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(57)【要約】
【課題】無線伝送リソース管理デバイス及び方法を開示
した。
【解決手段】当該デバイスは、プライマリシステムの許
容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の
情報を含むプライマリシステムリソース情報とセカンダ
リシステムリソース情報を取得するように配置される情
報取得装置と、プライマリシステムリソース情報とセカ
ンダリシステムリソース情報に基づいて前記プライマリ
システムのカバー範囲におけるセカンダリシステムの干
渉によりSN比が低い領域を含むプライマリシステム危険
領域を推定するように配置される危険領域推定装置と、
プライマリシステム危険領域と干渉防止閾値に基づいて
プライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシ
ステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定するよ
うに配置されるリソース割当装置とを備えることができ
る。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送リソース管理
デバイスであって、
プライマリシステムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含
むプライマリシステムリソース情報とセカンダリシステムリソース情報を取得するように
配置される情報取得装置と、
前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて
、前記プライマリシステムのカバー範囲における前記セカンダリシステムの干渉によりSN
比が低い領域を含むプライマリシステム危険領域を推定するように配置される危険領域推
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定装置と、
前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基づいて、プライマリシステムの
伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定するよ
うに配置されるリソース割当装置と、
を備える無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２】
前記リソース割当装置は、更に、セカンダリシステムが伝送リソースを利用して通信を行
う場合にプライマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与えた干渉を推定し
、干渉の値がプライマリシステムの干渉防止閾値を超えない伝送リソースをセカンダリシ
ステムに使用可能な使用可能伝送リソースとして特定するように配置される、請求項1に
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記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項３】
前記情報取得装置は、更に、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得する
ように配置され、
前記危険領域推定装置は、更に、前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリ
システムリソース情報に基づいて、前記セカンダリシステムのカバー範囲における前記プ
ライマリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むセカンダリシステム危険領域を推定
するように配置され、
前記リソース割当装置は、前記セカンダリシステム危険領域においてセカンダリシステム
が前記使用可能伝送リソースを利用して達成可能な最適通信品質を評価し、評価された最
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適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果に
よりプライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割り当てるよ
うに配置される、請求項1に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項４】
前記リソース割当装置は、更に、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通
信品質よりも大きいか否かを判断し、肯定の場合にセカンダリシステムに割当てられる伝
送リソースを減少するように配置される、請求項3に記載の無線伝送リソース管理デバイ
ス。
【請求項５】
前記リソース割当装置は、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質

40

を満たすことができないと判断した場合に、セカンダリシステムに対して再配置を行う、
請求項3に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項６】
前記情報取得デバイスは、更に、プライマリシステム危険領域及びセカンダリシステム危
険領域を監視して得られたプライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザの通信
品質及びセカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザの通信品質を取得するよ
うに配置され、
前記デバイスは、更に、
前記監視の結果により前記プライマリシステムリソース情報及び/又は前記セカンダリシ
ステムリソース情報を更新するように配置される情報更新デバイスを備える、請求項3〜5
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の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項７】
前記情報取得デバイスは、更に、プライマリシステム危険領域の周辺領域とセカンダリシ
ステム危険領域の周辺領域を監視して得られたプライマリシステム危険領域の周辺領域に
おけるプライマリユーザの通信品質及びセカンダリシステム危険領域の周辺領域における
セカンダリユーザの通信品質を取得するように配置される、請求項6に記載の無線伝送リ
ソース管理デバイス。
【請求項８】
プライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザの通信品質が所定の通信品質閾値
よりも低い場合に、プライマリシステムにおけるプライマリシステム危険領域に位置する
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プライマリユーザをセカンダリシステムに切り替える切替要求を受信するように配置され
る受信装置と、
カバー範囲が前記プライマリユーザの位置をカバーするセカンダリ基地局を探索するよう
に配置される探索装置と、
前記切替要求を探索されたセカンダリ基地局に送信するように配置される送信装置と、を
更に備える請求項6に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項９】
セカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザの通信品質が所定の通信品質閾値
よりも低い場合に、セカンダリシステムにおけるセカンダリシステム危険領域に位置する
セカンダリユーザをプライマリシステムに切り替える切替要求を受信するように配置され
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る受信装置と、
カバー範囲が前記セカンダリユーザの位置をカバーするプライマリ基地局を探索するよう
に配置される探索装置と、
前記切替要求を探索されたプライマリ基地局に送信するように配置される送信装置と、を
更に備える請求項6に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１０】
前記監視の結果によりセカンダリ基地局のアンテナビーム形状を最適化するように配置さ
れるアンテナビーム最適化装置を更に備える、請求項6に記載の無線伝送リソース管理デ
バイス。
【請求項１１】
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前記情報取得装置は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシス
テム危険領域におけるプライマリユーザの通信品質及びセカンダリシステム危険領域にお
けるセカンダリユーザの通信品質を取得するように配置され、
前記デバイスは、更に、この２つの危険領域における通信品質に基づいてセカンダリ基地
局のアンテナビーム形状を選択するように配置されるアンテナビーム最適化装置を備える
、請求項3〜5の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１２】
前記アンテナビーム最適化装置は、
セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシステム危険領域における
通信品質とセカンダリシステム危険領域における通信品質の和及び/又は積を算出し、
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最大の和の値又は積の値に対応するアンテナビーム形状を、セカンダリ基地局のアンテナ
ビーム形状として選択することにより、
セカンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択するように配置される、請求項11に記載の
無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１３】
前記危険領域推定装置は、
プライマリシステムのチャンネルモデルに基づいてプライマリ基地局からセカンダリシス
テムのカバー範囲内のある位置までの伝送経路ゲインを算出し、
セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づいてセカンダリ基地局から前記位置までの
伝送経路ゲインを算出し、
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この２つの伝送経路ゲインに基づいて前記位置のSN比を推定し、
セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるSN比に基づいてセカンダリシステム
危険領域を特定することにより、
セカンダリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項3〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１４】
前記危険領域推定装置は、
プライマリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内のある位置までの瞬間経路減衰
ゲインを取得し、セカンダリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内の前記位置ま
での瞬間経路減衰ゲインを取得し、
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この２つの瞬間経路減衰ゲインに基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定し、
セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてセカン
ダリシステム危険領域を特定することにより、
セカンダリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項3〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１５】
前記危険領域推定装置は、
セカンダリ基地局の発射電力に基づいてセカンダリシステムのカバー範囲内に前記プライ
マリシステムにより干渉されたある位置における瞬間チャンネル容量を算出し、
前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置におけるアウテージチャンネル容量を推定し

20

、
セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージチャンネル容量に基づい
てセカンダリシステム危険領域を特定することにより、
セカンダリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項3〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１６】
前記危険領域推定装置は、
プライマリシステムのチャンネルモデルに基づいてプライマリ基地局からプライマリシス
テムのカバー範囲内のある位置までの伝送経路ゲインを算出し、
セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づいてセカンダリ基地局からプライマリシス
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テムのカバー範囲内の前記位置までの伝送経路ゲインを算出し、
これら伝送経路ゲインに基づいて前記位置のSN比を推定し、
プライマリシステムのカバー範囲内の各位置におけるSN比に基づいてプライマリシステム
危険領域を特定することにより、
プライマリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項1〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１７】
前記危険領域推定装置は、
プライマリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内のある位置までの瞬間経路減衰
ゲインを取得し、セカンダリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内の前記位置ま
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での瞬間経路減衰ゲインを取得し、
これら瞬間経路減衰ゲインに基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定し、
プライマリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてプライ
マリシステム危険領域を特定することにより、
プライマリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項1〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１８】
前記危険領域推定装置は、
プライマリ基地局の発射電力に基づいてプライマリシステムのカバー範囲内に前記セカン
ダリシステムにより干渉されたある位置における瞬間チャンネル容量を算出し、
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前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置におけるアウテージチャンネル容量を推定し
、
プライマリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージチャンネル容量に基づい
てプライマリシステム危険領域を特定することにより、
プライマリシステム危険領域を推定するように配置される、請求項1〜5の何れか一つに記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項１９】
セカンダリシステムがクラスタリングされて複数のセカンダリシステムクラスタが形成さ
れ、
前記リソース割当装置は、プライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステム
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クラスタ毎に使用可能な使用可能伝送リソースを特定するように配置される、請求項1〜5
の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２０】
システム情報の変化により前記セカンダリシステムを新たにクラスタリングするように配
置されるクラスタリング装置を更に備える、請求項19に記載の無線伝送リソース管理デバ
イス。
【請求項２１】
プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンとを含む無線伝送リソース管
理デバイスであって、
セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得するように配置される情報取得装
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置と、
セカンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライマリシステムの伝送リソースをセカ
ンダリシステムに割当てるように配置されるリソース割当装置と、
を備える無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２２】
前記リソース割当装置は、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザがプライマリシ
ステムにおける伝送リソースを利用する通信品質を推定し、推定された通信品質が前記所
望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果によりプライマリシステムにおける伝送
リソースを前記セカンダリシステムに割当てるように配置される、請求項21に記載の無線
伝送リソース管理デバイス。
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【請求項２３】
前記推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記リソース割当装置は
、プライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てる、請求
項22に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２４】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記リソース割当装置は、前
記セカンダリシステムに割当てられる伝送リソースを減少し、又は前記セカンダリシステ
ムの前記伝送リソースにおける発射電力を低減する、請求項22に記載の無線伝送リソース
管理デバイス。
【請求項２５】
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前記リソース割当装置は、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品
質を満足可能な一部の伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる、請求項24に記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２６】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割当装置は、前
記伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てないように配置される、請求項22に記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２７】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割当装置は、前
記セカンダリシステムに指示を発行するように配置される、請求項22に記載の無線伝送リ
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ソース管理デバイス。
【請求項２８】
前記指示は、前記セカンダリシステムに対して再配置を行う情報を含む、請求項27に記載
の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項２９】
伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信するように配置される送信装
置を更に備える、請求項21に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
【請求項３０】
セカンダリシステムデバイスであって、請求項21に記載の無線伝送リソース管理デバイス
に所望通信品質に関する情報を提供し、前記の無線伝送リソース管理デバイスから伝送リ
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ソース割当に関する情報を受信するセカンダリシステムデバイス。
【請求項３１】
前記伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバイスがプライ
マリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質を満たすか否
かによって特定される、請求項30に記載のセカンダリシステムデバイス。
【請求項３２】
推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記伝送リソース割当に関す
る情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リ
ソースを含む、請求項31に記載のセカンダリシステムデバイス。
【請求項３３】

20

推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムデバ
イスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リソースのうち
セカンダリシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソースである、請
求項32に記載のセカンダリシステムデバイス。
【請求項３４】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割当に関す
る情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する指示を含む、請求項32に記載のセカ
ンダリシステムデバイス。
【請求項３５】
前記指示は、前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を含む、請求項

30

34に記載のセカンダリシステムデバイス。
【請求項３６】
セカンダリシステムデバイス管理方法であって、請求項21に記載の無線伝送リソース管理
デバイスに所望通信品質に関する情報を提供し、前記の無線伝送リソース管理デバイスか
ら伝送リソース割当に関する情報を受信することを含むセカンダリシステムデバイス管理
方法。
【請求項３７】
前記伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバイスがプライ
マリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質を満たすか否
かによって特定される、請求項36に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。

40

【請求項３８】
推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記伝送リソース割当に関す
る情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リ
ソースを含む、請求項37に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
【請求項３９】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムデバ
イスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リソースのうち
セカンダリシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソースである、請
求項38に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
【請求項４０】
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推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割当に関す
る情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する指示を含む、請求項38に記載のセカ
ンダリシステムデバイス管理方法。
【請求項４１】
前記指示は、前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を含む、請求項
40に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
【請求項４２】
プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送リソース管理
方法であって、
プライマリシステムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含

10

むプライマリシステムリソース情報を取得し、
セカンダリシステムリソース情報を取得し、
前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて
、前記プライマリシステムのカバー範囲における前記セカンダリシステムの干渉によりSN
比が低い領域を含むプライマリシステム危険領域を推定し、
前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基づいて、プライマリシステムの
伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定するこ
とを含む、無線伝送リソース管理方法。
【請求項４３】
プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送リソース管理

20

方法であって、
セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得し、
セカンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライマリシステムの伝送リソースをセカ
ンダリシステムに割当てることを、含む無線伝送リソース管理方法。
【請求項４４】
セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザがプライマリシステムにおける伝送リソー
スを利用する通信品質を推定し、
推定された通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断された結果により
プライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てることを更
に含む、請求項43に記載の無線伝送リソース管理方法。
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【請求項４５】
前記推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、プライマリシステムにお
ける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てる、請求項44に記載の無線伝送リソ
ース管理方法。
【請求項４６】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムに割
当てられた伝送リソースを減少し、又は前記セカンダリシステムの前記伝送リソースにお
ける発射電力を低減する、請求項44に記載の無線伝送リソース管理方法。
【請求項４７】
使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を満足可能な一部の伝送
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リソースのみをセカンダリシステムに割当てる、請求項46に記載の無線伝送リソース管理
方法。
【請求項４８】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソースを前記セカ
ンダリシステムに割当てない、請求項44に記載の無線伝送リソース管理方法。
【請求項４９】
推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記セカンダリシステムに指
示を発行する、請求項44に記載の無線伝送リソース管理方法。
【請求項５０】
前記指示は、前記セカンダリシステムに対して再配置を行う情報を含む、請求項49に記載
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の無線伝送リソース管理方法。
【請求項５１】
伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信することを更に含む、請求項
43に記載の無線伝送リソース管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は無線通信分野に関し、具体的に、プライマリシステムとセカンダリシステムが
混在の無線通信システム及びその無線伝送リソース管理方法及びデバイスに関する。
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【背景技術】
【０００２】
無線通信システムの進展につれ、ユーザーの高品質、高速度、新たなサービスに対する
サービスニーズが益々高くなる。無線通信業者とデバイス業者はシステムを改善してユー
ザーのニーズを満足する必要がある。これは大量の伝送リソース（前記伝送リソースはキ
ャリア、サブキャリアなどの周波数スペクトルリソースやタイムスロットなどの時間周波
数リソースであっても良く、時間、周波数、帯域幅及び/又は許容可能な最大の発射電力
などのパラメータで量子化しても良い）で新たなサービスをサポートして高速通信ニーズ
を満足する必要がある。有限の伝送リソースは一般的に固定の通信業者とサービスに割り
当てられた。新たな使用可能な伝送リソース（例えば周波数スペクトルリソース）は非常

20

に少ないものや価格の非常に高いものである。この場合に、動的な周波数スペクトル利用
の概念が提出された。即ち、既にあるサービスに割り当てられたが十分に利用されていな
い周波数スペクトルリソースを動的に利用する。このような適用は通常にプライマリシス
テム(primary

system、PS)とセカンダリシステム(secondary

system、SS)を含む。ここ

でのプライマリシステムとは、それらの周波数スペクトルの使用権のあるシステム、例え
ばテレビ放送システムや周波数スペクトルリソースの割り当てられたモバイル通信システ
ムなどであっても良い。セカンダリシステムは、周波数スペクトルの使用権がなく、プラ
イマリシステムが自身持っている周波数スペクトルを使用しない時のみに当該周波数スペ
クトルを適当的に使用するシステムである。また、ここでのプライマリシステムとセカン
ダリシステムは、何れも周波数スペクトルの使用権があるシステムであっても良いが、周
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波数スペクトルの使用で異なる優先順位がある。例えば、通信業者が新たな基地局を配置
して新たなサービスを提供する際に、既存の基地局及び提供されたサービスは周波数スペ
クトルの使用の優先権を有する。プライマリシステムの基地局はプライマリ基地局(prima
ry

basestation、PBS)と呼ばれ、プライマリシステムのユーザーはプライマリユーザー

（primary
ondary

user、PU)と呼ばれる。セカンダリシステムの基地局はセカンダリ基地局(sec

basestation、SBS)と呼ばれ、セカンダリシステムにおけるユーザーはセカンダ

リユーザー（secondary

user、SU)と呼ばれる。例えば、プライマリシステムがデジタル

テレビ放送システムの場合に、セカンダリシステムはデジタルテレビ放送周波数スペクト
ルにおける放送番組のないチャンネルの周波数スペクトル又は隣のチャンネルの周波数ス
ペクトルを動的に利用し、テレビ信号の受信を干渉しない場合に無線モバイル通信を行う
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ことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本開示の幾つかの実施例は無線伝送リソース管理デバイス及び方法を提供した。提供さ
れた無線伝送リソース管理デバイス及び方法は、プライマリシステムとセカンダリシステ
ムが混在の無線通信応用シーンにおいてセカンダリシステムに伝送リソースを効率的に配
分することができる。
【０００４】
以下では、本開示に関する簡単な概説を説明して、本開示のある方面の基本的理解を提

50

(9)

