの利用可能性の予想が、履歴データまたは商業協
定（commercial agreement）に基づいてＯＡＭによって生成され、ｅＮＢ７００、７０４
、および７０４によって使用され得る。ＡＳＡ周波数スペクトルの利用可能性の予想は、
ｅＮＢ７００、７０２、および７０４がＡＳＡ周波数スペクトルへのアクセスを許され得
る見込みに関係し得る。ｅＮＢ７００、７０２、および７０４は、ＡＳＡ周波数スペクト
ルを利用するために、ＡＳＡシステム７０１にアクセスすることを要求するためにＡＳＡ
コントローラ７０３と直接通信すべきかどうかを決定するために、ＡＳＡ周波数スペクト
ル情報を検査し得る。
【００５８】
　[0063]ＡＳＡコントローラ７０３によって決定されたポリシーは、複数のｅＮＢの間の
競合を管理するために使用され得る。ＡＳＡコントローラ７０３によって決定されたポリ
シーは、ＡＳＡ情報を含み得る。ＡＳＡ情報は、ＡＳＡ周波数スペクトルと、７００、７
０２、および７０４などの１つまたは複数のｅＮＢにとっての当該ＡＳＡ周波数スペクト
ルの潜在的利用可能性とを示すＡＳＡ構成であり得る。
【００５９】
　[0064]さらに、ＡＳＡコントローラ７０３によって決定されたポリシーは、いくつかの
ルールを含み得る。いくつかのルールは、ＡＳＡコントローラ７０３がｅＮＢ７００、７
０２、および７０４からのリソース要求にどのように優先度を付けるかを示し得る。その
ようなルールは、ＡＳＡリソースのフルセットがすべてのｅＮＢに割り当てられ得ない場
合、ＡＳＡコントローラ７０３が、特定のＡＳＡ周波数が特定のｅＮＢに割り当てられ得
るかどうかを決定するのを助け得る。この優先度付けは、ｅＮＢ７００、７０２、および
７０４からのリソース要求に関連する優先度レベルを利用することによって達成され得る
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。リソース要求の優先度レベルは、要求自体内でｅＮＢ７００、７０２、および７０４に
よって与えられ得るか、またはｅＮＢ７００、７０２、および７０４のロケーションまた
は特性、たとえば、セルタイプ（マクロセル、ピコセルなど）に基づいて決定され得る。
ＡＳＡコントローラ７０３は、マクロセルおよびマイクロセルの優先度レベルに基づいて
、同じエリア中のマクロセルおよびマイクロセルに異なるＡＳＡ周波数を与え得る。いく
つかのルールは、ＡＳＡコントローラ７０３が、グループラベルによって示されたｅＮＢ
からのリソース要求にどのように応答するかを示し得る。ｅＮＢは、同じグループラベル
によって示されたすべての他のｅＮＢが同じＡＳＡ周波数を使用することを可能にされる
場合のみＡＳＡコントローラ７０３によって受け付けられ得る。たとえば、ｅＮＢ７００
、７０２、および７０４が、すべて、同じグループラベルによってラベリングされた場合
、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４のいずれも、ｅＮＢ７００、７０２、および７０
４のいずれかが、グループラベルによって示されたＡＳＡ周波数を使用することを可能に
されない場合、ＡＳＡコントローラ７０３によって受け付けられない。そのようなルール
は、ある周波数が、連続するｅＮＢのセットにわたって利用可能であることを保証するた
めに使用され、これにより、隣接するセルにわたるモビリティを可能にし得る。いくつか
のルールは、ＡＳＡコントローラ７０３がｅＮＢ７００、７０２、および７０４からのリ
ソース要求の各々にどのように応答するかを示し得る。
【００６０】
　[0065]いくつかの態様では、ＡＳＡコントローラ７０３によって決定され、ＭＮＯのＯ
ＡＭから受信されたポリシーは、ＡＳＡ周波数スペクトルの使用のための１つまたは複数
の潜在的ネットワーク構成を含み得る。ＡＳＡコントローラ７０３は、１つまたは複数の
潜在的ネットワーク構成からネットワーク構成を選択し得る。ネットワーク構成は、ＭＮ
Ｏ中の１つまたは複数のｅＮＢの情報とステータスとを示し得る。
【００６１】
　[0066]いくつかの態様では、ＡＳＡコントローラ７０３は、ｅＮＢ７００、７０２、お
よび７０４のロケーション、セルパラメータ、優先度レベル、およびラベル、ならびにｅ
ＮＢ７００、７０２、および７０４が使用することを要求する１つまたは複数の周波数な
ど、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４から情報を直接受信し得る。ｅＮＢ７００、７
０２、および７０４からのそのような情報は、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４から
の通信および／またはリソース要求に直接含まれ得る。ｅＮＢ７００、７０２、および７
０４によって要求された１つまたは複数の周波数は、ＯＡＭによって与えられたポリシー
によって優先度を付けられ得る。
【００６２】
　[0067]いくつかの態様では、ＯＡＭは、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４に割り当
てられたリソース要求の優先度レベルまたはグループラベルを変更し得る。リソース要求
の優先度レベルまたはグループラベルの変更は、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４か
らの通信およびリソース要求がどのようにＡＳＡコントローラ７０３によって応答され、
処理されるかを間接的に変更し得る。
【００６３】
　[0068]いくつかの態様では、ＯＡＭは、時間ごとのＡＳＡ周波数スペクトルの実際の使
用など、ＡＳＡシステム７０１の使用データおよび統計値を収集し得る。ＡＳＡコントロ
ーラ７０３がＭＮＯのＯＡＭの一部である場合、ＯＡＭは、ＭＮＯの可能なポリシーを用
いてＡＳＡコントローラ７０３をさらにプログラムし得る。したがって、ＡＳＡコントロ
ーラ７０３は、現在の動作制約を満たす可能なポリシーのうちの１つを選択することが可
能であり得る。ＯＡＭは、ｅＮＢ７００、７０２、および７０４から報告された動作変更
に基づいて、ポリシーまたはＡＳＡ構成を変更することも可能であり得る。
【００６４】
　[0069]図８は、本開示の一態様による、ＡＳＡコントローラ８０４と、ＨｅＮＢ８０２
と、ＨｅＮＢ管理システム８１４との間の通信の一例を示すブロック図８００である。Ａ
ＳＡシステム７０１は、図７に示されているように、マクロセルまたはピコセル中で通信
