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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信するように構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサ、ここに
おいて、前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するた
めの推奨を含む；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに命令を送信するよう
に構成される送信機、
　を具備するネットワーク管理システム。
【請求項２】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測定値、データロード、またはパケッ
ト損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、パワー制御またはチャネルの直交化によって干渉を緩和するための
推奨を生成するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記送信機は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つに命令を送信するように構成
される、請求項１に記載のシステム。
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【請求項５】
　前記プロセッサは、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間でトラフィックを再
分配するための推奨を生成するように構成される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信すること；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成すること、ここにおいて、前記推奨は、前
記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに命令を送信すること
、
　を備えるネットワークを管理するための方法。
【請求項７】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測定値、データロード、またはパケッ
ト損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　命令を送信することは、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間でトラフィック
を再分配するための命令を送信することを具備する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信すること、
　をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記情報に対する要求は、地理的な位置に関連付けられる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信するための手段；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段、ここにおいて、前記推奨
は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；
および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに命令を送信するため
の手段、
　を具備するネットワーク管理システム。
【請求項１２】
　前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間でトラフィックを再分配す
るための推奨を含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つに命令を送信する、請求項
１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信することを少なくとも１つのコン
ピュータに行わせるためのコード；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュータ
に行わせるためのコード、ここにおいて、前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なく
とも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに命令を送信すること
を少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード、
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　を含むコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間でトラフィックを再分配す
るための推奨を含む、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するよ
うにさらに構成され、
　前記ネットワークマップを表示するように構成されるディスプレイ、をさらに具備する
請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測定値、データロード、またはパケッ
ト損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項１６に記載のシステム
。
【請求項１８】
　前記受信機は、前記基地局における前記ネットワークの品質に関連付けられる時間を示
す情報を受信するように更に構成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信するように構成さ
れる送信機を更に具備する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　特定のエリアを示すための入力を更に具備し、そして前記送信機は、前記特定のエリア
に配置された前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信する、
請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　要求されたデータタイプを示すための入力を更に具備し、そして前記送信機は、前記要
求されたデータタイプを示す情報に対する要求を送信する、請求項１９に記載のシステム
。
【請求項２２】
　前記ネットワークマップは、時間依存的である、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成すること；および
　前記ネットワークマップを表示すること、
　をさらに備える請求項６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測定値、データロード、またはパケッ
ト損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信すること、
　をさらに備える請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記要求は、自動的に生成されおよび送信される、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するための手段；および
　前記ネットワークマップを表示するための手段、
　をさらに具備する請求項１１に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ネットワークマップは、時間依存的である、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　情報に対する要求を生成するための手段；および
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　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信するための手段、
　をさらに具備する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記要求は、自動的に生成されおよび送信される、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのコード；および
　前記ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるた
めのコード、
　をさらに含む請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　前記ネットワークマップは、時間依存的である、請求項３１に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項３３】
　情報に対する要求を生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコ
ード；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのコード、
　をさらに記憶する請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信するように構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサ、ここに
おいて、前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するた
めの推奨を含む；および
　前記推奨を表示するように構成されるディスプレイ、
　を具備するネットワーク管理システム。
【請求項３５】
　前記推奨は、特定の位置において送信機を配置するための推奨を具備する、請求項３４
に記載のシステム。
【請求項３６】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信すること；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成すること、ここにおいて、前記推奨は、前
記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；および
　前記推奨を表示すること、
　を具備する、ネットワークを管理する方法。
【請求項３７】
　前記推奨は、送信機を配置するための推奨である、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記推奨は、グラフィカルユーザインタフェースを介して表示される、請求項３６に記
載の方法。
【請求項３９】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信するための手段；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段、ここにおいて、前記推奨
は、前記複数の基地局のうちの少なくとも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；
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および
　前記推奨を表示するための手段、
　を具備するネットワーク管理システム。
【請求項４０】
　前記推奨は、送信機を配置するための推奨を含む、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記推奨は、トラフィックを再分配するための推奨を含む、請求項３９に記載のシステ
ム。
【請求項４２】
　複数の基地局のそれぞれの位置及び当該基地局の位置におけるネットワークの品質を示
すデータと、複数の加入者ハンドセットのそれぞれの位置及び当該加入者ハンドセットの
位置におけるネットワークの品質を示すデータとを受信することを少なくとも１つのコン
ピュータに行わせるためのコード；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュータ
に行わせるためのコード、ここにおいて、前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なく
とも２つの間で通信を開始するための推奨を含む；および
　前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード、
　を含むコンピュータプログラム。
【請求項４３】
　前記推奨は、送信機を配置するための推奨である、請求項４２に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項４４】
　前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための前記コード
は、グラフィカルユーザインタフェースを介して前記推奨を表示することを少なくとも１
つのコンピュータに行わせるためのコードを具備する、請求項４２に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項４５】
　前記基地局は、
　無線信号を受信するように構成されるエアインタフェース；
　前記受信された無線信号に基づいて、ネットワークの品質のインジケーションを生成す
るように構成されるプロセッサ；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信するように構成されるネットワーク
インタフェース、
　を具備する、請求項１または３４に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記ネットワークの品質のインジケーションは、測定された干渉レベルが、所定の時間
期間の間に所定の閾値より高い時に送信されるアラートである、請求項４５に記載のシス
テム。
【請求項４７】
　前記ネットワークの品質のインジケーションは、連続的な測定値である、請求項４５に
記載のシステム。
【請求項４８】
　前記プロセッサは、トリガに応じてネットワークの品質のインジケーションを生成する
ように構成され、前記トリガは、パワーのクラス、バックホールの容量、またはアソシエ
ーションのうちの少なくとも１つに基づいている、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記ネットワークインタフェースは、トリガに応じて前記ネットワークの品質のインジ
ケーションを送信するように構成され、前記トリガは、パワーのクラス、バックホールの
容量、またはアソシエーションのうちの少なくとも１つに基づいている、請求項４５に記
載のシステム。
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【請求項５０】
　前記基地局がネットワークの品質情報を送信すること、をさらに具備し、前記ネットワ
ークの品質情報を送信することは、
　無線信号を受信すること；
　前記受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジケーションを生成する
こと；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信すること、
　を備える、請求項６または３６に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ネットワークの品質情報を送信することは、情報に対する要求を受信することを更
に備え、前記ネットワークの品質のインジケーションを送信することは、前記要求を受信
することに応じて行われる、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記受信された無線信号は、１つまたは複数の加入者ハンドセットから生じる、請求項
５０に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ネットワークの品質のインジケーションは、干渉の測定値、データロード、または
パケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項５０に記載の方
法。
【請求項５４】
　前記基地局は、
　無線信号を受信するための手段；
　前記受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジケーションを生成する
ための手段；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信するための手段、
　を備えた請求項１１または３９に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記受信された無線信号は、１つまたは複数の加入者ハンドセットから生じる、請求項
５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記ネットワークの品質のインジケーションは、干渉の測定値、データロード、または
パケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する、請求項５４に記載のシ
ステム。
【請求項５７】
　１つまたは複数のコンピュータを請求項５４に記載のネットワーク管理システムとして
機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項５８】
　前記プロセッサは、前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するよ
うに構成され、
　前記ネットワークマップを表示するように構成されるディスプレイ装置、をさらに具備
する請求項１に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
　前記受信機は、前記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置における前記ネットワ
ークの品質とに関連付けられる時間を示す情報を受信するように更に構成される、請求項
５８に記載のシステム。
【請求項６１】
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　前記複数の加入者ハンドセットのうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信する
ように構成される送信機を更に具備する、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記システムは、特定のエリアを示すための入力を具備し、そして前記送信機は、前記
特定のエリアに配置された前記複数の加入者ハンドセットのうちの少なくとも１つに情報
に対する要求を送信する、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記システムは、要求されたデータタイプを示すための入力を具備し、そして前記送信
機は、前記要求されたデータタイプを示す情報に対する要求を送信する、請求項５８に記
載のシステム。
【請求項６４】
　前記ネットワークマップは、時間依存的である、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６５】
　前記データは、基地局またはネットワークのうちの少なくとも１つを介して受信される
、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成すること；および
　前記ネットワークマップを表示すること、
　をさらに具備する請求項６に記載の方法。
【請求項６７】
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記情報に対する要求を送信すること、
　をさらに具備する請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項６６に記載の方法
。
【請求項６９】
　　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するための手段；および