JP 2015‑531554 A 2015.11.2

供する。この概説が本開示に関する取り尽くし的概説ではないと理解すべきである。それ
は、本開示の肝心又は重要部分を意図的確定するものではなく、本開示の範囲を意図的に
限定するものでもない。その目的は、簡素化の形式で、ある概念を提供して、後論述する
より詳しい技術の前述とするためである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本開示の一つの方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シ
ーンを含む無線伝送リソース管理デバイスを提供した。当該デバイスは、プライマリシス
テムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含むプライマリシ
ステムリソース情報とセカンダリシステムリソース情報を取得するように配置された情報
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取得装置と、前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシステムリソース情
報に基づいて、前記プライマリシステムのカバー範囲におけるセカンダリシステムの干渉
によりSN比が低い領域を含むプライマリシステム危険領域を推定するように配置された危
険領域推定装置と、前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基づいてプラ
イマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソ
ースを特定するように配置されたリソース割当装置とを備えることができる。具体的な実
施例として、前記プライマリシステムリソース情報は、プライマリシステムにおけるプラ
イマリ基地局の発射電力、プライマリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムのチャン
ネルモデルに関する情報を更に含んでも良い。前記セカンダリシステムリソース情報は、
セカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局の発射電力、セカンダリシステムのチャン
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ネルモデル及びセカンダリ基地局のカバー範囲と位置に関する情報を更に含んでも良い。
【０００６】
本開示の別の一方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シ
ーンを含む別の無線伝送リソース管理デバイスを提供した。当該デバイスは、セカンダリ
システムの所望通信品質に関する情報を取得するように配置された情報取得装置と、セカ
ンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライマリシステムの伝送リソースをセカンダ
リシステムに割当てるように配置されたリソース割当装置とを備えることができる。好ま
しくは、前記リソース割当装置は、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザー利用
プライマリシステムにおける伝送リソースの通信品質を推定し、推定された通信品質が前
記所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果によりプライマリシステムにおける
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伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てるように配置される。好ましくは、前記
推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合には、前記リソース割当装置は、
プライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てるように配
置される。好ましくは、推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高いと判断された
場合に、リソース割当装置は、全ての使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割当
てることではなく、セカンダリシステムに割当てられる伝送リソースを低減し又はセカン
ダリシステムの前記伝送リソースにおける発射電力を低減することができる。なお、前記
リソース割当装置は、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を
満足可能な一部の伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる。好ましくは、推定
された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割当装置は、前記伝
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送リソースを前記セカンダリシステムに割当てないように配置される。好ましくは、前記
リソース割当装置は、前記セカンダリシステムに前記セカンダリシステムに対して再配置
を行う情報を含む指示を出すように配置される。好ましくは、前記の無線伝送リソース管
理デバイスは、更に伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信するよう
に配置される送信装置を備える。
【０００７】
本開示の別の一方面によれば、前記無線伝送リソース管理デバイスに所望通信品質に関
する情報を提供し、前記の無線伝送リソース管理デバイスから伝送リソース割当に関する
情報を受信するためのセカンダリシステムデバイスを提供した。なお、前記の伝送リソー
ス割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバイスがプライマリシステムに
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おける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かによって特定
された。好ましくは、推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記伝
送リソース割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライ
マリシステムの伝送リソースを含む。なお、推定された通信盾量が前記所望通信品質より
も高い場合に、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝
送リソースは、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムデバイスの所望通信品質
を満足可能な一部の伝送リソースである。好ましくは、推定された通信品質が前記所望通
信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割当に関する情報は、前記セカンダリシステ
ムデバイスに対する前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を含む指
示を含む。
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【０００８】
本開示の別の一方面によれば、セカンダリシステムデバイスの管理方法を開示した。当
該管理方法は、前記無線伝送リソース管理デバイスに所望通信品質に関する情報を提供し
、前記の無線伝送リソース管理デバイスから伝送リソース割当に関する情報を受信するこ
とを含む。なお、前記の伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステ
ムデバイスがプライマリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通
信品質を満たすか否かによって特定された。好ましくは、推定された通信品質が前記所望
通信品質を満たした場合に、前記伝送リソース割当に関する情報は、前記セカンダリシス
テムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースを含む。なお、推定され
た通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムデバイスに割
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当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リソースのうちセカンダ
リシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソースである。好ましくは
、推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割当に関
する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する前記セカンダリシステムデバイス
に対して再配置を行う情報を含む指示を含む。
【０００９】
本開示の別の一方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シ
ーンを含む無線伝送リソース管理方法を提供した。当該方法は、プライマリシステムの許
容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含むプライマリシステムリ
ソース情報を取得してセカンダリシステムリソース情報を取得し、前記プライマリシステ
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ムリソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて前記プライマリシステ
ムのカバー範囲におけるセカンダリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むプライマ
リシステム危険領域を推定し、前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基
づいてプライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可
能伝送リソースを特定することを含むことができる。具体的な実施例として、前記プライ
マリシステムリソース情報は、プライマリシステムにおけるプライマリ基地局の発射電力
、プライマリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムのチャンネルモデルに関する情報
を更に含むことができる。前記セカンダリシステムリソース情報は、セカンダリシステム
におけるセカンダリ基地局の発射電力、セカンダリシステムのチャンネルモデル、及びセ
カンダリ基地局のカバー範囲と位置に関する情報を更に含むことができる。
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【００１０】
好ましくは、プライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能
な使用可能伝送リソースを特定することは、セカンダリシステムが伝送リソースを利用し
て通信を行う時にプライマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与えた干渉
を推定し、干渉値がプライマリシステムの干渉防止閾値を超えない伝送リソースをセカン
ダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定することを更に含むことができる
。
【００１１】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、セカンダリシステムの所望通信品質に
関する情報を取得し、前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシステムリ
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ソース情報に基づいて前記セカンダリシステムのカバー範囲におけるプライマリシステム
の干渉によりSN比が低い領域を含むセカンダリシステム危険領域を推定し、前記セカンダ
リシステム危険領域内にセカンダリシステムが前記使用可能伝送リソースを利用して達成
可能な最適通信品質を評価し、前記評価の結果がセカンダリシステムの所望通信品質を満
たすか否かを判断し、否定の場合に前記使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割
当てないことを更に含むことができる。好適な実施例として、前記評価の結果がセカンダ
リシステムの所望通信品質よりも高いと判断された場合に、セカンダリシステムに割当て
られた伝送リソースを低減し又はセカンダリシステムの前記伝送リソースにおける発射電
力を低減する。別の好適な実施例として、前記評価の結果がセカンダリシステムの所望通
信品質を満たさないと判断された場合に、セカンダリシステムに対して再配置を行うよう

10

に指示することができる。
【００１２】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、プライマリシステム危険領域（好まし
くは、及びその周辺領域）におけるプライマリユーザーの通信品質及びセカンダリシステ
ム危険領域（好ましくは、及びその周辺領域）におけるセカンダリユーザーの通信品質を
監視し、前記監視の結果により前記プライマリシステムリソース情報及び/又は前記セカ
ンダリシステムリソース情報を更新することを更に含むことができる。
【００１３】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、プライマリシステム危険領域における
プライマリユーザーの通信品質が所定の通信品質閾値よりも低い場合に、プライマリシス

20

テムにおけるプライマリシステム危険領域にあるプライマリユーザーによるセカンダリシ
ステムに切り替える要求を受信することを更に含むことができる。
【００１４】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、セカンダリシステム危険領域における
セカンダリユーザーの通信品質が所定の通信品質閾値よりも低い場合に、プライマリシス
テムにセカンダリシステムにおけるセカンダリシステム危険領域にあるセカンダリユーザ
ーによるプライマリシステムに切り替える要求を送信することを更に含むことができる。
【００１５】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、前記監視の結果によりセカンダリ基地
局のアンテナビーム形状を最適にすることを更に含むことができる。
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【００１６】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビ
ーム形状でのプライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質とセカ
ンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信品質を取得し、これらの危険
領域における通信品質に基づいてセカンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択すること
を更に含むことができる。好ましくは、セカンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択す
ることは、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシステム危険領
域における通信品質とセカンダリシステム危険領域における通信品質の和及び/又は積を
算出し、最大の和の値又は積の値に対応するアンテナビーム形状を選択してセカンダリ基
地局のアンテナビーム形状とすることを含むことができる。
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【００１７】
好ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビ
ーム形状でのセカンダリシステム危険領域における通信品質を取得し、最適通信品質に対
応するアンテナビーム形状を選択してセカンダリ基地局のアンテナビーム形状とすること
を更に含むことができる。
【００１８】
好ましくは、セカンダリシステム危険領域を推定することは、プライマリシステムのチ
ャンネルモデルに基づいてプライマリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内のあ
る位置までの伝送経路ゲインを算出し、セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づい
てセカンダリ基地局から前記の位置までの伝送経路ゲインを算出し、これらの伝送経路ゲ
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インに基づいて前記位置のSN比を推定し、セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置に
おけるSN比に基づいてセカンダリシステム危険領域を特定することを含むことができる。
又は、セカンダリシステム危険領域を推定することは、プライマリ基地局からセカンダリ
システムのカバー範囲内のある位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、セカンダリ基地
局からセカンダリシステムのカバー範囲内の前記位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し
、これらの瞬間経路減衰ゲインに基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定し、
セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてセカン
ダリシステム危険領域を特定することを含むことができる。又は、セカンダリシステム危
険領域を推定することは、セカンダリ基地局の発射電力に基づいてセカンダリシステムの
カバー範囲におけるプライマリシステムに干渉されたある位置における瞬間チャンネル容
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量を算出し、前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置におけるアウテージチャンネル
容量を推定し、セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージチャンネ
ル容量に基づいてセカンダリシステム危険領域を特定することを含むことができる。
【００１９】
好ましくは、プライマリシステム危険領域を推定することは、プライマリシステムのチ
ャンネルモデルに基づいてプライマリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内のあ
る位置までの伝送経路ゲインを算出し、セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づい
てセカンダリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内の前記位置までの伝送経路ゲ
インを算出し、これらの伝送経路ゲインに基づいて前記位置のSN比を推定し、プライマリ
システムのカバー範囲内の各位置におけるSN比に基づいてプライマリシステム危険領域を
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特定することを含むことができる。又は、プライマリシステム危険領域を推定することは
、プライマリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内のある位置までの瞬間経路減
衰ゲインを取得し、セカンダリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内の前記位置
までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、これらの瞬間経路減衰ゲインに基づいて前記位置に
おけるアウテージレートを推定し、プライマリシステムのカバー範囲内の各位置における
アウテージレートに基づいてプライマリシステム危険領域を特定することを含むことがで
きる。又は、プライマリシステム危険領域を推定することは、プライマリ基地局の発射電
力に基づいてプライマリシステムのカバー範囲内にセカンダリシステムに干渉されたある
位置における瞬間チャンネル容量を算出し、前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置
におけるアウテージチャンネル容量を推定し、プライマリシステムのカバー範囲内の各位
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置におけるアウテージチャンネル容量に基づいてプライマリシステム危険領域を特定する
ことを含むことができる。
【００２０】
好ましくは、セカンダリシステムがクラスタリングされて複数のセカンダリシステムク
ラスタを形成することができる。なお、セカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リ
ソースを特定することは、プライマリシステムの伝送リソースにおけるセカンダリシステ
ムクラスタ毎に使用可能な使用可能伝送リソースを特定することを含むことができる。好
ましくは、前記無線伝送リソース管理方法は、システム情報の変化に基づいて前記セカン
ダリシステムを新たにクラスタリングすることを更に含むことができる。
【００２１】
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本開示の別の一方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シ
ーンを含む無線伝送リソース管理方法を提供した。当該方法は、セカンダリシステムの所
望通信品質に関する情報を取得し、セカンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライ
マリシステムの伝送リソースをセカンダリシステムに割当てることを含むことができる。
【００２２】
好ましくは、前記の無線伝送リソース管理方法は、セカンダリシステムにおけるセカン
ダリユーザー利用プライマリシステムにおける伝送リソースの通信品質を推定し、推定さ
れた通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果に基づいてプライ
マリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てることを更に含む
。なお、前記推定された通信品質が前記期望通信品質を満たした時に、プライマリシステ
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ムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てる。
【００２３】
好ましくは、前記の無線伝送リソース管理方法は、推定された通信品質が前記所望通信
品質よりも高い時に、前記セカンダリシステムに割当てられた伝送リソースを低減し又は
前記セカンダリシステムの前記伝送リソースでの発射電力を低減することを更に含む。な
お、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を満足可能な一部の
伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる。
【００２４】
好ましくは、前記の無線伝送リソース管理方法は、推定された通信品質が前記所望通信
品質よりも低い時に、前記伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てないことを更
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に含む。
【００２５】
好ましくは、前記の無線伝送リソース管理方法は、推定された通信品質が前記所望通信
品質よりも低い時に、前記セカンダリシステムに指示を出すことを更に含む。なお、前記
指示は、前記セカンダリシステムに対して再配置を行う情報を含む。
【００２６】
好ましくは、前記の無線伝送リソース管理方法は、伝送リソース割当に関する情報をセ
カンダリシステムに送信することを更に含む。
【００２７】
本開示の別の一方面によれば、前記無線伝送リソース管理デバイスを備える通信システ
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ムを提供した。
【００２８】
また、本開示は上述方法を実現するためのコンピュータプログラムを更に提供した。
【００２９】
此外、本開示は、少なくともコンピュータ読取可能な媒体の形式であって、前記方法を
実現するためのコンピュータプログラムコードを記録したコンピュータプログラム製品を
更に提供した。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
以下の図面に基づく本開示の実施例の説明を参照することにより、本開示の以上と他の
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目的、特徴と長所をより容易に理解できるだろう。図面における部材は、比例して描画し
たものではなく、本開示の原理を示すためのものである。図面で、同じ或いは類似の技術
特徴或いは部材は同じ或いは類似の符号で示す。
【００３１】
【図１】本開示の一つの実施例による無線伝送リソース管理方法をモード的に示したフロ
ーチャートである。
【図２】本開示の別の実施例による無線伝送リソース管理方法を模式的に示したフローチ
ャートである。
【図３】セカンダリシステムの所望の通信品質に基づいてセカンダリシステムに伝送リソ
ースを割当てる方法の一例を模式的に示したフローチャートである。
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【図４】システムリソース情報を更新する方法の一例を模式的に示したフローチャートで
ある。
【図５】プライマリユーザーをセカンダリシステムに切り替える方法の一例を模式的に示
したフローチャートである。
【図６】セカンダリユーザーをプライマリシステムに切り替える方法の一例を模式的に示
したフローチャートである。
【図７】セカンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択する方法の一例を模式的に示した
フローチャートである。
【図８】セカンダリシステム危険領域を推定する方法の一例を模式的に示したフローチャ
ートである。
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【図９】プライマリシステム危険領域を推定する方法の一例を模式的に示したフローチャ
ートである。
【図１０】セカンダリシステム危険領域を推定する方法の別の一例を模式的に示したフロ
ーチャートである。
【図１１】プライマリシステム危険領域を推定する方法の別の一例を模式的に示したフロ
ーチャートである。
【図１２】セカンダリシステム危険領域を推定する方法の別の一例を模式的に示したフロ
ーチャートである。
【図１３】プライマリシステム危険領域を推定する方法の別の一例を模式的に示したフロ
ーチャートである。
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【図１４】本開示の別の一実施例による無線伝送リソース管理方法を模式的に示したフロ
ーチャートである。
【図１５】本開示の実施例を適用できる無線電気システムシーンを示した模式図である。
【図１６】本開示の一実施例による無線伝送リソース管理デバイスを模式的に示したブロ
ック図である。
【図１７】本開示の別の一実施例による無線伝送リソース管理デバイスを模式的に示した
ブロック図である。
【図１８】本開示の別の一実施例による無線伝送リソース管理デバイスを模式的に示した
ブロック図である。
【図１９】図17に示された無線伝送リソース管理デバイスの付加的な構成を模式的に示し
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たブロック図である。
【図２０】危険領域を更新する方法の一例を模式的に示したフローチャートである。
【図２１】危険領域又はその周辺領域を監視する方法の一例を模式的に示したフローチャ
ートである。
【図２２】図21に示された方法を実行する通信デバイスを模式的に示したブロック図であ
る。
【図２３】セカンダリ基地局がアンテナビーム形状を調整する方法の一例を模式的に示し
たフローチャートである。
【図２４】セカンダリ基地局における図23の示された方法を実行する処理デバイスを模式
的に示したブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下、図面を参照し、本開示の実施例を説明する。本開示の一つの図面或いは実施形態
で記述する要素と特徴は、一つ或いは複数の他の図面或いは実施形態で記述する要素と特
徴と組み合わせることができる。注意すべきことは、明らかにするために、図面と説明で
本開示と関係ない、当業者が既知の部材と処理の表示と記述を省略した。
【００３３】
本開示の幾つかの実施例は、プライマリシステムとセカンダリシステムが混在の無線通
信応用シーンにおいてセカンダリシステムに無線伝送リソースを割当てるデバイスと方法
を提供した。前記無線通信シーンにおいて、一つ又は複数のセカンダリシステムを備える
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ことができる。セカンダリシステムはプライマリシステムの無線伝送リソースを共有する
。
【００３４】
ここでの無線伝送リソースは、通信システムにおいて情報伝送に用いられる任意の時間
周波数リソース、例えばキャリア、サブキャリア又はタイムスロットなどであっても良い
。例えば、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムにおいて、前記伝送リソースはサブ
キャリアであっても良い。また、例えば、時間分割多元接続（TDMA）システムにおいて、
前記伝送リソースはタイムスロットであっても良い。また、本開示に言及された通信シス
テムは、前記のOFDMAやTDMAシステムに限定されることなく、他のタイプの通信システム
であっても良く、ここでは列挙しない。
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【００３５】
また、ここでのプライマリシステムは、無線伝送リソースが既に割当てられた任意の無
線通信システム、例えばテレビ放送システムや従来の無線通信業者の無線通信システムな
どであっても良く、ここでは列挙しない。
【００３６】
図1は本開示の一実施例による無線伝送リソース管理方法を模式的に示したフローチャ
ートである。図1に示された無線伝送リソース管理方法は、セカンダリシステムにおける
無線伝送リソース管理デバイス（例えばセカンダリシステムに関する周波数スペクトルマ
ネージャやセカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局など）により実施することがで
きる。
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【００３７】
図1に示されたように、当該無線伝送リソース管理方法は、ステップ102、104、106と10
8を含むことができる。
【００３８】
ステップ102において、プライマリシステムリソース情報を取得する。ここでのプライ
マリシステムリソース情報は、プライマリシステムの許容可能な最大の干渉電力レベルを
反映する干渉防止閾値の情報を含む。具体的な実施例において、前記プライマリシステム
リソース情報は、更にプライマリシステムのリソース利用に関する他の情報を含むことが
できる。例えば、更にプライマリシステムにおけるプライマリ基地局の発射電力、プライ
マリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムのチャンネルモデルに関する情報を含むこ
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とができる。
【００３９】
プライマリシステムリソース情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管
理デバイスによりプライマリシステムのプライマリ基地局から取得することができる。又
は、これらの情報は予めセカンダリシステムの無線伝送リソース管理デバイスに記憶され
（例えばその中の記憶デバイス（未図示）に記憶され）、使用の必要がある時に取得され
ても良い。ここでは詳しい内容を省略する。
【００４０】
ステップ104において、セカンダリシステムリソース情報を取得する。ここでのセカン
ダリシステムリソース情報はセカンダリシステムのリソース利用に関する情報であっても
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良い。例えば、前記情報は、セカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局の発射電力、
セカンダリシステムのチャンネルモデル及びセカンダリ基地局のカバー範囲と位置などに
関する情報を含んでも良い。
【００４１】
セカンダリシステムリソース情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管
理デバイスによりセカンダリシステムのセカンダリ基地局及び/又はセカンダリユーザー
から取得することができる。又は、これらの情報は、予めセカンダリシステムの無線伝送
リソース管理デバイスに記憶され（例えばその中の記憶デバイス(図示せず）に記憶され
）、使用の必要がある時に取得されても良い。ここでは詳しい内容を省略する。
【００４２】
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そして、ステップ106において、プライマリシステムリソース情報とセカンダリシステ
ムリソース情報に基づいてプライマリシステムのカバー範囲に存在可能な危険領域（プラ
イマリシステム危険領域とも呼ばれる）を推定する。ここで、プライマリシステム危険領
域は、前記プライマリシステムのカバー範囲における通信品質の低い(即ちセカンダリシ
ステムの干渉によってSN比が相対的に低い）一つ又は複数の領域、例えばSN比が所定の閾
値（当該閾値は実際の応用で必要に応じて特定されることができるが、ここではその具体
的な値を限定しない）よりも低い領域を含んでも良い。
【００４３】
プライマリシステムのカバー範囲における各領域におけるSN比は、プライマリシステム
リソース情報とセカンダリシステムリソース情報を利用して任意の適当の方法を採用して
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推定することができる。これにより前記プライマリシステム危険領域を特定する。例えば
、以下に図8、10、12に示した方法の例示のうちの何れか一つを参照することができる。
勿論、本開示はこれらの実施例又は例示に限定されない。
【００４４】
そして、ステップ108において、プライマリシステム危険領域とプライマリ基地局の干
渉防止閾値に基づいて、プライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに
使用可能な使用可能伝送リソースを特定することができる。
【００４５】
特定された使用可能伝送リソースは、セカンダリシステムに使用可能な無線伝送リソー
ス（使用可能タイムスロット、使用可能周波数帯域及び/又は最大伝送周波数帯域幅及び
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その上の発射電力など)を含むことができる。
【００４６】
前記プライマリシステム危険領域と干渉防止閾値に基づいて使用可能伝送リソースを特
定する際に、セカンダリシステムが使用可能伝送リソースを利用して通信を行う時に発生
したプライマリシステムのプライマリシステム危険領域における干渉がプライマリシステ
ムの干渉防止閾値を超えないような規則に従うことができる。具体的な実施例として、ス
テップ108の処理は、セカンダリシステムが伝送リソースを利用して通信を行う時にプラ
イマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与える干渉を推定し、干渉値がプ
ライマリシステムの干渉防止閾値を超えない伝送リソースをセカンダリシステムに使用可
能な使用可能伝送リソースを特定することを含んでも良い。当業者であればわかるように
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、任意の適当の方法を採用してセカンダリシステムがある伝送リソースを利用して通信を
行う時にプライマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与える干渉を推定す
ることができるが、ここで限定がなく、詳しい説明も省略する。
【００４７】
前記の無線伝送リソース管理方法において、プライマリシステムのカバー範囲における
危険領域を推定し、当該危険領域を利用してセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝
送リソースを特定する。これにより、プライマリシステムの正常の運行を確保できる前提
下でセカンダリシステムに割当可能な伝送リソースを効率的に特定することができる。
【００４８】
図2は本開示の別の一実施例による無線伝送リソース管理方法を模式的に示したフロー
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チャートである。図2に示された実施例において、更にセカンダリシステムの危険領域を
推定する。
【００４９】
図2に示されたように、当該無線伝送リソース管理方法はステップ202、204、206、208‑
1、208‑2と208‑3を含むことができる。
【００５０】
ステップ202、204と206は、前記のステップ102、104と106にそれぞれ類似しているので
、ここでは重複しない。
【００５１】
ステップ208‑1において、プライマリシステムリソース情報とセカンダリシステムリソ
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ース情報に基づいてセカンダリシステムのカバー範囲における存在可能な危険領域（セカ
ンダリシステム危険領域とも呼ばれる）を推定することができる。ここでのセカンダリシ
ステム危険領域は、前記セカンダリシステムのカバー範囲における通信品質の低い（即ち
プライマリシステムの干渉によりSN比が相対的に低い）一つ又は複数の領域、例えばSN比
が所定の閾値（当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定されることができるが、
ここではその具体的な値を限定しない）よりも低い領域を含んでも良い。
【００５２】
セカンダリシステムのカバー範囲における各領域におけるSN比は、プライマリシステム
リソース情報とセカンダリシステムリソース情報を利用して、任意の適当な方法を採用し
て推定することができる。これにより、前記セカンダリシステム危険領域を特定する。例
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えば、以下に図9、11、13を参照して説明された方法の例示のうちの何れか一つを採用し
ても良い。当然ながら、本開示はこれらの実施例又は例示に限定されない。
【００５３】
そして、ステップ208‑2において、セカンダリシステム危険領域内においてセカンダリ
システムが前記使用可能伝送リソースを利用して達成可能な最適通信品質を評価する。
【００５４】
上記の通りに、SN比を採用して通信品質を反映するパラメータとすることができる。ま
た、認定の適当の方法を採用してセカンダリシステムのセカンダリシステム危険領域にお
いて伝送リソースで通信を行うSN比を推定することができる。例えば、以下に式（1）‑（
8）を参考して説明された方法の例示を採用する。当然ながら、本開示はこれらの実施例
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又は例示に限定されない。
【００５５】
そして、ステップ208‑3において、ステップ208‑2における評価の結果に基づいてセカン
ダリシステムに前記使用可能伝送リソースを割当てる。
【００５６】
例示として、推定された最適通信品質が所定の品質閾値（当該閾値は実際の応用におい
て必要に応じて特定することができ、ここでは具体的な値に限定されない）に達している
か否かを判断することができる。肯定の場合に、伝送リソースをセカンダリシステムに割
当てる。否定の場合に、伝送リソースをセカンダリシステムに割当てない。
【００５７】
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別の例示として、推定された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質に達し
ているか否かを更に判断することができる。図3は当該具体例示による、セカンダリシス
テムの所望通信品質に基づいてセカンダリユーザーに伝送リソースを割当てる方法を模式
的に示したフローチャートである。図3に示されたように、ステップ310において、セカン
ダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得することができる。セカンダリシステム
の所望通信品質に関する情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管理デバ
イスによりセカンダリシステムのセカンダリ基地局から取得することができる。又は、こ
れらの情報は、予めセカンダリシステムの無線伝送リソース管理デバイスに記憶され（例
えばその中の記憶デバイス（図示せず）に記憶され）、使用の必要がある時に取得される
ものであっても良い。ここでは詳しく説明しない。そして、ステップ312において、評価
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されたセカンダリシステム危険領域内にセカンダリシステムが前記使用可能伝送リソース
を利用して達成可能な最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質を満たすか否か
を判断する。
【００５８】
具体的な例示として、肯定の場合に、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割
当てる（ステップ314）、否定の場合に、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに
割当てない（ステップ316）。このような方法を採用すれば、伝送リソースの無駄を低減
し、伝送リソースの使用効率を向上させることができる。好ましくは、推定された最適通
信品質が所望通信品質に達成できないと判断された場合に、プライマリシステムの伝送リ
ソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを新たに選択するよ

