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(57)【要約】
【課題】
　利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェア
リングを管理するための技法が提供される。本技法は、
1つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供される1
つ以上の利用可能なスペクトルサービスに対応する情報
を、クラウドスペクトルサービスデータに保存するステ
ップを含む。本技法は、クラウドスペクトルサービスデ
ータベースに保存されている1つ以上のスペクトル共有
基準と、スペクトルシェアリングの要求を処理し、スペ
クトルシェアリングの要求元に関連する1つ以上のサー
ビス基準とが合致していることに基づいて、1つ以上の
利用可能なスペクトルサービスのうちの1つ以上をスペ
クトルサービスの要求元に共有させるか否かを判断する
ステップを含む。本技法は、合致していたことに基づい
て、1つ以上の利用可能なサービスのうちの1つ以上をス
ペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップを
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　当該方法が、スペクトルサービスの割当規制に関する１つ以上の規制ルールを決定する
ステップを有し、
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当ては前記１つ以上の規制ルール
にも基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記
スペクトルシェアリングの要求元に割り当てたことに基づいて、前記クラウドスペクトル
サービスデータベースを更新するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知を、前記１つ以上
の割り当てられたスペクトルサービスに関連する１つ以上のスペクトルサービスホルダに
通知するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知が、前記１つ以上
のスペクトルサービスを前記スペクトルシェアリングの要求元と共有する判断に関する１
つ以上の詳細事項を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知を、前記スペクト
ルシェアリングの要求元に送信するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上のスペクトル共有基準は、前記１つ以上のスペクトルサービスが利用可能
である期間を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上のスペクトル共有基準は、前記利用可能なスペクトルサービスを共有する
際の希望価格、前記利用可能なスペクトルサービスのパフォーマンスデータ、前記利用可
能なスペクトルサービスの周波数範囲、及び、利用可能なスペクトルサービスの共有が許
可されるスペクトルシェアリングの要求者のうち１つ以上を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記１つ以上のサービス基準は、要求されるスペクトルシェアリングが行われるべき期
間、要求されるスペクトルシェアリングの提示価格の範囲、要求されるスペクトルシェア
リングが許可される周波数範囲、前記スペクトルシェアリングの要求元に関するパフォー
マンス条件、及び、要求されるスペクトルシェアリングが行われるスペクトルサービスホ
ルダのうちの１つ以上を含む請求項１に記載の方法。
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【請求項１０】
　スペクトルシェアリングの要求元が別のスペクトルサービスホルダである、請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　１つ以上のプログラムに関するコンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つの
メモリと、
　を有する装置であって、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラム
コードは、前記少なくとも１つのプロセッサにより、少なくとも或る方法を前記装置に実
行させるように形成され、前記或る方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する、装置。
【請求項１２】
　前記方法が、スペクトルサービスの割当規制に関する１つ以上の規制ルールを決定する
ステップを有し、
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当ては前記１つ以上の規制ルール
にも基づいている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記方法は、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスのうちの１つ
以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てたことに基づいて、前記クラウ
ドスペクトルサービスデータベースを更新するステップを有する請求項１１に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記方法は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知を、
前記１つ以上の割り当てられたスペクトルサービスに関連する１つ以上のスペクトルサー
ビスホルダに通知するステップを有する請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知が、前記１つ以上
のスペクトルサービスを前記スペクトルシェアリングの要求元と共有する判断に関する１
つ以上の詳細事項を含む、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記方法は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当てを示す通知を、
前記スペクトルシェアリングの要求元に送信するステップを有する請求項１１に記載の装
置。
【請求項１７】
　前記１つ以上のスペクトル共有基準は、前記１つ以上のスペクトルサービスが利用可能
である期間を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記１つ以上のスペクトル共有基準は、前記利用可能なスペクトルサービスを共有する
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際の希望価格、前記利用可能なスペクトルサービスのパフォーマンスデータ、前記利用可
能なスペクトルサービスの周波数範囲、及び、利用可能なスペクトルサービスの共有が許
可されるスペクトルシェアリングの要求者のうち１つ以上を含む、請求項１１に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記１つ以上のサービス基準は、要求されるスペクトル共有が行われるべき期間、要求
されるスペクトルシェアリングの提示価格の範囲、要求されるスペクトルシェアリングが
許可される周波数範囲、前記スペクトルシェアリングの要求元に関するパフォーマンス条
件、及び、要求されるスペクトルシェアリングが行われるスペクトルサービスホルダのう