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を与えることが可能であるだけでなく、図８に示されているように、フェムトセル中で通
信を与えることも可能であり得る。図８において、ＨｅＮＢ８０２は、図７に関して上記
で示された方法で、ＡＳＡコントローラ８０４と直接通信し得るが、フェムトネットワー
クでは、そのような通信は、一般に、図８に示されているように、セキュア経路上で動作
し得るという差がある。しかしながら、フェムトネットワークでは、１つまたは複数のポ
リシーは、ＨｅＮＢ管理システム８１４から受信され得る。自動構成サーバ（ＡＣＳ：Au
toConfiguration Server）としても知られるＨｅＮＢ管理システムは、セキュリティゲー
トウェイ８０６およびＩＰｓｅｃトンネル８０３を介して、ＨｅＮＢ８０２にＡＳＡ構成
情報を与え得る。セキュリティゲートウェイ８０６およびＩＰセキュリティ（ＩＰｓｅｃ
）トンネル８０３は、ＨｅＮＢ８０２が、ＨｅＮＢゲートウェイ８０８、モビリティ管理
エンティティ（ＭＭＥ）８１０、およびサービングゲートウェイ（ＳＧＷ）８１２と通信
するためのゲートウェイでもあり得る。図８に示されている構造は、ＨｅＮＢ８０２とＨ
ｅＮＢ管理システム８１４との間の既存の通信規格の変更を必要とし得ない。
【００６５】
　[0070]本開示の様々な態様は、特定の数のＡＳＡコントローラ、ｅＮＢ、ＵＥ、ＭＮＯ
およびＯＡＭに限定されないことに留意されたい。
【００６６】
　[0071]図９は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。機能ブロック図９００は、図７～図８に示されているＡＳＡコント
ローラ７０３または８０４など、ＡＳＡコントローラによって実装され得る。ブロック９
０２において、ＡＳＡコントローラは、ＡＳＡ情報を含むポリシーを取得する。ポリシー
は、ＭＮＯのＯＡＭによって与えられるか、ＡＳＡコントローラ中でプログラムされるか
、などであり得る。ブロック９０４において、ＡＳＡコントローラは、ＡＳＡ情報に基づ
いて、１つまたは複数の基地局から直接、通信要求を受信する。ブロック９０６において
、ＡＳＡコントローラは、通信要求に応答して、ＡＳＡコントローラと基地局との間で直
接、通信インターフェースを確立する。当技術分野で知られているように、インターフェ
ースは、ＳＣＴＰ規格に従って確立され得る。インターネットプロトコル（ＩＰ）経路が
ＡＳＡコントローラと関連する基地局との間でセットアップされ、その後、ＡＳＡコント
ローラがそれに応答するであろう、ｅＮＢの識別子、周波数などの関連する接続情報を与
えるｅＮＢからの初期化メッセージが続き得る。
【００６７】
　[0072]追加または代替の態様では、ＡＳＡコントローラは、この特定の基地局との直接
通信が可能にされるべきかどうかを決定するために、ＡＳＡ情報を使用し得ることに留意
されたい。
【００６８】
　[0073]図１０は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す
機能ブロック図である。機能ブロック図１０００は、図７に示されているｅＮＢ７００、
７０２、または７０４あるいは図８に示されているＨｅＮＢ８０２など、ｅＮＢによって
実装され得る。ブロック１００２において、ｅＮＢは、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信
する。ポリシーは、ＭＮＯのＯＡＭによって与えられ得るか、あるいは基地局またはｅＮ
Ｂ制御論理に直接再構成され得る。ブロック１００４において、ｅＮＢは、受信されたＡ
ＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡコントローラとの通信を直接要求する。ｅＮＢは、ＭＮＯに
よって動作させられ得、ＡＳＡ周波数スペクトルを利用するために、ＡＳＡシステムにア
クセスすることを要求し得る。ｅＮＢは、ＡＳＡコントローラとの直接通信を要求すべき
かどうかを決定するために、ポリシーを検査し得る。たとえば、ポリシーは、ｅＮＢがＡ
ＳＡリソースを要求し得る条件を与え得、ｅＮＢは、それらの条件がすでに満たされてい
る場合、またはトラフィック統計値に基づいてそのような条件が将来において満たされる
ことをｅＮＢが予想する場合、インターフェースを確立することを決定し得る。ブロック
１００６において、基地局は、基地局とＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インター
フェースを確立する。
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【００６９】
　[0074]図１１は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システム１１０１におけるＡ
ＳＡコントローラ１１００と、ｅＮＢ１１０２と、ＵＥ１１２２との設計を示す機能ブロ
ック図である。システム１１０１は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、シ
ンボルなどをシステムｅＮＢと直接受信および送信することができるＡＳＡコントローラ
１１００を含み得る。システム１１０１はまた、ＡＳＡコントローラ１１００に情報、信
号、データ、命令、コマンド、ビット、シンボルなどを直接受信および送信することがで
きる、ｅＮＢ１１０２など、システムｅＮＢを含み得る。ｅＮＢ１１０２は、ｅＮＢ１１
０２のモジュールとして編成されるかまたは構成され得る、図２に示されているシステム
２１０送信機の１つまたは複数の構成要素を含み得る。ＡＳＡコントローラ１１００は、
ＡＳＡ－ＭＮＯインターフェース１１２０を介して、ＭＮＯによって動作させられるｅＮ
Ｂ１１０２と通信し得る。
【００７０】
　[0075]ＡＳＡコントローラ１１００は、ＡＳＡ情報を含んでいる１つまたは複数のポリ
シーを決定するためのポリシー決定モジュール１１１２と、ＡＳＡ情報に基づいてｅＮＢ
１１０２から１つまたは複数の通信要求および／またはリソース要求を直接受信し、それ
らに応答するための要求受信モジュール１１１４との実行のためのデータおよびプログラ
ムコードを記憶し得るメモリ１１０４を含み得る。ｅＮＢ１１０２は、ＡＳＡ周波数スペ
クトルを利用するために、ＡＳＡシステムにアクセスすることを直接要求し得る。ＡＳＡ