40

うにセカンダリシステムに対して再構造（又は再配置）を行うように指示することもでき
る。ここでの最構造又は再配置は、セカンダリ基地局のアンテナビーム形状に対して最適
化し又は新たに選択し、複数のセカンダリシステムに対して新たにクラスタリングするな
どの処理のうちの一つ又は複数を含むことができる。後にこれらの処理を説明するため、
ここでは詳しく説明しない。
【００５９】
別の具体的な例示として、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品
質をちょうど満たすと判断された場合に、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに
割当てる。評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質よりも大きいと
判断された場合に、全ての使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割当てることで

50

(18)

JP 2015‑531554 A 2015.11.2

はなく、セカンダリシステムに割当てる伝送リソースを減少することができる。評価され
た最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質よりも大きいと判断された場合に、
使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を満足可能な一部の伝送
リソースのみをセカンダリシステムに割当ててれば良い。例えば、プライマリユーザーの
干渉閾値及びセカンダリユーザーによるプライマリユーザーへの危険領域の干渉に基づい
てセカンダリユーザーに利用可能な周波数スペクトルリソースがある周波数帯域のある周
波数帯域幅の最大伝送電力が20dBmとして算出する。セカンダリユーザー発射機からセカ
ンダリユーザー危険領域までの伝送経路減衰が5dBであると仮定し、プライマリユーザー
伝送電力が30dBm、プライマリユーザー発射機からセカンダリユーザー危険領域までの伝
送経路減衰が15dBであると仮定した場合に、セカンダリユーザーに割当てる周波数スペク
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トル、セカンダリユーザー危険領域のSN比が20‑5‑(30‑15)=0dBである。セカンダリシステ
ムの所望の通信品質はSN比が‑5dBである場合に、評価された最適通信品質(SN比0dB)がセ
カンダリシステムの所望の通信品質（SN比‑5dB)よりも高いため、セカンダリシステムに
割当てる伝送電力を低減することができる。前記モデルによれば、セカンダリユーザーは
‑5+(30‑15)+5=15dBmの伝送電力だけでその応用のニーズを満たすことができる。従って、
セカンダリシステムに割当てる伝送電力を低減し、即ち15dBmの伝送電力が割当てられれ
ば良い。当該具体の例示の方法を採用すれば、使用可能の伝送リソースを一層節約するこ
とができ、節約された使用可能伝送リソースを他のセカンダリシステムに割当てることが
できる。このように、伝送リソースの使用效率を一層向上させることができる。
【００６０】
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プライマリシステムの伝送リソースのうちの使用可能伝送リソースがセカンダリシステ
ムに割当てられた後に、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管理デバイスは割
当結果をセカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局又はセカンダリユーザーに送信し
、或いは、割当結果をセカンダリ基地局に送信し且つセカンダリ基地局により割当結果を
更にセカンダリユーザーに配布することができる。このように、各セカンダリユーザーは
割当てられた伝送リソースを利用して通信を行うことができる。
【００６１】
前記の伝送リソース割当が終了した後、伝送リソースの使用状況を更に監視することが
できる。図4は、伝送リソースが割当てられた後に伝送リソースの使用の方法を監視する
例示を示した。
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【００６２】
図4に示されたように、当該方法はステップ422と424を含む。具体的に、ステップ422に
おいて、プライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信状況を監視し、
セカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信状況を監視する。前記の
説明と同じように、プライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質
に関する情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管理デバイスによりプラ
イマリシステムにおけるプライマリ基地局から取得することができるが、ここでは詳しく
説明しない。セカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信状況に関す
る情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管理デバイスによりセカンダリ
システムにおけるセカンダリ基地局やセカンダリユーザーから取得することができる。例
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えば、無線伝送リソース管理デバイスは、セカンダリシステム危険領域に関する情報をセ
カンダリ基地局やセカンダリユーザー（又はセカンダリ基地局に送信してからセカンダリ
基地局からセカンダリユーザーに配布される）に送信し、関連のセカンダリ基地局及び/
又はセカンダリユーザー（例えば危険領域内にあるセカンダリ基地局及び/又はセカンダ
リユーザー）により、自身で割当てられた伝送リソースを利用して得られた通信情報の情
報を無線伝送リソース管理デバイスに送信することができるが、ここでは詳しく説明しな
い。そして、ステップ424において、監視の結果に基づいてプライマリシステムリソース
情報及び/又はセカンダリシステムリソース情報を更新する。例えば、その中のチャンネ
ルモデルなどを更新する。これらの更新の情報は、以降に再び伝送リソースを割り当てる
必要のある時に使用できるように、無線伝送リソース管理デバイス（例えばその中の記憶
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デバイス）に記憶することができる。ここでの通信状況に関する情報は、プライマリユー
ザーの信号強度と周波数スペクトル利用情報、セカンダリユーザーの信号強度と周波数ス
ペクトル利用情報、プライマリユーザー信号エネルギー変化統計情報及びセカンダリユー
ザー信号強度統計情報などのうちの一つ又は複数個を含むことができる。好ましくは、プ
ライマリシステム危険領域の周辺領域におけるプライマリユーザーの通信状況を監視し、
セカンダリシステム危険領域の周辺領域におけるプライマリユーザーの通信状況を監視す
ることもできる。ここでの周辺領域とは、危険領域の周辺にある領域（必要に応じて危険
領域周辺にある領域を選択して周辺領域とすることができ、ここでは限定されない）であ
る。前記のプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領域は、何れもチャン
ネルモデルとカバー範囲などの情報に基づいて推定され、チャンネルモデルが仮定の統計
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モデルであるため、推定されたプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領
域は、実際の危険領域からずれる可能性がある。推定された危険領域の周辺領域を監視す
ることにより、システムリソース情報を更新することに加え、前に推定された危険領域を
補正することができる。これにより、以降のリソース割当処理がより正確で且つ有効にな
る。図20は、危険領域の周辺領域を監視して得られた情報に基づいて危険領域を更新（補
正）する方法の例示を示した。図20に示されたように、ステップ2002において、危険領域
及び一つ又は複数の周辺領域を監視して得られたチャンネル品質情報等を受信する。これ
らの情報は、PU、SU、PBSやSBSにより採集されたものであっても良い。ステップ2004にお
いて、各危険領域のチャンネル品質とその周辺領域のチャンネル品質とを比較し、ステッ
プ2006においてチャンネル品質が危険領域よりも悪い危険領域が存在するか否かを判断す
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る。肯定の場合に、ステップ2008において危険領域を更新する。図20に示された方法は、
プライマリシステム危険領域の更新に加え、セカンダリシステム危険領域の更新にも適す
る。また、当業者であればわかるように、チャンネル品質は、基地局発射電力の控制方法
、発射電力、チャンネルモデル、基地局とユーザーの位置、発射機の発射テンプレート及
び/又は受信機の特性などの情報に基づいて、任意の適当の方法を採用して推定すること
ができるが、ここでは詳しく説明しない。
【００６３】
前記の方法において、通信システムにおけるシステム状態の変化に基づいてプライマリ
システムリソース情報及び/又はセカンダリシステムリソース情報を更新する。更新後の
情報はシステムの実際の状態を反映しているため、以降のリソース割当をより正確で且つ

30

有効にさせることができる。
【００６４】
幾つかの実施例において、図4に示された監視結果を利用してセカンダリシステムを最
構造することができる。
【００６５】
実施例として、プライマリセカンダリシステムにおけるプライマリユーザーとセカンダ
リユーザーを切り替えることができる。例えば、プライマリシステム危険領域におけるプ
ライマリユーザーの通信盾量が所定の通信盾量閾値よりも低い場合に、セカンダリシステ
ム（例えば無線伝送リソース管理デバイス）は、プライマリシステムにおいてプライマリ
システム危険領域にあるプライマリユーザーをセカンダリシステムに切り替える要求を受
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信することができる。又は、例えば、セカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユ
ーザーの通信品質が所定の通信品質閾値よりも低い場合に、プライマリシステムにセカン
ダリシステムにおいてセカンダリシステム危険領域にあるセカンダリユーザーをプライマ
リシステムに切り替える要求を送信する。
【００６６】
図5は、プライマリユーザーからセカンダリシステムに切り替えるように要求する処理
の具体的な例示を示した。図5に示されたように、ステップ530において、プライマリユー
ザーがプライマリシステムからセカンダリシステムに切り替える切替要求を受信する。切
替要求には、プライマリユーザーの位置情報、標識（ID）情報及びプライマリユーザーの
伝送リソース利用情報などが含まれることができる。当該伝送リソース利用情報は、プラ

50

(20)

JP 2015‑531554 A 2015.11.2

イマリユーザーの伝送レート、使用周波数帯域幅、発射テンプレートなどを含むことがで
きる。ステップ532において、プライマリユーザーの位置情報に基づいて、セカンダリシ
ステムのカバー範囲内にカバープライマリユーザーのセカンダリユーザーサービスエリア
を探す。即ちプライマリユーザーがあるセカンダリユーザーサービスエリア内に位置する
か否かを判断する。肯定の場合に次のステップ534に入り、否定の場合に処理を終了する
。ステップ532においてセカンダリユーザーサービスエリアを提供したセカンダリユーザ
ー基地局が見つかった後に、ステップ534において、切替要求を見つかったセカンダリ基
地局に送信する。ステップ536において、セカンダリ基地局からの切替要求に対するフィ
ードバック情報を受信する。当該フィードバック情報は、プライマリユーザーがセカンダ
リシステムにアクセスされる前に相応の伝送配置調整を行えるように、セカンダリ基地局

10

がプライマリユーザーの切替要求を受信するか否かに関する情報及びセカンダリ基地局の
伝送配置（例えば周波数帯域幅とレートなど）を含むことができる。ステップ538におい
て、プライマリユーザーがセカンダリユーザーシステムにアクセスされた後に既存のセカ
ンダリユーザーシステムに不良影響を与えないように、セカンダリ基地局からのフィード
バック情報及びプライマリユーザー周波数スペクトル占用に対する推薦（推薦周波数帯域
幅とレートなどを含む）をプライマリユーザーに送信する。例えば、セカンダリ基地局が
切替要求を受信し、且つセカンダリ基地局がオープンユーザーグループ（open
er

subscrib

group、OSG）マイクロセル基地局（femtocell）又は混在ユーザーグループマイクロ

セル基地局であると仮定すると、プライマリユーザーが切替プロセスに入ることができる
が、ここでは詳しく説明しない。セカンダリ基地局がプライマリユーザーの切替要求（例
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えば、セカンダリ基地局がクローズユーザーグループマイクロセル基地局であると仮定す
る）をサポートしない場合に、プライマリユーザーがセカンダリシステムに切り替えるこ
とができない。
【００６７】
図6は、セカンダリユーザーがプライマリシステムに切り替えるように要求する処理の
具体的な例示を示した。図6に示されたように、ステップ630において、セカンダリユーザ
ーをプライマリシステムに切り替える切替要求を受信する。切替要求は、セカンダリユー
ザーの位置情報と標識（ID）及び伝送リソース利用情報などを含むことができる。当該伝
送リソース利用情報は、セカンダリユーザーの伝送レート、使用周波数帯域幅と発射テン
プレートなどを含むことができる。ステップ632において、このユーザーの位置に基づい
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てプライマリシステムカバー範囲におけるセカンダリユーザーのカバーされるプライマリ
ユーザーサービスエリアを探す。セカンダリユーザーがあるプライマリユーザーサービス
エリア内に位置すると判断された場合に、ステップ634に入る。否定の場合に処理を終了
する。ステップ634において、切替要求を、検出されたセカンダリ基地局に送信する。ス
テップ636において、プライマリ基地局からの切替要求に対するフィードバック情報を受
信する。当該フィードバック情報は、プライマリユーザーがセカンダリシステムにアクセ
スされる前に相応の伝送配置調整を行えるように、プライマリ基地局がセカンダリユーザ
ーの切替要求を受信するか否かに関する情報及びセカンダリ基地局の伝送配置（例えば周
波数帯域幅とレートなど）を含むことができる。ステップ638において、セカンダリユー
ザーがプライマリユーザーシステムにアクセスされた後に既存のプライマリユーザーシス
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テムに不良影響を与えないように、プライマリ基地局からのフィードバック情報及びセカ
ンダリユーザー周波数スペクトル占用に対する推薦（推薦周波数帯域幅とレートなどを含
む）をセカンダリユーザー又は対応のセカンダリ基地局に送信する。プライマリ基地局が
切替要求を受信した場合に、セカンダリユーザーが切替プロセスに入るが、ここでは詳し
く説明しない。プライマリ基地局がセカンダリユーザーの切替要求をサポートしない場合
に、セカンダリユーザーがプライマリシステムに切り替えることができない。
【００６８】
理解すべきなのは、前記のプライマリセカンダリユーザーの切替処理はプライマリセカ
ンダリシステムの通信基準が互いに互換性のある応用シーンのみに適するが、ここでは詳
しく説明しない。
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【００６９】
別の一実施例として、図4に示された監視結果に基づいてセカンダリ基地局のアンテナ
ビーム形状を最適化することができる。
【００７０】
例えば、伝統的な二次元アンテナビーム形成は（例えばセクターアンテナ、線形アンテ
ナ行列又は円形アンテナ行列の応用など）、レベル面において角度の異なるアンテナ発射
エネルギーしか制御できない。プライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領
域は、レベル面においてプライマリ基地局から出発されたレベル角度が同一が仰角が異な
る位置にある可能性が高い。この場合に、アンテナビーム形状の垂直平面における仰角の
異なるエネルギーに対して最適化する必要がある。具体的に、プライマリシステム危険領