ちの１つ以上を含む請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　スペクトルシェアリングの要求元が別のスペクトルサービスホルダである、請求項１１
に記載の装置。
【請求項２１】
　１つ以上のプロセッサにより装置に方法を実行させる１つ以上の一連の１つ以上の命令
を記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する、記憶媒体。
【請求項２２】
　前記方法が、スペクトルサービスの割当規制に関する１つ以上の規制ルールを決定する
ステップを有し、
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当ては前記１つ以上の規制ルール
にも基づいている、請求項２１に記載の記憶媒体。
【請求項２３】
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存する処理を実行させる制御論理部であって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能な
スペクトルサービスにそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ
以上のスペクトル共有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されて
いる、制御論理部と、
　スペクトルシェアリングの要求を受信する通信モジュールと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断する共有判断モジュールと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てる割り当てモ
ジュールと
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　を有する装置。
【請求項２４】
　当該装置が、スペクトルサービスの割当規制に関する１つ以上の規制ルールを決定する
規制ルールモジュールを有し、
　前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割り当ては前記１つ以上の規制ルール
にも基づいている、請求項２３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願はスペクトルサービスのダイナミックシェアリングのための方法、装置及び記憶媒
体等に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　(例えば、無線、セルラ等に関連する)サービスプロバイダやデバイス製造業者は、例え
ば、人々を引き付けるネットワークサービスを提供することにより、顧客に価値や利便性
を提供できるよう継続的に努力している。今後5-10年の間に世界的規模でモバイルブロー
ドバンドサービスのトラフィックは著しく成長することを、多くの機関は予想している。
概して、これらの予想は80％の復号年間成長率(compound　annual　growth　rate)に及ん
でいる。そのような著しいトラフィック成長は、モバイルブロードバンドキャリアに排他
的にライセンスするよう意図される(現在及び将来的な)スペクトルが、10年のうちに枯渇
してしまう結末を招く。一方、潜在的なスペクトル不足の問題とは別に、多くの国々、世
界におけるスペクトル利用状況は、300MHzないし6GHzの範囲内で使用されているスペクト
ルが非常に多いことを示している。産業規制団体(Industry　and　regulatory　agencies
)はそのような事実及び問題に配慮して、より柔軟性のある動的な規制の枠組みを採用し
ようとしており、ダイナミックスペクトルシェアリング(Dynamic　Spectrum　Sharing：D
SS)及びダイナミックスペクトルアクセス(Dynamic　Spectrum　Access：DSA)と呼ばれる
スペクトルの共有及びアクセスを可能にしようとしている。DSS及びDSAは、プライマリユ
ーザ又はスペクトルホルダに割り当てられている又は所有されているスペクトルを、スペ
クトルの利用を必要とするセカンダリユーザ又はスペクトルホルダが、如何なる有害な妨
害も無しに利用できるようにする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第2008-0109343号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第2011-0310941号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理するための
技法が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態により提供される方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
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ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する方法である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】は利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理することが
可能な一実施形態によるシステムを示す図。
【図２】一実施形態によるクラウドサービス管理プラットフォームの構成要素を示す図。
【図３】利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理する一実施形
態による手順を示すフローチャート。
【図４】一実施形態を実現するために使用可能なチップセットを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　＜実施の形態の概要＞
　一実施形態による方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する方法である。
【０００８】
　別の形態による装置は、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　１つ以上のプログラムに関するコンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つの
メモリと、
　を有する装置であって、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラム
コードは、前記少なくとも１つのプロセッサにより、少なくとも或る方法を前記装置に実
行させるように形成され、前記或る方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
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ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する、装置である。
【０００９】
　別の形態による記憶媒体は、
　１つ以上のプロセッサにより装置に方法を実行させる１つ以上の一連の１つ以上の命令
を記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記方法は、
　１つ以上のスペクトルサービスホルダに提供されている１つ以上の利用可能なスペクト
ルサービスに対応する情報を、少なくとも、クラウドスペクトルサービスデータベースに
