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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける各局の情報を管理する管理装置であって、
　局の複数の構成項目にそれぞれ対応し、且つ、各第１データユニットが複数の局につい
ての構成項目に関する第１の更新データ群を含む、複数の第１データユニットを取得する
取得部と、
　前記取得した複数の第１データユニットから、前記複数の局にそれぞれ対応し且つ各第
２データユニットが１つの局についての前記複数の構成項目に関する第２の更新データ群
を含む、複数の第２データユニットを作成し、前記各第２データユニットにおいて前記第
２の更新データ群を前記複数の構成項目の従属関係に基づく順序で並べる、作成部と、
　前記作成した複数の第２データユニットのそれぞれを、データベースのデータ更新を実
行する複数のプロセッサのいずれかに対して割り当てる割当部と、
　を具備することを特徴とする管理装置。
【請求項２】
　前記複数の構成項目は、前記無線通信ネットワークにおける前記各局の設置位置、及び
、前記各局の実装情報を含み、
　前記作成部は、前記各第２データユニットにおいて、前記設置位置に関する更新データ
を、前記実装情報に関する更新データよりも前に並べる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の管理装置。
【請求項３】
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　前記割当部は、前記データ更新に掛かる第１予測時間が長い方から順番に、前記作成し
た複数の第２データユニットのそれぞれを前記複数のプロセッサのいずれかに割り当てる
、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の管理装置。
【請求項４】
　各構成項目に対応する前記更新データについての前記データ更新に掛かる第２予測時間
に基づいて、前記各第２データユニットについての前記第１予測時間を算出する算出部を
、さらに具備する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の管理装置。
【請求項５】
　無線通信ネットワークにおける各局の情報を管理する管理方法であって、
　局の複数の構成項目にそれぞれ対応し、且つ、各第１データユニットが複数の局につい
ての構成項目に関する第１の更新データ群を含む、複数の第１データユニットを取得し、
　前記取得した複数の第１データユニットから、前記複数の局にそれぞれ対応し且つ各第
２データユニットが１つの局についての前記複数の構成項目に関する第２の更新データ群
を含む、複数の第２データユニットを作成し、
　前記作成した複数の第２データユニットのそれぞれを、データベースのデータ更新を実
行する複数のプロセッサのいずれかに対して割り当て、
　前記作成では、前記各第２データユニットにおいて前記第２の更新データ群を前記複数
の構成項目の従属関係に基づく順序で並べる、
　ことを特徴とする管理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理装置及び管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークには、上位局（例えば、ＲＮＣ：Radio　Network　Controller）
及び下位局（例えば、基地局）を含む、複数の局が配設されている。無線ネットワーク装
置では、新たに複数の局を増設する場合がある。各局は、種々の構成項目（例えば、無線
通信ネットワークにおける設置位置、セクタ、キャリア及び周波数等）を有している。そ
のため、新たに複数の局を増設する場合、無線通信ネットワークにおける管理装置に対し
て複数の増設局の構成項目に関する更新データ群を入力し、管理装置がデータベースにそ
の更新データ群を反映する。例えば、従来、管理装置は、複数の「第１データユニット」
を入力する。各第１データユニットは、例えば、独立のデータファイルである。複数の第
１データユニットは、局の複数の構成項目にそれぞれ対応する。そして、各第１データユ
ニットが複数の局についての構成項目に関する第１の更新データ群を含んでいる。そして
、管理装置は、複数の第１データユニットを順番に入力し、その順番で更新処理を進める
。
【０００３】
　このような更新処理は、例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（3rd　Generation　Partnership　
Project Long　Term　Evolution）システム等の新たなシステムの導入される際に、頻繁
に実行されることが予想される。また、ＬＴＥシステムでは多くの小セルが導入されるの
で、このような更新処理はさらに頻繁に実行されるものと予想される。従って、更新処理
時間が長期化することが予想され、更新処理時間の短縮化が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２５２９００号公報