　前記ネットワークマップを表示するための手段、
　をさらに具備する請求項１１に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項７１】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７２】
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのコード；および
　前記ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるた
めのコード、
　をさらに含む請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７３】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項７２に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項７４】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項７２に記載のコンピュータプログラム。
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【請求項７５】
　前記ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるた
めの前記コードは、グラフィカルユーザインタフェースを介して前記ネットワークマップ
を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードを具備する、請
求項７２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７６】
　前記推奨を表示するように構成されるディスプレイをさらに具備する請求項１に記載の
システム。
【請求項７７】
　前記推奨は、ネットワークの不備を示すアラートを具備する、請求項７６に記載のシス
テム。
【請求項７８】
　前記推奨は、特定の位置において送信機を配置するための推奨を具備する、請求項７６
に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記ディスプレイは、ネットワークマップ上で前記特定の位置を表示するように構成さ
れる、請求項７８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記推奨を表示することをさらに具備する請求項６に記載の方法。
【請求項８１】
　前記推奨は、特定の位置において送信機を配置するための推奨を含む、請求項８０に記
載の方法。
【請求項８２】
　前記推奨を表示することは、ネットワークマップ上の特定の位置において前記推奨を表
示することを具備する、請求項８０に記載の方法。
【請求項８３】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項８０に記載の方法
。
【請求項８４】
　前記推奨を表示するための手段をさらに具備する請求項１１に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記推奨は、特定の位置において送信機を配置するための推奨を含む、請求項８４に記
載のシステム。
【請求項８６】
　前記推奨を表示することは、ネットワークマップ上の特定の位置において前記推奨を表
示することを具備する、請求項８４に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項８４に記載のシス
テム。
【請求項８８】
　前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードをさ
らに含む請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８９】
　前記推奨は、特定の位置において送信機を配置するための推奨を含む、請求項８８に記
載のコンピュータプログラム。
【請求項９０】
　前記推奨を表示することは、ネットワークマップ上の特定の位置において前記推奨を表
示することを具備する、請求項８８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９１】
　前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受信される、請求項８８に記載のコン
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ピュータプログラム。
【請求項９２】
　前記加入者ハンドセットは、
　前記加入者ハンドセットの位置を決定するように構成される位置決めシステム；
　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成するように構成される
プロセッサ；および
　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信するように構
成される送信機、
　を具備する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９３】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項９２に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記送信機は、前記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置における前記ネットワ
ークの品質とに関連付けられる時間を示す情報を送信するように更に構成される、請求項
９２に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記送信機は、前記データを周期的に送信するように構成される、請求項９２に記載の
システム。
【請求項９６】
　前記ハンドセットは、情報に対する要求を受信するように構成される受信機を更に具備
し、前記送信されるデータは、前記要求を受信することに応じて送信される、請求項９２
に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記送信機は、前記決定されたネットワークの品質に基づいて前記データを送信するよ
うに構成される、請求項９２に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記加入者ハンドセットがネットワークの品質情報を送信すること、をさらに具備し、
前記ネットワークの品質情報を送信することは、
　　前記加入者ハンドセットの位置を決定すること；
　　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成すること；および
　　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信すること、
　を具備する請求項６に記載の方法。
【請求項９９】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　前記ネットワークの品質情報を送信することは、
　前記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに
関連付けられる時間を示す情報を送信することを更に具備する、請求項９８に記載の方法
。
【請求項１０１】
　前記データを送信することは、前記データを周期的に送信することを具備する、請求項
９８に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記加入者ハンドセットは、
　前記加入者ハンドセットの位置を決定するための手段；
　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成するための手段；およ
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び
　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信するための手
段、
　を具備する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１０３】
　前記ネットワークの品質を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された
信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示す
データを具備する、請求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０４】
　前記データを送信するための手段は、前記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置
における前記ネットワークの品質とに関連付けられる時間を示す情報を更に送信する、請
求項１０２に記載のシステム。
【請求項１０５】
　前記データを送信するための手段は、前記データを周期的に送信する、請求項１０２に
記載のシステム。
【請求項１０６】
　１つまたは複数のコンピュータを請求項１０２に記載のネットワーク管理システムとし
て機能させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
　［３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張］
本出願は、仮米国特許出願第６１／０８３，８４０号および第６１／０８３，８４５号（
共に、２００８年７月２５日出願）に基づいて優先権を主張し、その両方は本明細書にそ
の全体を参考として組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、ネットワーク管理に関する。本開示は、特に、複数のエンティティからのネ
ットワークの品質のインジケーションを用いるセルラーネットワークの管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、音声、データ等のような、様々なタイプの通信コンテンツを提供
するために広く展開される。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（例えば
、帯域幅および送信パワー）を共有することによって、マルチプル（multiple）な複数の
ユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであることができる。その
ような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロング・
ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　一般に、無線多元接続通信システムは、マルチプルな複数の無線端末機のための通信を
同時にサポートすることができる。各端末機は、順方向および逆方向のリンク上の送信を
介して、１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（または、ダウンリンク）は
、基地局から端末機への通信リンクを指し、また逆方向リンク（または、アップリンク）
は、端末機から基地局への通信リンクを指す。該通信リンクは、単入力単出力（single-i
n-single-out）、多入力信号出力、あるいは多入力多出力（ＭＩＭＯ：multiple-in-mult
iple-out）システムを介して確立されることができる。
【０００５】
　干渉は、無線セルラーネットワークによって提供されるサービスの品質を低下させる主
要因のうちの１つである。ある加入者によって経験される干渉の負の影響が、その加入者
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に限定して留まる一方で、基地局における深刻な干渉は、それがマクロセル、ピコセル、
フェムトセル、または中継のいずれであろうと、その基地局によってサービスされる全て
のではない場合でも多くの加入者に、負に影響を及ぼし得る。結果として、複数の基地局
における干渉レベルを低く保つことは望ましい。新たな基地局（マクロ、ピコ、フェムト
、および中継）は、市場の絶えず増加している需要に取り組むために常に配置され、また
干渉の状態は、固定されたインフラストラクチャーに関してでさえも、例えば、周辺環境
における変化（例えば、新しいビルディング、橋等）の結果として、時間と共に変化し得
る。
【０００６】
　従って、複数のネットワークオペレータにとっては、複数の基地局において干渉の調査
（survey）を実施することが望ましい。そのような調査の費用を理解すると、基地局にお
ける干渉をモニターする（monitoring）ための、能率の良い且つ費用のかからない方法を
提供することが有利になるであろう。
【０００７】
　無線セルラーネットワークによって提供されるサービスの品質を低下させる別の主要因
は、特定の複数のエリアにおける低い信号品質またはカバレッジ（coverage）の不足であ
る。無線セルラーネットワークのようなネットワークを管理することにおいては、実現し
得る最良のカバレッジを複数の加入者に提供することが望ましい。多くの要因（例えば、
シェーディングおよびセル間干渉）は、複数の加入者に提供されるサービスの品質に、負
に影響を及ぼし得る。
【０００８】
　従って、複数のネットワークオペレータにとっては、乏しい受信を有する複数のスポッ
トを識別するための、カバレッジの調査（または、ネットワークの品質の調査）を実施し
、そして次に、該問題に取り組むために、（例えば、送信パワーまたはアンテナの数のよ
うな、現存する複数の基地局のパラメーターを修正することを通じて、あるいは追加のマ
クロ、中継、またはフェムトの基地局を配置することを通じて）インフラストラクチャー
を調整することが望ましい。しかしながら、特定の複数の位置におけるカバレッジを向上
させながら、インフラストラクチャーを調整することは、他の位置における受信を低下さ
せ得る。これは、当然、更なるカバレッジの調査を望ましくする。カバレッジの調査はま
た、固定されたインフラストラクチャーによって提供されるカバレッジでさえ時間と共に
変化し得るという事実から見ても、望ましくあり得る。これは、例えば、周辺環境におけ
る変化（例えば、新しいビルディングまたは橋）に因る。そのような調査の費用を理解す
ると、ネットワークの複数の加入者に提供されるネットワークの品質をモニターするため
の、能率の良い且つ費用のかからない方法を提供することが有利になるであろう。
【発明の概要】
【０００９】
　１つの実施形態では、複数の基地局（例えば、マクロ、ピコ、フェムト、および中継）
は、それぞれが経験する干渉を絶えず測定し、そして該干渉がアラームの基準を満たす場
合には、アラームを通じてネットワークオペレータに通知するように構成される。１つの
実施形態では、アラームの基準は、干渉レベルが前提条件の時間期間の間ある閾値を超え
ることであり得る。別の実施形態では、アラームは、例えば、干渉量、干渉を経験してい
る基地局の識別、干渉を引き起こしている複数のエンティティの識別、測定の時間、およ
びその上で干渉が経験された周波数帯のような情報を含むことができる。
【００１０】
　１つの実施形態では、ネットワークオペレータは、通知を受信する際に、複数の相補的
な干渉の測定（complementary interference measurement）を実施し、そしてインフラス
トラクチャーを調整することによって該問題に取り組むことができる。１つの実施形態で
は、１つまたは複数のアラームを受信する際に、自動的に該問題に取り組む自動化された
インフラストラクチャー調整プロトコルがある。
【００１１】
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　別の実施形態では、複数の加入者ハンドセットは、ネットワークの品質を決定し、また
ネットワークオペレータにレポートを伝送するように構成される。該決定は、様々な時間
（周期的に、加入者によってコールが行われるたび、または加入者がコールを掛けようと
試みるが、失敗するたびを含む）において行われることができる。同様に、レポートは、
様々な時間（周期的に、該調査が行われた直ぐ後、および送信が可能になると直ぐを含む
）においてネットワークオペレータに伝送されることができる。レポート中の情報は、例
えば、どこで調査が行われたか、調査が行われた時間、測定された干渉レベル、ハンドセ
ットに関する情報、コールが失敗したかどうか、または失敗したコールの数を含むことが
できる。
【００１２】
　１つの実施形態では、複数の加入者からの集積されたレポートに基づいて、ネットワー
クオペレータは、乏しいネットワークの品質を有する複数の位置を識別し、そして該問題
に取り組むためにインフラストラクチャーを調整する。
【００１３】
　１つの態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータ
を受信するように構成される受信機と、該受信されたデータに基づいて推奨を生成するよ
うに構成されるプロセッサと、そして推奨に基づいて、複数の基地局のうちの少なくとも
１つに複数の命令を送信するように構成される送信機とを具備するネットワーク管理シス
テムである。
【００１４】
　別の態様は、ネットワークを管理する方法であり、該方法は、複数の基地局から、該基
地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信することと、該受信されたデータに
基づいて推奨を生成することと、そして推奨に基づいて、複数の基地局のうちの少なくと
も１つに複数の命令を送信することとを具備する。
【００１５】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信するための手段と、該受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段と、そ
して推奨に基づいて、複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を送信するため
の手段とを具備するネットワーク管理システムである。
【００１６】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、該受信された
データに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための
コードと、そして推奨に基づいて、複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を
送信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードとを更に具備する
コンピュータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品である。
【００１７】
　１つの態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータ
を受信するように構成される受信機と、該受信されたデータに基づいてネットワークマッ
プを生成するように構成されるプロセッサと、そしてネットワークマップを表示するよう
に構成されるディスプレイとを具備するネットワーク管理システムである。
【００１８】
　別の態様は、ネットワークを管理する方法であり、該方法は、複数の基地局から、該基
地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信することと、該受信されたデータに
基づいてネットワークマップを生成することと、そしてネットワークマップを表示するこ
ととを具備する。
【００１９】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信するための手段と、該受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するた
めの手段と、そしてネットワークマップを表示するための手段とを具備するネットワーク
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管理システムである。