保存するステップであって、前記情報は、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサービス
にそれぞれ関連する１つ以上のスペクトル共有基準を含み、前記１つ以上のスペクトル共
有基準は前記１つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供されている、ステップと、
　前記クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されている前記１つ以上の利用可
能なスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する１つ以上のサー
ビス基準との照合に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能
なスペクトルサービスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元と共有
させるか否かを判断するように、スペクトルシェアリングの要求を処理するステップと、
　前記の照合の結果に基づいて、少なくとも、前記１つ以上の利用可能なスペクトルサー
ビスのうちの１つ以上を、前記スペクトルシェアリングの要求元に割り当てるステップと
　を有する、記憶媒体である。
【００１０】
　以下、本願による実施の形態を説明する。しかしながら、本願により説明される任意の
装置、方法及び/又はシステムの特徴を使用する如何なるシステムも実施の形態の精神及
び範囲に包含されるものと考えられる。
【００１１】
　＜図面＞
　以下、添付図面とともに非限定的な例とともに実施の形態を説明する。
【００１２】
　図1は利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理することが可
能な一実施形態によるシステムを示す。
【００１３】
　図2は一実施形態によるクラウドサービス管理プラットフォームの構成要素を示す。
【００１４】
　図3は利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理する一実施形
態による手順のフローチャートを示す。
【００１５】
　図4は一実施形態を実現するために使用可能なチップセットを示す。
【００１６】
　＜実施の形態の詳細な説明＞
　利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理するための方法、装
置及びコンピュータプログラム等の具体例が開示される。以下の説明では、説明の便宜上
、多くの具体的な詳細事項が実施形態の理解を促すように記述されている。しかしながら
、そのような具体的な詳細事項によらず、又は等価的な形態により、実施形態を実現でき
ることは当業者に明らかである。また、既知の構造や装置は実施形態を不必要に曖昧にし
てしまうことを回避するためにブロック図で示されている。
【００１７】
　図1は利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理することが可
能な一実施形態によるシステムを示す。ダイナミックシェアリング(dynamic　sharing)は
動的共有等と言及されてもよい。クラウドスペクトルサービス(Cloud　Spectrum　Servic
e：CSS)の概念は、ネットワーククラウドにおいてセントラル化されたDSS/DSAの形態で実
現するように提案される。具体的には、クラウドは、動的な(リアルタイムの)割り当て、
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要求し直し(re-claiming)、割り当て解除、検査(auditing)等の管理を実行し、或いは、
プライマリスペクトルホルダ及びオペレータ/ユーザ/コンテンツプロバイダ(言い換えれ
ば、代替的なスペクトルホルダ)の間で貸し借りされるスペクトルの最適化された利用の
仕方を管理してもよい。
【００１８】
　しかしながら、そのようなプライマリスペクトルホルダ、代替的なスペクトルホルダ、
スペクトルブローカ、管理サービス部、及び/又は規制団体等のようなノード又は存在(en
tity)の間において、利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを促進
する通信を実行する適切なインタフェースやプロトコルは今のところ無い。むしろ、DSS/
DSAの機能を有する従来のサービスは、セカンダリシステムがサービス可能になる静的な
データベースにより(例えば、ホワイトスペースで)実現されるか、或いは、プライマリサ
ービスとの如何なる協調もなしにセカンダリシステムによるスペクトル検出により実現さ
れているに過ぎない(例えば、5GHzバンドにおけるDFSイネーブルWiFi動作である)。
【００１９】
　この問題に対処するため、図1のシステム100は、利用可能なスペクトルサービスのダイ
ナミックシェアリングを管理する機能を導入する。例えば、プライマリスペクトルホルダ
、代替的なスペクトルホルダ、スペクトルブローカ、管理サービス部及び/又は規制団体
等の間における通信が、クラウドインタフェースにより利用可能なスペクトルサービスの
ダイナミックシェアリングを促進できるようにすることで、システム100はインタフェー
ス及びプロトコルの必要性に応じる。
【００２０】
　CSSでは、主に4種類の利害関係者が存在し、例えば、1)特定のスペクトルサービスを利
用する排他的な権利を所有するプライマリスペクトルサービスホルダ、2)プライマリスペ
クトルサービスホルダに所有されている又は割り当てられているスペクトルの一部を借り
る又は借用する必要がある代替的なスペクトルホルダ(例えば、セルラ若しくはモバイル
ブロードバンドオペレータ又はサービスプロバイダ)、3)プライマリスペクトルサービス
ホルダと代替的なスペクトルサービスホルダとの間において、スペクトル割り当てを管理
し及び/又は借用又は共有処理を認可する規制団体、及び4)CSSクラウドで実行されるCSS
処理を管理するスペクトルブローカ又は管理サービス部とが存在する。
【００２１】
　図1に示されているように、システム100は、CSS管理プラットフォーム103に対する接続
を有するユーザ装置(UE)101a-101n(まとめてUE101のように言及される)と、1つ以上のプ
ライマリスペクトルサービスホルダ107a-107n(まとめてプライマリスペクトルサービスホ
ルダ107のように言及される)と、1つ以上の代替的なスペクトルサービスホルダ109a-109n
(まとめて代替的なスペクトルサービスホルダ109のように言及される)と、CSSデータベー
ス111と、1つ以上のスペクトルサービス割当規制部113a-113n(まとめてスペクトルサービ
ス割当規制部113のように言及される)とを有し、これらは通信ネットワーク105を介して
結合される。プライマリサービスホルダは、一次スペクトルサービス保有者と言及されて
もよい。代替的なスペクトルサービスホルダは、セカンダリサービスホルダ又は二次スペ
クトルサービス利用者と言及されてもよい。UE101、CSS管理プラットフォーム103、プラ
イマリスペクトルサービスホルダ107、代替的なスペクトルサービスホルダ109、CSSデー
タベース111、及びスペクトルサービス規制部113は、何れも通信ネットワーク105とのコ
ネクション(又は接続)を有するように示されており、それらの機能の各々は様々な実施形
態及びシステムアーキテクチャに応じて互いの間で直接的なコネクションを有していても
いなくてもよい。
【００２２】
　様々な実施形態に関し、CSS管理プラットフォーム103は、スペクトルブローカ又は管理