コントローラ１１００は、メモリ１１０４に記憶されたプログラムコードを実施または実
行するために、プロセッサ１１０６をも含み得る。ＡＳＡコントローラ１１００における
プロセッサ１１０６および／または他のプロセッサは、図９に示されている機能ブロック
、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスをも実施するか、または
それらの実行を指示し得る。
【００７１】
　[0076]ｅＮＢ１１０２は、ＡＳＡ情報を含んでいる１つまたは複数のポリシーをＯＡＭ
から受信するためのポリシー受信モジュール１１１６と、ＡＳＡ周波数スペクトルを利用
するためにＡＳＡシステムにアクセスすることを要求するために、受信されたＡＳＡ情報
に基づいてＡＳＡコントローラとの直接通信を要求するための通信要求モジュール１１１
８との実行のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得るメモリ１１０８を含み得
る。ｅＮＢ１１０２はまた、メモリ１１０８に記憶されたプログラムコードを実施または
実行するためのプロセッサ１１１０を含み得る。ｅＮＢ１１０２におけるプロセッサ１１
１０および／または他のプロセッサは、図１０に示されている機能ブロック、および／ま
たは本明細書で説明する技法のための他のプロセスの実行を実施するか、または指示し得
る。
【００７２】
　[0077]図１１において、ＵＥ１１２２はｅＮＢ１１０２と通信し得る。ＵＥ１１２２は
、１つまたは複数のＭＮＯによって与えられた周波数スペクトル上でｅＮＢ１１０２と通
信し得る。ｅＮＢ１１０２がそれ自体をＡＳＡコントローラ１１００に登録した場合、Ｕ
Ｅ１１２２は、ＭＮＯによって与えられた周波数スペクトルとＡＳＡ周波数スペクトルの
両方上でｅＮＢ１１０２と通信し得る。
【００７３】
　[0078]情報および信号は多種多様な技術および技法のうちのいずれかを使用して表され
得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得る
データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流
、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せに
よって表され得る。
【００７４】
　[0079]図３～図１０の機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、
ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファー
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ムウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る。
【００７５】
　[0080]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュ
ール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウ
ェア、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハー
ドウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブ
ロック、モジュール、回路、およびステップについて、概してそれらの機能に関して上記
で説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実
装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。
当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実
装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。当業者は
また、本明細書で説明した構成要素、方法、または相互作用の順序あるいは組合せは例に
すぎないこと、および本開示の様々な態様の構成要素、方法、または相互作用は、本明細
書で例示し、説明したもの以外の方法で組み合わせられるかまたは実施され得ることを容
易に認識されよう。
【００７６】
　[0081]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、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）または他のプログ
ラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素
、あるいは本明細書で説明した機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを
用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代
替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、計算デバイスの組合せ、たとえば、Ｄ
ＳＰと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、ＤＳＰコアと連携す
る１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装
され得る。
【００７７】
　[0082]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアで実施されるか、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で実
施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または
当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むこ
とができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体
であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端
末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体はユーザ端末中に個別構成要