10

域とセカンダリシステム危険領域の情報が提供されたため、これら情報に基づいてプライ
マリ基地局とセカンダリ基地局のアンテナビーム形状に対して三次元アンテナ調整を行う
ことができる。具体的に、プライマリ基地局のアンテナビームのプライマリシステム危険
領域内におけるアンテナビームエネルギーを増加すると共に、プライマリ基地局のアンテ
ナビームのセカンダリシステム危険領域におけるアンテナビームエネルギーを減少する。
当該方法はセカンダリ基地局のアンテナビーム形状最適化にも適する。具体的に、プライ
マリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領域を監視して得られた情報に基づいて
、セカンダリ基地局のアンテナビームのセカンダリユーザー危険領域におけるエネルギー
を増加すると共に、セカンダリ基地局のアンテナビームのプライマリシステム危険領域に
おけるアンテナビームエネルギーを減少することができる。
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【００７１】
別の一実施例として、プライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領域に関
する情報を利用して基地局のアンテナビーム形状を選択することができる。具体的に、セ
カンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシステム危険領域におけるプ
ライマリユーザーの通信品質とセカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザー
の通信品質を取得することができる。上記と同様に、例えばSN比を採用して前記通信品質
を反映するパラメータとすることができる。上記のとおりに、認定の適当の方法を採用し
てある領域のSN比を取得することができ、ここでは詳しく説明しない。そして、セカンダ
リ基地局の異なるアンテナビーム形状でのセカンダリシステム危険領域におけるセカンダ
リユーザーの通信品質（好ましくは、及びプライマリシステム危険領域におけるプライマ
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リユーザーの通信品質）に基づいてセカンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択する。
【００７２】
例示として、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのセカンダリシステム危
険領域における通信品質を取得して、最適通信品質に対応するアンテナビーム形状を選択
してセカンダリ基地局のアンテナビーム形状とすることができる。当該例示において、セ
カンダリシステム危険領域における通信状況の測定結果を利用してセカンダリ基地局のア
ンテナビーム形状を選択することにより、セカンダリシステムの通信品質を一層に改善す
ることができる。
【００７３】
別の例示として、図7は、基地局のアンテナビーム形状を選択する別の方法を示した。
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具体的に、ステップ742において、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのセ
カンダリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質とセカンダリシステム
危険領域におけるセカンダリユーザーの通信品質を取得する。上記の方法を採用して前記
通信品質の情報を取得することができ、ここでは重複しない。そして、ステップ744にお
いて、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシステム危険領域に
おける通信品質とセカンダリシステム危険領域における通信品質の和及び/又は積を算出
する。最後に、ステップ746において、最大の和又は積の値に対応するアンテナビーム形
状を選択してセカンダリ基地局のアンテナビーム形状とする。図7に示された方法では、
セカンダリシステム危険領域における通信状況の測定結果に加え、プライマリシステム危
険領域における通信状況の測定結果も考慮した。このように選択されたセカンダリ基地局
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のアンテナビーム形状を利用することにより、セカンダリシステムの通信品質を一層に改
善すると共にプライマリシステムに対する干渉を抑えることができる。
【００７４】
以上に前記のアンテナビーム選択又は特定方法は、セカンダリ基地局により実行されて
も良く、当該セカンダリ基地局に相関する周波数スペクトルマネージャにより実行されて
も良い。ここでの相関する周波数スペクトルマネージャは、以下に記載のプライマリ周波
数スペクトルマネージャやセカンダリ基地局が位置するセカンダリシステムクラスタのセ
カンダリ周波数スペクトルマネージャであっても良い。周波数スペクトルマネージャによ
りアンテナビーム形状が特定し又は選択された場合に、周波数スペクトルマネージャは、
特定し又は選択されたアンテナビーム形状に関する情報をセカンダリ基地局に送信するこ

10

とができる。図23は、セカンダリ基地局が前記情報を利用してそのアンテナビーム形状を
調整する方法の一例示を模式的に示したフローチャートである。図23に示されたように、
ステップ2302において、セカンダリ基地局は周波数スペクトルマネージャからのアンテナ
ビーム形状に関する情報を受信し、そしてステップ2306において、前記情報に基づいてア
ンテナビーム形状を調整する。図24は、セカンダリ基地局において図23の方法を実行する
処理デバイス2400を模式的に示したブロック図である。図24に示されたように、当該処理
デバイス2400は、受信装置2401とアンテナ調整装置2403とを備える。受信装置2401は、周
波数スペクトルマネージャからのアンテナビーム形状に関する情報を受信する。アンテナ
調整装置2403は、受信された情報に基づいてセカンダリ基地局のアンテナビーム形状を調
整する。
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【００７５】
前記のアンテナビーム形状の選択方法は、プライマリ基地局のアンテナビーム形状の選
択にも適用でき、ここでは重複しない。
【００７６】
幾つかの実施例において、複数のセカンダリシステムが含まれた場合に、これらセカン
ダリシステムはクラスタリングされて複数のセカンダリシステムクラスタを形成すること
ができる。各セカンダリシステムクラスタは、一つ又は複数のセカンダリシステムを含む
ことができる。任意の適当の方法を採用してセカンダリシステムのクラスタリングを行う
ことができ、ここでは詳しく説明しない。例えば、セカンダリシステムにおけるセカンダ
リ基地局とセカンダリユーザーの位置分布に基づいてクラスタリングを行うことができる
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。又は、例えば、セカンダリシステムの伝送リソース利用特性（例えば、同一又は隣接す
る周波数スペクトル及び/又は同一の通信方式などの特性）と控制可能性に基づいてクラ
スタリングを行うことができる。一つのクラスタの伝送リソース利用は、クラスタ内の各
セカンダリシステムの通信方式に基づく。
【００７７】
セカンダリシステムに対してクラスタリングを行った場合に、簇毎を全体として、以上
に説明され又は以下に説明する各方法の実施例又は例示を適用することができる。例えば
、前にセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソース（ステップ108など）を特
定することは、プライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムクラスタ毎
に使用可能な使用可能伝送リソースを特定することを含むことができる。このように、こ
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こでは重複しない。
【００７８】
実施例として、セカンダリシステムについて、複数の周波数スペクトルマネージャを設
置することができる。図15は、このようなシステム配置を示した。図15に示されたように
、一つのプライマリ周波数スペクトルマネージャと一つ又は複数のセカンダリ周波数スペ
クトルマネージャを設置することができる。プライマリ周波数スペクトルマネージャは一
つ又は複数のセカンダリユーザークラスタを管理し、複数のセカンダリ周波数スペクトル
マネージャからのセカンダリユーザークラスタの情報を受信することができる。各セカン
ダリ周波数スペクトルマネージャは、単一のセカンダリシステムクラスタ及びクラスタに
おけるセカンダリユーザーを管理することができる。例えば、各セカンダリ周波数スペク
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トルマネージャは、プライマリユーザーに対するセカンダリユーザーの重合干渉をクラス
タを単位としてモデルリングし、セカンダリユーザークラスタの情報をプライマリ周波数
スペクトルマネージャに伝送し、プライマリ周波数スペクトルマネージャからの情報を受
信してクラスタにおけるセカンダリユーザーを管理することができる。
【００７９】
具体的な例示として、プライマリ周波数スペクトルマネージャは、前に図1‑7を、後に
図8‑14を参照して説明される各実施例又は例示における方法を集中的に実行でき、各種の
関連処理結果（例えば伝送リソース割当結果）をセカンダリ周波数スペクトルマネージャ
に送信し、セカンダリ周波数スペクトルマネージャからの情報（例えばセカンダリシステ
ムのシステムリソース情報及び/又はセカンダリシステムによるセカンダリシステム危険

10

領域の測定結果など）を受信することができる。
【００８０】
別の具体的な例示として、前に図1‑5と20を、後に図8‑14を参照して説明される各実施
例又は例示における方法は、プライマリ周波数スペクトルマネージャの処理負荷を低減す
るように各セカンダリ周波数スペクトルマネージャに分散的に実行されることができる。
例えば、各セカンダリ周波数スペクトルマネージャのそれぞれにより前記図1‑5と20及び
後の図8‑14を参照して説明される方法を実行し、各セカンダリシステムクラスタ内のセカ
ンダリシステムに伝送リソースを割り当て、各セカンダリ周波数スペクトルマネージャに
よりその割当結果をプライマリ周波数スペクトルマネージャに送信することができる。複
数のセカンダリユーザークラスタに対応する複数のセカンダリ周波数スペクトルマネージ

20

ャが同時にプライマリ周波数スペクトルマネージャにアクセスする場合に、プライマリ周
波数スペクトルマネージャは調停で利用可能リソースを割り当てる必要がある。セカンダ
リ周波数スペクトルマネージャの間に自己調停で利用可能リソースを割り当てることもで
きる。このような調停は、ゲーム理論（game
ion

theory)、分散型決定(distributed

decis

making)などの方法により実現することができ、ここでは説明しない。

【００８１】
セカンダリシステムクラスタ毎に一つのセカンダリ周波数スペクトルマネージャを設置
し且つ一つのプライマリ周波数スペクトルマネージャを設置した場合に、前に図1‑6と20
を参考して説明された方法は、プライマリ周波数スペクトルマネージャにより実行するこ
とができるが、プライマリ周波数スペクトルマネージャと各セカンダリシステムクラスタ

30

の間の情報やり取りは各セカンダリ周波数スペクトルマネージャにより実行され、ここで
は重複しない。
【００８２】
具体的な実施例として、システム情報の変化（例えば図4におけるステップ422の監視結
果）に基づいて複数のセカンダリシステムを新たにクラスタリングして新たなセカンダリ
システムクラスタを形成することができる。このように、新たなセカンダリシステムクラ
スタを単位として伝送リソースの割り当てを行うことにより、伝送リソースを一層に効率
的に利用する。
【００８３】
以下にプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険領域を算出する幾つかの

40

例示を説明する。
【００８４】
図8は、セカンダリシステム危険領域を推定する方法の一例示を示した。
【００８５】
図8に示されたように、ステップ850において、プライマリシステムのチャンネルモデル
に基づいてプライマリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内のある位置までの伝
送経路ゲインを算出し、ステップ852において、セカンダリシステムのチャンネルモデル
に基づいてセカンダリ基地局から前記位置までの伝送経路ゲインを算出する。そして、ス
テップ854において、これら伝送経路ゲインの値に基づいて前記位置におけるSN比を推定
する。ここでの位置は、セカンダリシステムのカバー範囲内のある領域又はあるポイント

50

(24)

JP 2015‑531554 A 2015.11.2

であっても良い。セカンダリシステムのカバー範囲を複数の領域に分割し、ステップ850
、852と854における処理に基づいて各領域又は各領域内のある点におけるSN比を算出する
ことができる。そして、ステップ856において、セカンダリシステムのカバー範囲内の各
位置におけるSN比に基づいてセカンダリシステム危険領域を特定する。具体的に、SNが低
い領域（例えばSN比が所定閾値よりも低い領域）をセカンダリシステム危険領域として特
定することができる。当該閾値は、実際の応用において必要に応じて特定することができ
、ここではその具体的な値を限定しない。
【００８６】
図9は、図8と類似するプライマリシステム危険領域の算出方法の一例示を示した。図9
に示されたように、ステップ950において、プライマリシステムのチャンネルモデルに基

10

づいてプライマリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内のある位置までの伝送経
路ゲインを算出し、ステップ952において、セカンダリシステムのチャンネルモデルに基
づいてセカンダリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内の前記位置までの伝送経
路ゲインを算出する。そして、ステップ954において、これら伝送経路ゲインに基づいて
前記位置のSN比を推定する。ここでの位置は、プライマリシステムのカバー範囲内のある
領域又はあるポイントであっても良い。プライマリシステムのカバー範囲を複数の領域に
分割し、ステップ950、952と954における処理に基づいて各領域又は各領域内のあるポイ
ントにおけるSN比を算出することができる。そして、ステップ956において、プライマリ
システムのカバー範囲内の各位置におけるSN比に基づいてプライマリシステム危険領域を
特定する。具体的に、SNが相対的に低い領域（例えばSN比が所定閾値よりも低い領域）を

20

プライマリシステム危険領域として特定することができる。当該閾値は、実際の応用にお
いて必要に応じて特定することができ、ここではその具体的な値を限定しない。
【００８７】
以下に図8と図9の方法に従ってプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危険
領域を推定する具体的な例示を示した。プライマリ基地局の発射電力がＰｔ（ＰＵ）、セ
カンダリ基地局の発射電力がＰｔ（ＳＵ）であると仮定し、算出しようとするセカンダリ
システムサービスエリアS内のある小領域s（この小領域内のチャンネル減衰が不変である
と仮定する）におけるSN比を仮定した。図8と9の方法により、チャンネル減衰（pathloss
)に基づいて示された危険領域を算出する。これら危険領域はユーザーのSIR（signal‑to‑
interference

ratio)(或いはSN比とよばれる）が低い領域である。まず、プライマリシ

30

ステム的チャンネルモデルに基づいて、プライマリ基地局からsまでの伝送経路ゲインＧ
ＰＵ−Ｓを算出し（プライマリシステムの設置（例えばアンテナ高さ又は応用環境など）

に基づいて異なるチャンネルモデル（例えば自由空間モデル、ITUにより得られた伝送経
路モデル又はHataモデルなど）を選択でき、任意の適当の方法を採用して前記伝送経路ゲ
インを算出でき、ここでは詳しく説明しない）、セカンダリシステムにおけるチャンネル
モデルに基づいてセカンダリユーザー基地局からsまでの伝送経路ゲインＧＳＵ−Ｓを算
出する。Sにおける任意のポイントにおけるSIRは以下の式を利用することができる。
【００８８】
【数１】
40

【００８９】
セカンダリユーザーサービスエリアのうち前記SIRが小さい（例えば所定閾値よりも小
さく、当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、ここではその具
体的な値を限定しない）領域をセカンダリシステム危険領域とすることができる。
【００９０】
式（1）の例示の変形例として、SIRの変化傾向はＰｔ（ＰＵ）、Ｐｔ（ＳＵ）と関係な
く、位置だけに関係あるため、ＧＳＵ−ＳとＧＰＵ−Ｓの比、即ちＧＳＵ−Ｓ／ＧＰＵ−
Ｓを算出することによりセカンダリシステム危険領域を特定することができる。つまり、
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セカンダリユーザーサービスエリアのうちＧＳＵ−Ｓ／ＧＰＵ−Ｓが小さい（例えば所定
閾値よりも小さく、当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、こ
こではその具体的な値を限定しない）領域をセカンダリユーザー危険領域とすることがで
きる。具体的な例示として、比ＧＳＵ−Ｓ／ＧＰＵ−Ｓが全体のサービスエリアSにおけ
る各小領域のＧＳＵ−Ｓ／ＧＰＵ−Ｓの平均値よりも小さい領域をセカンダリシステム危
険領域の周辺領域と定義することができる。
【００９１】
同様に、プライマリユーザーサービスエリアQ内の小領域qについて（この小領域内のチ
ャンネル減衰が不変であると仮定する）、プライマリシステムのチャンネルモデルに基づ
いて、プライマリ基地局からqまでの伝送経路ゲインＧＰＵ−ｑを算出する。セカンダリ

10

システムのチャンネルモデルに基づいて、セカンダリ基地局からqまでの伝送経路ゲイン
ＧＳＵ−ｑを算出する。Qにおける任意のポイントにおけるSIRは以下の式を利用すること
ができる。
【００９２】
【数２】

【００９３】
式（2）の変形例として、ＧＰＵ−ｑ／ＧＳＵ−ｑを算出してプライマリシステム危険

20

領域を特定することができる。プライマリユーザーサービスエリア内の全ての小領域にお
いて、ＧＰＵ−ｑ／ＧＳＵ−ｑが小さい（例えば所定閾値よりも小さく、当該閾値は実際
の応用において必要に応じて特定することができ、ここではその具体的な値を限定しない
）小領域をプライマリシステム危険領域として選択する。具体的な例示として、ＧＰＵ−
ｑ／ＧＳＵ−ｑの値がＧＰＵ−ｑ／ＧＳＵ−ｑの全体のサービスエリアQにおける平均値

よりも小さい領域は、プライマリシステム危険領域の周辺領域と定義することができる。
【００９４】
図10は、セカンダリシステム危険領域を推定する方法の別の一例示を示した。図11は、
相応的にプライマリシステム危険領域を推定する方法の例示を示した。
30

【００９５】
図10に示されたように、ステップ1050において、プライマリセカンダリユーザーシステ
ムの応用シーンに基づいてプライマリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内のあ
る位置までの瞬間小尺度経路減衰(small

scale

fading)ゲインの分布を選択し、ステッ

プ1052においてセカンダリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内の前記位置まで
の瞬間小尺度経路減衰ゲインの分布を取得する。これら小尺度減衰チャンネルゲインはレ
イリー分布（Rayleigh
icean

distribution)、ガマ分布(Gamma

distribution)、ライス分布(R

distribution)、或いはNakagami分布などに従うかもしれない。異なる位置におい

て、小尺度減衰のモデルが異なるかもしれない。例えば、ある位置は住宅に近く、ある地
方は広いである。また、チャンネルモデルは、ユーザー受信機のアンテナの高低によって
異なる可能性がある。任意の適当の方法を採用して前記瞬間小尺度経路減衰ゲインの分布