サービス部により使用されてもよく、CSSデータベース111に動作可能に接続されていても
よいし或いはCSSデータベース111を含んでいてもよい。CSS管理プラットフォーム103は、
CSS処理を事項するための様々な演算リソースを、CSSデータベース111に保存するように



(9) JP 2015-518673 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

形成されてもよいし、或いはCSS管理プラットフォーム103に関連する他のメモリに保存す
るように形成されていてもよい。
【００２３】
　様々な実施形態に関し、代替的なスペクトルサービスホルダ109のインフラストラクチ
ャは、例えば、プライマリスペクトルサービスホルダ107に与えられている様々な利用可
能なスペクトルサービスを、レンタルスペクトルとして使用する機能を有する無線アクセ
スネットワーク(RAN)及び/又はコアネットワークであってもよい。追加的に、UE101は、
例えば、プライマリスペクトルサービスホルダ107に提供されている様々な利用可能なス
ペクトルサービスを利用することが可能なCSS対応マルチモード装置であってもよい。
【００２４】
　1つ以上の実施形態において、次の4つの論理インタフェースのうち1つ以上の任意の組
み合わせが存在していてもよい。例えば、第1のインタフェースはプライマリスペクトル
サービスホルダ107とCSSデータベース111との間で規定される。第2のインタフェースは代
替的なスペクトルサービスホルダ109とCSS管理プラットフォーム103との間で規定される
。第3のインタフェースはCSS管理プラットフォーム103とCSSデータベース111との間で規
定される。第4のインタフェースはプライマリスペクトルサービスホルダ107とCSS管理プ
ラットフォーム103との間で規定される。
【００２５】
　様々な実施形態において、CSSアーキテクチャに依存して、或いは代替的に、CSS管理プ
ラットフォーム103とUE101との間や、及び/又はスペクトルサービス規制部113との間で他
の論理インタフェースが規定されてもよい。また、スペクトルサービス規制部はプライマ
リスペクトルサービスホルダ107に対する直接的なインタフェースであってもよい。
【００２６】
　一実施形態において、プライマリスペクトルサービスホルダ107は、例えば、無線リソ
ースのようなスペクトルサービスが動的な形式で特定の期間の間に利用可能であること等
を示す情報を、CSS管理プラットフォーム103及び/又はCSSデータベース111に直接的に又
はCSS管理プラットフォーム103を介して提供する。これに応じて、プライマリスペクトル
サービスホルダ107により提供される利用可能なスペクトルサービスに関する情報は、CSS
データベース111に保存される。
【００２７】
　様々な実施形態に関し、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101は、インタフ
ェースを介して、スペクトルの借用に関連する1つ以上のスペクトル共有リクエストをCSS
管理プラットフォーム103に送る。例えば、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE
101にとって現在利用可能なスペクトル、又は代替的なスペクトルサービスホルダ109又は
UE101にとって将来利用可能になると予想されるスペクトルを上回る更なるスペクトルサ
ービスが必要である、と代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101が判断した場合
、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101は、現在又は将来のスペクトルサービ
スの必要性(需要)が満足されるように、CSS管理プラットフォーム103に送信されるスペク
トルシェアリングの要求(リクエスト)を作成する。
【００２８】
　スペクトルシェアリングの要求は、要求に関する様々なサービス基準又は詳細事項を指
定し、例えば、要求されるスペクトル共有が行われるべき期間、要求されるスペクトルシ
ェアリングの提示価格の範囲、要求されるスペクトルシェアリングが許可される周波数範
囲、前記スペクトルシェアリングの要求元に関するパフォーマンス条件、及び、要求され
るスペクトルシェアリングが行われるスペクトルサービスホルダ、のうちの１つ以上を指
定してもよいが、これらに限定されない。
【００２９】
　スペクトルサービスが利用可能である旨の情報と共に、プライマリスペクトルサービス
ホルダ107は様々なスペクトル共有基準を含み、スペクトル共有基準は、利用可能なスペ
クトルサービスを共有する際の希望価格、利用可能なスペクトルサービスのパフォーマン



(10) JP 2015-518673 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

スデータ、利用可能なスペクトルサービスの周波数範囲、及び、利用可能なスペクトルサ
ービスの共有が許可されるスペクトルシェアリングの要求者、のうちの１つ以上を指定し
てもよいが、これらに限定されない。
【００３０】
　スペクトルサービスシェアリングの要求を受信したことに応じて、CSS管理プラットフ
ォーム103は、CSSデータベース111に保存されている情報を取得し、代替的なスペクトル
サービスホルダ109又はUE101のスペクトルシェアリングに関する要求を分析し、任意の規
制ルールを考慮してもよく、規制ルールは、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスを
、他のスペクトルサービスホルダ109又はUE101に割り当てることに関する。「割り当てる
」は、割り振る、指定する等と言及されてもよい。
【００３１】
　例えば、CSS管理プラットフォーム103は、プライマリスペクトルサービスホルダ107に
より設定された様々なスペクトル共有基準と、代替的なスペクトルサービスホルダ109又
はUE101により与えられるサービス基準とを比較する。その比較(結果)に基づいて、CSS管
理プラットフォーム103は、特定の利用可能なスペクトルサービスが、要求を行っている
代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101と共有されるべきであるか否かを判断す
る。利用可能なスペクトルサービスを共有することに関する判断は、例えば、CSSデータ
ベース111に保存されているスペクトル共有基準と、代替的なスペクトルサービスホルダ1
09又はUE101により提供されるサービス基準との合致性(又は照合結果)に基づいていても
よい。合致性又は照合の判断は、例えば、様々なスペクトル共有基準と様々なサービス基
準とのペアリングに関する最適化ルーチンに基づいていてもよい。「ペアリング」は、組
み合わせ等と言及されてもよい。そして、合致性に基づいて、CSSデータベース111に保存
されている利用可能なスペクトルサービスを共有するか否かの判断がなされ、利用可能な
スペクトルサービスが代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101に割り当てられて
もよい。
【００３２】
　例えば、プライマリスペクトルサービスホルダ107が、特定の時点で所定の会社のキャ
リア(certain　competitor　carrier)に、利用可能なスペクトルサービスの共有/貸し出
しを可能にすることしか希望していない場合、CSS管理プラットフォーム103は、スペクト
ル共有基準の特定の組み合わせに従って、利用可能なスペクトルサービスを共有すること
(又は共有するか否か)を判断してもよい。また、例えば、プライマリスペクトルサービス