【００２０】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、該受信された
データに基づいてネットワークマップを生成することを少なくとも１つのコンピュータに
行わせるためのコードと、そしてネットワークマップを表示することを少なくとも１つの
コンピュータに行わせるためのコードとを更に具備するコンピュータ可読媒体を具備する
コンピュータプログラム製品である。
【００２１】
　１つの態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータ
を受信するように構成される受信機と、該受信されたデータに基づいて推奨を生成するよ
うに構成されるプロセッサと、そして推奨を表示するように構成されるディスプレイとを
具備するネットワーク管理システムである。
【００２２】
　別の態様は、ネットワークを管理する方法であり、該方法は、複数の基地局から、該基
地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信することと、該受信されたデータに
基づいて推奨を生成することと、そして推奨を表示することとを具備する。
【００２３】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信するための手段と、該受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段と、そ
して推奨を表示するための手段とを具備するネットワーク管理システムである。
【００２４】
　別の態様は、複数の基地局から、該基地局におけるネットワークの品質を示すデータを
受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、該受信された
データに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための
コードと、そして推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための
コードとを更に具備するコンピュータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品で
ある。
【００２５】
　１つの態様は、複数の無線信号を受信するように構成されるエアインタフェースと、該
複数の受信された無線信号に基づいて、ネットワークの品質のインジケーションを生成す
るように構成されるプロセッサと、そしてネットワークの品質のインジケーションを送信
するように構成されるネットワークインタフェースとを具備する基地局である。
【００２６】
　別の態様は、ネットワークの品質情報を送信する方法であり、該方法は、複数の無線信
号を受信することと、該複数の受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のイン
ジケーションを生成することと、そしてネットワークの品質のインジケーションを送信す
ることとを具備する。
【００２７】
　別の態様は、複数の無線信号を受信するための手段と、該複数の受信された無線信号に
基づいてネットワークの品質のインジケーションを生成するための手段と、そしてネット
ワークの品質のインジケーションを送信するための手段とを具備する基地局である。
【００２８】
　別の態様は、複数の無線信号を受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせ
るためのコードと、該複数の受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジ
ケーションを生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、
そしてネットワークの品質のインジケーションを送信することを少なくとも１つのコンピ
ュータに行わせるためのコードとを更に具備するコンピュータ可読媒体を具備するコンピ
ュータプログラム製品である。
【００２９】
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　１つ態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデー
タと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するように構成される受信機
と、該受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するように構成されるプロ
セッサと、そしてネットワークマップを表示するように構成されるディスプレイ装置とを
具備するネットワーク管理システムである。
【００３０】
　別の態様は、ネットワークを管理する方法であり、該方法は、複数の加入者ハンドセッ
トから、該加入者ハンドセットの位置を示すデータと該位置におけるネットワークの品質
を示すデータを受信することと、該受信されたデータに基づいてネットワークマップを生
成することと、そしてネットワークマップを表示することとを具備する。
【００３１】
　別の態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデー
タと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するための手段と、該受信さ
れたデータに基づいてネットワークマップを生成するための手段と、そしてネットワーク
マップを表示するための手段とを具備するネットワーク管理システムである。
【００３２】
　別の態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデー
タと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信することを少なくとも１つの
コンピュータに行わせるためのコードと、該受信されたデータに基づいてネットワークマ
ップを生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、そして
ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコ
ードとを更に具備するコンピュータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品であ
る。
【００３３】
　１つの態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデ
ータと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するように構成される受信
機と、該受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサと、そ
して推奨を表示するように構成されるディスプレイとを具備するネットワーク管理システ
ムである。
【００３４】
　別の態様は、ネットワーク管理の方法であり、該方法は、複数の加入者ハンドセットか
ら、該加入者ハンドセットの位置を示すデータと該位置におけるネットワークの品質を示
すデータを受信することと、該受信されたデータに基づいて推奨を生成することと、そし
て推奨を表示することとを具備する。
【００３５】
　別の態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデー
タと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するための手段と、該受信さ
れたデータに基づいて推奨を生成するための手段と、そして推奨を表示するための手段と
を具備するネットワーク管理システムである。
【００３６】
　別の態様は、複数の加入者ハンドセットから、該加入者ハンドセットの位置を示すデー
タと該位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信することを少なくとも１つの
コンピュータに行わせるためのコードと、該受信されたデータに基づいて推奨を生成する
ことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、そして推奨を表示する
ことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードとを更に具備するコンピュ
ータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品。
【００３７】
　１つの態様は、該加入者ハンドセットの位置を決定するように構成される位置決めシス
テムと、該位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成するように構成さ
れるプロセッサと、そして該位置と該位置におけるネットワークの品質を示すデータを送
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信するように構成される送信機とを具備する加入者ハンドセットである。
【００３８】
　別の態様は、ネットワークの品質情報を送信する方法であり、該方法は、該加入者ハン
ドセットの位置を決定することと、該位置におけるネットワークの品質のインジケーショ
ンを生成することと、そして該位置と該位置におけるネットワークの品質を示すデータを
送信することとを具備する。
【００３９】
　別の態様は、該加入者ハンドセットの位置を決定するための手段と、該位置におけるネ
ットワークの品質のインジケーションを生成するための手段と、そして該位置と該位置に
おけるネットワークの品質を示すデータを送信するための手段とを具備する加入者ハンド
セットである。
【００４０】
　別の態様は、該加入者ハンドセットの位置を決定することを少なくとも１つのコンピュ
ータに行わせるためのコードと、該位置におけるネットワークの品質のインジケーション
を生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、そして該位
置と該位置におけるネットワークの品質を示すデータを送信することを少なくとも１つの
コンピュータに行わせるためのコードとを更に具備するコンピュータ可読媒体を具備する
コンピュータプログラム製品である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、１つの実施形態に従って多元接続無線通信システムを例示する図である
。
【図２】図２は、１つの実施形態に従ってネットワーク管理システムを示す機能ブロック
図である。
【図３】図３は、１つの実施形態に従って基地局を示す機能ブロック図である。
【図４】図４は、１つの実施形態に従って加入者ハンドセットを示す機能ブロック図であ
る。
【図５】図５は、ネットワークを管理する典型的な方法を示すフロー図である。
【図６】図６は、ネットワークマップを生成する典型的な方法を示すフロー図である。
【図７】図７は、ネットワークの品質情報を送信する典型的な方法を示すフロー図である
。
【図８】図８は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供する
ように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化されたブ
ロック図である。
【図９】図９は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供する
ように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化されたブ
ロック図である。
【図１０】図１０は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供
するように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化され
たブロック図である。
【図１１】図１１は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供
するように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化され
たブロック図である。
【図１２】図１２は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供
するように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化され
たブロック図である。
【図１３】図１３は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供
するように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化され
たブロック図である。
【図１４】図１４は、ここに教示されるローカルブレイクアウトのオペレーションを提供
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するように構成される複数の装置の幾つかのサンプル態様のうちの１つを示す簡単化され
たブロック図である。
【００４２】
　一般的な慣例に従って、図面に例示される様々な特徴は、一定の縮小比で図示されてい
ないことがあり得る。従って、様々な特徴の寸法は、明確さのために任意に拡大されるあ
るいは縮小されることができる。加えて、図面のうちの幾つかは、明確さのために簡単化
され得る。従って、図面は、与えられた装置（例えば、デバイス）または方法の全ての構
成要素を図示していないことがあり得る。最後に、明細書および図面の全体に渡って同様
の特徴を示すために同様の参照番号が使用されることができる。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下の詳細な記述は、本開発のある複数の特定の態様に向けられる。しかしながら、本
開発は、例えば、特許請求の範囲によって定義されおよびカバーされるような、多数の異
なる仕方において具体化（embodied）されることができる。ここにおける複数の教示に基
づいて、当業者は、ここに開示される態様が何れの他の態様から独立してインプリメント
されることができ、そして２つ以上のこれらの態様が様々な仕方において組み合わされる
ことができることを評価するべきである。例えば、ここに記載される何れの数の態様を使
用して、方法は実施されることができ、あるいは装置はインプリメントされることができ
る。更に、ここに記載される１つまたは複数の態様に加えてまたはこれら以外での他の構
造、機能、または構造と機能を用いて、そのような方法は実施されることができ、あるい
はそのような装置はインプリメントされることができる。同様に、ここに開示される方法
は、コンピュータ可読記録媒体から検索された複数の命令を実行するように構成される１
つまたは複数のコンピュータプロセッサによって行われることができる。コンピュータ可
読記録媒体は、該情報がその時間間隔の間にコンピュータによって読み取られることがで
きるように、ある時間間隔の間、データまたは複数の命令のような情報を格納する。コン
ピュータ可読記録媒体の例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようなメモリと、ハ
ードドライブ、光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー（登録商標）ディスク、磁器
テープ、紙テープ、せん孔カードおよびＺｉｐドライブのような記憶装置である。
【００４４】
　ここに記述される技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤ
ＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワー
ク等のような様々な無線通信ネットワークのために使用されることができる。「ネットワ
ーク」および「システム」という用語は、しばしば置換可能に使用される。ＣＤＭＡネッ
トワークは、ユニバーサル地上ラジオアクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のよう
な無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤ
ＭＡ）および低チップレート（ＬＣＲ：Low Chip Rate）を含む。ｃｄｍａ２０００は、
ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６の標準規格をカバーする。ＴＤＭＡネッ
トワークは、汎ヨーロッパディジタル移動通信システム（ＧＳＭ）（登録商標）のような
無線技術をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲ
Ａ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１、ＩＥＥＥ　８０２．１６、ＩＥＥＥ　８
０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のような無線技術をインプリメントす
ることができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡおよびＧＭＳは、ユニバーサル・モバイル・テ
レコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）の一部である。ロング・ターム・エボリュ
ーション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの近く公
開されるリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびＬＴＥは、
「第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された組織からの文書に記述されて
いる。ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命名さ
れた組織からの文書に記述されている。これらの様々な無線技術および標準規格、そして
その他は、当該技術分野において周知である。
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【００４５】
　単一キャリア変調および周波数領域等化を利用する単一キャリア周波数分割多元接続（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、技術である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭのそれらと本質的に同一
のオーバーオール（overall）な複雑さおよび類似したパフォーマンスを有する。ＳＣ－
ＦＤＭＡ信号は、それ固有の単一キャリア構造の為に、より低いピーク対平均電力比（Ｐ
ＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは多くの関心を引き、特に、より低いＰＡＰＲが送信
パワーの効率という点からモバイル端末機に大いに利益を与えるアップリンク通信につい
てである。発展型ＵＴＲＡ、または３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ
）におけるアップリンクの多元接続スキームに関しては、それは現在のところ作業仮説で
ある。
【００４６】
　図１を参照すると、上に記述された複数の技術のうちの１つを利用することができる、
無線セルラーネットワークの１つの実施形態は、複数の基地局１２０ａ、１２０ｂと、無
線通信リンク１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ上で通信する、複数の加入者ハンドセット１
１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃを含む。基地局１２０ａ、１２０ｂは、通信ネットワーク１
２５を介して、お互いとおよびネットワーク管理システム１３０と通信状態にある。基地
局１２０ａ、１２０ｂ、およびネットワーク管理システム１３０は、有線または無線のリ
ンクを介して通信ネットワーク１２５に接続されることができる。基地局１２０ａ、１２
０ｂは、通信ネットワーク１２５上または直接に無線通信リンク１２２を介してのどちら
かでお互いと通信することができる。
【００４７】