40

を取得することができ、ここでは詳しく説明しない。そして、ステップ1054において、こ
れら瞬間経路減衰ゲインの分布に基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定する
。上記と同様に、前記の位置は、セカンダリシステムのカバー範囲内のある領域又はある
ポイントであっても良い。セカンダリシステムのカバー範囲を複数の領域に分割し、ステ
ップ1050、1052と1054における処理により各領域又は各領域内のあるポイントにおけるア
ウテージレートを算出することができる。そして、ステップ1056において、セカンダリシ
ステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてセカンダリシステム
危険領域を特定する。
【００９６】
図11に示されたように、ステップ1150において、プライマリ基地局からプライマリシス
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テムのカバー範囲内のある位置までの瞬間小尺度経路減衰ゲインの分布を取得し、ステッ
プ1152において、セカンダリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内の前記位置ま
での瞬間小尺度経路減衰ゲインの分布を取得する。ステップ1154において、これら瞬間経
路減衰ゲインの分布に基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定する。上記と同
様に、前記の位置は、プライマリシステムの覆盖範囲内のある領域又はあるポイントであ
っても良い。プライマリシステムのカバー範囲を複数の領域に分割し、ステップ1150、11
52と1154における処理に基づいて各領域又は各領域内のあるポイントにおけるアウテージ
レートを算出することができる。そして、ステップ1156において、プライマリシステムの
カバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてプライマリシステム危険領域
を特定することができる。

10

【００９７】
以下に図10と図11の方法に従ってプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危
険領域を推定する具体的な例示を示した。図10と図11の例示において、小尺度減衰ゲイン
の比に基づいてアウテージレートを算出する。この場合に、危険領域は、ユーザーアウテ
ージレート(outage

rate)が相対的に高い領域を意味する。アウテージレートは、ユーザ

ーの通信品質がある最小限閾値（当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定するこ
とができ、ここではその具体的な値を限定しない）よりも小さい確率を示す。プライマリ
基地局からセカンダリユーザーサービスエリアS内のある位置又は小領域sにまでの瞬間経
路減衰ゲインがｇＰＵ−Ｓ、セカンダリユーザー基地局からセカンダリユーザーサービス
エリア内の位置Sまでの短時経路減衰ゲインがｇＳＵ−Ｓであると仮定する。

20

【００９８】
セカンダリユーザーサービスエリア内の任意の位置sにおける小尺度減衰ゲインの比ｇ
ＳＵ−ｓ／ｇＰＵ−ｓを算出する。当該比はランダム変数であって、一定の分布に従うも

のであり、ここでは詳しく説明しない。αがセカンダリシステムユーザーのアウテージレ
ートを示すと仮定し、その値が例えば5%であっても良い。セカンダリユーザーサービスエ
リア内の各領域sについて、小尺度減衰ゲインの比の分布に基づいて所定のアウテージレ
ートの閾値ｒ（ｓ，α）が得られ、即ち小尺度減衰ゲインの比が当該閾値ｒ（ｓ，α）よ
りも小さい確率がαであり、以下の式で示す。
【００９９】
【数３】

30

【０１００】
Pr{x}は、xイベントの確率を表す。セカンダリシステムのカバー範囲内の全ての領域S
の所定のアウテージレートの閾値ｒ（ｓ，α）が算出された後、ｒ（ｓ，α）が一番小さ
い又は相対的に小さい（例えば所定の閾値よりも小さく、当該閾値は実際の応用において
必要に応じて特定することができ、ここではその具体的な値を限定しない）領域をセカン
ダリシステム危険領域として特定する。具体的な例示として、ｒ（ｓ，α）について全体
の領域内に平均値

40

【数４】

を求めた場合に、ｒ（ｓ，α）の値が
【数５】

よりも小さい領域をセカンダリシステム危険領域の周辺領域とすることができる。
【０１０１】
同様に、プライマリシステムについて、ｇＰＵ−ｑとｇＳＵ−ｑがそれぞれプライマリ
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基地局とセカンダリ基地局からプライマリシステムサービスエリア内のある位置又は小領
域qまでの短時経路減衰を示すと仮定する。また、βがプライマリシステムユーザーのア
ウテージレートの値を示すと仮定する。プライマリシステムサービスエリア内の各領域q
について、小尺度減衰ゲインの比ｇＰＵ−ｑ／ｇＳＵ−ｑの分布に基づいて所定のアウテ
ージレートの閾値ｒ（ｑ，β）を取得する。即ち、
【数６】

10
【０１０２】
これにより、全ての領域Qについて所定のアウテージレートの閾値ｒ（ｑ，β）が算出
された後に、ｒ（ｑ，β）が一番小さい又は比較的に小さい（例えば所定の閾値よりも小
さく、当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、ここではその具
体的な値を限定しない）領域をプライマリシステム危険領域とする。具体的な例示として
、ｒ（ｑ，β）値がｒ（ｑ，β）の全体領域Q内における平均値よりも小さい領域をセカ
ンダリシステム危険領域の周辺領域とする。
【０１０３】
図12はセカンダリシステム危険領域を推定する方法の別の一例示を示し、図13は相応的
にプライマリシステム危険領域を推定する方法の例示を示した。

20

【０１０４】
図12に示されたように、ステップ1250において、セカンダリ基地局の発射電力に基づい
てセカンダリシステムのカバー範囲内にプライマリシステムに干渉されたある位置におけ
る瞬間チャンネル容量の分布を算出し、ステップ1252において、前記瞬間チャンネル容量
分布に基づいて前記位置におけるアウテージチャンネル容量を推定する。上記と同様に、
前記の位置は、セカンダリシステムのカバー範囲内にプライマリシステムに干渉されたあ
る領域又はあるポイントであっても良い。セカンダリシステムのカバー範囲を複数の領域
に分割し、ステップ1250と1252における処理により各領域又は各領域内のあるポイントに
おけるアウテージチャンネル容量を算出することができる。そして、ステップ1254におい
て、セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージチャンネル容量に基

30

づいてセカンダリシステム危険領域を特定する。
【０１０５】
図13に示されたように、ステップ1350において、プライマリ基地局の発射電力に基づい
てプライマリシステムのカバー範囲内にセカンダリシステムに干渉されたある位置におけ
る瞬間チャンネル容量の分布を算出する。ステップ1352において、前記瞬間チャンネル容
量分布に基づいて前記位置におけるアウテージチャンネル容量を推定する。上記と同様に
、前記の位置は、プライマリシステムのカバー範囲内にセカンダリシステムに干渉された
ある領域又はあるポイントであっても良い。プライマリシステムのカバー範囲を複数の領
域に分割し、ステップ1350と1352における処理により各領域又は各領域内のあるポイント
におけるアウテージチャンネル容量を算出することができる。そして、ステップ1354にお

40

いて、プライマリシステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージチャンネル容量に
基づいてプライマリシステム危険領域を特定する。
【０１０６】
以下に図12と図13の方法に従ってプライマリシステム危険領域とセカンダリシステム危
険領域を推定する具体的な例示を示した。
【０１０７】
図12と図13の例示において、チャンネル容量に基づいて通信品質を評価する。セカンダ
リシステム端末のセカンダリユーザーサービスエリアS内のある位置又は領域sにおける瞬
間チャンネル容量ＣＳＵ（ｓ）は以下の式により算出することができる。
【０１０８】
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【数７】

【０１０９】
なお、ＢＳＵはセカンダリシステムの周波数帯域幅を示し、σＳＵ２はセカンダリユー
ザー受信機のワイドノイズエネルギーを示す。これらのパラメータは、システム通信の前
にセカンダリユーザー基地局とセカンダリユーザー端末により応用に応じて取得しても良

10

（ＰＵ）

く、又はシステムデフォルト設置であっても良い。Ｐｔ

はプライマリ基地局の発

（ＳＵ）

射電力を示す。Ｐｔ

はセカンダリ基地局の発射電力を示す。これらのパラメータ

は、システムデフォルト設置であっても良い（これらパラメータの具体的な値のチャンネ
ル容量の地理による変化の傾向への影響が大きくない）。ｇＰＵ−Ｓはプライマリ基地局
からセカンダリユーザーサービスエリアs内のある位置又は小領域sまでの瞬間経路減衰ゲ
インを示し、ｇＳＵ−Ｓはセカンダリユーザー基地局からセカンダリユーザーサービスエ
リア内の位置sまでの短時経路減衰ゲインを示す。
【０１１０】
以下の式でプライマリシステム端末のプライマリユーザーサービスエリアQ内のある位
置又は領域qにおける瞬間チャンネル容量ＣＰＵ（ｑ）を算出することができる。
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【０１１１】
【数８】

【０１１２】
ここで、ＢＰＵはプライマリシステム周波数帯域幅であり、σＰＵ２はプライマリユー
ザー受信機のワイドノイズエネルギーである。これらパラメータはシステム通信の前にセ
カンダリユーザー基地局とセカンダリユーザー端末により必要に応じて取得しても良く、
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（ＰＵ）

又はシステムデフォルト設置であっても良い。Ｐｔ

はプライマリ基地局の発射電

（ＳＵ）

力を示す。Ｐｔ

はセカンダリ基地局の発射電力を示す。ｇＰＵ−ｑとｇＳＵ−ｑ

はそれぞれプライマリ基地局とセカンダリ基地局からプライマリシステムサービスエリア
内のある位置又は領域qまでの短時経路減衰を示す。
【０１１３】
小尺度減衰ゲインがランダム変数であるため、プライマリセカンダリシステムの瞬間チ
ャンネル容量もランダム変数である。Ｃ

ＳＵ（ｓ，α）とＣ

ＰＵ（ｑ，β）がそれぞ

れセカンダリシステム、プライマリシステムの位置s、qにおけるアウテージチャンネル容
量(outage

capacity)を示すと仮定する。即ち、
40

【数９】

【０１１４】
Ｃ

ＳＵ（ｓ，α）とＣ

ＰＵ（ｑ，β）が最小又は比較的に小さい（例えば所定閾値

よりも小さく、当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、ここで
はその具体的な値を限定しない）領域をそれぞれセカンダリシステム危険領域とプライマ
リシステム危険領域とすることができる。これらＣ

ＳＵ（ｓ，α）とＣ

ＰＵ（ｑ，β
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ＰＵ（ｑ，β）それぞれのセカンダリユーザーサービ

スエリアSとプライマリユーザーサービスエリアQ内の平均値よりも小さい領域をそれぞれ
セカンダリシステム危険領域とプライマリシステム危険領域の周辺領域とする。
【０１１５】
図14は一実施例による無線伝送リソース管理方法を示した。当該無線伝送リソース管理
方法は前記プライマリシステムとセカンダリシステムを備える無線通信シーンにも適用さ
れる。なお、セカンダリシステムの所望通信品質の情報を利用してリソース割当を行う。
図14に示されたように、当該無線伝送リソース管理方法はステップ1462、1464と1466を含
むことができる。
【０１１６】

10

ステップ1462において、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得する。
当該情報は、セカンダリシステムにおける無線伝送リソース管理デバイスによりセカンダ
リシステムのセカンダリ基地局及び/又はセカンダリユーザーから取得することができる
。又は、これら情報は、予めセカンダリシステムの無線伝送リソース管理デバイスに記憶
され（例えばその中の記憶デバイス（未図示）に記憶され）、使用の必要がある時に取得
することができる。ここでは詳しく説明しない。
【０１１７】
ステップ1464において、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザーがプライマリ
システムにおける伝送リソースを利用して通信行う通信品質を推定する。前に説明された
方法（例えば図8‑13又は式（1）‑（8）を参照して説明された方法）或いは他の任意の適

20

当の方法を採用して通信品質を推定することができ、ここでは重複しない。
【０１１８】
ステップ1464において、推定された通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断
する。具体的な例示として、前記所望通信品質を満たした場合に、伝送リソースをセカン
ダリシステムに割り当てる（ステップ314と類似する）、否定の場合に、伝送リソースを
セカンダリシステムに割り当てない（ステップ316と類似する）。
【０１１９】
図14の方法を採用することにより、伝送リソースの無駄を低減でき、伝送リソースの使
用效率を向上させる。
【０１２０】
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別の具体的な例示として、評価された最適通信品質がちょうどセカンダリシステムの所
望通信品質を満たした場合に、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割り当てる
。評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質よりも大きいと判断され
た場合に、全ての使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割り当てることではなく
、セカンダリシステムに割り当てられた伝送リソースを減少することができる。評価され
た最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信品質よりも大きいと判断された場合に、
使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を満足可能な一部の伝送
リソースのみをセカンダリシステムに割り当てればよい。例えば、セカンダリシステムの
所望の通信品質はSN比が‑5dBであり、且つセカンダリユーザーは15dBmの伝送電力だけで
その応用ニーズを満足可能であれば、セカンダリユーザーに20dBmの伝送電力の伝送リソ

40

ースが与えられ、達成可能な通信品質が15dBよりも大きい場合に、セカンダリシステムに
割り当てられる伝送電力を低減することができ、即ち15dBmの伝送電力周波数スペクトル
が割り当てられれば良い。当該具体的な例示の方法を採用することにより、使用可能な伝
送リソースを一層に節約でき、節約された使用可能伝送リソースを他のセカンダリシステ
ムに割り当てることができる。このように、伝送リソースの使用效率を一層に向上するこ
とができる。
【０１２１】
理解すべきなのは、図14を参照して説明された方法は、前に図1‑13を参照して説明され
た方法と組み合わせて使用することができ（図3に示されたように）、ここでは重複しな
い。
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【０１２２】
以下に幾つかの実施例による無線伝送リソース管理デバイスを説明する。
【０１２３】
図16は本開示の一実施例による無線伝送リソース管理デバイスを模式的に示したブロッ
ク図である。図16に示された無線伝送リソース管理デバイス1600は、一部としてセカンダ
リシステムに関連する周波数スペクトルマネージャ又はセカンダリシステムにおけるセカ
ンダリ基地局などに設置することができる。
【０１２４】
図16に示されたように、当該無線伝送リソース管理デバイスは、情報取得装置1601、危
険領域推定装置1603とリソース割当装置1605を備えることができる。

10

【０１２５】
当該無線伝送リソース管理デバイス1600は、図1に示されたリソース管理方法を実行す
ることができる。具体的に、情報取得装置1601はプライマリシステムリソース情報を取得
することができる。上記のように、プライマリシステムリソース情報は、プライマリシス
テムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含む。又は、上記
のように、プライマリシステムリソース情報は、プライマリシステムのリソース利用に関
する他の情報を含んでも良い。例えば、プライマリシステムにおける主基地局の発射電力
、プライマリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムのチャンネルモデルに関する情報
などを含んでも良い。
【０１２６】

20

プライマリシステムリソース情報は、プライマリシステム的プライマリ基地局から取得
することができる。又は、これら情報は、予めセカンダリシステムの無線伝送リソース管
理デバイス1600に記憶され（例えばその中の記憶デバイス（未図示）に記憶され）、情報
取得装置1601に使用される必要がある時に当該記憶デバイスから読み取ることができる。
ここでは詳しく説明しない。
【０１２７】
情報取得装置1601は、セカンダリシステムリソース情報を取得することもできる。上記
のように、セカンダリシステムリソース情報は、セカンダリシステムのリソース利用に関
する情報を含むことができ、例えば、セカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局の発
射電力、セカンダリシステムのチャンネルモデル及びセカンダリ基地局のカバー範囲と位
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置などに関する情報を含むことができる。
【０１２８】
セカンダリシステムリソース情報は、セカンダリシステムのセカンダリ基地局及び/又
はセカンダリユーザーから取得することができる。又は、これら情報は、予めセカンダリ
システムの無線伝送リソース管理デバイスに記憶され（その中の記憶デバイス（未図示）
に記憶され）、情報取得装置1601に使用される必要がある時に当該記憶デバイスから読み
取ることができる。ここでは詳しく説明しない。
【０１２９】
情報取得装置1601は、取得された情報を危険領域推定装置1603とリソース割当装置105
に提供する。
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【０１３０】
危険領域推定装置1603はプライマリシステムリソース情報とセカンダリシステムリソー
ス情報に基づいてプライマリシステムのカバー範囲に存在可能な危険領域（プライマリシ
ステム危険領域とも呼ばれる）を推定することができる。上記のように、プライマリシス
テム危険領域は、前記プライマリシステムのカバー範囲における通信品質が低い（即ちセ
カンダリシステムの干渉によりSN比が相対的に低い）一つ又は複数の領域、例えば、SN比
が所定の閾値（当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、ここで
はその具体的な値を限定しない）よりも低い領域を含むことができる。
【０１３１】
危険領域推定装置1603は、プライマリシステムリソース情報とセカンダリシステムリソ
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ース情報を利用して、任意の適当の方法を採用してプライマリシステムのカバー範囲にお
ける各領域におけるSN比を推定して前記プライマリシステム危険領域を特定することがで
きる。例えば、前に図11‑13を参照して説明された方法の例示のうちの何れか一つを採用
することができる。ここでは重複しない。
【０１３２】
危険領域推定装置1603は、推定された結果をリソース割当装置1605に提供することがで
きる。リソース割当装置1605は、プライマリシステム危険領域とプライマリ基地局の干渉
防止閾値に基づいてプライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用
可能な使用可能伝送リソースを特定することができる。上記のように、特定された使用可
能伝送リソースは、セカンダリシステムに使用可能な無線伝送リソース（使用可能タイム

10

スロット、使用可能周波数帯域及び/又は最大伝送周波数帯域幅とその上の発射電力など
）を含むことができる。
【０１３３】
リソース割当装置1605は、前記プライマリシステム危険領域と干渉防止閾値に基づいて
使用可能伝送リソースを特定する場合に、セカンダリシステムが使用可能伝送リソースを
利用して通信を行う際にプライマリシステム危険領域にプライマリシステムに対して与え
た干渉がプライマリシステム干渉防止閾値を超えないような基準を従うことができる。具
体的に、リソース割当装置1605は、セカンダリシステムが伝送リソースを利用して通信を
行う際にプライマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与えた干渉を推定し
、干渉の値がプライマリシステムの干渉防止閾値を超えない伝送リソースをセカンダリシ
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ステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定することができる。リソース割当装置16
05は、任意の適当の方法を採用してセカンダリシステムがある伝送リソースを利用して通
信を行う際にプライマリシステムのある領域においてプライマリシステムに与えた干渉を
推定することができ、ここでは詳しく説明しない。
【０１３４】
前記無線伝送リソース管理デバイスにおいて、プライマリシステムのカバー範囲におけ
る危険領域を推定し、当該危険領域を利用してセカンダリシステムに使用可能な使用可能
伝送リソースを特定する。これにより、プライマリシステムの正常の運行を確保する前提
としてセカンダリシステムに割当可能な伝送リソースを有効に特定することができる。
別の一実施例として、無線伝送リソース管理デバイス1600は図2に示された方法を実行す
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ることもできる。例えば、危険領域推定装置1603は、プライマリシステムリソース情報と
セカンダリシステムリソース情報に基づいてセカンダリシステムのカバー範囲における存
在可能な危険領域（セカンダリシステム危険領域とも呼ばれる）を推定することができる
。上記のように、セカンダリシステム危険領域は、前記セカンダリシステムのカバー範囲
における通信品質の低い（即ちプライマリシステムの干渉によりSN比が相対的に低い）一
つ又は複数の領域、例えばSN比が所定閾値（当該閾値は実際の応用において必要に応じて
特定することができ、ここではその具体的な値を限定しない）よりも低い領域を含むこと
ができる。危険領域推定装置1603は、プライマリシステムリソース情報とセカンダリシス
テムリソース情報を利用して、任意の適当の方法を採用してセカンダリシステムのカバー
範囲における各領域におけるSN比を推定して前記セカンダリシステム危険領域を特定する
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ことができる。例えば、前に図8、10、12を参照して説明された方法の例示のうちの何れ
か一つを採用することができる。ここでは重複しない。また、リソース割当装置1605は、
セカンダリシステム危険領域においてセカンダリシステムが前記使用可能伝送リソースを
利用して達成可能な最適通信品質を評価し、評価された結果に基づいてセカンダリシステ
ムに前記使用可能伝送リソースを割り当てることができる。上記と同様に、SN比を通信品
質を反映するパラメータとして採用することができる。また、任意の適当の方法を採用し
てセカンダリシステムがセカンダリシステム危険領域において伝送リソースを利用して通
信を行うSN比を推定することができる。例えば、前に式（1）〜（8）を参照して説明され
た方法の例示を採用する。ここでは重複しない。
【０１３５】
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一例示として、リソース割当装置1605は、推定された最適通信品質が所定の品質閾値（
当該閾値は実際の応用において必要に応じて特定することができ、ここではその具体的な
値を限定しない）に達しているか否かを判断することができる。肯定の場合に、伝送リソ
ースをセカンダリシステムに割り当てる。否定の場合に、伝送リソースをセカンダリシス
テムに割り当てない。
【０１３６】
別の一例示として、リソース割当装置1605は図3に示された方法を採用し、セカンダリ
システムの所望通信品質に基づいてセカンダリユーザーに伝送リソースを割り当てること
もできる。例えば、情報取得装置1601は、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情
報を取得し、情報をリソース割当装置1605に提供することができる。そして、リソース割