ホルダ107が、利用可能なスペクトルサービスを、或る特定の最小価格でしか貸し出しも
共有も行おうとしていない場合、CSS管理プラットフォーム103は、そのスペクトル共有基
準が示す希望価格に合致する提示価格を有する代替的なスペクトルサービスホルダ109又
はUE101しか合致していると判断しない。様々な実施形態に関し、CSS管理プラットフォー
ム103は、利用可能なスペクトルサービスを共有することにより得られる報酬を最大化す
るように形成されていてもよい。例えば、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE1
01が、スペクトルの貸し出し希望価格を超える提示価格又は価格範囲を示すサービス基準
を提示していた場合、CSS管理プラットフォーム103は、利用可能なスペクトルサービスを
、最高値を付けている者に割り当て(例えば、価格を指定している代替的なスペクトルサ
ービスホルダ109又はUE101が複数者であることが仮定されている)、及び/又は、価格を設
定している者が唯1人しか存在しない場合、提示される範囲より安価であるかもしれない
希望価格ではなく、提示される価格のうち最大価格で、利用可能なスペクトルサービスを
割り当ててもよい。
【００３３】
　1つ以上の実施形態において、様々なスペクトル共有基準及び/又はサービス基準は、所
定の基準が他の基準より重要視されるように重み付けされ、スペクトルサービスを共有す
ることに関する判断が、重み付けされた合致性(照合)に基づいて為されるようにしてもよ
い。例えば、スペクトル共有基準が、特定の時間に対して「X」という重みを有するよう
に設定されているが、スペクトル共有のプライスポイントはXより大きく重み付けされた
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「Y」として設定され、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101により提示され
る特定のプライスポイントがその時間的制約よりも優先している場合に、CSS管理プラッ
トフォーム103は、スペクトルサービスを共有する要求がなされる時間の間、又はスペク
トルシェアリングがなされる時間の間に、プライマリスペクトルサービスホルダ107がス
ペクトルシェアリングを通常は許可しない場合でさえ、提示価格に基づいて利用可能なス
ペクトルサービスを共有する判断を行ってもよい。すなわち、プライマリスペクトルサー
ビスホルダ107は、ピーク時間においては、例えば代替的なスペクトルサービスホルダ109
又はUE101等のような会社とのスペクトルサービスの共有を希望しないが、プライマリス
ペクトルサービスホルダ107は、価格が適性であるならば共有するかもしれない。
【００３４】
　上記の例は、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101と、プライマリスペクト
ルサービスホルダ107により提供される利用可能なスペクトルサービスとの比較及び照合
に関し、照合、調整、重み付け、最適化、判断等を行う際の単なる一例に過ぎないことに
留意すべきである。利用可能なスペクトルサービスを共有することについて判断を行う場
合や、利用可能なスペクトルサービスを代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101
に割り当てる場合に、スペクトルの共有及び/又はサービス基準に関する任意のタイプの
データ、基準、組み合わせ、重み付けの仕方がCSS管理プラットフォーム103に提供されて
もよい。
【００３５】
　また、利用可能なスペクトルサービスを、要求している代替的なスペクトルサービスホ
ルダ109又はUE101と共有するか否かを判断する場合に、CSS管理プラットフォーム103は、
スペクトルサービス規制部113により提供される何らかの規制ルールを考慮してもよい。
例えば、CSS管理プラットフォーム103がスペクトル共有基準及びサービス基準の合致性を
最適化する場合に、借用、貸し出し、共有等によるスペクトルサービスの割り当てを制御
する何らかの規制ルールが考慮されてもよく、或いは、利用可能なスペクトルサービスを
共有する旨の判断がなされた後に、CSS管理プラットフォーム103が規制ルールを提供して
もよく、規制ルール(regulatory　rule)は、利用可能なスペクトルサービスを共有するこ
と、及び/又は利用可能なスペクトルサービスを代替的なスペクトルサービスホルダ109又
はUE101に割り当てることを、承認又は否認する際に使用される。
【００３６】
　1つ以上の実施形態において、CSS管理プラットフォーム103は、利用可能なスペクトル
サービスを、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101に割り当てることに関する
CSSデータベース111を更新する。CSS管理プラットフォーム103は、スペクトルシェアリン
グの要求に関する判断を、通知メッセージを利用して、代替的なスペクトルサービスホル
ダ109又はUE101に通知してもよい。通知メッセージは、利用可能なスペクトルサービスを
共有する旨の判断及び/又は割当に関する具体的な詳細事項を含み、例えば、支払われた
額、支払われるべき額、割当の期間、割当周波数、割当頻度、プライマリスペクトルサー
ビスホルダの詳細情報等を含む。
【００３７】
　CSS管理プラットフォーム103は、利用可能なスペクトルサービスの割り当てを、通知メ
ッセージにより、プライマリスペクトルサービスホルダ107に報告してもよい。通知メッ
セージは、スペクトルサービスを共有及び/又は割り当てることに関する具体的な詳細事
項を含み、例えば、支払われた額、支払われるべき額、割当の期間、割当周波数、割当頻
度、プライマリスペクトルサービスホルダの詳細情報等を含む。
【００３８】
　一例として、システム100の通信ネットワーク105は1つ以上のネットワークを含み、例
えば、有線データネットワーク、無線ネットワーク、電話ネットワーク、又はそれらの任
意の組み合わせを含んでよい。データネットワークは、何らかのローカルエリアネットワ
ーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)
、パブリックデータネットワーク(例えば、インターネット)、近距離無線ネットワーク、
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その他の適切な任意のパケット交換ネットワーク等であってもよく、市販のネットワーク
であってもよいし、専用のパケット交換ネットワーク(例えば、専用のケーブル又は光フ
ァイバネットワーク等)であってもよいし、それらの任意の組み合わせであってもよいこ
とが想定されている。更に、無線ネットワークは、例えば、セルラネットワークであって
もよく、様々な技術を利用していてもよく、例えば、EDGE(enhanced　data　rate　for　
global　evolution)、GPRS(general　packet　radio　service)、GSM（登録商標）(globa
l　system　for　mobile　communications)、IMS(internet　protocol　multimedia　sub
system)、UMTS(universal　mobile　telecommunications　system)等だけでなくその他の
適切な任意の無線媒体を含んでいてもよく、例えば、WiMAX(worldwide　interoperabilit
y　for　microwave　access)、ロングタームエボリューション(Long　Term　Evolution：