【特許文献２】特開２００４－２７４６０８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、一般的に、処理時間を短縮するために、複数のプロセッサ（つまり、マルチ
コア）で処理を行うことが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、構成項目間で従属関係があるものがあり、第１の構成項目よりも第２の
構成項目を先に処理してしまうとエラーが発生してしまう可能性がある。従って、複数の
プロセッサを用意しても結局１つのプロセッサで処理を行うことになり、結果として更新
処理時間が長期化してしまう。
【０００７】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、更新処理時間を短縮することがで
きる、管理装置及び管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開示の態様では、無線通信ネットワークにおける各局の情報を管理する管理装置が、取
得部と、作成部と、割当部とを有する。前記取得部は、局の複数の構成項目にそれぞれ対
応し、且つ、各第１データユニットが複数の局についての構成項目に関する第１の更新デ
ータ群を含む、複数の第１データユニットを取得する。前記作成部は、前記取得した複数
の第１データユニットから、前記複数の局にそれぞれ対応し且つ各第２データユニットが
１つの局についての前記複数の構成項目に関する第２の更新データ群を含む、複数の第２
データユニットを作成し、前記各第２データユニットにおいて前記第２の更新データ群を
前記複数の構成項目の従属関係に基づく順序で並べる。前記割当部は、前記作成した複数
の第２データユニットのそれぞれを、データベースのデータ更新を実行する複数のプロセ
ッサのいずれかに対して割り当てる。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の態様によれば、更新処理時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例１の通信システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、実施例１の管理装置の一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、実施例１の管理テーブルの一例を示す図である。
【図４】図４は、実施例１の管理装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。
【図５】図５は、複数の第１データユニットの一例を示す図である。
【図６】図６は、複数の第２データユニットの一例を示す図である。
【図７】図７は、実施例１の更新処理の説明に供する図である。
【図８】図８は、管理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する管理装置及び管理方法の実施形態を図面に基づいて詳細に説明
する。なお、この実施形態により本願の開示する管理装置及び管理方法が限定されるもの
ではない。また、実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複
する説明は省略される。
【００１２】
　［実施例１］
　［通信システムの概要］
　図１は、実施例１の通信システムの一例を示す図である。図１において、通信システム
１は、管理装置１０と、制御局３０－１，２と、基地局５０－１～５とを有する。すなわ
ち、通信システム１は、無線通信ネットワークである。ここでは、制御局３０の数を２つ
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、基地局５０の数を５つとしているが、数はこれに限定されるものではない。制御局３０
は、例えば、ＲＮＣである。図１では、制御局３０－１の配下には、基地局５０－１～３
が配設され、制御局３０－２の配下には、基地局５０－４，５が配設されている。
【００１３】
　ここで、制御局３０－２及び基地局５０－４，５は既に存在し、制御局３０－１及び基
地局５０－１～３が新たに追加されるものとする。
【００１４】
　このとき、管理装置１０では、通信システム１内の各局の構成情報（構成項目）の「更
新処理」が実行される。
【００１５】
　例えば、まず、管理装置１０には、局の「複数の構成項目」にそれぞれ対応し、且つ、
各第１データユニットが複数の局についての構成項目に関する第１の更新データ群を含む
、複数の第１データユニットが、入力される。第１データユニットは、例えば、独立のデ
ータファイルである。「複数の構成項目」には、例えば、無線通信ネットワークにおける
設置位置、セクタ、キャリア及び周波数等が含まれる。
【００１６】
　そして、管理装置１０は、取得した複数の第１データユニットから、複数の局にそれぞ
れ対応し且つ各第２データユニットが１つの局についての複数の構成項目に関する第２の
更新データ群を含む、複数の「第２データユニット」を作成する。このとき、管理装置１
０は、各第２データユニットにおいて第２の更新データ群を複数の構成項目の「従属関係