素として存在し得る。
【００７８】
　[0083]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、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任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装
する場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上
に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読
媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒
体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。コンピュータ可
読記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な
媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクス
トレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所
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望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コ
ンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の
媒体を備えることができる。また、接続はコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ得る。た
とえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、または
デジタル加入者線（ＤＳＬ）を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモー
トソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ま
たはＤＳＬは、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディ
スク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）
（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピ
ー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を
含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）
は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲
内に含まれるべきである。
【００７９】
　[0084]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙中
で使用されるとき、「および／または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか１
つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せが
採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを
含んでいると記述されている場合、その組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合
せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることがあ
る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくとも
１つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣ
のうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢ
ＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を示す。
【００８０】
　[0085]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用する
ことができるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らか
になり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく
他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計
に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広
い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の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］
　公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラによって、１つまたは複数のＡＳＡリソース
へのアクセスに関連するポリシーを取得することと、
　前記ＡＳＡコントローラによって基地局から直接、通信要求を受信することと、
　前記通信要求に応答して、前記ＡＳＡコントローラと前記基地局との間で直接、通信イ
ンターフェースを確立することと、
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２］
　前記ＡＳＡコントローラによって、前記ポリシーに基づいて、前記基地局に、前記基地
局から受信されたリソース要求に直接応答することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記リソース要求に前記直接応答することは、前記基地局によって要求されたＡＳＡ周