LTE)ネットワーク、符号分割多重アクセス(code　division　multiple　access：CDMA)、
ワイドバンドCDMA(wideband　CDMA：WCDMA（登録商標）)、WiFi(wireless　fidelity)、W
iGig、WLAN(wireless　LAN)、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))、インターネットプ
ロトコル(IP)、データキャスティング、衛星、モバイルアドホックネットワーク(MANET)
等又はそれらの任意の組み合わせを含んでいてもよい。
【００３９】
　UE101はモバイル端末、固定端末又は携帯端末等の任意のタイプであってよく、例えば
、モバイルハンドセット、通信局、ステーション、ユニット、通信装置、デバイス、マル
チメディアコンピュータ、マルチメディアタブレット、インターネットノード、コミュニ
ケータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュ
ータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、パーソナル通信システム(P
CS)装置、パーソナルナビゲーション装置、パーソナルディジタルアシスタント(PDA)、オ
ーディオ/ビデオプレーヤ、ディジタルカメラ/カムコーダ、測位装置、ポジショニング装
置、テレビジョン受信機、無線ブロードキャスト受信機、電子ブック装置、ゲーム装置、
或いはそれらの任意の組み合わせを含んでもよいし、それらの装置のアクセサリ及び周辺
装置更にはそれらの任意の組み合わせを含んでいてよい。UE101はユーザに対する任意の
タイプのインタフェースをサポートすることが可能であるように(例えば、「着脱可能な
」回路等であることが)想定されていてもよい。
【００４０】
　例えば、UE101、CSS管理プラットフォーム103、プライマリスペクトルサービスホルダ1
07、代替的なスペクトルサービスホルダ109、及び選択的なCSSデータベース111及びスペ
クトルサービス割当規制部113は、既存の又は将来的な又は規定されつつあるプロトコル
を利用して、互いに及び通信ネットワーク105の他の構成要素と通信を行ってよい。本願
において、プロトコルは、通信リンクを介して送信された情報に基づいて、通信ネットワ
ーク105内のネットワークノードがどのようにして互いにやりとりを行うかを規定する一
群の規則又は手順を含む。このプロトコルは、各々のノード内における様々なレイヤの動
作に関連し、例えば、様々なタイプの物理信号を生成及び受信する処理に始まり、それら
の信号を転送するリンクを選択する処理、それらの信号により通知される情報のフォーマ
ットの処理、コンピュータシステムで動作する何れのソフトウェアアプリケーションが情
報を送受信するかを特定する処理等に至る様々な動作に関連する。ネットワークで情報を
やり取りする際に概念的に異なるプロトコルレイヤが、オープンシステムインターコネク
ション(OSI)リファレンスモデルにおいて規定されてもよい。
【００４１】
　ネットワークノード間の通信は典型的には個別的なデータパケットにより実行される。
各々のパケットは、典型的には、1)特定のプロトコルに関連するヘッダ情報、及び2)ヘッ
ダ情報に続き、その特定のプロトコルとは独立に処理されてよい情報を含むペイロード情
報を含む。プロトコルによっては、パケットは、3)ペイロードに続き、ペイロード情報の
終わりを示すテイラー(tailer)情報を含む。ヘッダは、パケットのソース(送信元)、パケ
ットの宛先(送信先)、ペイロードの長さ、及びプロトコルにより使用されるその他の特性
を示す。しばしば、特定のプロトコルに関するペイロード中のデータは、OSIリファレン
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スモデルの異なる上位レイヤに関連する異なるプロトコルのヘッダ及びペイロードを含む
。特定のプロトコルに関するヘッダは、典型的には、ペイロードに含まれている次のプロ
トコルのタイプを示す。上位レイヤプロトコルは、低位レイヤプロトコルでカプセル化さ
れる等と言及される。インターネット等のような複数のヘテロジニアスネットワークを通
パケットに含まれるヘッダは、典型的には、物理(レイヤ1)ヘッダ、データリンク(レイヤ
2)ヘッダ、インターネットワーク(レイヤ3)ヘッダ、トランスポート(レイヤ4)ヘッダ、及
び様々なアプリケーション(レイヤ5、レイヤ6、レイヤ7等の)ヘッダ(OSIリファレンスモ
デルで規定される)を含む。
【００４２】
　図2は一実施形態によるCSS管理プラットフォーム103の構成要素を示す。具体例として
、CSS管理プラットフォーム103は、利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェア
リングを管理するための1つ以上の構成要素を含む。これらの構成要素の機能は、1つ以上
の要素の組み合わせであってもよいし、或いは他の等価的な機能部により実行されてもよ
いことが、想定されている。この実施形態において、CSS管理プラットフォーム103は、上
述したように、通信モジュール201、制御論理部203、共有判断モジュール205、規制ルー
ルモジュール207、割当モジュール209、選択的なCSSデータベース111を含む。
【００４３】
　様々な実施形態に関し、CSS管理プラットフォーム103は、プライマリスペクトルサービ
スホルダ107が提供する1つ以上の利用可能なスペクトルサービスに関する情報を、通信モ
ジュール201により受信する。制御論理部203は、1つ以上の利用可能なスペクトルサービ
スに関する情報が、CSSデータベース111に保存されることを引き起こす。スペクトルシェ
アリングに関する要求(スペクトル共有の要求)は、通信モジュール201により受信されて
もよい。スペクトルシェアリングの要求を受信すると、制御論理部203は、スペクトルシ
ェアリングの要求に関する何らかの情報を評価(又は判断)することを共有判断モジュール
205に指示し、何らかの情報は、例えば、上記のサービス基準及び/又はスペクトルシェア
リングの要求元(例えば、代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101等)である。そ
して、共有判断モジュール205は、スペクトルシェアリングの要求に関する情報と、CSSデ
ータベース111に保存されている利用可能なスペクトルサービスに関連する何らかの情報(
例えば、規制ルールモジュール207により管理される何らかの規制ルール及び/又は何らか
のスペクトル共有基準等であるがこれらに限定されない)とを比較し、1つ以上の利用可能
なスペクトルサービスを、スペクトルシェアリングの要求元と共有するか否かを判断する
。
【００４４】
　上述したように、スペクトルサービスを共有することに関する判断は、何らかの利用可
能な規制ルールを考慮してなされてもよく、或いは、何らかの規制ルールが事前に適用さ
れ、利用可能なスペクトルサービスを共有することに関する判断がなされてもよい。1つ
以上の利用可能なスペクトルサービスを共有する判断を行うと、制御論理部203は、1つ以
上の利用可能なスペクトルサービスを、スペクトルシェアリングの要求元(すなわち、代
替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101)に割り当てることによって、利用可能な
スペクトルサービスの共有化を促すように、割当モジュール209を指示する。
【００４５】
　利用可能なスペクトルサービスを、スペクトルシェアリングの要求元に割り当てると、
割当モジュール209は、割当が実行されたことを、プライマリスペクトルサービスホルダ1