」に基づく順序で並べる。例えば、管理装置１０は、上位から下位への順序で、各第２デ
ータユニットにおいて第２の更新データ群を並べる。ここで、「従属関係」とは、構成項
目間の上位下位の関係である。例えば、無線通信ネットワークにおける設置位置が上位で
あり、実装情報（つまり、セクタ情報、キャリア情報及び周波数情報等）が下位となる。
また、セクタ情報及びキャリア情報と、周波数情報とを比べると、セクタ情報及びキャリ
ア情報が上位であり、周波数情報が下位である。
【００１７】
　すなわち、上記の「第１データユニット」は、構成項目単位で纏められたデータユニッ
トである一方、上記の「第２データユニット」は、局単位で纏められたデータユニットで
ある。
【００１８】
　そして、管理装置１０は、複数の第２データユニットを第２のデータユニット単位で、
データベースのデータ更新を実行する複数のプロセッサのいずれかに対して割り当てる。
【００１９】
　そして、管理装置１０では、複数のプロセッサが複数の第２データユニットをデータベ
ースに反映する。データベースには、複数の第２データユニットが第２データベース単位
で独立して保持されている。
【００２０】
　そして、管理装置１０は、データベースに保持された複数の第２データユニット（例え
ば、複数の局データファイル）を、それぞれ対応する局（例えば、制御局３０、基地局５
０）へ送信する。これにより、各局に対して、局データファイルの情報が反映される。
【００２１】
　以上のように、管理装置１０は、各第１データユニットが構成項目単位で更新データを
纏めている複数の第１データユニットから、各第２データユニットが局単位で更新データ
を纏めている複数の第２データユニットを作成する。そして、管理装置１０は、複数の第
２データユニットを第２のデータユニット単位で、データベースのデータ更新を実行する
複数のプロセッサのいずれかに対して割り当てる。
【００２２】
　これにより、複数の第２データユニットを複数のプロセッサを用いてデータベースに反
映することができるので、更新処理時間を短縮化することができる。
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【００２３】
　また、各第２データユニットにおいて第２の更新データ群は、複数の構成項目の従属関
係に基づく順序で並べられている。
【００２４】
　これにより、各プロセッサの更新処理における処理順序にマッチした順序に第２の更新
データ群を並べることができるので、エラーの発生を防止でき、結果として、更新処理時
間を短縮化させることができる。
【００２５】
　［管理装置の構成例］
　図２は、実施例１の管理装置の一例を示すブロック図である。図２において管理装置１
０は、取得部１１と、作成部１２と、処理時間算出部１３と、記憶部１４，１８と、スケ
ジューラ１５と、バッファ１６と、プロセッサ１７－１，２と、処理時間管理部１９と、
配信部２０とを有する。なお、ここではプロセッサ１７の数を２つにしているが、この数
は複数個であれば特に２つに限定されるものではない。
【００２６】
　取得部１１は、上記の複数の第１データユニットを取得する。取得タイミングは、例え
ば、通信システムの構成に変更が生じる時である。そして、取得部１１は、取得した複数
の第１データユニットを作成部１２へ出力する。
【００２７】
　作成部１２は、取得部１１で取得された複数の第１データユニットから、複数の局にそ
れぞれ対応し且つ各第２データユニットが１つの局についての複数の構成項目に関する第
２の更新データ群を含む、複数の第２データユニットを作成する。このとき、管理装置１
０は、各第２データユニットにおいて第２の更新データ群を複数の構成項目の従属関係に
基づく順序で並べる。
【００２８】
　例えば、作成部１２は、複数の第１データユニットから１つの第１データユニットずつ
「分析処理」を行う。すなわち、作成部１２は、１つの第１データユニットに含まれる第
１の更新データ群の更新データ（つまり、エントリ）を１つずつ分析する。この分析では
、各更新データに対応する局が特定される。そして、作成部１２は、複数の更新データと
各更新データに対応する局識別情報及び構成項目とを対応づける。そして、作成部１２は
、同じ局識別情報に対応づけられた複数の更新データを上記の従属関係に応じた順序で並
べることにより、上記の複数の第２データユニットを作成する。
【００２９】
　また、作成部１２は、各更新データに対応する局識別情報及び構成項目を、処理時間算
出部１３へ出力する。
【００３０】
　また、作成部１２は、作成した複数の第２データユニットをバッファ１６へ出力する。
【００３１】
　処理時間算出部１３は、各第２データユニットについての、データベースの更新処理に
掛かる時間（以下では、「第１予測時間」と呼ぶことがある）を算出する。
【００３２】
　例えば、処理時間算出部１３は、作成部１２から受け取る局識別情報及び構成項目に基
づいて、局と構成項目との組合せ毎の数、つまり、各第２データユニットにおける構成項
目毎のエントリの数をカウントする。そして、処理時間算出部１３は、各カウント値と、
記憶部１４に記憶されている構成項目毎の更新処理所要時間（以下では、「第２予測時間