　図２において詳細に示されるネットワーク管理システム１３０は、出力装置２４０、入
力装置２３０、およびメモリ２２０とデータ通信状態にあるプロセッサ２１０を含む。該
プロセッサは、受信機２５２と送信機２５４を含むネットワークインタフェース２５０と
更にデータ通信状態にある。別々に記述されているが、ネットワーク管理システム１３０
に関して記述される複数の機能ブロックは、別の構造要素である必要はないことが理解さ
れるべきである。例えば、プロセッサ２１０およびメモリ２２０は、単一チップに組み込
まれることができる。同様に、プロセッサ２１０およびネットワークインタフェース２５
０は、単一チップに組み込まれることができる。同じように、受信機２５２および送信機
２５４は、単一チップに組み込まれることができる。ネットワーク管理システム１３０は
、システム１３０と類似した、１つまたは複数の装置を具備するネットワーク管理装置に
おいてインプリメントされ得ることが、また理解されるべきである。
【００４８】
　プロセッサ２１０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブル（programmable）ゲートアレー（
ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートまたはトランジスタ論
理、個別のハードウェア構成要素、もしくはここに記述される複数の機能を行うように設
計されるそれらの何れの適切な組み合わせであることができる。プロセッサはまた、例え
ば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰのコ
アと結合している１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他の同様な構成等の、
コンピューティングデバイスの組み合わせとしてインプリメントされることができる。
【００４９】
　プロセッサ２１０は、メモリ２２０から情報を読み、あるいはそれに情報を書くように
、１つまたは複数のバスを介して結合される。該プロセッサは、追加として、あるいはそ
の代わりに、プロセッサレジスタのようなメモリを含むことができる。メモリ２２０は、
その中で異なるレベルが異なる容量およびアクセス速度を有するマルチ－レベルの階層的
キャッシュを含んでいるプロセッサキャッシュを含むことができる。メモリ２２０はまた
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、あるいは不揮発性記憶装置
を含むことができる。記憶装置は、ハードドライブと、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はディジタルビデオディスク（ＤＶＤ）のような光ディスクと、フラッシュメモリと、フ
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ロッピー（登録商標）ディスクと、磁気テープと、Ｚｉｐドライブとを含むことができる
。
【００５０】
　プロセッサ２１０はまた、それぞれネットワーク管理システム１３０のユーザから入力
を受信し、またそれに出力を提供するための、入力装置２３０および出力装置２４０に結
合される。適切な入力装置は、キーボード、ボタン、キー（keys）、スイッチ、位置指示
装置、マウス、ジョイスティック、遠隔制御装置、赤外線検出器、ビデオカメラ（例えば
、手のジェスチャーまたは顔のジェスチャーを検出するためのビデオ処理ソフトウェアと
場合によっては結合される）、動作検知器、およびマイクロフォン（例えば、ボイスコマ
ンドを検出するためのオーディオ処理ソフトウェアと場合によっては結合される）を含む
が、それらに限定はされない。適切な出力装置は、ディスプレイおよびプリンターを含む
視覚的出力装置、スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、およびアラームを含むオーデ
ィオ出力装置、そしてフォースフィードバックゲーム制御装置および振動装置を含む触覚
出力装置を含むが、それらに限定はされない。
【００５１】
　プロセッサ２１０は、受信機２５２および送信機を含む、ネットワークインタフェース
２５０に更に結合される。ネットワークインタフェース２５０と結合している送信機２５
４は、１つまたは複数のネットワークの標準規格に従って、通信ネットワーク１２５上の
送信のためにプロセッサ２１０によって生成されたデータを準備する。ネットワークイン
タフェース２５０と結合している受信機２５２は、１つまたは複数のネットワークの標準
規格に従って、通信ネットワーク１２５上で受信されたデータを復調する。別の実施形態
では、送信機および受信機は、２つの別個の構成要素である。
【００５２】
　ネットワーク管理システム１３０は、受信機２５２において、通信ネットワーク１２５
上で複数の基地局からデータを受信する。１つの実施形態では、ネットワーク管理システ
ム１３０は、多くの基地局１２０ａ、１２０ｂから、各基地局によって測定されるような
、あるいは各基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信する。
【００５３】
　１つの実施形態では、ネットワーク管理システム１３０は、多くの基地局から、アラー
トおよび基地局の識別名を含むデータを受信する。通知は、ネットワークの品質が十分で
ないことを示す単一ビットのように単純であることができる。アラートは、ある基準が満
たされた時に、基地局によって生成されることができる。例えば、基地局１２０ａは、干
渉レベルが所定の時間期間の間にある閾値を越える時に、アラートを送信することができ
る。別の実施形態では、基地局１２０ａは、所定の時間期間に渡って干渉レベルのインテ
グラル（integral）がある閾値を超える時に、アラートを送信することができる。
【００５４】
　１つの実施形態では、ネットワーク管理システム１３０によって受信されたデータは、
単一ビットのアラートのように単純であることができるが、別の実施形態では、ネットワ
ーク管理システム１３０は、より詳細な情報を受信する。例えば、ネットワーク管理シス
テム１３０は、ある時間期間に渡ってあるいは特定の時間において基地局で経験される干
渉の量と基地局の識別名を含むデータを受信することができる。データはまた、干渉を引
き起こしている（他の基地局のような）複数のエンティティの識別およびその上で干渉が
経験される周波数帯を含むことができる。
【００５５】
　干渉は、無線セルラーネットワークによって提供されるサービスの品質を低下させる主
要因ではあるが、サービスの品質を低下させ得る複数の要因に関する他の情報もまた、基
地局１２０ａ、１２０ｂからネットワーク管理システム１３０によって受信されることが
できる。例えば、ネットワーク管理システム１３０は、基地局１２０ａ、１２０ｂから、
それらのデータロードまたはパケット損失率を示すデータを受信することができる。ネッ
トワーク管理システム１３０は、パケット損失率またはデータロードと関連付けられる時
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間を示すデータを更に受信することができる。
【００５６】
　上に記述されるように、ネットワーク管理システム１３０は、複数の基地局からネット
ワークの品質データを受信する。１つの実施形態では、ネットワーク管理システム１３０
は、送信機２５４を介して、そのような情報に対する要求を送信するように構成される。
要求は、マルチプルな複数の基地局にブロードキャスト（broadcast）されることができ
、あるいは単一の基地局に向けられる。要求は、要求されているデータタイプを指定する
ことができる。例えば、１つの実施形態では、要求は、ネットワーク管理システム１３０
が特定の基地局から干渉の測定値を要求することを指定する。それに応じて、ネットワー
ク管理システム１３０は、該特定の基地局から干渉の測定値を受信することができる。
【００５７】
　１つの実施形態では、複数の要求は、プロセッサ２１０によって自動的に生成される。
別の実施形態では、入力装置２３０は、複数の要求を生成するためにユーザによって使用
される。該生成を容易にするために、プロセッサ２１０は、メモリ２２０中に格納された
ユーザインタフェースプログラムを実行することができる。１つの実施形態では、ユーザ
インタフェースは、更に多くのデータが必要とされる地理的なエリアを示すために使用さ
れ、そしてそれに応じて、送信機２５４は、該地理的なエリア内に配置される複数の基地
局に複数の要求を送信する。別の実施形態では、ユーザは、希望している情報タイプ（パ
ケット損失等）を示し、そしてそれに応じて、送信機２５４は、該希望している情報に関
するデータを要求する要求を複数の基地局に送信する。
【００５８】
　受信機２５２において受信されたデータは、プロセッサ２１０によって処理され、そし
てメモリ２２０中に格納される。メモリ２２０はまた、プロセッサ２１０によって該デー
タから得られる複数の結果を格納する。１つの実施形態では、プロセッサ２１０は、受信
されたデータに基づいて推奨を生成するように構成される。
【００５９】
　プロセッサ２１０は、基地局（マクロ、ピコ、フェムト、または中継）のような送信機
を特定の位置において配置するための推奨を生成する。例えば、受信機２５２が、特定の
地理的なエリアにおける多くの基地局から、そのエリアにおけるデータロードが高いこと
を示すデータを受信した場合には、プロセッサ２１０は、そのエリア内に別の基地局を配
置するための推奨を生成する。
【００６０】
　別の実施形態では、プロセッサ２１０は、干渉を緩和するための推奨を生成する。例え
ば、受信機２５２が、それが高い干渉レベルを測定したことを示す、基地局からのデータ
を受信した場合には、プロセッサ２１０は、該基地局がその送信パワーレベルを増加する
推奨を生成する。あるいは、プロセッサ２１０は、該基地局がチャネルの直交化を行う推
奨を生成する。
【００６１】
　別の例として、受信機２５２が、それが第２の基地局からの干渉による高い干渉レベル
を測定したことを示す、第１の基地局からのデータを受信した場合には、プロセッサ２１
０は、第２の基地局がその送信パワーを減少するあるいはチャネルの直行化を行う推奨を
生成する。受信機２５２が、高いデータロードを示す、第１の基地局からのデータを受信
し、そしてまた低いデータロードを示す、第２の近くの基地局からのデータを受信した場
合には、プロセッサ２１０は、２つの基地局の間でトラフィックを再分配するための推奨
を生成する。推奨が１つ以上の基地局からのデータに基づく実例においては、プロセッサ
２１０は、複数の基地局のうちの少なくとも２つが、直接にまたは通信ネットワーク１２
５を通じてのどちらかで、お互いに通信を開始するための推奨を生成する。
【００６２】
　プロセッサによって生成された推奨は、メモリ２２０に格納されるか、または出力装置
２４０を介してユーザに出力される。例えば、推奨は、ユーザインタフェースの一部とし
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てのモニターを介して表示されることができる。推奨はまた、複数の基地局のための複数
の命令を生成するために、プロセッサ２１０によって使用されることができる。複数の命
令は、送信機２５４を介して基地局に送信される。複数の命令は、例えば、推奨された動
作を行うように基地局に命令することができる。上記の例に関しては、複数の命令は、そ
の送信パワーレベルを増加するまたは減少する、チャネルの直交化を行う、トラフィクを
再分配する、あるいは別の基地局１２０ｂと通信を開始するように、基地局１２０ａに命
令することができる。プロセッサ２１０は、マルチプルな複数の基地局のための複数の関
連した命令を生成し、そして送信機２５４を介してそれらを送信する。例えば、複数の命
令は、マルチプルな複数の基地局に送信されることができ、それらにトラフィクを再分配
するあるいはお互いに通信を開始するように命令している。
【００６３】
　１つの実施形態では、プロセッサ２１０は、推奨を生成するために受信されたデータを
使用することができるが、別の実施形態では、プロセッサ２１０は、ネットワークマップ
を生成するために受信されたデータを使用する。１つの実施形態では、ネットワークマッ
プは、複数の特定の位置におけるネットワークカバレッジの有無を示すカバレッジマップ
である。ネットワークマップはまた、複数の特定の位置における、受信された信号の強さ
、または相対的な受信された信号の強さを示すことができる。ネットワークマップは、高
いデータロード、高いパケット損失率、または高い干渉の測定値を示すデータに基づいて
、その中で複数の基地局がオーバーロードされた複数のエリアを示すことができる。１つ
の実施形態では、ネットワークマップは時間依存的（time-dependent）である。ネットワ
ークマップは、ユーザインタフェースの一部として表示されることできる。ネットワーク
マップは、将来のネットワーク計画または現在のネットワーク管理を容易にすることがで
きる。
【００６４】
　１つの実施形態では、受信されたデータは、ネットワークの品質を示し、そして更に基
地局の識別名を含む。プロセッサ２１０は、メモリ２２０中に格納されたデータベースに
基づいて、基地局の識別名を地理的な位置と結びつける。別の実施形態では、受信された
データは、ネットワークの品質を示し、そして更に基地局の地理的な位置を含む。別の実
施形態では、基地局は、特定の地理的な位置ではなく、複数の他の基地局に関しての相対
的な位置と関連付けられる。プロセッサ２１０は、次にその中でネットワークの品質が位
置と関連付けられるネットワークマップを生成する。ネットワークマップは、メモリ２２
０中に格納されるか、出力装置２４０を介して出力されるか、またはネットワーク階層内
の位置（position）であることができる。１つの実施形態では、ネットワークマップは、
ユーザインタフェースの一部として表示される。
【００６５】
　上に記述されるように、ネットワーク管理システム１３０は、受信機２５２において、
通信ネットワーク１２５上で、基地局１２０ａ、１２０ｂからのデータを受信する。１つ
の実施形態では、ネットワーク管理システム１３０は、多くの基地局から、各基地局によ
って測定されるような、あるいは各基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受
信する。ネットワーク管理システム１３０はまた、受信機２５２において、多くの加入者
ハンドセットからデータを受信するように構成される。加入者ハンドセットは、図４に関
して更に記述されるように、ユーザ機器（ＵＥ）、無線通信装置、モバイル装置、アクセ
ス端末機として、または何か他の専門用語によって称されることができる。１つの実施形
態では、ネットワーク管理システム１３０は、多くの加入者ハンドセットから、各加入者
ハンドセットによって測定されるような、あるいは各加入者ハンドセットにおけるネット
ワークの品質を示すデータを受信する。
【００６６】
　受信機２５２において、複数の加入者ハンドセットから受信されたデータは、該複数の
ハンドセットによってネットワーク管理システム１３０に直接に送信されることができ、
あるいは該データは、１つまたは複数の基地局を介してネットワーク管理システム１３０
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に届くことができる。複数の基地局は、データがネットワーク管理システムに届く前に、
それを集約する（aggregate）またはフォーマットすることができる。別の実施形態では
、ネットワーク管理システム１３０は、基地局の一部である。
【００６７】
　１つの実施形態では、ネットワーク管理システム１３０は、多くの加入者ハンドセット
から、該加入者ハンドセットの位置および該位置におけるネットワークの品質の測定（me
asure）を示すデータを受信する。位置を示すデータは、ハンドセットにおいて取得され
る全地球測位システム（ＧＰＳ）の測定値から派生される、あるいは三角測量に基づいて
、１つまたは複数の基地局によって加えられることができる。ネットワークの品質の測定
値は、取り分け、カバレッジの有無のインジケーション、受信された信号の強さの測定値
、ドロップされたコールのインジケーション、または干渉の測定値を含むことができる。
１つの実施形態では、ネットワークの品質の測定値は、ハンドセットによって成功したコ
ール（successful call）が掛けられる前に、特定の位置から試みたコールの数を示す。
【００６８】
　上に記述されるように、ネットワーク管理システム１３０は、複数の加入者ハンドセッ
トからネットワークの品質データを受信する。１つの実施形態では、ネットワーク管理シ
ステム１３０は、送信機２５４を介して、そのような情報に対する要求を送信するように
構成される。要求は、マルチプルな複数のハンドセットにブロードキャスト（broadcast
）されることができ、あるいは単一のハンドセットに向けられる。更に、要求は基地局に
送信されることができ、それは１つまたは複数のハンドセットに該要求を（再フォーマッ
ト有りまたは無しで）転送する。基地局の情報の要求に関して上に記載されるように、１
つの実施形態では、加入者ハンドセットの要求は、要求されているデータタイプを指定す
る。例えば、要求は、ネットワーク管理システム１３０が、特定の基地局に関する地理的
な位置からのカバレッジの測定値を要求することを指定することができる。それに応じて
、ネットワーク管理システム１３０は、特定の基地局に要求を送信し、それは該基地局に
よってサービスされる複数の加入者ハンドセットを集計し、そしてネットワーク管理シス
テム１３０に結果を送信する。
【００６９】
　１つの実施形態では、複数の要求は、プロセッサ２１０によって自動的に生成される。
別の実施形態では、入力装置２３０は、複数の要求を生成するためにユーザによって使用
される。生成を容易にするために、プロセッサ２１０は、メモリ２２０中に格納されたユ
ーザインタフェースプログラムを実行することができる。１つの実施形態では、ユーザイ
ンタフェースは、更に多くのデータが必要とされる地理的なエリアを示すために使用され
、そしてそれに応じて、送信機２５４は、該地理的なエリア内に配置される複数の加入者
ハンドセットまたは複数の基地局に複数の要求を送信する。別の実施形態では、ユーザは
、希望している情報タイプ（受信された信号の強さ等）を示し、そしてそれに応じて、送
信機２５４は、該希望している情報に関するデータを要求する要求を複数の基地局に送信
する。
【００７０】
　上に記述されるように、受信機２５２において受信されたデータは、プロセッサ２１０
によって処理され、そしてメモリ２２０中に格納される。メモリ２２０はまた、プロセッ
サ２１０によって該データから得られる複数の結果を格納する。１つの実施形態では、プ
ロセッサ２１０は、受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成される。推奨
は、アラートであることができ、問題を調整するために動作を起こすことを推奨している
。例えば、受信されたデータが高い干渉の測定値を示す場合には、プロセッサ２１０は、
高い干渉の測定値を示すアラートを生成することができる。
【００７１】
　１つの実施形態では、プロセッサ２１０は、基地局（マクロ、ピコ、フェムト、または
中継）のような送信機を特定の位置において配置するための推奨を生成する。例えば、受
信機２５２が、特定の地理的なエリアにおける多くの加入者ハンドセットから、そのエリ
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アにおいてカバレッジが利用できないこと（あるいは受信された信号の強さが弱いこと）
を示すデータを受信した場合には、プロセッサ２１０は、そのエリア内に別の基地局を配
置するための推奨を生成する。
【００７２】
　プロセッサ２１０によって生成された推奨は、メモリ２２０に格納されるか、または出
力装置２４０を介してユーザに出力されることができる。例えば、推奨は、ユーザインタ
フェースの一部としてのモニターを介して表示されることができる。推奨はまた、複数の
加入者ハンドセットのための複数の命令を生成するために、プロセッサ２１０によって使
用されることができる。複数の命令は、送信機２５４を介してハンドセットに、または基
地局を介してハンドセットに、送信されることができる。複数の命令は、例えば、推奨さ
れた動作を行うようにハンドセットに命令することができる。