07及び代替的なスペクトルサービスホルダ109又はUE101のうちの1つ以上に通知し、価格
、時間、プロバイダ等のような1つ以上の利用可能なスペクトルサービスを共有するため
の判断に関する様々な詳細事項を、通信モジュール201により通知してもよい。更に、割
当モジュール209は、割り当てられたスペクトルサービスを反映するように、CSSデータベ
ース111を更新させてもよい。
【００４６】
　図3は利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理する一実施形
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態による手順のフローチャートを示す。一実施形態において、CSS管理プラットフォーム1
03はプロセス又は手順300を実行し、CSS管理プラットフォーム103は例えば図4に示されて
いるようなプロセッサ及びメモリを含むチップセットで実現されてもよい。ステップ301
において、CSS管理プラットフォーム103は、少なくとも部分的に、1つ以上のスペクトル
サービスホルダにより提供される1つ以上の利用可能なスペクトルサービスに対応する情
報が、クラウドサービスデータベースに保存されることを引き起こす。この情報は、1つ
以上の利用可能なスペクトルサービスにそれぞれ関連する1つ以上のスペクトル共有基準
を含む。1つ以上のスペクトル共有基準は1つ以上のスペクトルサービスホルダにより提供
される。様々な実施形態に関し、1つ上のスペクトル共有基準は、1つ以上のスペクトルサ
ービスが利用可能である間の期間、利用可能なスペクトルサービスを共有する際の希望価
格、利用可能なスペクトルサービスのパフォーマンスデータ、利用可能なスペクトルサー
ビスの周波数範囲、及び、利用可能なスペクトルサービスの共有が許可されるスペクトル
シェアリングの要求者のうちの1つ以上を含んでもよい。
【００４７】
　ステップ303において、CSS管理プラットフォーム103はスペクトルシェアリングの要求
を処理し、少なくとも部分的に、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスのうちの1つ以
上をスペクトルシェアリングの要求元と共有するか否かを判断する。1つ以上のスペクト
ルサービスを共有する判断は、クラウドスペクトルサービスデータベースに保存されてい
る1つ以上のスペクトル共有基準と、スペクトルシェアリングの要求元に関連する1つ以上
のサービス基準との間の合致性(照合又はマッチング)に少なくとも部分的に基づいている
。様々な実施形態に関し、1つ以上のサービス基準は、要求されるスペクトルシェアリン
グが行われるべき期間、要求されるスペクトルシェアリングの提示価格の範囲、要求され
るスペクトルシェアリングが許可される周波数範囲、スペクトルシェアリングの要求元に
関するパフォーマンス条件、及び、要求されるスペクトルシェアリングが行われるスペク
トルサービスホルダのうちの1つ以上を含んでもよい。更に、スペクトルシェアリングの
要求元は、上記のUE101のようなクライアント及び/又は他のスペクトルサービスホルダの
ような任意のノード又は存在であってよい。
【００４８】
　次に、ステップ305において、CSS管理プラットフォーム103は、スペクトルサービス割
当規制部に関連する1つ以上の規制ルールを選択的に決定又は判断し、少なくとも部分的
に、1つ以上の規制ルールに基づいて、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスを割り当
てる。
【００４９】
　プロセスはステップ307に続き、CSS管理プラットフォーム103は、少なくとも部分的に
、上記の合致性に基づいて、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスの1つ以上が、スペ
クトルシェアリングの要求元に割り当てられることを引き起こす。次に、ステップ309に
おいて、CSS管理プラットフォーム103は、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスのう
ち1つ以上を、スペクトルシェアリングの要求元に割り当てたことに少なくとも部分的に
基づいて、クラウドスペクトルサービスデータベースが更新されることを引き起こす。
【００５０】
　次に、ステップ311において、CSS管理プラットフォーム103は、1つ以上の利用可能なス
ペクトルサービスの割当を示す通知が、1つ以上の割り当てられたスペクトルサービスに
関連する1つ以上のスペクトルサービスホルダに送信されることを引き起こす。様々な実
施形態に関し、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割当を示す通知は、スペクト
ルシェアリングの要求元との間で1つ以上のスペクトルサービスを共有する旨の判断に関
する1つ以上の詳細情報を含んでもよい。プロセスはステップ313に続き、CSS管理プラッ
トフォーム103は、少なくとも部分的に、1つ以上の利用可能なスペクトルサービスの割当
を示す通知が、スペクトルシェアリングの要求元に送信されることを引き起こす。
【００５１】
　利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを管理するための上記のプ
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ロセスは、有利なことに、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はソフトウェ
ア及び/又はファームウェア及び/又はハードウェアの組み合わせにより実現されてもよい
。例えば、本願で説明されているプロセスは、有利なことに、プロセッサ、ディジタル信
号処理(DSP)チップ、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)等により実現されてもよい。以下、そのような上記の機能を実行するためのハ
ードウェアを例示的に説明する。
【００５２】
　図4は一実施形態で使用されてよいチップセット又はチップ400を示す。チップセット40
0は、上記の利用可能なサービスのダイナミックシェアリングを管理できるようにプログ
ラムされ、例えば、バス401、プロセッサ403、メモリ405、DSP407、ASIC409のような構成
要素を含んでいてもよい。
【００５３】
　プロセッサ403及びメモリ405は1つ以上の物理パッケージ(例えば、チップ)に組み入れ
られていてもよい。具体例として、物理パッケージは、構造アセンブリ(例えば、基板)上
に1つ以上のマテリアル、構成要素、及び/又はワイヤの構造を含み、物理的強度、特定の
サイズ及び形状、及び/又は電気信号を送受信する際の制約等のような1つ以上の特徴を示
す。一実施形態において、チップセット400は単独のチップ上で実現されてもよいことが
想定されている。一実施形態において、チップセット又はチップ400は単独の「システム
オンチップ」として実現されてもよいことが更に想定されている。一実施形態において、
個別的なASICは必ずしも使用されなくてもよく、例えば本願で開示される全ての関連する
機能は1つ以上のプロセッサにより実行されてもよいことが想定されている。チップセッ
ト又はチップ400又はその一部分は、利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェ
アリングを管理する1つ以上のステップを実行する手段を形成する。
【００５４】
　1つ以上の実施形態において、チップセット又はチップ400は、チップセット400の構成