」と呼ぶことがある）とに基づいて、各第２データユニットについての第１予測時間を算
出する。すなわち、処理時間算出部１３は、或る第２データユニットにおける各構成項目
のカウント値と、各構成項目に対応する第２予測時間とを乗算し、乗算結果をすべて足し
合わせることにより、その第２データユニットについての第１予測時間を算出する。
【００３３】
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　そして、処理時間算出部１３は、上記の局と構成項目との組合せと、当該組合せ毎のカ
ウント値とを対応付けて、記憶部１４に記憶された「管理テーブル」に記憶させる。また
、処理時間算出部１３は、上記の乗算結果と、上記の第１予測時間とを対応付けて、「管
理テーブル」に記憶させる。
【００３４】
　記憶部１４は、上記の「管理テーブル」を記憶する。管理テーブルは、まず、上記の従
属関係に関する情報を含む。また、管理テーブルは、上記の局と構成項目との組合せと、
当該組合せ毎のカウント値とを対応付けて記憶している。また、管理テーブルは、上記の
乗算結果と、上記の第１予測時間とを対応付けて記憶している。
【００３５】
　図３は、実施例１の管理テーブルの一例を示す図である。図３における「投入順」は、
上記の従属関係に対応する。また、図３における「グループ化の情報」は、上記の局識別
情報に対応する。また、図３における「投入予測時間」の「記録１－５の平均」は、上記
の第２予測時間に対応する。また、図３における「管理番号」は、上記の局と構成項目と
の組合せに対応し、「行数」は、上記のカウント値に対応する。また、図３における「予
測時間」は、上記の乗算結果及び上記の第１予測時間に対応する。すなわち、図３の局Ａ
に着目すると、予測時間「１」，「２．５」，「１５」は、それぞれ乗算結果に対応し、
予測時間「１８．５」は、第１予測時間に対応する。なお、図３における「記録１～５」
は、１つのエントリについての更新処理に実際に掛かった時間の直近５回分が記憶されて
いる。この「記録１～５」と、「記録１－５の平均」とは、処理時間管理部１９によって
管理される。
【００３６】
　スケジューラ１５は、作成部１２で作成された複数の第２データユニットのそれぞれを
、プロセッサ１７－１，２のいずれかに対して割り当てる。そして、スケジューラ１５は
、割当結果に基づいて、バッファ１６に対して「出力命令信号」を出力する。出力命令信
号には、出力対象である第２データユニットの識別情報と、出力先であるプロセッサ１７
の識別情報とが含まれる。
【００３７】
　例えば、スケジューラ１５は、上記の「管理テーブル」に基づいて、第１予測時間が長
い方から順番に、複数の第２データユニットのそれぞれを、プロセッサ１７－１，２のい
ずれかに対して割り当てる。
【００３８】
　バッファ１６は、作成部１２で作成された複数の第２データユニットを一時保持する。
そして、バッファ１６は、スケジューラ１５から受け取る出力命令信号が示す第２データ
ユニットを、当該出力命令信号が示すプロセッサ１７へ出力する。
【００３９】
　プロセッサ１７－１，２のそれぞれは、バッファ１６から受け取る第２データユニット
を、記憶部１８に記憶されているデータベースに反映させる。そして、プロセッサ１７－
１，２のそれぞれは、１つの第２データユニットの反映処理（つまり、更新処理）が完了
する毎に、「完了通知信号」をスケジューラ１５に出力する。この完了通知信号をトリガ
として、スケジューラ１５は、次の出力命令信号を出力する。
【００４０】
　また、プロセッサ１７－１，２のそれぞれは、各更新データの更新処理に掛かった時間
を、処理時間管理部１９に報告する。
【００４１】
　記憶部１８は、上記のデータベースを記憶する。なお、記憶部１４及び記憶部１８は、
１つの記憶部として構成されてもよい。
【００４２】
　処理時間管理部１９は、プロセッサ１７－１，２から報告された時間を用いて、上記の
第２予測時間を算出する。
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【００４３】
　例えば、処理時間管理部１９は、プロセッサ１７－１，２から報告された時間を用いて
、管理テーブルの「記録１－５」を随時更新する。そして、処理時間管理部１９は、「記
録１－５」の値を平均することにより、上記の第２予測時間を算出する。そして、処理時
間管理部１９は、算出した第２予測時間を用いて、管理テーブルの「記録１－５の平均」
の値を更新する。
【００４４】
　配信部２０は、データベースに保持された複数の第２データユニット（例えば、複数の
局データファイル）を、それぞれ対応する局（例えば、制御局３０、基地局５０）へ配信
する。
【００４５】
　［管理装置の動作例］
　以上の構成を有する管理装置１０の処理動作の一例について説明する。図４は、実施例
１の管理装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。
【００４６】
　管理装置１０において、取得部１１は、複数の第１データユニットを取得する（ステッ
プＳ１０１）。
【００４７】
　作成部１２は、複数の第１データユニットから１つの第１データユニットずつ「分析処