波数スペクトル中の１つまたは複数のＡＳＡ周波数の現在の利用可能性を与えることを備
える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、１つまたは複数の基地局より
も、前記ＡＳＡ周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、前記１
つまたは複数の基地局からの１つまたは複数のリソース要求を拒否することをさらに備え
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る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、前記１つまたは複数の基
地局よりも低い優先度を有する場合、プリエンプションを実行することをさらに備える、
Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記通信要求に応答して、前記ＡＳＡコントローラによって、前記基地局に、前記ＡＳ
Ａコントローラに登録するように直接促すことをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ポリシーは、前記ＡＳＡコントローラ中にプログラムされる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記ポリシーは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中のモバイルネットワーク
事業（ＭＮＯ）のオペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ（
ＯＡＭ）から受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記ＭＮＯの前記ＯＡＭから受信される前記ポリシーは、ＡＳＡ周波数スペクトルの使
用のための１つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含む、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記ポリシーは、
　ＡＳＡ周波数スペクトルを含むＡＳＡ構成、
　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求にどのよ
うに優先度を付けるかを示す第１のルール、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記グループラベルによって示された１つまたは複数の基
地局からの１つまたは複数のリソース要求にどのように応答するかを示す第２のルール、
　前記複数の基地局のリスト、および
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求の各々に
どのように応答するかを示す第３のルール、
　のうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ＡＳＡコントローラは、ＡＳＡリポジトリと結合され、前記ＡＳＡリポジトリから
、インカンベントユーザによるＡＳＡ周波数スペクトルの使用情報を取得する、Ｃ１に記
載の方法。
［Ｃ１２］
　前記基地局から情報を受信することをさらに備え、
　前記情報は、
　　前記基地局のロケーション、
　　前記基地局のセルパラメータ、
　　前記基地局の優先度レベル、
　　前記基地局のラベル、および
　　前記基地局によって要求された１つまたは複数の周波数、のうちの１つまたは複数を
含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　１つまたは複数のＡＳＡリソースへのアクセスに関連するポリシーを取得するための手
段と、
　基地局から通信要求を受信するための手段と、
　前記通信要求に応答して、ＡＳＡコントローラと前記基地局との間で直接、通信インタ
ーフェースを確立するための手段と、
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　を備える、ワイヤレス通信装置。
［Ｃ１４］
　ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、１つまたは複数の基地局より
も、前記ＡＳＡ周波数スペクトルを使用するためのより高い優先度を有する場合、前記１
つまたは複数の基地局からの１つまたは複数のリソース要求を拒否するための手段と、
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの使用を許された前記基地局が、前記１つまたは複数の基
地局よりも低い優先度を有する場合、プリエンプションを実行するための手段と、
　をさらに備える、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記ポリシーは、
　前記ＡＳＡコントローラ中にプログラムされるか、または
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中のモバイルネットワーク事業（ＭＮＯ）の
オペレーション、アドミニストレーションおよびメンテナンスサーバ（ＯＡＭ）から受信
され、
　前記ＭＮＯの前記ＯＡＭから受信される前記ポリシーは、ＡＳＡ周波数スペクトルの使
用のための１つまたは複数の潜在的ネットワーク構成を含む、
　のうちの１つである、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記ポリシーは、
　ＡＳＡ周波数スペクトルを含むＡＳＡ構成、
　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求にどのよ
うに優先度を付けるかを示す第１のルール、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記ＡＳＡコントローラが、前記グループラベルによって示された１つまたは複数の基
地局からの１つまたは複数のリソース要求にどのように応答するかを示す第２のルール、
　前記複数の基地局のリスト、および
　前記ＡＳＡコントローラが、前記複数の基地局からの前記複数のリソース要求の各々に
どのように応答するかを示す第３のルール、
　のうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１７］