10

当装置1605は、評価されたセカンダリシステム危険領域内にセカンダリシステムが前記使
用可能伝送リソースを利用して達成可能な最適通信品質がセカンダリシステムの所望通信
品質を満たすか否かを判断する。具体的な例示として、リソース割当装置1605は、最適通
信品質が所望通信品質を満たしたと判断された場合に、使用可能伝送リソースをセカンダ
リシステムに割り当てる。否定の場合に、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに
割り当てない。これにより、伝送リソースの無駄を低減し、伝送リソースの使用效率を向
上することができる。別の具体的な例示として、リソース割当装置1605は、評価された最
適通信品質がちょうどセカンダリシステムの所望通信品質を満たしたと判断された場合に
、使用可能伝送リソースをセカンダリシステムに割り当てる。評価された最適通信品質が
セカンダリシステムの所望通信品質よりも大きいと判断された場合に、全ての使用可能伝
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送リソースをセカンダリシステムに割り当てることではなく、セカンダリシステムに割り
当てる伝送リソースを減少することができる。これにより、使用可能な伝送リソースを一
層に節約し、節約された使用可能伝送リソースを他のセカンダリシステムに割り当てるこ
とができる。これにより、伝送リソースの使用效率を一層に向上させることができる。
無線伝送リソース管理デバイス1600は、送信装置（未図示）を備えることもできる。当該
送信装置は、プライマリシステムの伝送リソースのうち使用可能伝送リソースがセカンダ
リシステムに割り当てられた後に、割当結果をセカンダリシステムにおけるセカンダリ基
地局やセカンダリユーザーに送信する。又は、当該送信装置は、割当結果をセカンダリ基
地局に送信し、セカンダリ基地局により割当結果を更にセカンダリユーザーに配布しても
良い。これにより、各セカンダリユーザーは、割り当てられた伝送リソースを利用して通
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信を行うことができる。
【０１３７】
図17は、別の一実施例による無線伝送リソース管理デバイス1700を示した。
【０１３８】
図16の実施例と異なる点は、情報取得装置1701、危険領域推定装置1703とリソース割当
装置1705に加え、無線伝送リソース管理デバイス1700は更に情報更新装置1707を備えるこ
とにある。
【０１３９】
情報取得装置1701、危険領域推定装置1703とリソース割当装置1705は、それぞれ情報取
得装置1601、危険領域推定装置1603とリソース割当装置1605と類似の機能を有し、ここで

40

は重複しない。
【０１４０】
無線伝送リソース管理デバイス1700は、図4に示された方法を利用して伝送リソースの
使用を監視することができる。具体的に、情報取得装置1701は、プライマリシステム危険
領域におけるプライマリユーザーの通信状況を監視し且つセカンダリシステム危険領域に
おけるセカンダリユーザーの通信状況を監視することにより取得されたプライマリシステ
ム危険領域における通信品質情報とセカンダリシステム危険領域における通信品質情報を
取得することができる。情報取得装置1701は、前に説明された方法を採用してこれら情報
を取得することができ、ここでは重複しない。情報更新装置1707は、監視の結果に基づい
てプライマリシステムリソース情報及び/又はセカンダリシステムリソース情報を更新す
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ることができる。例えば、その中のチャンネルモデルなどを更新する。これら更新された
情報は、後で再び伝送リソースを割り当てる必要がある時に使用されるように、無線伝送
リソース管理デバイス（如其記憶デバイス中）に記憶することができる。好ましくは、プ
ライマリシステム危険領域の周辺領域におけるプライマリユーザーの通信状況及びセカン
ダリシステム危険領域の周辺領域におけるプライマリユーザーの通信状況を監視すること
もできる。ここでの周辺領域とは、危険領域の周辺に位置する領域（実際の応用に応じて
危険領域の周辺に位置する領域を周辺領域として選択することができ、ここでは限定され
ない）である。情報取得装置1701は、プライマリシステム危険領域の周辺領域におけるプ
ライマリユーザーの通信状況を監視し且つセカンダリシステム危険領域の周辺領域におけ
るセカンダリユーザーの通信状況を監視することにより得られたプライマリシステム危険
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領域の周辺領域における通信品質情報とセカンダリシステム危険領域の周辺領域における
通信品質情報を取得することができる。情報更新装置1707は、これら情報を利用してプラ
イマリシステムリソース情報及び/又はセカンダリシステムリソース情報を更新すること
ができる。推定された危険領域の周辺領域を監視することにより、システムリソース情報
を更新できることに加え、情報更新装置1707は前に推定された危険領域を補正して後のリ
ソース割当処理をより正確で且つ有效にさせることができる。例えば、情報取得装置1701
と情報更新装置1707は、図20に示された危険領域更新方法を実行することができ、ここで
は重複しない。
【０１４１】
前記の実施例において、通信システムにおけるシステム状態の変化に基づいてプライマ
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リシステムリソース情報及び/又はセカンダリシステムリソース情報を更新する。更新さ
れた情報がシステムの実際の状態を反映しているため、後のリソース割当をより正確で且
つ有效にさせることができる。
【０１４２】
好ましくは、図19に示されたように、無線伝送リソース管理デバイス1700は、受信装置
1709、探索装置1711と送信装置1713を備えることもできる。無線伝送リソース管理デバイ
ス1700は、前に図5又は図6を参照して説明された切替処理を実行することができる。一例
示として、プライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質が所定の
通信品質閾値よりも低い場合に、受信装置1709は、プライマリシステムにおけるプライマ
リシステム危険領域内に位置するプライマリユーザーをセカンダリシステムに切り替える
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切替要求を受信することができる。探索装置1711は、カバー範囲が前記プライマリユーザ
ーの位置をカバーするセカンダリ基地局を探索することができる。送信装置1713は、前記
切替要求を探索されたセカンダリ基地局に送信することができる。当該例示において、受
信装置1709と送信装置1713は、図5に示された他の受信と送信処理を実行することもでき
、ここでは重複しない。別の一例示として、セカンダリシステム危険領域におけるセカン
ダリユーザーの通信品質が所定の通信品質閾値よりも低い場合に、受信装置1709はセカン
ダリシステムにおけるセカンダリシステム危険領域内に位置するセカンダリユーザーをプ
ライマリシステムに切り替える切替要求を受信する。探索装置1711はカバー範囲が前記セ
カンダリユーザーの位置をカバーするプライマリ基地局を探索することができる。送信装
置1713は、前記切替要求を探索されたプライマリ基地局に送信することができる。当該例
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示において、受信装置1709と送信装置1713は、図6に示された他の受信と送信処理を実行
することができ、ここでは重複しない。
【０１４３】
理解すべきなのは、リソース管理デバイス1700は、セカンダリシステムの通信基準が互
いに互換性のある応用シーンのみに前記プライマリセカンダリユーザーの切替処理を行い
、ここでは詳しく説明しない。
【０１４４】
別の具体的な実施例として、リソース管理デバイス1700は、セカンダリ基地局のアンテ
ナビーム形状の最適化、選択などを行うアンテナビーム最適化装置1715を備えることもで
きる。アンテナビーム最適化装置1715は、最適化又は選択の結果を（例えば送信装置1713
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を介して）対応のセカンダリシステム基地局に送信することができる。
【０１４５】
一例示として、アンテナビーム最適化装置1700は、プライマリシステム危険領域におけ
るプライマリユーザーの通信状況を監視し且つセカンダリシステム危険領域におけるセカ
ンダリユーザーの通信状況を監視することにより得られたプライマリシステム危険領域内
の通信品質情報とセカンダリシステム危険領域内の通信品質情報に基づいて、セカンダリ
基地局のアンテナビーム形状を最適化するように配置され、ここでは重複しない。
【０１４６】
別の一例示として、情報取得装置1701は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形
状でのプライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質とセカンダリ
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システム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信品質を取得するように配置され、ア
ンテナビーム最適化装置1715は、これら危険領域における通信品質に基づいてセカンダリ
基地局のアンテナビーム形状を選択するように配置される。例えば、アンテナビーム最適
化装置1715は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプライマリシステム危
険領域における通信品質とセカンダリシステム危険領域における通信品質の和及び/又は
積を算出し、最大の和又は積に対応するアンテナビーム形状をセカンダリ基地局のアンテ
ナビーム形状として選択することができる。
【０１４７】
別の一例示として、情報取得装置1701は更に、セカンダリ基地局の異なるアンテナビー
ム形状でのセカンダリシステム危険領域における通信品質を取得するように配置され、ア
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ンテナビーム最適化装置1715は最適通信品質に対応するアンテナビーム形状をセカンダリ
基地局のアンテナビーム形状として選択することができる。
【０１４８】
アンテナビーム最適化装置1715は、前に説明された各方法を採用してセカンダリ基地局
のアンテナビーム形状の最適化、選択などを行うことができ、ここでは重複しない。
前記のように、幾つかの実施例において、複数のセカンダリシステムを備える場合に、こ
れらセカンダリシステムはクラスタリンクして複数のセカンダリシステムクラスタを形成
することができる。クラスタ毎を全体とすることができる。例えば、リソース割当装置16
05又は1705は、プライマリシステムの伝送リソースのうち各セカンダリシステムクラスタ
に使用可能な使用可能伝送リソースを特定することができる。このように、ここでは重複
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しない。
【０１４９】
幾つかの実施例において、セカンダリシステムは、一つのプライマリ周波数スペクトル
マネージャと一つ又は複数のセカンダリ周波数スペクトルマネージャを含む複数の周波数
スペクトルマネージャを設置することができる。前記のように、プライマリ周波数スペク
トルマネージャは、一つ又は複数のセカンダリユーザークラスタを管理し、複数のセカン
ダリ周波数スペクトルマネージャのセカンダリユーザークラスタからの情報を受信するこ
とができる。各セカンダリ周波数スペクトルマネージャは、単一のセカンダリシステムク
ラスタ及びクラスタにおけるセカンダリユーザーを管理することができる。このような応
用シーンにおいて、プライマリ周波数スペクトルマネージャは、前の図1‑7と後の図8‑14

40

を参照して説明される各実施例又は例示における方法を集中的に実行でき、各種の関連処
理結果（例えば伝送リソース割当結果）をセカンダリ周波数スペクトル管理権に送信し、
セカンダリ周波数スペクトルマネージャからの情報（例えばセカンダリシステムのシステ
ムリソース情報及び/又はセカンダリシステム危険領域に対するセカンダリシステムの測
定結果など）を受信することができる。言い換えれば、前記のリソース管理デバイス1600
又は1700は、プライマリ周波数スペクトルマネージャ側に設置されてプライマリ周波数ス
ペクトルマネジャーの一部とすることができる。各セカンダリ周波数スペクトルマネージ
ャが分布的な管理方法を採用して前の図1‑5と後の図8‑14を参照して説明された各実施例
又は例示における方法を実行する場合に、前記リソース管理デバイス1600又は1700は、セ
カンダリ周波数スペクトルマネージャ毎に設置されて各セカンダリ周波数スペクトルマネ
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ージャの一部とすることができる。
【０１５０】
好ましくは、リソース管理デバイス1600又は1700は、更にクラスタリング装置（未図示
）を備えることもできる。当該クラスタリング装置は、システム情報の変化に基づいて、
複数のセカンダリシステムに対して再びクラスタリングして新たなセカンダリシステムク
ラスタを形成する。このように、新たなセカンダリシステムクラスタを単位として伝送リ
ソースの割当を行い、伝送リソースをより効率的に利用することができる。
図18は、別の一実施例による無線伝送リソース管理デバイスを示した。当該無線伝送管理
デバイス1800は、前に図14を参照して説明された無線伝送リソース管理方法を実行するこ
とができる。当該無線伝送管理デバイス1800は、情報取得装置1801とリソース割当装置18

10

05を備えることができる。
【０１５１】
情報取得装置1801は、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得すること
ができる。上記のように、当該情報は、セカンダリシステムのセカンダリ基地局及び/又
はセカンダリユーザーから取得することができる。又は、これら情報は、予めセカンダリ
システムの無線伝送リソース管理デバイスに記憶され（例えばその中の記憶デバイス（未
図示）に記憶され）、使用の必要がある時に取得することができ、ここでは詳しく説明し
ない。
【０１５２】
リソース割当装置1805は、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザーがプライマ
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リシステムにおける伝送リソースを利用して通信を行う通信品質を推定することができる
。前に説明された方法（例えば図8‑13又は式（1)〜(8)を参照して説明された方法）や他
の任意の適当の方法を採用して通信品質を推定することができ、ここでは重複しない。リ
ソース割当装置1805は、推定された通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断す
ることもできる。具体的な例示として、前記所望通信品質を満たしたと判断された場合に
、リソース割当装置1805は、伝送リソースをセカンダリシステムに割当、否定の場合に、
リソース割当装置1805は伝送リソースをセカンダリシステムに割当てない。これにより、
伝送リソースの無駄を減少でき、伝送リソースの使用效率を向上させることができる。別
の具体的な例示として、リソース割当装置1805は、評価された最適通信品質がちょうどセ
カンダリシステムの所望通信品質を満たしたと判断された場合に、使用可能伝送リソース
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をセカンダリシステムに割当て、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの所望通
信品質よりも大きいと判断された場合に、全ての使用可能伝送リソースをセカンダリシス
テムに割当てることではなく、セカンダリシステムに割当てられる伝送リソースを減少す
ることができる。当該具体的な例示を採用したデバイスは、使用可能な伝送リソースを一
層に節約でき、節約された使用可能伝送リソースを他のセカンダリシステムに割当てるこ
とができる。これにより、伝送リソースの使用效率を一層に向上させることができる。
好ましくは、情報取得装置1801とリソース割当装置1805は、それぞれ情報取得装置1601と
リソース割当装置1605と類似の機能を有し、ここでは重複しない。
【０１５３】
好ましくは、リソース管理デバイス1800は、リソース管理デバイス1600又は1700に含ま
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れる他の装置を備えることもでき、ここでは重複しない。
【０１５４】
図21は、通信システムにおけるシステムノード（例えばSUやPUやSBSやPBS）が危険領域
を監視する方法の一例示を示した。図21に示されたように、ステップ2102において、シス
テムノードは、自身の位置情報を関連の周波数スペクトルマネージャ（プライマリ周波数
スペクトルマネージャ又は当該ノードの位置するクラスタのセカンダリ周波数スペクトル
マネージャ）に送信する。そして、ステップ2104において、周波数スペクトルマネージャ
からの情報を受信する。当該情報は、当該システムノードが危険領域に位置しているか否
かを指示する（或いは危険領域の周辺領域に位置しているか否か）。ステップ2106におい
て、システムノードは、受信された情報に基づいて自身が危険領域（又はその周辺領域）
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に位置しているか否かを判断し、肯定の場合に、通信を行う際に通信状況に関する情報を
採集する（ステップ2108）。ここでの通信状況に関する情報は、ユーザー信号強度、ユー
ザー周波数スペクトル利用情報、ユーザー信号エネルギー変化統計情報などのうちの一つ
又は複数を含むことができる。システムノードは、採集された情報を周波数スペクトルマ
ネージャにフィードバックすることができる。周波数スペクトルマネージャは、上記のよ
うにこれら情報を利用してシステムリソース情報及び/又は危険領域を更新することがで
きる。
【０１５５】
図22は、当該例示による通信デバイスを提供した。当該通信デバイス2200は、図21に示
された方法を実行することができる。図22に示されたように、通信デバイス2200は、受信