【００７３】
　１つの実施形態では、プロセッサ２１０は、推奨を生成するために受信されたデータを
使用するが、別の実施形態では、プロセッサ２１０は、ネットワークマップを生成するた
めに受信されたデータを使用する。上に記述されるように、受信されたデータは、加入者
ハンドセットの位置と、該位置におけるネットワークの品質のインジケーションを含むこ
とができる。この情報から、プロセッサ２１０は、その中でネットワークの品質が位置と
関連付けられるネットワークマップを生成する。カバレッジマップ（あるいは、伝搬マッ
プ（propagation map）と称される）が生成されることができ、同様に他のネットワーク
マップも生成されることができる。ネットワークマップは、メモリ２２０に格納されるか
、または出力装置２４０を介して出力される。１つの実施形態では、ネットワークマップ
は、ユーザインタフェースの一部として表示される。新たな送信機を配置するための推奨
は、ユーザインタフェースの一部としてのそのようなネットワークマップ上で表示される
ことができる。
【００７４】
　特定の位置において新たな送信機を配置するための推奨は、多くの要因に基づくことが
でき、メモリ２２０中に格納された利用可能な配置位置のリストと、特定の位置の近くに
配置された基地局の数と、そのような複数の基地局によって経験されるトラフィックと、
特定の位置の近くのポピュレーション（population）と、その他の要因とを含んでいる。
例えば、特定のエリアにおける多くの基地局が、高いトラフィックまたはパケット損失率
を経験している場合には、プロセッサ２００は、利用可能な配置位置のリストに基づいて
、特定のエリアにおける特定の位置において新たな送信機を配置するための推奨を生成す
ることができる。
【００７５】
　受信されたデータは、位置およびネットワークの品質のインジケーションに加えて、測
定の時間を含むことができる。この情報を組み入れることによって、プロセッサ２１０は
、その複数の推奨の正確さおよび適合性を向上することができ、そしてまた複数の時間依
存的なカバレッジマップを作成することができる。例えば、データを集約することによっ
て、プロセッサ２１０は、伝搬に影響を及ぼす状態（トラフィック、天候、および気温の
逆転）が変化するにつれて、１日の様々な時間のために多くのカバレッジマップを生成す
ることができる。複数のカバレッジマップはまた、１年の様々な部分のために生成される
ことができ、例えば、夏／冬カバレッジ（summer vs. winter coverage）である。複数の
時間依存的なカバレッジマップはまた、成長するネットワークを説明（demonstrate）す
るために使用されることができる。
【００７６】
　上に記述されるように、ネットワーク管理システム１３０は、１つまたは複数の基地局
から、ネットワークの品質を示すデータを受信する。図３において示されるように、典型
的な基地局１２０ａは、メモリ３２０に結合されるプロセッサ３１０と、入力装置３３０
と、出力装置３４０と、エアインタフェース３５０と、ネットワークインタフェース３６
０とを含む。別々に記述されているが、基地局１２０ａに関して記述される複数の機能ブ
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ロックは、別の構造要素である必要はないことが理解されるべきである。例えば、プロセ
ッサ３１０およびメモリ３２０は、単一チップに組み込まれることができる。同様に、プ
ロセッサ３１０とネットワークインタフェース３５０および／またはエアインタフェース
３６０は、単一チップに組み込まれることができる。
【００７７】
　プロセッサ３１０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレー（ＦＰＧＡ）または
他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートまたはトランジスタ論理、個別のハード
ウェア構成要素、もしくはここに記述される複数の機能を行うように設計されるそれらの
何れの適切な組み合わせであることができる。プロセッサ３１０は、メモリ３２０から情
報を読み、あるいはそれに情報を書くように、１つまたは複数のバスを介して結合される
ことができる。該プロセッサは、追加として、あるいはその代わりに、プロセッサレジス
タのようなメモリを含むことができる。メモリ３２０は、その中で異なるレベルが異なる
容量およびアクセス速度を有するマルチレベルの階層的キャッシュを含んでいるプロセッ
サキャッシュを含むことができる。メモリ３２０はまた、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、他の揮発性記憶装置、あるいは不揮発性記憶装置を含むことができる。記憶装置は
、ハードドライブと、コンパクトディスク（ＣＤ）またはディジタルビデオディスク（Ｄ
ＶＤ）のような光ディスクと、フラッシュメモリと、フロッピー（登録商標）ディスクと
、磁気テープと、Ｚｉｐドライブとを含むことができる。
【００７８】
　プロセッサ３１０はまた、それぞれ基地局１２０ａのユーザから入力を受信し、またそ
れに出力を提供するための、入力装置３３０および出力装置３４０に結合される。様々な
入力装置および出力装置は、ネットワーク管理システム１３０に関して上に記述される。
【００７９】
　プロセッサ３２０は、エアインタフェース３５０に更に結合され、それはアンテナ３５
５を介してデータを送信および受信することが可能である。エアインタフェース３５０は
、１つまたは複数の無線標準規格に従って、アンテナ３５５を介する送信のために、プロ
セッサ３１０によって生成されたデータを準備し、そして更に、１つまたは複数の無線標
準規格に従って、アンテナ３５５を介して受信されたデータを復調する。
【００８０】
　基地局１２０ａは、ネットワークの品質を示すデータを生成し、そしてネットワーク管
理システムにデータを送信するように構成される。上に記述されるように、基地局１２０
ａは、干渉の測定値、データロード、またはパケット損失率を含むデータを送信すること
ができる。更に、該基地局は、基地局の識別名、アラート、およびネットワークの品質を
示すデータに関連する周波数または時間のインジケーションを送信することができる。
【００８１】
　１つの実施形態では、基地局１２０ａは、アンテナ３５５において受信された全ての信
号の信号強度を測定し、そしてそれを基地局１２０ａのために意図された、アンテナ３５
５において受信された複数のデータ信号の信号強度と比較することによって、干渉の測定
値を示すデータを生成する。データは、エアインタフェース３５０またはプロセッサ３１
０によって生成されることができる。干渉は、他の基地局と通信している複数の加入者ハ
ンドセットによって送信される複数の信号、または複数の加入者ハンドセットに送信され
る、他の基地局からの複数の信号を含むことができる。干渉はまた、該ネットワークの一
部ではない複数のエンティティからの複数のデータ信号または複数の雑音信号を含むこと
ができる。干渉は、干渉レベルの絶対値として、または信号対干渉比（signal-to-interf
erence ratio）としてネットワーク管理システムに報告されることができる。１つの実施
形態では、基地局１２０ａはまた、他の基地局についての基地局の識別名のような、干渉
を引き起こしている複数のエンティティを示すデータを生成する（および送信する）。
【００８２】
　１つの実施形態では、基地局１２０ａのプロセッサ３１０は、その複数の受信された信
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号の復号化および復調において、パケット損失率またはデータロードを示すデータを生成
する。エアインタフェース３５０もまた、この機能を含むことができる。基地局１２０ａ
は、メモリ３２０中に格納された基地局の識別名、またはプロセッサ３１０の一部である
ことができるクロック（示されていない）にアクセスすることによってネットワークの品
質の測定値が取得された時間を送信することができる。１つの実施形態では、基地局の地
理的な位置は、メモリ３２０中に格納される。
【００８３】
　基地局１２０ａによって生成されたデータは、ネットワークインタフェース３６０を介
してネットワーク管理システム１３０に送信される。ネットワークインタフェース３６０
は、１つまたは複数のネットワークの標準規格に従って、ネットワーク１２５上の送信の
ためにプロセッサ３１０によって生成されたデータを準備し、そして更に、１つまたは複
数のネットワークの標準規格に従って、ネットワーク１２５上で受信されたデータを復調
する。１つの実施形態では、図２に関して上に記述されるように、ネットワークインタフ
ェース３６０はまた、ネットワーク管理システム１３０から情報に対する要求を受信する
。一旦ネットワークインタフェース３６０を介して情報に対する要求を受信すると、アン
テナ３５５およびエアインタフェース３５０と潜在的に結合されるプロセッサ３１０は、
要求されたデータを生成し、そしてネットワークインタフェース３６０を介してネットワ
ーク管理システムにそれを送信する。
【００８４】
　基地局１２０ａは、ネットワークの品質を測定し、ネットワークの品質を示すデータを
生成し、そして様々な時間において該データを送信することができ、それは互いに異なる
ことができる。１つの実施形態では、基地局１２０ａは、ネットワークの品質を連続的に
測定する。これは干渉の測定値を測定する時に、特に有利である。１つの実施形態では、
基地局１２０ａは、ネットワークの品質を周期的に測定する。これはデータロードを測定
する時に、特に有利であることができるが、これはまた、連続的に測定されることもでき
る。上に記載されるように、１つの実施形態では、基地局は、情報に対する要求に応じて
ネットワークの品質を測定する。
【００８５】
　基地局１２０ａは、連続的に、周期的に、または要求に応じて取得される複数の測定値
に基づいて、ネットワークの品質を示すデータを生成することができる。該データは、あ
る時間期間に渡って取得された多くの測定値を収集する（compiling）ことによって、生
成されることができる。例えば、基地局１２０ａは、２４時間の期間に渡るパケット損失
率を示すデータを生成することができる。基地局は、連続的な干渉レベルの測定値が、所
定の時間期間の間に閾値より高い場合に、アラートを生成することができる。該データは
、要求に応じて行われた測定に基づいて、または前もって行われた測定に基づいて、要求
に応じて生成されることができる。
【００８６】
　ある実施形態では、基地局１２０ａは、情報に対する要求を受信すること以外の複数の
刺激（stimuli）に応じて、該データを測定および生成する。例えば、１つの実施形態で
は、干渉レベルが閾値より高い場合には、基地局１２０ａは、トラフィックロードまたは
パケット損失率を示すデータを測定および生成する。基地局は、様々なトリガに基づいて
、データを測定および／または報告することができる。そのようなトリガは、基地局のパ
ワーのクラス、バックホールの容量、またはアソシエーションに基づくことができる。典
型的な基地局のパワーのクラスは、マクロ（４３ｄＢｍ）、ピコ（３０ｄＢｍ）、および
フェムト（＜２０ｄＢｍ）を含む。典型的なバックホールの容量の特徴づけは、有線、無
線、高い容量および可変容量を含む。アソシエーションは、開放される（open）、または
制限される（closed）ことができる。トリガはまた、サービスされる複数の加入者ハンド
セットの特徴に基づくことができる。トリガは、ＵＥのパワーのクラス、カテゴリー、ま
たはアソシエーションに基づくことができる。例えば、トリガは、サービスされているラ
ップトップのデータカードまたはネットブックの数に基づくことができる。
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【００８７】
　基地局１２０ａは、周期的に、連続的に、または要求に応じて、ネットワーク管理シス
テム１３０に該データを送信する。例えば、１つの実施形態では、基地局１２０ａは、パ
ケット損失率を連続的に測定し、１時間毎に該データを収集し、そして１日に一度、ネッ
トワーク管理システムにレポートを伝送する。他の実施形態では、基地局１２０ａは、ア
ラートのようなデータが生成された時を含む、情報に対する要求を受信すること以外の複
数の刺激に応じて、ネットワーク管理システムにデータを送信する。
【００８８】
　１つの実施形態では、基地局１２０ａは、ネットワークインタフェース３６０を介して
ネットワーク管理システム１３０から複数の命令を受信する。一旦該複数の命令を受信す
ると、プロセッサ３１０は、複数のコマンドまたはデータをエアインタフェース３５０ま
たはネットワークインタフェース３６０に送信すること潜在的に含む、要求された機能を
行う。１つの実施形態では、該複数の受信された命令は、送信パワーレベルを減少するた
めの複数のコマンドを含む。それに応じて、プロセッサ３１０は、送信パワーレベルを減
少するために、エアインタフェース３５０にコマンドを伝送する。別の実施形態では、該
複数の受信された命令は、別の基地局と複数の通信を開始するための複数のコマンドを含
む。それに応じて、プロセッサ３１０は、エアインタフェース３５０およびアンテナ３５
５を介して、ネットワークインタフェース３６０を介して、または別の局から局へ（stat
ion-to-station）のインタフェースを介して、別の基地局へ通信データを伝送し、それは
有線または無線リンクを含むことができる。
【００８９】
　当業者によって理解されるように、基地局はまた、加入者ハンドセットのユーザと他の
ユーザとの間の通信を容易にするように構成される。基地局は、アンテナ３５５およびエ
アインタフェース３５０を介して、複数の加入者ハンドセットからの信号を受信および送
信し、そしてネットワーク上で複数の信号を受信および送信し、それはネットワークイン
タフェース３５０を介してＰＳＴＮ（公衆交換電話網）およびインターネットに接続され
ることができる。
【００９０】
　図４に示されるように、ユーザ機器（ＵＥ）、または加入者ハンドセット１１０ａは、
下に記述される複数の機能を行うように構成される、当該技術分野において周知であるそ
れらのような、セルラーフォンであることができる。セルラーフォンは、スマートフォン
（高度なＰＣのような機能を有するセルラーフォンのための総称用語）であることができ
る。
【００９１】
　加入者ハンドセット１１０ａは、出力装置４４０、入力装置４３０、およびメモリ４２
０とデータ通信状態にあるプロセッサ４１０を含む。該プロセッサは、更にエアインタフ
ェース４５０とデータ通信状態にある。別々に記述されているが、加入者ハンドセット１
１０ａに関して記述される複数の機能ブロックは、別の構造要素である必要はないことが
理解されるべきである。例えば、プロセッサ４１０およびメモリ４２０は、単一チップに
組み込まれることができる。同様に、プロセッサ４１０およびエアインタフェース４５０
は、単一チップに組み込まれることができる。
【００９２】
　プロセッサ４１０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレー（ＦＰＧＡ）または
他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートまたはトランジスタ論理、個別のハード
ウェア構成要素、もしくはここに記述される複数の機能を行うように設計されるそれらの
何れの適切な組み合わせであることができる。プロセッサ４１０はまた、メモリ４２０か
ら情報を読み、あるいはそれに情報を書くように、１つまたは複数のバスを介して結合さ
れることができる。該プロセッサは、追加として、あるいはその代わりに、プロセッサレ
ジスタのようなメモリを含むことができる。メモリ４２０は、その中で異なるレベルが異
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なる容量およびアクセス速度を有するマルチレベルの階層的キャッシュを含んでいるプロ
セッサキャッシュを含むことができる。メモリ４２０はまた、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、あるいは不揮発性記憶装置を含むことができる。
【００９３】
　プロセッサ４１０はまた、それぞれ加入者ハンドセット１１０ａのユーザから入力を受
信し、またそれに出力を提供するための、入力装置４３０および出力装置４４０に結合さ
れる。非限定的な例として、加入者ハンドセット１１０ａは、音声のようなオーディオデ
ータを受信するためのマイクロフォンと、電話番号、テキスト、もしくはハンドセットの
選択肢またはコマンドのようなデータを入力するためのキーパッドと、音声または音楽の
ようなオーディオデータを再生するためのスピーカーと、呼び出し音（ringtones）を再
生するための別のスピーカーと、振動を通じて掛かってくるコールを示す振動器と、デー
タを表示するためのスクリーンとを含むことができる。他の適切な入力および出力の装置
は、ネットワーク管理システム１３０に関して上に記述されている。
【００９４】
　プロセッサ４１０は、エアインタフェース４５０に更に結合される。エアインタフェー
ス４５０は、１つまたは複数の無線標準規格に従って、アンテナ４５５を介する送信のた
めに、プロセッサ４１０によって生成されたデータを準備し、そしてまた、１つまたは複
数の無線標準規格に従って、アンテナ４５５を介して受信されたデータを復調する。
【００９５】
　加入者ハンドセットト１１０ａはまた、当該技術分野において周知であるように、アン
テナ４５５上で受信された複数の信号から加入者ハンドセットの地理的な位置を決定する
ように構成されるＧＰＳ　４７０を含む。加入者ハンドセット１１０ａは、この目的のた
めに別のアンテナ（示されていない）を有することができる。１つのアンテナ４５５が示
されているが、アンテナ４５５は、マルチプルな複数のアンテナであることができ、ビー
ム（beamforming）または多入力／多出力の通信を可能にし、そして空間的なダイバーシ
チを増加している。
【００９６】
　加入者ハンドセット１１０ａは、ネットワークの品質を示すデータを生成し、そしてネ
ットワーク管理システムにデータを送信するように構成される。加入者ハンドセット１１
０はまた、基地局にデータを送信することができ、それは次にネットワーク管理システム
に送信される。上に記述されるように、１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０
ａは、カバレッジの有無のインジケーション、受信された信号の強さの測定値、ドロップ
されたコールのインジケーション、成功したコールの前に試みたコールの数、または干渉
の測定値を含むデータを送信する。
【００９７】
　１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、アンテナ４５５上で基地局１２
０ａから受信されたカバレッジ信号の受信（あるいはそれが無いこと）に基づいて、カバ
レッジを示すデータを生成する。他の実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、該
同じ情報に基づいて、カバレッジの強さを示すデータを生成する。該データは、エアイン
タフェース４５０またはプロセッサ４１０によって生成されることができる。
【００９８】
　１つの実施形態では、不成功のコールの試みが行われるたび、またはコールがドロップ
されるたびに、プロセッサ４１０は、この事を示すデータを生成し、そしてそれをメモリ
４２０中に格納する。１つの実施形態では、エアインタフェース３５０は、図２に関して
上に記述されるように、ネットワーク管理システムから（場合によっては基地局を介して
）情報に対する複数の要求を受信する。一旦エアインタフェース４５０を介して情報に対
する要求を受信すると、アンテナ４５５およびエアインタフェース４５０と潜在的に結合
されるプロセッサ４１０は、要求されたデータを生成し、そしてエアインタフェース４５
０を介してネットワーク管理システム（または基地局）にそれを送信する。
【００９９】
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　加入者ハンドセット１１０ａは、ネットワークの品質を測定し、ネットワークの品質を
示すデータを生成し、そして様々な時間において該データを送信することができ、それは