要素の中で情報を伝えるためのバス401のような通信手段を含む。プロセッサ403はバス40
1に対する接続を有し、命令を実行し、例えばメモリ405に保存されている情報を処理する
。プロセッサ403は個別的に実行するように各々が形成されている1つ以上の処理コアを含
んでいてもよい。マルチコアプロセッサは、単独の物理パッケージの中でマルチプロセシ
ングを実行することが可能である。マルチコアプロセッサの具体例は、2つ、4つ、又は8
つの処理コアを含む。代替的又は追加的に、プロセッサ403は、短ダム形態でバス401を介
して形成された1つ以上のマイクロプロセッサを含み、命令の個別的な実行、パイプライ
ン処理及びマルチスレッド処理を実行できる。プロセッサ403は、1つ以上のディジタル信
号プロセッサ(DSP)407、又は1つ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)409等のような所定の
処理機能及びタスクを実行するための1つ以上の特別な要素を伴っていてもよい。DSP407
は、典型的には、プロセッサ403とは独立してリアルタイムでリアルワールド信号(real-w
orld　signal)を処理するように形成されている。同様に、ASIC409は、より一般的な汎用
プロセッサでは容易に実行できない特殊な機能を実行するように形成されていてもよい。
上記の発明機能を実行することに寄与する他の特殊な構成要素は、1つ以上のフィールド
プログラマブルゲートアレイ(FPGA)、1つ以上のコントローラ、1つ以上の他の特定用途の
コンピュータチップ等を含んでいてもよい。
【００５５】
　一実施形態において、プロセッサ(又はマルチプロセッサ(群))4-3は、利用可能なスペ
クトルサービスのダイナミックシェアリングを管理又は制御することに関連するコンピュ
ータプログラムコードで規定されるような情報に関する一群の処理を実行する。コンピュ
ータプログラムコードは、指定された機能を実行するようにプロセッサ及び/又はコンピ
ュータシステムを動作させる命令を提供する一群の命令又はステートメントである。プロ
グラムコード(コード)は、例えば、プロセッサ本来の命令群にコンパイルされるコンピュ
ータプログラミング言語で書かれていてもよい。コードは本来の命令群を用いて直接的に
(例えば、マシン語で)書かれていてもよい。一群の処理は、情報をバス401から移動させ
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、情報をバス401に与える。一群の処理は、典型的には、2つ以上の情報単位の比較、一部
の情報単位の移動(シフト)、2つ以上の情報単位の結合等を含み、例えば、OR、排他的OR(
XOR)及びAND等のような加算又は乗算又は論理処理を含む。プロセッサにより実行可能な
一群の処理のうちの各々の処理は、1つ以上の数字によるオペレーションコード等のよう
な命令として言及される情報により、プロセッサに対して表現される。一連の処理コード
又は処理コードシーケンス等のようなプロセッサ403により実行される処理シーケンスは
、コンピュータシステム命令、又は単にコンピュータ命令のように言及されるプロセッサ
命令を形成する。プロセッサは、機械的、電子的、電磁的、光学的、化学的又は量子素子
的に単独で又は組み合わせにより実現されてもよい。
【００５６】
　プロセッサ403及び付随する要素はバス401を介してメモリ405に至る接続(コネクション
)を有する。メモリ405は、利用可能なスペクトルサービスのダイナミックシェアリングを
管理するために本願で説明される発明ステップを動作時に実行する実行可能命令を保存す
るダイナミックメモリ(例えば、RAM、磁気ディスク、書き込み可能光ディスク等)及びス
タティックメモリ(例えば、RAM、CD-ROM等)のうちの1つ以上を含んでいてもよい。メモリ
405は、発明ステップを実行することにより生成される又はそれに関連するデータを保存
する。
【００５７】
　1つ以上の実施形態において、ランダムアクセスメモリ(RAM)又はその他の任意のダイナ
ミックストレージ装置等のようなメモリ405は、利用可能なスペクトルサービスのダイナ
ミックシェアリングを管理するためのプロセッサ命令を含む情報を保存する。ダイナミッ
クメモリでは、保存されている情報をシステム100により変えることが許容されている。R
AMは、メモリアドレスと呼ばれる場所に保存された情報単位が、隣接するアドレスで情報
を独立に保存及び抽出されることを可能にする。メモリ405は、プロセッサ命令の実行中
にプロセッサ403により使用される一時的な値を保存するために使用される。メモリ405は
、バス401に結合されたリードオンリメモリ(ROM)又はその他の任意のスタティックストレ
ージ装置であってもよく、システム100によっては変更されない静的な情報(命令を含む)
を保存する。ある種のメモリは、電源が失われた場合に、保存していた情報を失う揮発性
ストレージを形成する。メモリ405は、システム100がターンオフされた場合又は電源が落
ちた場合でさえ情報(命令を含む)を維持する不揮発性(永続的)ストレージであってもよく
、磁気ディスク、光ディスク、フラッシュカード等であってもよい。
【００５８】
　本願で使用されている「コンピュータ読み取り可能媒体」という用語は、実行する命令
を含む情報をプロセッサ403に提供することに関連する任意の媒体を指す。そのような媒
体は、コンピュータで読み取ることが可能な記憶媒体(例えば、不揮発性媒体、揮発性媒
体)や、伝送媒体等を含む多くの形態をとってよい。揮発性媒体は、例えば、ダイナミッ
クメモリを含む。伝送媒体は、例えば、より対線ケーブル(ツイストペア)、同軸ケーブル
、銅線、光ファイバケーブル、搬送波(キャリア波)等を含み、搬送波はワイヤやケーブル
無しに空間を伝搬し、例えば音響波や電磁波を含み、無線電波、光、赤外線等を含む。信
号は、振幅、周波数、位相、偏光又はその他の伝送媒体を介して伝送される物理的な特徴
で形成された人為的な変化を含む。コンピュータ読み取り可能媒体に一般的な形態は、例
えば、フロッピディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、他の何
らかの磁気媒体、CD-ROM、CDRW、DVD、他の何らかの光学媒体、パンチカード、紙テープ
、光学マスクシート、他の何らかの物理媒体(例えば、孔又は他の光学的に認識可能な印
によるパターンを有する)、RAM、PROM、EPROM、FLASH-EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ
、他の何らかのメモリチップ又はカートリッジ、搬送波、キャリア波、コンピュータによ
り読み取られることが可能な他の何らかの媒体等であるがこれらに限定されない。コンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体という用語は、コンピュータ読み取り可能媒体から伝送媒
体を除いた者を指すように本願では使用されている。
【００５９】
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　以上、多くの実施形態及び実施例が説明されてきたが、実施形態等は上記の形態に限定
されず、様々な自明な変形例及び均等な形態を含み、それらも特許請求の範囲に属する。
様々な実施形態の特徴は特許請求の範囲における事項の所定の組み合わせにより表現され
ているが、これらの特徴は任意の組み合わせ及び順序で形成可能であることも想定されて
いる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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