理」を実行する（ステップＳ１０２）。例えば、作成部１２は、１つの第１データユニッ
トに含まれる第２の更新データ群の更新データ（つまり、エントリ）を１つずつ分析する
。この分析では、各更新データに対応する局が特定される。そして、作成部１２は、複数
の更新データと各更新データに対応する局識別情報及び構成項目とを対応づける。
【００４８】
　作成部１２は、複数の第２データユニットを作成する（ステップＳ１０３）。例えば、
作成部１２は、同じ局識別情報に対応づけられた複数の更新データを上記の従属関係に応
じた順序で並べることにより、複数の第２データユニットを作成する。
【００４９】
　ここで、図５，６を用いて、複数の第１データユニットと、複数の第２データユニット
とを説明する。図５は、複数の第１データユニットの一例を示す図である。図６は、複数
の第２データユニットの一例を示す図である。図５において、データユニットＤＵ１－１
は、「無線通信ネットワークにおける局の設置位置」に対応する第１データユニットであ
る。また、データユニットＤＵ１－２は、「セクタ・キャリア情報」に対応する第１デー
タユニットである。また、データユニットＤＵ１－３は、「周波数情報」に対応する第１
データユニットである。データユニットＤＵ１－１、データユニットＤＵ１－２、及びデ
ータユニットＤＵ１－３のいずれにおいても、局Ａ，Ｂ，Ｃについての更新データ（つま
り、図５における各行）が混在している。
【００５０】
　また、図６において、データユニットＤＵ２－１は、「局Ａ」に対応する第２データユ
ニットである。また、データユニットＤＵ２－２は、「局Ｂ」に対応する第２データユニ
ットである。また、データユニットＤＵ２－３は、「局Ｃ」に対応する第２データユニッ
トである。データユニットＤＵ２－１、データユニットＤＵ２－２、及びデータユニット
ＤＵ２－３のいずれにおいても、１つの局についての更新データ（つまり、図６における
各行）が含まれている。
【００５１】
　図４の説明に戻り、処理時間算出部１３は、各第２データユニットについての第１予測
時間を算出する（ステップＳ１０４）。例えば、処理時間算出部１３は、作成部１２から
受け取る局識別情報及び構成項目に基づいて、局と構成項目との組合せ毎の数、つまり、
各第２データユニットにおける構成項目毎のエントリの数をカウントする。そして、処理
時間算出部１３は、各カウント値と、記憶部１４に記憶されている構成項目毎の第２予測
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時間とに基づいて、各第２データユニットについての第１予測時間を算出する。すなわち
、処理時間算出部１３は、或る第２データユニットにおける各構成項目のカウント値と、
各構成項目に対応する第２予測時間とを乗算し、乗算結果をすべて足し合わせることによ
り、その第２データユニットについての第１予測時間を算出する。
【００５２】
　スケジューラ１５は、作成部１２で作成された複数の第２データユニットのそれぞれを
、プロセッサ１７－１，２のいずれかに対して割り当てる（ステップＳ１０５）。例えば
、スケジューラ１５は、処理時間算出部１３で算出された第１予測時間が長い方から順番
に、複数の第２データユニットのそれぞれを、プロセッサ１７－１，２のいずれかに対し
て割り当てる。
【００５３】
　そして、スケジューラ１５は、割当結果に基づいて、バッファ１６に対して出力命令信
号を出力する。
【００５４】
　バッファ１６から第２データユニットを受け取ったプロセッサ１７は、その第２データ
ユニットを用いて、データベースに対する更新処理を実行する（ステップＳ１０６）。
【００５５】
　図７は、実施例１の更新処理の説明に供する図である。図７における左側には、上記の
データユニットＤＵ１－１、データユニットＤＵ１－２、及びデータユニットＤＵ１－３
が１つのプロセッサによって更新処理される様子が示されている。また、図７における右
側には、データユニットＤＵ２－１、データユニットＤＵ２－２、及びデータユニットＤ
Ｕ２－３が２つのプロセッサによって更新処理される様子が示されている。図７を見てわ
かるように、構成項目単位で纏められた複数の第１データユニットを、局単位で纏められ
た複数の第２データユニットにして、それらを用いて複数のプロセッサによってデータベ
ースに対して更新処理することで、更新処理時間をΔＴだけ短縮することができる。
【００５６】
　以上のように本実施例によれば、管理装置１０において、作成部１２は、取得部１１で
取得された複数の第１データユニットから、複数の局にそれぞれ対応し且つ各第２データ
ユニットが１つの局についての複数の構成項目に関する第２の更新データ群を含む、複数
の第２データユニットを作成する。このとき、作成部１２は、各第２データユニットにお
いて第２の更新データ群を複数の構成項目の従属関係に基づく順序で並べる。そして、ス
ケジューラ１５は、作成部１２で作成された複数の第２データユニットのそれぞれを、プ
ロセッサ１７－１及びプロセッサ１７－２のいずれかに対して割り当てる。
【００５７】
　この管理装置１０の構成により、複数の第２データユニットを複数のプロセッサを用い