互いに異なることができる。１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、ネッ
トワークの品質を連続的に測定する。これはカバレッジまたは受信された信号の強さを測
定する時に、特に有利である。別の実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、ネッ
トワークの品質を周期的に測定する。上に記述されるように、１つの実施形態では、加入
者ハンドセット１１０ａは、情報に対する要求に応じてネットワークの品質を測定する。
【０１００】
　加入者ハンドセット１１０ａは、連続的に、周期的に、または要求に応じて取得される
複数の測定値に基づいて、ネットワークの品質を示すデータを生成することができる。該
データは、ある時間期間に渡って取得された多くの測定値を収集することによって、生成
されることができる。例えば、１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、２
４時間の期間に渡って受信されたカバレッジを示すデータを生成する。該データは、要求
に応じて行われた測定に基づいて、または前もって行われた測定に基づいて、要求に応じ
て生成されることができる。
【０１０１】
　ある実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、情報に対する要求を受信すること
以外の複数の刺激（stimuli）に応じて、該データを測定および生成する。例えば、１つ
の実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａが、特定の位置においてコールドロップ（
call drop）を経験した場合には、加入者ハンドセット１１０ａは、このドロップを示す
データを生成し、そして適切な時にそれを送信する。
【０１０２】
　加入者ハンドセット１１０ａは、周期的に、連続的に、要求に応じて、または可能なら
いつでもネットワーク管理システム１３０に該データを送信することができる。例えば、
１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、ネットワークカバレッジを連続的
に測定し、１時間毎に該データを収集し、そして１日に一度、ネットワーク管理システム
にレポートを伝送する。ある実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、コールドロ
ップのアラートのようなデータが生成された時、およびネットワークカバレッジが次に利
用できる時を含む、情報に対する要求を受信すること以外の複数の刺激に応じて、ネット
ワーク管理システム１３０にデータを送信する。
【０１０３】
　ネットワークカバレッジが利用できない時は、ネットワーク管理システムまたは基地局
へのデータ送信は、頓挫（frustrated）され得る。従って、１つの実施形態では、送信さ
れるためのデータは、ネットワークカバレッジが再設定されるまでメモリ４２０に格納さ
れる。更に、ネットワーク接続が、電話を掛けることまたはウェブ－ブラウジングセッシ
ョン（web-browsing session）等で使用されていない時に、該データを送信することは有
利であることができる。従って、１つの実施形態では、送信されるためのデータは、加入
者ハンドセット１１０ａが使用中でなくなるまで、メモリ４２０に格納される。別の実施
形態では、該データは、加入者ハンドセット１１０ａがパワーアップまたはパワーダウン
される時に送信される。
【０１０４】
　送信されるデータは、ＧＰＳ　４７０によって決定されるような、加入者ハンドセット
１１０ａの位置と該位置におけるネットワークの品質のインジケーションを含むことがで
きる。送信されるデータはまた、別途のまたはプロセッサ４１０に含まれるクロック（示
されていない）によって決定されるような、該位置およびネットワークの品質に関連付け
られる時間を含むことができる。
【０１０５】
　１つの実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、エアインタフェース４５０上で
ネットワーク管理システム１３０から複数の命令を受信する。これらの命令は、基地局１
２０ａを通じてルートされる（routed through）ことができる。一旦該複数の命令を受信
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すると、プロセッサ４１０は、複数のコマンドまたはデータをエアインタフェース４５０
に送信すること潜在的に含む、要求された機能を行う。１つの実施形態では、該複数の受
信された命令は、トラフィックロードを再分配する試みにおいて、加入者ハンドセット１
１０ａに、それが現在通信状態にない基地局と通信を開始するように命令する。
【０１０６】
　当業者によって理解されるように、加入者ハンドセット１１０ａはまた、ハンドセット
のユーザと他のユーザとの間の通信を容易にするように構成される。加入者ハンドセット
１１０ａは、アンテナ４５５およびエアインタフェース４５０を介して、複数の基地局か
らの信号を受信および送信し、該複数の基地局は、加入者ハンドセット１１０ａを、他の
ハンドセット、インターネット、およびＰＳＴＮと相互接続する。
【０１０７】
　図５を参照すると、ネットワークを管理するためのプロセス５００が記述される。図５
のプロセス５００および図６のプロセス６００を含む、開示される複数のプロセスにおい
て、複数のステップの特定の順序または階層は、典型的な複数のアプローチの例であるこ
とが理解される。設計の選択に基づいて、プロセス中の複数のステップの特定の順序また
は階層が、本開示の範囲内にとどまりながら再配置され得ることが理解される。添付され
ている方法クレームは、サンプルの順序での様々なステップの要素を示し、また示される
特定の順序または階層に限定されることは意図されない。更に、開示されるプロセスにお
ける複数のステップは、開示されるプロセスの実施にとって任意であり、また不可欠でな
いことが理解される。
【０１０８】
　プロセス５００は、情報に対する要求の生成を伴うブロック５１０において始まる。上
に記述されるように、１つの実施形態では、ネットワーク管理システム１３０は、情報か
ら複数の要求を生成し、また該要求は、プロセッサ２１０によって自動的に、またはユー
ザによって入力装置２３０を介して、生成される。情報に対する要求は、上に記述される
ような干渉の測定値および受信された信号の強さを含む、希望している情報タイプを含む
ことができる。
【０１０９】
　ブロック５２０に続き、情報に対する要求は送信される。１つの実施形態では、該要求
は、ネットワーク管理システム１３０によって、送信機２５４を介して１つまたは複数の
基地局および／または１つまたは複数の加入者ハンドセットに送信される。複数の加入者
ハンドセットからの情報に対する要求は、複数の基地局に送信されることができ、それは
更に複数の加入者ハンドセットから該情報を要求する、あるいは前もって受信された情報
に基づいて該要求に応答することができる。
【０１１０】
　次に、ブロック５３０では、複数のエンティティからデータが受信される。１つの実施
形態では、該データは、受信機２５２を介してネットワーク管理システム１３０によって
受信される。該情報は、ブロック５１０および５２０における複数の要求の生成および送
信なしで、受信されることができる。該データは多くの基地局、多くの加入者ハンドセッ
ト、または複数の基地局と複数のハンドセットの組み合わせから受信されることができる
。１つの実施形態では、該データは、複数の加入者ハンドセットから集積されたデータを
有する単一の基地局から受信される。複数のエンティティからデータを受信することは、
例え該データが最終的に単一のソースから受信されたとしても、複数のエンティティから
生じるデータを受信することを包含することが理解されるべきである。同じように、複数
の加入者ハンドセットからデータを受信することは、例え該データが基地局またはネット
ワークを通じてルートされたとしても、複数の加入者ハンドセットから生じたデータを受
信することを包含する。複数の基地局からデータを受信することは、例え該データがネッ
トワークを通じてルートされたとしても、複数の基地局から生じたデータを受信すること
を包含する。
【０１１１】
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　該受信されたデータは、取り分け、ネットワークの品質のインジケーション、地理的な
位置、時間、および周波数帯を含むことができる。ネットワークの品質のインジケーショ
ンは、取り分け、上に記述されるような、干渉の測定値またはカバレッジのインジケーシ
ョンを含むことができる。
【０１１２】
　該データを受信した後に、ブロック５４０では、該受信されたデータに基づいて推奨が
生成される。１つの実施形態では、該推奨は、ネットワーク管理システム１３０のプロセ
ッサ２１０によって生成される。１つの実施形態では、該推奨は、アラートであり、問題
を調整するために動作を起こすことを推奨している。別の実施形態では、該推奨は、追加
の送信機（基地局または中継）の配置を推奨すること、または干渉を緩和することを含む
。
【０１１３】
　１つの実施形態では、該推奨は、表示または格納される。該推奨は、ネットワーク管理
システム１３０のメモリ２２０中に格納される、あるいは出力装置２４０上に表示される
ことができる。図５において例示される実施形態では、プロセス５００は、複数の命令が
複数のエンティティのうちの少なくとも１つに送信されるブロック５５０に続き、該複数
の命令は該推奨に基づいている。１つの実施形態では、複数の命令は、ネットワーク管理
システム１３０の送信機２５４によって送信される。
【０１１４】
　１つの実施形態では、複数の命令は、送信パワー制御（ＴＰＣ）またはチャネルの直交
化を行うための複数のコマンドを含む。別の実施形態では、複数の命令は、複数の基地局
の間で通信を開始するため、または複数の基地局の間でトラフィックを再分配するための
複数のコマンドを含む。複数の命令は、１つ以上のエンティティに伝送されることができ
、それは複数の基地局および複数の加入者ハンドセットを含むことができる。１つの実施
形態では、複数の命令は、複数の基地局を介して複数の加入者ハンドセットに伝送される
。例えば、複数の命令は、第１の基地局と通信している複数の特定の加入者ハンドセット
に、第２の基地局にハンドオフするように命令することができる。
【０１１５】
　ネットワークマップを生成するプロセス６００が、図６に関して記述される。該プロセ
スは、ブロック６１０において、情報に対する要求を生成することから始まり、該要求の
送信を伴うブロック６２０に続き、そして複数のエンティティからのデータの受信を伴う
ブロック６３０に続く。これらのステップは、それぞれ図５のブロック５１０、５２０、
および５３０に関して記述されるように行われることができる。
【０１１６】
　次に、ブロック６５０では、ネットワークマップが、受信されたデータに基づいて生成
される。１つの実施形態では、ネットワークマップは、ネットワーク管理システムのプロ
セッサ２１０によって生成される。１つの実施形態では、ネットワークマップは、複数の
特定の位置におけるネットワークカバレッジの有無を示すカバレッジマップである。ネッ
トワークマップはまた、複数の特定の位置における、受信された信号の強さ、または相対
的な受信された信号の強さを示すことができる。ネットワークマップは、高いデータロー
ド、高いパケット損失率、または高い干渉の測定値を示すデータに基づいて、その中で複
数の基地局がオーバーロードされた複数のエリアを示すことができる。上に記述されるよ
うに、１つの実施形態では、ネットワークマップは時間依存的である。
【０１１７】
　１つの実施形態では、ネットワークマップは、ネットワーク管理システム１３０のメモ
リ２２０中に格納される。一旦ネットワークマップが生成されると、ネットワークマップ
はブロック６５０において表示される。１つの実施形態では、ネットワークマップは、ネ
ットワーク管理システム１３０の出力装置２４０上に表示されることができる。ネットワ
ークマップは、ユーザインタフェースの一部として表示されることできる。ネットワーク
マップは、将来のネットワーク計画または現在のネットワーク管理を容易にすることがで
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きる。
【０１１８】
　ネットワークの品質情報を送信するプロセス７００が、図７に関して記述される。１つ
の実施形態では、プロセス７００は、図１の加入者ハンドセット１１０ａによって行われ
る。プロセス７００は、位置の決定を伴うブロック７００において始まる。１つの実施形
態では、位置の決定は、図４の位置決めシステム４７０によって行われる。
【０１１９】
　１つの実施形態では、位置を決定することは、緯度および経度のような、絶対的な位置
を決定することを含む。別の実施形態では、相対的な位置が決定される。例えば、１つの
実施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、基地局の識別名を含む１つまたは複数の
信号を受信する。これらの信号から、加入者ハンドセット１１０ａは、受信された信号の
強さ、または複数の特定の基地局の識別名を含む複数の信号のタイミングに基づいて、そ
の位置が複数の特定の基地局に近いまたは遠いことを決定する。
【０１２０】
　１つの実施形態では、該位置は、特定の基地局の特定の距離の範囲内、または特定の基
地局からの特定の距離であると決定される。別の実施形態では、該位置は更に、別の特定
の基地局の特定の距離の範囲内、または別の特定の基地局からの特定の距離であると決定
される。
【０１２１】
　ブロック７２０に続き、該位置におけるネットワークの品質のインジケーションが生成
される。「該位置における」は、該位置におけるネットワークの品質を指し、インジケー
ションが生成される所を指すのではないことが理解されるべきである。１つの実施形態で
は、該生成は、図４のプロセッサ４１０によって行われる。図４に関して上に記述される
ように、ネットワークの品質のインジケーションは、カバレッジの有無のインジケーショ
ン、受信された信号の強さの測定値、ドロップされたコールのインジケーション、成功し
たコールの前に試みたコールの数、または干渉の測定値を含むことができる。
【０１２２】
　最後に、ブロック７３０において、該位置と該位置におけるネットワークの品質を示す
データが送信される。１つの実施形態では、該データは、図４のエアインタフェース４５
０およびアンテナ４５５を介して送信され、そして該データは、基地局１２０ａかネット
ワーク管理システム１３０かのどちらかによって受信される。該位置を示すデータは、絶
対的な位置か相対的な位置かのどちらかを含むことができる。１つの実施形態では、該位
置を示すデータは、基地局の識別名を含む様々な受信された信号の相対的な強さである。
この受信された情報に基づいて、該位置（加入者ハンドセット１１０ａが、そのような信
号を受信したいエリア等）を決定するために、加入者ハンドセット１１０ａ、基地局１２
０ａ、またはネットワーク管理システム１３０において、更なる処理が行われることがで
きる。
【０１２３】
　図４に関して記述されるように、該データは、周期的に、連続的に、要求に応じて、ま
たは可能ならいつでも送信されることができる。例えば、１つの実施形態では、加入者ハ
ンドセット１１０ａは、ネットワークカバレッジを連続的に測定し、１時間毎に該データ
を収集し、そして１日に一度、ネットワーク管理システムにレポートを伝送する。ある実
施形態では、加入者ハンドセット１１０ａは、コールドロップのアラートのようなデータ
が生成された時、およびネットワークカバレッジが次に利用できる時を含む、情報に対す
る要求を受信すること以外の複数の刺激に応じて、ネットワーク管理システム１３０にデ
ータを送信する。
【０１２４】
　（例えば、１つまたは複数の添付図面に関して）ここに記述された機能は、添付された
特許請求の範囲において、同様に指定される「～するための手段」という機能に幾つかの
態様において対応することができる。図８－１４を参照すると、装置８００、９００、１



(31) JP 5350477 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

０００、１１００、１２００、１３００、および１４００は、一連の相互に関係のある機
能モジュールとして示される。図８に関して、データを受信するモジュール８０２は、例
えば、ここに論じられたようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信
機、もしくは１つまたは複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応するこ
とができる。推奨を生成するモジュール８０４は、例えば、ここに論じられたようなプロ
セッサに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。命令を送信するモジ
ュール８０６は、例えば、ここに論じられたようなネットワークインタフェース、エアイ
ンタフェース、送信機、もしくは１つまたは複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様
において対応することができる。
【０１２５】
　図９に関して、データを受信するモジュール９０２は、例えば、ここに論じられたよう
なネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信機、もしくは１つまたは複数
のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネットワークマ
ップを生成するモジュール９０４は、例えば、ここに論じられたようなプロセッサに、少
なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネットワークマップを表示するモ
ジュール９０６は、例えば、ここに論じられたような出力装置、スクリーン、ディスプレ
イ、またはプリンターに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。情報
の要求を生成するモジュール９０８は、例えば、ここに論じられたような入力装置、グラ
フィカルユーザインタフェース、またはプロセッサに、少なくとも幾つかの態様において
対応することができる。送信するモジュール９１０は、例えば、ここに記述されたような
ネットワークインタフェース、エアインタフェース、送信機、もしくは１つまたは複数の
アンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。
【０１２６】
　図１０に関して、データを受信するモジュール１００２は、例えば、ここに論じられた
ようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信機、もしくは１つまたは
複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。推奨を生成
するモジュール１００４は、例えば、ここに論じられたようなプロセッサに、少なくとも
幾つかの態様において対応することができる。推奨を表示するモジュール１００６は、例
えば、ここに論じられたような出力装置、スクリーン、ディスプレイ、またはプリンター
に、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。
【０１２７】
　図１１に関して、無線信号を受信するモジュール１１０２は、例えば、ここに論じられ
たようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信機、もしくは１つまた
は複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネットワ
ークの品質のインジケーションを生成するモジュール１１０４は、例えば、ここに論じら
れたようなプロセッサに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネッ
トワークの品質のインジケーションを送信するモジュール１１０６は、例えば、ここに記
述されたようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、送信機、もしくは１