10

装置2201、送信装置2203、処理装置2205と採集装置2207を備えることができる。送信装置
2203は、通信デバイスの位置情報を関連の周波数スペクトルマネージャ（プライマリ周波
数スペクトルマネージャ又は当該ノードの位置するクラスタのセカンダリ周波数スペクト
ルマネージャ）に送信することができる。受信装置2201は、周波数スペクトルマネージャ
からの情報を受信することができる。当該情報は、当該システムノードが危険領域に位置
しているか否か（危険領域の周辺領域に位置しているか否か）を指示する。処理装置2205
は、受信された情報に基づいて通信デバイスが危険領域（或いはその周辺領域）にあるか
否かを判断することができる。肯定の場合に、採集装置2207を通信状況に関する情報を採
集するように指示する。採集装置2207は、送信装置により周波数スペクトルマネージャに
フィードバックされるように、採集された情報を送信装置2203に送信することができる。
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通信デバイス2200は、一部としてプライマリユーザーデバイス、セカンダリユーザーデバ
イス、プライマリ基地局又はセカンダリ基地局に設置されることができる。
【０１５６】
また、理解すべきなのは、前記の実施例や例示におけるリソース管理方法とデバイスは
例示的なものである。実際の応用において、これらリソース管理方法とデバイスは、以上
に省略されたステップ、要素又は部材を備えることができる。
【０１５７】
本開示の幾つかの実施例によれば、前記リソース管理デバイスを備えた無線電通信シス
テムを提供した。前記リソース管理デバイスは、周波数スペクトルマネージャ又はセカン
ダリ基地局に設置されても良く、セカンダリ基地局又は周波数スペクトルマネージャの一
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部として設置されても良い。
【０１５８】
理解すべきなのは、上記実施例と例示は例示的であって、取り尽くし的ではなく、本開
示は具体的実施例或いは例示に限定されると見なすべきではない。また、上記実施例と例
示において、数字符号で方法のステップ又はデバイスのモジュールを示した。当業者が理
解すべきことは、これらの数字符号はこれらのステップ又はモジュールに対して文字方面
の区別を行うためであり、その順又はいかなる他の限定を示すものではない。
【０１５９】
一つの例示として、上記方法の各ステップ及び上記デバイスの構成モジュールおよび／
またはデバイスはソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれらの組合せの
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ように実施されてもよい。上記デバイスにおける各構成モジュール、ユニットとサブユニ
ットは、ソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組合せの方式により配置してもよい
。配置に使用する具体的手段または方式は、当業者によく知られて、ここで重複しない。
【０１６０】
本開示は、また機器読み取り可能な指令コードが記憶されたプログラム製品を提出する
。上記指令コードが機器に読み取られ実行される場合に、上記の本開示の実施例に基づく
リソース管理方法を実行できる。
【０１６１】
対応するように、上記の機器読み取り可能な指令コードが記憶されたプログラム製品が
ロードされた記憶媒体も本開示の開示に含まれる。上記記憶媒体はフロッピー（登録商標
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）ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、メモリカード、メモリスティックを含むがこ
れに限定されない。
【０１６２】
以上で、本開示の具体的実施例の記述において、一種の実施形態に対して記述及び／又
は示した特徴は、同じ又は類似する方式で一つ又は複数の他の実施形態に使用され、他の
実施形態における特徴と組合せ、又は他の実施形態における特徴を取り替えることが可能
である。
【０１６３】
強調すべきことは、用語「含まれる/含む」を本文で使用する際は、特徴、要素、ステ
ップ或いはモジュールの存在を指し、一つ或いは複数の他の特徴、要素、ステップ或いは
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モジュールの存在或いは付加を排除しない。
【０１６４】
また、本開示の方法は、明細書で記述した時間順序で実行されることに限定されず、他
の時間順序で、並行或いは独立に実行されてもよい。例えば前に記載されたステップ１０
２と１０４の順序（或いはステップ２０２と２０４の順序）は互いに交換することができ
る。よって、本明細書で記述の方法の実行順序は本開示の技術範囲を限定しない。
【０１６５】
以上で、本開示の具体的実施例の記述によって本開示を説明したが、理解すべきことは
、当業者は、請求項の精神と範囲内で本開示に対する各種の修正、改善、或いは均等物を
設計できる。これらの修正、改善、或いは均等物も本開示の保護範囲に含まれると見なす
べきである。