てデータベースに反映することができるので、更新処理時間を短縮化することができる。
また、各プロセッサの更新処理における処理順序にマッチした順序に第２の更新データ群
を並べることができるので、エラーの発生を防止でき、結果として、更新処理時間を短縮
化させることができる。
【００５８】
　例えば、複数の構成項目は、無線通信ネットワークにおける各局の設置位置、及び、各
局の実装情報を含む。そして、作成部１２は、各第２データユニットにおいて、設置位置
に関する更新データを、実装情報に関する更新データよりも前に並べる。
【００５９】
　また、スケジューラ１５は、データ更新に掛かる第１予測時間が長い方から順番に、作
成部１２で作成された複数の第２データユニットのそれぞれを、プロセッサ１７－１及び
プロセッサ１７－２のいずれかに対して割り当てる。
【００６０】
　この管理装置１０の構成により、プロセッサ１７－１及びプロセッサ１７－２の稼働率
を高める割当が可能となるため、結果として、更新処理時間を短縮化させることができる
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。
【００６１】
　また、管理装置１０において、処理時間算出部１３は、各構成項目に対応する更新デー
タについてのデータ更新に掛かる第２予測時間に基づいて、各第２データユニットについ
ての第１予測時間を算出する。
【００６２】
　この管理装置１０の構成により、第１予測時間を精度良く算出することができる。
【００６３】
　［他の実施例］
　実施例１で図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されている
ことを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、そ
の全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に
分散・統合して構成することができる。
【００６４】
　更に、各装置で行われる各種処理機能は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）（又
はＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）、ＭＣＵ（Micro　Controller　Unit）等のマイク
ロ・コンピュータ）上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。また、
各種処理機能は、ＣＰＵ（又はＭＰＵ、ＭＣＵ等のマイクロ・コンピュータ）で解析実行
するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意
の一部を実行するようにしてもよい。
【００６５】
　実施例１の管理装置は、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
【００６６】
　図８は、管理装置のハードウェア構成例を示す図である。図８に示すように、管理装置
１００は、ＩＦ（Inter　Face）１０１と、プロセッサ１０２，１０３，１０４と、メモ
リ１０５とを有する。プロセッサ１０２，１０３，１０４の一例としては、ＣＰＵ、ＤＳ
Ｐ（Digital　Signal　Processor）、ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等
が挙げられる。また、メモリ１０５の一例としては、ＳＤＲＡＭ（Synchronous　Dynamic
　Random　Access　Memory）等のＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　On
ly　Memory）、フラッシュメモリ等が挙げられる。
【００６７】
　そして、実施例１の管理装置で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種
メモリに格納されたプログラムを管理装置が備えるプロセッサで実行することによって実
現してもよい。
【００６８】
　すなわち、取得部１１と、作成部１２と、処理時間算出部１３と、スケジューラ１５と
、処理時間管理部１９と、配信部２０とによって実行される各処理に対応するプログラム
がメモリ１０５に記録され、各プログラムがプロセッサ１０２で実行されてもよい。また
、また、バッファ１６と、記憶部１４，１８とは、メモリ１０５によって実現される。ま
た、プロセッサ１７－１，２は、プロセッサ１０３，１０４によって実現される。
【符号の説明】
【００６９】
１　通信システム
１０　管理装置
１１　取得部
１２　作成部
１３　処理時間算出部
１４，１８　記憶部
１５　スケジューラ
１６　バッファ
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１７　プロセッサ
１９　処理時間管理部
２０　配信部
３０　制御局
５０　基地局

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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