つまたは複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。
【０１２８】
　図１２に関して、データを受信するモジュール１２０２は、例えば、ここに論じられた
ようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信機、もしくは１つまたは
複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネットワー
クマップを生成するモジュール１２０４は、例えば、ここに論じられたようなプロセッサ
に、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。ネットワークマップを表示
するモジュール１２０６は、例えば、ここに論じられたような出力装置、スクリーン、デ
ィスプレイ、またはプリンターに、少なくとも幾つかの態様において対応することができ
る。
【０１２９】
　図１３に関して、データを受信するモジュール１３０２は、例えば、ここに論じられた
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ようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、受信機、もしくは１つまたは
複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。推奨を生成
するモジュール１３０４は、例えば、ここに論じられたようなプロセッサに、少なくとも
幾つかの態様において対応することができる。推奨を表示するモジュール１３０６は、例
えば、ここに論じられたような出力装置、スクリーン、ディスプレイ、またはプリンター
に、少なくとも幾つかの態様において対応することができる。
【０１３０】
　図１４に関して、位置を決定するモジュール１４０２は、例えば、ここに論じられたよ
うな全地球測位システム（ＧＰＳ）、または三角測量システムに、少なくとも幾つかの態
様において対応することができる。ネットワークの品質のインジケーションを生成するモ
ジュール１４０４は、例えば、ここに論じられたようなプロセッサに、少なくとも幾つか
の態様において対応することができる。データを送信するモジュール１４０６は、例えば
、ここに記述されたようなネットワークインタフェース、エアインタフェース、送信機、
もしくは１つまたは複数のアンテナに、少なくとも幾つかの態様において対応することが
できる。
【０１３１】
　図８－１４のモジュールの機能は、ここでの複数の教示と一致する様々な仕方において
インプリメントされることができる。幾つかの態様では、これらのモジュールの機能は、
１つまたは複数の電気的な構成要素としてインプリメントされることができる。幾つかの
態様では、これらのブロックの機能は、１つまたは複数のプロセッサの構成要素を含む処
理システムとしてインプリメントされることができる。幾つかの態様では、これらのモジ
ュールの機能は、例えば、１つまたは複数の集積回路（例えば、ＡＳＩＣ）の少なくとも
一部を使用して、インプリメントされることができる。ここに論じられているように、集
積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関連のある構成要素、またはそれらの何らか
の組み合わせを含むことができる。これらのモジュールの機能はまた、ここに教示されて
いるような仕方とは、他の仕方においてインプリメントされることができる。幾つかの態
様では、図８－１４における１つまたは複数の何れの点線のブロックは任意である。
【０１３２】
　当業者は、情報および信号が、様々な異なる科学技術および専門技術の何れを使用して
も、表されることができることを理解するであろう。例えば、上の記述の全体に渡って参
照されることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、および
チップは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたはパーティクル(particles)、光
学のフィールドまたはパーティクル、あるいはそれらの何れの組み合わせによって、表わ
されることができる。
【０１３３】
　当業者は、ここに開示された実施形態に関連して記述される、様々な例示的な論理ブロ
ック（logical blocks）、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップは、電子ハ
ードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとして、インプリメ
ントされ得ることを、更に評価するであろう。明白にハードウェアとソフトウェアのこの
互換性を例示するために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路
およびステップが、概してそれらの機能性の点から、上に記述されている。そのような機
能が、ハードウェアまたはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうかは、オーバ
ーオール（overall）なシステムに課された特定のアプリケーションおよび設計の制約に
依存する。当業者は、それぞれの特定のアプリケーションに関して多様な仕方（ways）に
おいて、該記述された機能をインプリメントすることができるが、そのようなインプリメ
ンテーションの決定は、本開示の範囲から逸脱すると解釈されるべきでない。
【０１３４】
　ここに開示された実施形態に関連して記述される、様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレー（ＦＰＧＡ）あるい
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は他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートまたはトランジスタ論理、個別のハー
ドウェア構成要素、もしくはここに記述された複数の機能を行うように設計されるそれら
の何れの組み合わせによってインプリメントされるまたは行われることができる。汎用プ
ロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、その代わりにおいて、該プロセ
ッサは、何れの従来型のプロセッサ、制御装置、マイクロコントローラーまたはステート
（state）マシンであることができる。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプ
ロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰのコアと結合している１つま
たは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他の同様な構成等の、コンピューティング装置
の組み合わせとして、インプリメントされることができる。
【０１３５】
　１つまたは複数の典型的な実施形態では、記述された複数の機能は、ハードウェア、ソ
フトウェア、ファームウェアあるいはそれらの何れの組み合わせにおいてインプリメント
されることができる。ソフトウェアにおいてインプリメントされる場合は、複数の機能は
、コンピュータ可読媒体上でコードあるいは１つまたは複数の命令として送信されるある
いは格納されることができる。コンピュータ可読媒体は、１つの場所から別の場所へのコ
ンピュータプログラムの転送を容易にする何れの媒体を含む通信媒体と、コンピュータ記
憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる
何れの利用可能な媒体であることができる。限定としてではなく、例として、そのような
コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光デ
ィスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置のデバイス、あるいは複
数のデータ構造または複数の命令の形式において望ましいプログラムコードを格納するあ
るいは運ぶために使用されることができ、そしてコンピュータによってアクセスされるこ
とができる、何れの他の記憶媒体を具備することができる。更に、何れの接続は、コンピ
ュータ可読媒体と厳密には称されることができる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブ
ル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、あるいは赤
外線、電波、およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバーあ
るいは他のリモートのソースから送信される場合は、同軸ケーブル、光ファイバーケーブ
ル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、電波、およびマイクロ波のような無線技術
は、媒体の定義に含まれる。ここに使用されるディスク（Disk）およびディスク（disc）
は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、ディジ
タルビデオディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクおよびブルーレイディ
スクを含んでいる、ここではディスク（disks）は、通常磁気的にデータを再生し、一方
ディスク（discs）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の複数の組み
合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１３６】
　開示された実施形態についての前の記述は、何れの当業者が、本開示を作るあるいは利
用することができるようにするために提供される。これらの実施形態に対する様々な修正
（modification）は、当業者にとっては、容易に（readily）明白であることができ、こ
こに定義された一般的な（generic）法則は、本開示の精神または範囲から外れることな
く、他の実施形態に応用されることができる。従って、本開示は、ここに示される実施形
態に制限されるようには意図されず、ここに開示される法則および新規な特徴と一致する
最も広い範囲を与えられることになる。
　なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するよ
うに構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサ；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を送信す
るように構成される送信機。
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［Ｃ２］
　Ｃ１に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の
測定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具
備する。
［Ｃ３］
　Ｃ１に記載のシステム、ここにおいて前記プロセッサは、パワー制御またはチャネルの
直交化によって干渉を緩和するための推奨を生成するように構成される。
［Ｃ４］
　Ｃ１に記載のシステム、ここにおいて前記送信機は、前記複数の基地局のうちの少なく
とも２つに複数の命令を送信するように構成される。
［Ｃ５］
　Ｃ４に記載のシステム、ここにおいて前記プロセッサは、前記複数の基地局のうちの少
なくとも２つの間に複数の通信を開始するための推奨を生成するように構成される。
［Ｃ６］
　Ｃ４に記載のシステム、ここにおいて前記プロセッサは、前記複数の基地局のうちの少
なくとも２つの間でトラフィックを再分配するための推奨を生成するように構成される。
［Ｃ７］
　ネットワークを管理するための方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するこ
と；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成すること；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を送信す
ること。
［Ｃ８］
　Ｃ７に記載の方法、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測定
値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備す
る。
［Ｃ９］
　Ｃ７に記載の方法、ここにおいて複数の命令を送信することは、前記複数の基地局のう
ちの少なくとも２つの間でトラフィックを再分配するための複数の命令を送信することを
具備する。
［Ｃ１０］
　更に下記を具備する、Ｃ７に記載の方法：
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信すること。
［Ｃ１１］
　Ｃ１０に記載の方法、ここにおいて前記情報に対する要求は、地理的な位置に関連付け
られる。
［Ｃ１２］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するた
めの手段；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段；および
　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を送信す
るための手段。
［Ｃ１３］
　Ｃ１２に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なく
とも２つの間で複数の通信を開始するための推奨である。
［Ｃ１４］
　Ｃ１２に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、前記複数の基地局のうちの少なく
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とも２つの間でトラフィックを再分配するための推奨である。
［Ｃ１５］
　Ｃ１４に記載のシステム、ここにおいて前記システムは、前記複数の基地局のうちの少
なくとも２つに命令を送信する。
［Ｃ１６］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信する
ことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード；
　　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュー
タに行わせるためのコード；および
　　前記推奨に基づいて、前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに複数の命令を送信
することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ１７］
　Ｃ１６に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨は、前記複数の基
地局のうちの少なくとも２つの間で複数の通信を開始するための推奨である。
［Ｃ１８］
　Ｃ１６に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨は、前記複数の基
地局のうちの少なくとも２つの間でトラフィックを再分配するための推奨である。
［Ｃ１９］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するよ
うに構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するように構成されるプロ
セッサ；および
　前記ネットワークマップを表示するように構成されるディスプレイ。
［Ｃ２０］
　Ｃ１９に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉
の測定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを
具備する。
［Ｃ２１］
　Ｃ１９に記載のシステム、ここにおいて前記受信機は、前記基地局における前記ネット
ワークの品質に関連付けられる時間を示す情報を受信するように更に構成される。
［Ｃ２２］
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信するように構成さ
れる送信機を更に具備する、Ｃ１９に記載のシステム。
［Ｃ２３］
　Ｃ２２に記載のシステム、ここにおいて前記システムは、特定のエリアを示すための入
力を具備し、そして前記送信機は、前記特定のエリアに配置された前記複数の基地局のう
ちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信する。
［Ｃ２４］
　Ｃ２２に記載のシステム、ここにおいて前記システムは、要求されたデータタイプを示
すための入力を具備し、そして前記送信機は、前記要求されたデータタイプを示す情報に
対する要求を送信する。
［Ｃ２５］
　Ｃ１９に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークマップは、時間依存的である
。
［Ｃ２６］
　ネットワークを管理する方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するこ
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と；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成すること；および
　前記ネットワークマップを表示すること。
［Ｃ２７］
　Ｃ２６に記載の方法、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、干渉の測
定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータを具備
する。
［Ｃ２８］
　更に下記を具備する、Ｃ２６に記載の方法：
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信すること。
［Ｃ２９］
　Ｃ２８に記載の方法、ここにおいて前記要求は、自動的に送信されおよび生成される。
［Ｃ３０］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するた
めの手段；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するための手段；および
　前記ネットワークマップを表示するための手段。
［Ｃ３１］
　Ｃ３０に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークマップは、時間依存的である
。
［Ｃ３２］
　更に下記を具備する、Ｃ３０に記載のシステム：
　情報に対する要求を生成するための手段；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信するための手段。
［Ｃ３３］
　Ｃ３２に記載のシステム、ここにおいて前記要求は、自動的に送信されおよび生成され
る。
［Ｃ３４］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信する
ことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード；
　　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成することを少なくとも１
つのコンピュータに行わせるためのコード；および
　　前記ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ためのコード。
［Ｃ３５］
　Ｃ３４に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記ネットワークマップは
、時間依存的である。
［Ｃ３６］
　Ｃ３４に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記コンピュータ可読媒体