【図１】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月6日(2015.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
プライマリ通信システムの前記プライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得し
、
セカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、
干渉レベルを前記プライマリ通信システムの前記干渉許容よりも低くさせる前記セカン
ダリシステムの使用可能リソースを特定し、
前記使用可能リソースを使用している場合に前記セカンダリシステムの推定された通信
品質と前記所望の通信品質の比較に基づいて、前記通信システムにリソースを割り当てる
ように配置される回路を備える周波数スペクトル管理システム。
【請求項２】
前記セカンダリシステムの前記推定された通信品質が前記所望の通信品質よりも高い場
合に、前記回路は前記セカンダリシステムに前記使用可能リソースのサブセットを割り当
てる請求項1に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項３】
前記使用可能リソースの前記セカンダリシステムに割当てられた前記サブセットが前記
所望の通信品質を満たす請求項2に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項４】
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前記推定された通信品質が前記所望の通信品質よりも低い場合に、前記回路は前記セカ
ンダリシステムにリソースを割当てない請求項1に記載の周波数スペクトル管理システム
。
【請求項５】
前記回路は、更に、前記推定された通信品質が前記所望の通信品質よりも低い指示を提
供するように配置される請求項1に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項６】
前記指示は、前記セカンダリシステムを再配置するように再配置指令を含む請求項5に
記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項７】
前記再配置指令は、前記セカンダリシステムのアンテナビームモードを再配置する指令
を含む請求項6に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項８】
前記再配置指令は、前記セカンダリシステムのセカンダリシステムの再クラスタリング
を指令するための指令を含み、
前記回路は、セカンダリシステムのクラスタのそれぞれにリソースを割当てる請求項6
に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項９】
前記干渉レベルは、プライマリ通信システムの危険領域に特定され、前記回路は、更に
、前記プライマリ通信システムの推定されたSN比（SNR）に基づいて前記プライマリ通信
システムの前記危険領域を識別するように配置される請求項1に記載の周波数スペクトル
管理システム。
【請求項１０】
前記危険領域は、前記プライマリ通信システムの前記推定されたSNRが所定の閾値より
も低い領域として識別される請求項9に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項１１】
前記推定されたSNRは、チャンネルモデルと前記プライマリ通信システムと前記セカン
ダリシステムの発射電力とに基づく請求項9に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項１２】
前記危険領域における前記干渉レベルが所定の閾値よりも低い場合に、前記回路は、前
記セカンダリシステムにリソースを割当てる請求項9に記載の周波数スペクトル管理シス
テム。
【請求項１３】
前記回路は、前記プライマリ通信システムの前記危険領域の面積を監視するとともに、
前記危険領域を対応的に更新する請求項9に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項１４】
前記プライマリ通信システムは、テレビ周波数帯域システムであり、前記セカンダリシ
ステムは、テレビ周波数帯域の使用が許可されないシステムである請求項1に記載の周波
数スペクトル管理システム。
【請求項１５】
前記使用可能リソースは、使用可能タイムスロット、使用可能周波数帯域、最大送信帯
域幅及び最大送信電力のうちの少なくとも一つを含む請求項1に記載の周波数スペクトル
管理システム。
【請求項１６】
前記回路は、更に、前記プライマリ通信システムの通信品質が前記危険領域における所
定の閾値よりも降下されたと特定された場合に、前記プライマリ通信システムのユーザー
が前記セカンダリシステムに切替されるように配置される請求項13に記載の周波数スペク
トル管理システム。
【請求項１７】
前記回路は、更に、前記セカンダリシステムのその危険領域における通信品質が所定の
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閾値よりも降下された場合に、前記セカンダリシステムのユーザーが前記プライマリ通信
システムに切替されるように配置される請求項16に記載の周波数スペクトル管理システム
。
【請求項１８】
前記回路は、更に、別のセカンダリシステムの情報を取得するように配置され、
前記情報は、前記別のセカンダリシステムの干渉許容を含み、前記別のセカンダリシス
テムの危険領域における干渉レベルが前記別のセカンダリシステムの前記干渉許容よりも
低い請求項1に記載の周波数スペクトル管理システム。
【請求項１９】
回路によりプライマリ通信システムの前記プライマリ通信システムの干渉許容を含む情
報を取得し、
前記回路によりセカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、
前記回路により、干渉レベルを前記プライマリ通信システムの前記干渉許容よりも低く
させる前記セカンダリシステムの使用可能リソースを特定し、
前記回路により、前記使用可能リソースが使用されている場合に前記セカンダリシステ
ムの推定された通信品質と前記所望の通信品質の比較に基づいて、前記通信システムにリ
ソースを割当てることを含む周波数スペクトル管理方法。
【請求項２０】
コンピュータ読取可能な指令がプログラミングされ、前記コンピュータ読取可能な指令
がコンピュータにより実行される際に前記コンピュータに、
プライマリ通信システムの前記プライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得し
、
セカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、
干渉レベルを前記プライマリ通信システムの前記干渉許容よりも低くさせる前記セカン
ダリシステムの使用可能リソースを特定し、
前記使用可能リソースが使用されている場合に前記セカンダリシステムの推定された通
信品質と前記所望の通信品質の比較に基づいて前記通信システムにリソースを割当てるこ
とを含む方法を、実行させる非揮発コンピュータ読取可能媒体。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
本開示の例示的な実施例は無線伝送リソース管理デバイス及び方法を提供した。提供さ
れた無線伝送リソース管理デバイス及び方法は、プライマリシステムとセカンダリシステ
ムが混在の無線通信応用シーンにおいてセカンダリシステムに伝送リソースを効率的に配
分することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
本開示の例示的な方面による周波数スペクトル管理システムは、プライマリ通信システ
ムのプライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得する回路を備える。当該回路は
更に、セカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、干渉レベルをプライマリ通信シス
テムの干渉許容よりも低くさせるセカンダリシステムの使用可能リソースを特定する。そ
して、当該回路は、使用可能リソースを使用している場合にセカンダリシステムの推定さ
れた通信品質と所望の通信品質の比較に基づいて通信システムにリソースを割り当てる。
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本開示の別の例示的な方面による周波数スペクトル管理方法は、回路によりプライマリ
通信システムのプライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得することを含む。当
該方法は更に、回路によりセカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、回路により、
干渉レベルをプライマリ通信システムの干渉許容よりも低くさせるセカンダリシステムの
使用可能リソースを特定することを含む。そして、当該方法は、回路により、使用可能リ
ソースが使用されている場合にセカンダリシステムの推定された通信品質と所望の通信品
質の比較に基づいて、通信システムにリソースを割当てる。
本開示の別の例示的な方面によれば、コンピュータ読取可能な指令がプログラミングさ
れる非揮発コンピュータ読取可能媒体である。当該コンピュータ読取可能な指令がコンピ
ュータにより実行される際にコンピュータに以下の方法を実行させる。当該方法は、プラ
イマリ通信システムのプライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得することを含
む。当該方法は更に、セカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、干渉レベルをプラ
イマリ通信システムの干渉許容よりも低くさせるセカンダリシステムの使用可能リソース
を特定することを含む。そして、当該方法は、使用可能リソースが使用されている場合に
セカンダリシステムの推定された通信品質と所望の通信品質の比較に基づいて通信システ
ムにリソースを割当てる。
本開示の別の例示的な方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線
通信シーンを含む無線伝送リソース管理デバイスを提供した。当該デバイスは、プライマ
リシステムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含むプライ
マリシステムリソース情報とセカンダリシステムリソース情報を取得するように配置され
た情報取得装置と、前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシステムリソ
ース情報に基づいて、前記プライマリシステムのカバー範囲におけるセカンダリシステム
の干渉によりSN比が低い領域を含むプライマリシステム危険領域を推定するように配置さ
れた危険領域推定装置と、前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基づい
てプライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝
送リソースを特定するように配置されたリソース割当装置とを備えることができる。具体
的な実施例として、前記プライマリシステムリソース情報は、プライマリシステムにおけ
るプライマリ基地局の発射電力、プライマリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムの
チャンネルモデルに関する情報を更に含んでも良い。前記セカンダリシステムリソース情
報は、セカンダリシステムにおけるセカンダリ基地局の発射電力、セカンダリシステムの
チャンネルモデル及びセカンダリ基地局のカバー範囲と位置に関する情報を更に含んでも
良い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
本開示の別の例示的な方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線
通信シーンを含む別の無線伝送リソース管理デバイスを提供した。当該デバイスは、セカ
ンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得するように配置された情報取得装置と
、セカンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライマリシステムの伝送リソースをセ
カンダリシステムに割当てるように配置されたリソース割当装置とを備えることができる
。好ましくは、前記リソース割当装置は、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザ
ー利用プライマリシステムにおける伝送リソースの通信品質を推定し、推定された通信品
質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果によりプライマリシステムに
おける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てるように配置される。好ましくは
、前記推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合には、前記リソース割当装
置は、プライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てるよ
うに配置される。好ましくは、推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高いと判断
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された場合に、リソース割当装置は、全ての使用可能伝送リソースをセカンダリシステム
に割当てることではなく、セカンダリシステムに割当てられる伝送リソースを低減し又は
セカンダリシステムの前記伝送リソースにおける発射電力を低減することができる。なお
、前記リソース割当装置は、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信
品質を満足可能な一部の伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる。好ましくは
、推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割当装置は、
前記伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てないように配置される。好ましくは
、前記リソース割当装置は、前記セカンダリシステムに前記セカンダリシステムに対して
再配置を行う情報を含む指示を出すように配置される。好ましくは、前記の無線伝送リソ
ース管理デバイスは、更に伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信す
るように配置される送信装置を備える。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
本開示の別の例示的な方面によれば、前記無線伝送リソース管理デバイスに所望通信品
質に関する情報を提供し、前記の無線伝送リソース管理デバイスから伝送リソース割当に
関する情報を受信するためのセカンダリシステムデバイスを提供した。なお、前記の伝送
リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバイスがプライマリシス
テムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質を満たすか否かによっ
て特定された。好ましくは、推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、
前記伝送リソース割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられた
プライマリシステムの伝送リソースを含む。なお、推定された通信盾量が前記所望通信品
質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシステ
ムの伝送リソースは、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムデバイスの所望通
信品質を満足可能な一部の伝送リソースである。好ましくは、推定された通信品質が前記
所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割当に関する情報は、前記セカンダリ
システムデバイスに対する前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を
含む指示を含む。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
本開示の別の例示的な方面によれば、セカンダリシステムデバイスの管理方法を開示し
た。当該管理方法は、前記無線伝送リソース管理デバイスに所望通信品質に関する情報を
提供し、前記の無線伝送リソース管理デバイスから伝送リソース割当に関する情報を受信
することを含む。なお、前記の伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリ
システムデバイスがプライマリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記
所望通信品質を満たすか否かによって特定された。好ましくは、推定された通信品質が前
記所望通信品質を満たした場合に、前記伝送リソース割当に関する情報は、前記セカンダ
リシステムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースを含む。なお、推
定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリシステムデバイ
スに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リソースのうちセ
カンダリシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソースである。好ま
しくは、推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソース割
当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する前記セカンダリシステムデ
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バイスに対して再配置を行う情報を含む指示を含む。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
本開示の別の例示的な方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線
通信シーンを含む無線伝送リソース管理方法を提供した。当該方法は、プライマリシステ
ムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映する干渉防止閾値の情報を含むプライマリシス
テムリソース情報を取得してセカンダリシステムリソース情報を取得し、前記プライマリ
システムリソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて前記プライマリ
システムのカバー範囲におけるセカンダリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むプ
ライマリシステム危険領域を推定し、前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾
値に基づいてプライマリシステムの伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な
使用可能伝送リソースを特定することを含むことができる。具体的な実施例として、前記
プライマリシステムリソース情報は、プライマリシステムにおけるプライマリ基地局の発
射電力、プライマリ基地局のカバー範囲、プライマリシステムのチャンネルモデルに関す
る情報を更に含むことができる。前記セカンダリシステムリソース情報は、セカンダリシ
ステムにおけるセカンダリ基地局の発射電力、セカンダリシステムのチャンネルモデル、
及びセカンダリ基地局のカバー範囲と位置に関する情報を更に含むことができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
本開示の別の例示的な方面によれば、プライマリシステムとセカンダリシステムの無線
通信シーンを含む無線伝送リソース管理方法を提供した。当該方法は、セカンダリシステ
ムの所望通信品質に関する情報を取得し、セカンダリシステムの所望通信品質に基づいて
プライマリシステムの伝送リソースをセカンダリシステムに割当てることを含むことがで
きる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
本開示の別の例示的な方面によれば、前記無線伝送リソース管理デバイスを備える通信
システムを提供した。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
前記の無線伝送リソース管理方法において、プライマリシステムのカバー範囲における
危険領域を推定し、当該危険領域を利用してセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝
送リソースを特定する。これにより、プライマリシステムの正常の運行を確保できる前提
下でセカンダリシステムに割当可能な伝送リソースを効率的に特定することができる。
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以上の方法はプライマリシステムの危険領域に基づいてセカンダリシステムにリソース
を割り当てることを説明したが、当業者であればわかるように、本開示の範囲を超えない
場合に、上記の方法を使用して別のセカンダリシステムの危険領域に基づいてセカンダリ
システムにリソースを割り当てることも可能である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６５】
以上で、本開示の具体的実施例の記述によって本開示を説明したが、理解すべきことは
、当業者は、請求項の精神と範囲内で本開示に対する各種の修正、改善、或いは均等物を
設計できる。これらの修正、改善、或いは均等物も本開示の保護範囲に含まれると見なす
べきである。
以下のように、他の配置を備える実施例も可能である。
（１）．プライマリ通信システムの前記プライマリ通信システムの干渉許容を含む情報
を取得し、セカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、干渉レベルを前記プライマリ
通信システムの前記干渉許容よりも低くさせる前記セカンダリシステムの使用可能リソー
スを特定し、前記使用可能リソースを使用している場合に前記セカンダリシステムの推定
された通信品質と前記所望の通信品質の比較に基づいて前記通信システムにリソースを割
り当てるように配置される回路を備える周波数スペクトル管理システム。
（２）．前記セカンダリシステムの前記推定された通信品質が前記所望の通信品質より
も高い場合に、前記回路は前記セカンダリシステムに前記使用可能リソースのサブセット
を割り当てる（１）に記載の周波数スペクトル管理システム。
（３）．前記使用可能リソースの前記セカンダリシステムに割当てられた前記サブセッ
トが前記所望の通信品質を満たす（２）に記載の周波数スペクトル管理システム。
（４）．前記推定された通信品質が前記所望の通信品質よりも低い場合に、前記回路は
前記セカンダリシステムにリソースを割当てない（１）〜（３）の何れか一つに記載の周
波数スペクトル管理システム。
（５）．前記回路は、更に、前記推定された通信品質が前記所望の通信品質よりも低い
指示を提供するように配置される（１）〜（４）の何れか一つに記載の周波数スペクトル
管理システム。
（６）．前記指示は、前記セカンダリシステムを再配置するように再配置指令を含む（
５）に記載の周波数スペクトル管理システム。
（７）．前記再配置指令は、前記セカンダリシステムのアンテナビームモードを再配置
する指令ことを含む（６）に記載の周波数スペクトル管理システム。
（８）．前記再配置指令は、前記セカンダリシステムのセカンダリシステムの再クラス
タリングを指令するための指令を含み、前記回路は、セカンダリシステムのクラスタのそ
れぞれにリソースを割当てる（６）〜（７）の何れか一つに記載の周波数スペクトル管理
システム。
（９）．前記干渉レベルは、プライマリ通信システムの危険領域に特定され、前記回路
は、更に、前記プライマリ通信システムの推定されたSN比（SNR）に基づいて前記プライ
マリ通信システムの前記危険領域を識別するように配置される（１）〜（８）の何れか一
つに記載の周波数スペクトル管理システム。
（１０）．前記危険領域は、前記プライマリ通信システムの前記推定されたSNRが所定
の閾値よりも低い領域として識別される（９）に記載の周波数スペクトル管理システム。
（１１）．前記推定されたSNRは、チャンネルモデル及び前記プライマリ通信システム
と前記セカンダリシステムの発射電力とに基づく（９）〜（１０）の何れか一つに記載の
周波数スペクトル管理システム。
（１２）．前記危険領域における前記干渉レベルが所定の閾値よりも低い場合に、前記
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回路は、前記セカンダリシステムにリソースを割当てる（９）〜（１１）の何れか一つに
記載の周波数スペクトル管理システム。
（１３）．前記回路は、前記プライマリ通信システムの前記危険領域の面積を監視する
とともに、前記危険領域を対応的に更新する（９）〜（１２）の何れか一つに記載の周波
数スペクトル管理システム。
（１４）．前記プライマリ通信システムは、テレビ周波数帯域システムであり、前記セ
カンダリシステムは、テレビ周波数帯域の使用が許可されないシステムである（１）〜（
１3）の何れか一つに記載の周波数スペクトル管理システム。
（１５）．前記使用可能リソースは、使用可能タイムスロット、使用可能周波数帯域、
最大送信帯域幅及び最大送信電力のうちの少なくとも一つを含む（１）〜（１４）の何れ
か一つに記載の周波数スペクトル管理システム。
（１６）．前記回路は、更に、前記プライマリ通信システムの通信品質が前記危険領域
における所定の閾値よりもに降下されたと特定された場合に、前記プライマリ通信システ
ムのユーザーが前記セカンダリシステムに切替されるように配置される（１３）に記載の
周波数スペクトル管理システム。
（１７）．前記回路は、更に、前記セカンダリシステムのその危険領域における通信品
質が所定の閾値よりも降下された場合に、前記セカンダリシステムのユーザーが前記プラ
イマリ通信システムに切替されるように配置される（１６）に記載の周波数スペクトル管
理システム。
（１８）．前記回路は更に別のセカンダリシステムの情報を取得するように配置され、
前記情報は、前記別のセカンダリシステムの干渉許容を含み、前記別のセカンダリシステ
ムの危険領域における干渉レベルが前記別のセカンダリシステムの前記干渉許容よりも低
い（１）〜（１７）の何れか一つに記載の周波数スペクトル管理システム。
（１９）．回路によりプライマリ通信システムの前記プライマリ通信システムの干渉許
容を含む情報を取得し、前記回路によりセカンダリシステムの所望の通信品質を取得し、
前記回路により、干渉レベルを前記プライマリ通信システムの前記干渉許容よりも低くさ
せる前記セカンダリシステムの使用可能リソースを特定し、前記回路により、前記使用可
能リソースが使用されている場合に前記セカンダリシステムの推定された通信品質と前記
所望の通信品質の比較に基づいて、前記通信システムにリソースを割当てることを含む周
波数スペクトル管理方法。
（２０）．コンピュータ読取可能な指令がプログラミングされ、前記コンピュータ読取
可能な指令がコンピュータにより実行される際に前記コンピュータに、プライマリ通信シ
ステムの前記プライマリ通信システムの干渉許容を含む情報を取得し、セカンダリシステ
ムの所望の通信品質を取得し、干渉レベルを前記プライマリ通信システムの前記干渉許容
よりも低くさせる前記セカンダリシステムの使用可能リソースを特定し、前記使用可能リ
ソースが使用されている場合に前記セカンダリシステムの推定された通信品質と前記所望
の通信品質の比較に基づいて前記通信システムにリソースを割当てることを含む方法を実
行させる非揮発コンピュータ読取可能媒体。
（２１）．プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送
リソース管理デバイスであって、プライマリシステムの許容可能な最大干渉電力レベルを
反映する干渉防止閾値の情報を含むプライマリシステムリソース情報とセカンダリシステ
ムリソース情報を取得するように配置される情報取得装置と、前記プライマリシステムリ
ソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて、前記プライマリシステム
のカバー範囲における前記セカンダリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むプライ
マリシステム危険領域を推定するように配置される危険領域推定装置と、前記プライマリ
システム危険領域と前記干渉防止閾値に基づいて、プライマリシステムの伝送リソースの
うちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定するように配置される
リソース割当装置と、を備える無線伝送リソース管理デバイス。
（２２）．前記リソース割当装置は、更に、セカンダリシステムが伝送リソースを利用
して通信を行う場合にプライマリシステム危険領域においてプライマリシステムに与えた
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干渉を推定し、干渉の値がプライマリシステムの干渉防止閾値を超えない伝送リソースを
セカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースとして特定するように配置される
（２１）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（２３）．前記情報取得装置は、更に、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情
報を取得するように配置され、前記危険領域推定装置は、更に、前記プライマリシステム
リソース情報と前記セカンダリシステムリソース情報に基づいて、前記セカンダリシステ
ムのカバー範囲における前記プライマリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むセカ
ンダリシステム危険領域を推定するように配置され、前記リソース割当装置は、前記セカ
ンダリシステム危険領域においてセカンダリシステムが前記使用可能伝送リソースを利用
して達成可能な最適通信品質を評価し、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの
所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果によりプライマリシステムにおける伝
送リソースを前記セカンダリシステムに割り当てるように配置される(１１)又は（２２）
に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（２４）．前記リソース割当装置は、更に、評価された最適通信品質がセカンダリシス
テムの所望通信品質よりも大きいか否かを判断し、肯定の場合にセカンダリシステムに割
当てられる伝送リソースを減少するように配置される（２３）に記載の無線伝送リソース
管理デバイス。
（２５）．前記リソース割当装置は、評価された最適通信品質がセカンダリシステムの
所望通信品質を満たすことができないと判断した場合に、セカンダリシステムに対して再
配置を行う(２３)又は（２４）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（２６）．前記情報取得デバイスは、更に、プライマリシステム危険領域及びセカンダ
リシステム危険領域を監視して得られたプライマリシステム危険領域におけるプライマリ
ユーザーの通信品質及びセカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信
品質を取得するように配置され、前記デバイスは、更に、前記監視の結果により前記プラ
イマリシステムリソース情報及び/又は前記セカンダリシステムリソース情報を更新する
ように配置される情報更新デバイスを備える（２３）〜（２５）の何れか一つに記載の無
線伝送リソース管理デバイス。
（２７）．前記情報取得デバイスは、更に、プライマリシステム危険領域の周辺領域と
セカンダリシステム危険領域の周辺領域を監視して得られたプライマリシステム危険領域
の周辺領域におけるプライマリユーザーの通信品質及びセカンダリシステム危険領域の周
辺領域におけるセカンダリユーザーの通信品質を取得するように配置される（２６）に記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
（２８）．プライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質が所定
の通信品質閾値よりも低い場合に、プライマリシステムにおけるプライマリシステム危険
領域に位置するプライマリユーザーをセカンダリシステムに切り替える切替要求を受信す
るように配置される受信装置と、カバー範囲が前記プライマリユーザーの位置をカバーす
るセカンダリ基地局を探索するように配置される探索装置と、前記切替要求を探索された
セカンダリ基地局に送信するように配置される送信装置と、を更に備える(２６)又は（２
７）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（２９）．セカンダリシステム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信品質が所定
の通信品質閾値よりも低い場合に、セカンダリシステムにおけるセカンダリシステム危険
領域に位置するセカンダリユーザーをプライマリシステムに切り替える切替要求を受信す
るように配置される受信装置と、カバー範囲が前記セカンダリユーザーの位置をカバーす
るプライマリ基地局を探索するように配置される探索装置と、前記切替要求を探索された
プライマリ基地局に送信するように配置される送信装置と、を更に備える（２６）〜（２
８）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３０）．前記監視の結果によりセカンダリ基地局のアンテナビーム形状を最適化する
ように配置されるアンテナビーム最適化装置を更に備える（２６）〜（２９）の何れか一
つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３１）．前記情報取得装置は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビーム形状でのプ
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ライマリシステム危険領域におけるプライマリユーザーの通信品質及びセカンダリシステ
ム危険領域におけるセカンダリユーザーの通信品質を取得するように配置され、前記デバ
イスは、更に、この２つの危険領域における通信品質に基づいてセカンダリ基地局のアン
テナビーム形状を選択するように配置されるアンテナビーム最適化装置を備える（２３）
〜（２５）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３２）．前記アンテナビーム最適化装置は、セカンダリ基地局の異なるアンテナビー
ム形状でのプライマリシステム危険領域における通信品質とセカンダリシステム危険領域
における通信品質の和及び/又は積を算出し、最大の和の値又は積の値に対応するアンテ
ナビーム形状を、セカンダリ基地局のアンテナビーム形状として選択することにより、セ
カンダリ基地局のアンテナビーム形状を選択するように配置される（３１）に記載の無線
伝送リソース管理デバイス。
（３３）．前記危険領域推定装置は、プライマリシステムのチャンネルモデルに基づい
てプライマリ基地局からセカンダリシステムのカバー範囲内のある位置までの伝送経路ゲ
インを算出し、セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づいてセカンダリ基地局から
前記位置までの伝送経路ゲインを算出し、この２つの伝送経路ゲインに基づいて前記位置
のSN比を推定し、セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるSN比に基づいてセ
カンダリシステム危険領域を特定することにより、セカンダリシステム危険領域を推定す
るように配置される（２３）〜（２５）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバ
イス。
（３４）．前記危険領域推定装置は、プライマリ基地局からセカンダリシステムのカバ
ー範囲内のある位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、セカンダリ基地局からセカンダ
リシステムのカバー範囲内の前記位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、この２つの瞬
間経路減衰ゲインに基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定し、セカンダリシ
ステムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてセカンダリシステム
危険領域を特定することにより、セカンダリシステム危険領域を推定するように配置され
る（２３）〜（２５）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３５）．前記危険領域推定装置は、セカンダリ基地局の発射電力に基づいてセカンダ
リシステムのカバー範囲内に前記プライマリシステムにより干渉されたある位置における
瞬間チャンネル容量を算出し、前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置におけるアウ
テージチャンネル容量を推定し、セカンダリシステムのカバー範囲内の各位置におけるア
ウテージチャンネル容量に基づいてセカンダリシステム危険領域を特定することにより、
セカンダリシステム危険領域を推定するように配置される（２３）〜（２５）の何れか一
つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３６）．前記危険領域推定装置は、プライマリシステムのチャンネルモデルに基づい
てプライマリ基地局からプライマリシステムのカバー範囲内のある位置までの伝送経路ゲ
インを算出し、セカンダリシステムのチャンネルモデルに基づいてセカンダリ基地局から
プライマリシステムのカバー範囲内の前記位置までの伝送経路ゲインを算出し、これら伝
送経路ゲインに基づいて前記位置のSN比を推定し、プライマリシステムのカバー範囲内の
各位置におけるSN比に基づいてプライマリシステム危険領域を特定することにより、プラ
イマリシステム危険領域を推定するように配置される（２１）〜（２５）の何れか一つに
記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３７）．前記危険領域推定装置は、プライマリ基地局からプライマリシステムのカバ
ー範囲内のある位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、セカンダリ基地局からプライマ
リシステムのカバー範囲内の前記位置までの瞬間経路減衰ゲインを取得し、これら瞬間経
路減衰ゲインに基づいて前記位置におけるアウテージレートを推定し、プライマリシステ
ムのカバー範囲内の各位置におけるアウテージレートに基づいてプライマリシステム危険
領域を特定することにより、プライマリシステム危険領域を推定するように配置される（
２１）〜（２５）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３８）．前記危険領域推定装置は、プライマリ基地局の発射電力に基づいてプライマ
リシステムのカバー範囲内に前記セカンダリシステムにより干渉されたある位置における
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瞬間チャンネル容量を算出し、前記瞬間チャンネル容量に基づいて前記位置におけるアウ
テージチャンネル容量を推定し、プライマリシステムのカバー範囲内の各位置におけるア
ウテージチャンネル容量に基づいてプライマリシステム危険領域を特定することにより、
プライマリシステム危険領域を推定するように配置される（２１）〜（２５）の何れか一
つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（３９）．セカンダリシステムがクラスタリングされて複数のセカンダリシステムクラ
スタが形成され、前記リソース割当装置は、プライマリシステムの伝送リソースのうちセ
カンダリシステムクラスタ毎に使用可能な使用可能伝送リソースを特定するように配置さ
れる（２１）〜（２５）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４０）．システム情報の変化により前記セカンダリシステムを新たにクラスタリング
するように配置されるクラスタリング装置を更に備える（3９）に記載の無線伝送リソー
ス管理デバイス。
（４１）．プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンとを含む無線伝
送リソース管理デバイスであって、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取
得するように配置される情報取得装置と、セカンダリシステムの所望通信品質に基づいて
プライマリシステムの伝送リソースをセカンダリシステムに割当てるように配置されるリ
ソース割当装置と、を備える無線伝送リソース管理デバイス。
（４２）．前記リソース割当装置は、セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザー
がプライマリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質を推定し、推定された通
信品質が前記所望通信品質を満たすか否かを判断し、判断の結果によりプライマリシステ
ムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てるように配置される（４１）
に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４３）．前記推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記リソー
ス割当装置は、プライマリシステムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割
当てる（４２）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４４）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記リソース割
当装置は、前記セカンダリシステムに割当てられる伝送リソースを減少し、又は前記セカ
ンダリシステムの前記伝送リソースにおける発射電力を低減する(４２)又は（４３）に記
載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４５）．前記リソース割当装置は、使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステム
の所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる（
２２）〜（２４）の何れか一つに記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４６）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割
当装置は、前記伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てないように配置される（
４２）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４７）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記リソース割
当装置は、前記セカンダリシステムに指示を発行するように配置される（４２）に記載の
無線伝送リソース管理デバイス。
（４８）．前記指示は、前記セカンダリシステムに対して再配置を行う情報を含む（４
７）に記載の無線伝送リソース管理デバイス。
（４９）．伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信するように配置
される送信装置を更に備える（４１）〜（４８）の何れか一つに記載の無線伝送リソース
管理デバイス。
（５０）．セカンダリシステムデバイスであって、（４１）〜（４９）の何れか一つに
記載の無線伝送リソース管理デバイスに所望通信品質に関する情報を提供し、前記の無線
伝送リソース管理デバイスから伝送リソース割当に関する情報を受信するセカンダリシス
テムデバイス。
（５１）．前記伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバ
イスがプライマリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質
を満たすか否かによって特定される（５０）に記載のセカンダリシステムデバイス。
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（５２）．推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記伝送リソー
ス割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシス
テムの伝送リソースを含む(５０)又は（５１）に記載のセカンダリシステムデバイス。
（５３）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリ
システムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リ
ソースのうちセカンダリシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソー
スである（５２）に記載のセカンダリシステムデバイス。
（５４）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソー
ス割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する指示を含む(５２)又は
（５３）に記載のセカンダリシステムデバイス。
（５５）．前記指示は、前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を含
む（５４）に記載のセカンダリシステムデバイス。
（５６）．セカンダリシステムデバイス管理方法であって、（２１）に記載の無線伝送
リソース管理デバイスに所望通信品質に関する情報を提供し、前記の無線伝送リソース管
理デバイスから伝送リソース割当に関する情報を受信することを含むセカンダリシステム
デバイス管理方法。
（５７）．前記伝送リソース割当に関する情報は、推定されたセカンダリシステムデバ
イスがプライマリシステムにおける伝送リソースを利用する通信品質が前記所望通信品質
を満たすか否かによって特定される（５６）に記載のセカンダリシステムデバイス管理方
法。
（５８）．推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、前記伝送リソー
ス割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに割当てられたプライマリシス
テムの伝送リソースを含む（５７）に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
（５９）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリ
システムデバイスに割当てられたプライマリシステムの伝送リソースは、使用可能伝送リ
ソースのうちセカンダリシステムデバイスの所望通信品質を満足可能な一部の伝送リソー
スである（５８）に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
（６０）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソー
ス割当に関する情報は、前記セカンダリシステムデバイスに対する指示を含む(５８)又は
（５９）に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
（６１）．前記指示は、前記セカンダリシステムデバイスに対して再配置を行う情報を
含む（６０）に記載のセカンダリシステムデバイス管理方法。
（６２）．プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送
リソース管理方法であって、プライマリシステムの許容可能な最大干渉電力レベルを反映
する干渉防止閾値の情報を含むプライマリシステムリソース情報を取得し、セカンダリシ
ステムリソース情報を取得し、前記プライマリシステムリソース情報と前記セカンダリシ
ステムリソース情報に基づいて、前記プライマリシステムのカバー範囲における前記セカ
ンダリシステムの干渉によりSN比が低い領域を含むプライマリシステム危険領域を推定し
、前記プライマリシステム危険領域と前記干渉防止閾値に基づいて、プライマリシステム
の伝送リソースのうちセカンダリシステムに使用可能な使用可能伝送リソースを特定する
ことを含む、無線伝送リソース管理方法。
（６３）．プライマリシステムとセカンダリシステムの無線通信シーンを含む無線伝送
リソース管理方法であって、セカンダリシステムの所望通信品質に関する情報を取得し、
セカンダリシステムの所望通信品質に基づいてプライマリシステムの伝送リソースをセカ
ンダリシステムに割当てることを、含む無線伝送リソース管理方法。
（６４）．セカンダリシステムにおけるセカンダリユーザーがプライマリシステムにお
ける伝送リソースを利用する通信品質を推定し、推定された通信品質が前記所望通信品質
を満たすか否かを判断し、判断された結果によりプライマリシステムにおける伝送リソー
スを前記セカンダリシステムに割当てることを更に含む（６３）に記載の無線伝送リソー
ス管理方法。
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（６５）．前記推定された通信品質が前記所望通信品質を満たした場合に、プライマリ
システムにおける伝送リソースを前記セカンダリシステムに割当てる（６４）に記載の無
線伝送リソース管理方法。
（６６）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも高い場合に、前記セカンダリ
システムに割当てられた伝送リソースを減少し、又は前記セカンダリシステムの前記伝送
リソースにおける発射電力を低減する(６４)又は（６５）に記載の無線伝送リソース管理
方法。
（６７）．使用可能伝送リソースのうちセカンダリシステムの所望通信品質を満足可能
な一部の伝送リソースのみをセカンダリシステムに割当てる（６６）に記載の無線伝送リ
ソース管理方法。
（６８）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記伝送リソー
スを前記セカンダリシステムに割当てない（６４）〜（６６）の何れか一つに記載の無線
伝送リソース管理方法。
（６９）．推定された通信品質が前記所望通信品質よりも低い場合に、前記セカンダリ
システムに指示を発行する（６４）〜（６８）に記載の無線伝送リソース管理方法。
（７０）．前記指示は、前記セカンダリシステムに対して再配置を行う情報を含む（６
９）に記載の無線伝送リソース管理方法。
（７１）．伝送リソース割当に関する情報をセカンダリシステムに送信することを更に
含む（６３）に記載の無線伝送リソース管理方法。
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