　基地局によって、ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信することと、
　前記基地局によって、前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、公認共有アクセス（ＡＳ
Ａ）コントローラとの通信を直接要求することと、
　前記基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立する
ことと、
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ１８］
　前記ポリシーを前記受信することは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中のモ
バイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）のオペレーション、アドミニストレーションおよび
メンテナンスサーバ（ＯＡＭ）から、前記ポリシーを受信することを備える、Ｃ１７に記
載の方法。
［Ｃ１９］
　前記基地局によって、前記ＯＡＭにオペレーションの変更を報告すること、
　をさらに備え、前記ＯＡＭから受信される前記ポリシーは、前記基地局から報告された
オペレーションの変更に基づいて変更される、
　Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記ポリシーは、
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　ＡＳＡ周波数スペクトルと、前記基地局にとっての前記ＡＳＡ周波数スペクトルの潜在
的利用可能性とを含むＡＳＡ構成、
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルまたは地理的エリア中の各ＡＳＡ周波数について前記基地
局がコンタクトするための前記ＡＳＡコントローラの識別情報、
　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記基地局がリソース要求を開始する条件、および
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの前記利用可能性の予想、
　のうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡ周波数スペクトルを使用することを直接
要求することをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記ＡＳＡコントローラに情報を送信することをさらに備え、
　前記情報は、
　　前記基地局のロケーション、
　　前記基地局のセルパラメータ、
　　前記基地局の優先度レベル、
　　前記基地局のラベル、および
　　前記基地局によって要求された１つまたは複数の周波数、
　のうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記ポリシーを検査することと、
　前記検査されたポリシーに基づいて、前記ＡＳＡコントローラとの前記通信を直接要求
すべきかどうかを決定することと、
　をさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記基地局は、ＨｅＮＢ管理システムによってＡＳＡ構成を与えられるＨｅＮＢである
、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２５］
　ＡＳＡ情報を含むポリシーを受信するための手段と、
　前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、公認共有アクセス（ＡＳＡ）コントローラとの
通信を直接要求するための手段と、
　基地局と前記ＡＳＡコントローラとの間で直接、通信インターフェースを確立するため
の手段と、
　を備える、ワイヤレス通信装置。
［Ｃ２６］
　前記ポリシーを受信するための手段は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）領域中の
モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ）のオペレーション、アドミニストレーションおよ
びメンテナンスサーバ（ＯＡＭ）から前記ポリシーを受信するための構成を備え、
　前記ＯＡＭにオペレーションの変更を報告するための手段をさらに備え、前記ＯＡＭか
ら受信された前記ポリシーは、前記基地局から報告されたオペレーションの変更に基づい
て変更される、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記ポリシーは、
　ＡＳＡ周波数スペクトルと、前記基地局にとっての前記ＡＳＡ周波数スペクトルの潜在
的利用可能性とを含むＡＳＡ構成、
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルまたは地理的エリア中の各ＡＳＡ周波数について前記基地
局がコンタクトするための前記ＡＳＡコントローラの識別情報、
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　複数の基地局からの複数のリソース要求に関連する複数の優先度レベル、
　多数の基地局をそれらがまとめて取り扱われるように含むエリア、または基地局のセッ
トを示すグループラベル、
　前記基地局がリソース要求を開始する条件、および
　前記ＡＳＡ周波数スペクトルの前記利用可能性の予想、
　のうちの１つまたは複数を含む、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記受信されたＡＳＡ情報に基づいて、ＡＳＡ周波数スペクトルを使用することを直接
要求するための手段をさらに含む、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ポリシーを検査し、前記検査されたポリシーに基づいて、前記ＡＳＡコントローラ
との前記通信を直接要求すべきかどうかを決定するための手段をさらに含む、Ｃ２５に記
載の装置。
［Ｃ３０］
　前記基地局は、ＨｅＮＢ管理システムによってＡＳＡ構成を与えられるＨｅＮＢである
、Ｃ２５に記載の装置。
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