は更に下記を具備する：
　情報に対する要求を生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコ
ード；および
　前記複数の基地局のうちの少なくとも１つに前記要求を送信することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ３７］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
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　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するよ
うに構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサ；および
　前記推奨を表示するように構成されるディスプレイ。
［Ｃ３８］
　Ｃ３７に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、特定の位置において送信機を配置
するための推奨を具備する。
［Ｃ３９］
　ネットワークを管理する方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するこ
と；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成すること；および
　前記推奨を表示すること。
［Ｃ４０］
　Ｃ３９に記載の方法、ここにおいて前記推奨は、送信機を配置するための推奨である。
［Ｃ４１］
　Ｃ３９に記載の方法、ここにおいて前記推奨は、グラフィカルユーザインタフェースを
介して表示される。
［Ｃ４２］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信するた
めの手段；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段；および
　前記推奨を表示するための手段。
［Ｃ４３］
　Ｃ４２に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、送信機を配置するための推奨であ
る。
［Ｃ４４］
　Ｃ４２に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、トラフィックを再分配するための
推奨である。
［Ｃ４５］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の基地局から、前記基地局におけるネットワークの品質を示すデータを受信する
ことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード；
　　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュー
タに行わせるためのコード；および
　　前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ４６］
　Ｃ４５に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨は、送信機を配置
するための推奨である。
［Ｃ４７］
　Ｃ４５に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨を表示することを
少なくとも１つのコンピュータに行わせるための前記コードは、グラフィカルユーザイン
タフェースを介して前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ためのコードを具備する。
［Ｃ４８］
　下記を具備する基地局：
　複数の無線信号を受信するように構成されるエアインタフェース；
　前記複数の受信された無線信号に基づいて、ネットワークの品質のインジケーションを
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生成するように構成されるプロセッサ；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信するように構成されるネットワーク
インタフェース。
［Ｃ４９］
　Ｃ４８に記載の基地局、ここにおいて前記ネットワークの品質のインジケーションは、
測定された干渉レベルが、所定の時間期間の間に所定の閾値より高い時に送信されるアラ
ートである。
［Ｃ５０］
　Ｃ４８に記載の基地局、ここにおいて前記ネットワークの品質のインジケーションは、
連続的な測定値である。
［Ｃ５１］
　Ｃ４８に記載の基地局、ここにおいて前記プロセッサは、トリガに応じてネットワーク
の品質のインジケーションを生成するように構成され、前記トリガは、パワーのクラス、
バックホールの容量、またはアソシエーションのうちの少なくとも１つに基づいている。
［Ｃ５２］
　Ｃ４８に記載の基地局、ここにおいて前記ネットワークインタフェースは、トリガに応
じて前記ネットワークの品質のインジケーションを送信するように構成され、前記トリガ
は、パワーのクラス、バックホールの容量、またはアソシエーションのうちの少なくとも
１つに基づいている。
［Ｃ５３］
　ネットワークの品質情報を送信する方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の無線信号を受信すること；
　前記複数の受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジケーションを生
成すること；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信すること。
［Ｃ５４］
　情報に対する要求を受信することを更に具備するＣ５３に記載の方法、ここにおいて前
記ネットワークの品質のインジケーションを送信することは、前記要求を受信することに
応じて行われる。
［Ｃ５５］
　Ｃ５３に記載の方法、ここにおいて前記複数の受信された無線信号は、１つまたは複数
の加入者ハンドセットから生じる。
［Ｃ５６］
　Ｃ５３に記載の方法、ここにおいて前記ネットワークの品質のインジケーションは、干
渉の測定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデータ
を具備する。
［Ｃ５７］
　下記を具備する基地局：
　複数の無線信号を受信するための手段；
　前記複数の受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジケーションを生
成するための手段；および
　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信するための手段。
［Ｃ５８］
　Ｃ５７に記載の基地局、ここにおいて前記複数の受信された無線信号は、１つまたは複
数の加入者ハンドセットから生じる。
［Ｃ５９］
　Ｃ５７に記載の基地局、ここにおいて前記ネットワークの品質のインジケーションは、
干渉の測定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少なくとも１つを示すデー
タを具備する。
［Ｃ６０］
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　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の無線信号を受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコ
ード；
　　前記複数の受信された無線信号に基づいてネットワークの品質のインジケーションを
生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード；および
　　前記ネットワークの品質のインジケーションを送信することを少なくとも１つのコン
ピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ６１］
　Ｃ６０に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記複数の受信された無線
信号は、１つまたは複数の加入者ハンドセットから生じる。
［Ｃ６２］
　Ｃ６０に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記ネットワークの品質の
インジケーションは、干渉の測定値、データロード、またはパケット損失率のうちの少な
くとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ６３］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するように構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するように構成されるプロ
セッサ；および
　前記ネットワークマップを表示するように構成されるディスプレイ装置。
［Ｃ６４］
　Ｃ６３に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、ネッ
トワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉
の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ６５］
　Ｃ６３に記載のシステム、ここにおいて前記受信機は、前記複数の加入者ハンドセット
の前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに関連付けられる時間を示す
情報を受信するように更に構成される。
［Ｃ６６］
　前記複数の加入者ハンドセットのうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信する
ように構成される送信機を更に具備する、Ｃ６３に記載のシステム。
［Ｃ６７］
　Ｃ６６に記載のシステム、ここにおいて前記システムは、特定のエリアを示すための入
力を具備し、そして前記送信機は、前記特定のエリアに配置された前記複数の加入者ハン
ドセットのうちの少なくとも１つに情報に対する要求を送信する。
［Ｃ６８］
　Ｃ６３に記載のシステム、ここにおいて前記システムは、要求されたデータタイプを示
すための入力を具備し、そして前記送信機は、前記要求されたデータタイプを示す情報に
対する要求を送信する。
［Ｃ６９］
　Ｃ６３に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークマップは、時間依存的である
。
［Ｃ７０］
　Ｃ６３に記載のシステム、ここにおいて前記データは、基地局またはネットワークのう
ちの少なくとも１つを介して受信される。
［Ｃ７１］
　ネットワークを管理する方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
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置におけるネットワークの品質を示すデータを受信すること；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成すること；および
　前記ネットワークマップを表示すること。
［Ｃ７２］
　更に下記を具備する、Ｃ７１に記載の方法：
　情報に対する要求を生成すること；および
　前記情報に対する要求を送信すること。
［Ｃ７３］
　Ｃ７１に記載の方法、ここにおいて前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受
信される。
［Ｃ７４］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するための手段；
　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成するための手段；および
　前記ネットワークマップを表示するための手段。
［Ｃ７５］
　Ｃ７４に記載のシステム、ここにおいて前記データは、１つまたは複数の基地局を介し
て受信される。
［Ｃ７６］
　Ｃ７４に記載のシステム、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、ネッ
トワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉
の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ７７］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記
位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信することを少なくとも１つのコンピ
ュータに行わせるためのコード；
　　前記受信されたデータに基づいてネットワークマップを生成することを少なくとも１
つのコンピュータに行わせるためのコード；および
　　前記ネットワークマップを表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ためのコード。
［Ｃ７８］
　Ｃ７７に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおい前記データは、１つまたは複
数の基地局を介して受信される。
［Ｃ７９］
　Ｃ７７に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記ネットワークの品質を
示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされた
コール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ８０］
　Ｃ７７に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記ネットワークマップを
表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための前記コードは、グラフィ
カルユーザインタフェースを介して前記ネットワークマップを表示することを少なくとも
１つのコンピュータに行わせるためのコードを具備する。
［Ｃ８１］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するように構成される受信機；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するように構成されるプロセッサ；および
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　前記推奨を表示するように構成されるディスプレイ。
［Ｃ８２］
　Ｃ８１に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、ネットワークの不備を示すアラー
トを具備する。
［Ｃ８３］
　Ｃ８１に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、特定の位置において送信機を配置
するための推奨を具備する。
［Ｃ８４］
　Ｃ８３に記載の装置、ここにおいて前記ディスプレイは、ネットワークマップ上で前記
特定の位置を表示するように構成される。
［Ｃ８５］
　ネットワーク管理の方法、前記方法は下記を具備する：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
置におけるネットワークの品質を示すデータを受信すること；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成すること；および
　前記推奨を表示すること。
［Ｃ８６］
　Ｃ８５に記載の方法、ここにおいて前記推奨は、特定の位置において送信機を配置する
ための推奨である。
［Ｃ８７］
　Ｃ８５に記載の方法、ここにおいて前記推奨を表示することは、ネットワークマップ上
の特定の位置において前記推奨を表示することを具備する。
［Ｃ８８］
　Ｃ８５に記載の方法、ここにおいて前記データは、１つまたは複数の基地局を介して受
信される。
［Ｃ８９］
　下記を具備するネットワーク管理システム：
　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記位
置におけるネットワークの品質を示すデータを受信するための手段；
　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成するための手段；および
　前記推奨を表示するための手段。
［Ｃ９０］
　Ｃ８９に記載のシステム、ここにおいて前記推奨は、特定の位置において送信機を配置
するための推奨である。
［Ｃ９１］
　Ｃ８９に記載のシステム、ここにおいて前記推奨を表示することは、ネットワークマッ
プ上の特定の位置において前記推奨を表示することを具備する。
［Ｃ９２］
　Ｃ８９に記載のシステム、ここにおいて前記データは、１つまたは複数の基地局を介し
て受信される。
［Ｃ９３］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　複数の加入者ハンドセットから、前記加入者ハンドセットの位置を示すデータと前記
位置におけるネットワークの品質を示すデータを受信することを少なくとも１つのコンピ
ュータに行わせるためのコード；
　　前記受信されたデータに基づいて推奨を生成することを少なくとも１つのコンピュー
タに行わせるためのコード；および
　　前記推奨を表示することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ９４］
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　Ｃ９３に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨は、特定の位置に
おいて送信機を配置するための推奨である。
［Ｃ９５］
　Ｃ９３に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記推奨を表示することは
、ネットワークマップ上の特定の位置において前記推奨を表示することを具備する。
［Ｃ９６］
　Ｃ９３に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記データは、１つまたは
複数の基地局を介して受信される。
［Ｃ９７］
　下記を具備する加入者ハンドセット：
　前記加入者ハンドセットの位置を決定するように構成される位置決めシステム；
　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成するように構成される
プロセッサ；および
　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信するように構
成される送信機。
［Ｃ９８］
　Ｃ９７に記載のハンドセット、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、
ネットワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされたコール、または
干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ９９］
　Ｃ９７に記載のハンドセット、ここにおいて前記送信機は、前記加入者ハンドセットの
前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに関連付けられる時間を示す情
報を送信するように更に構成される。
［Ｃ１００］
　Ｃ９７に記載のハンドセット、ここにおいて前記送信機は、前記データを周期的に送信
するように構成される。
［Ｃ１０１］
　情報に対する要求を受信するように構成される受信機を更に具備するＣ９７に記載のハ
ンドセット、ここにおいて前記送信されるデータは、前記要求を受信することに応じて送
信される。
［Ｃ１０２］
　Ｃ９７に記載のハンドセット、ここにおいて前記送信機は、前記決定されたネットワー
クの品質に基づいて前記データを送信するように構成される。
［Ｃ１０３］
　ネットワークの品質情報を送信する方法、前記方法は下記を具備する：
　前記加入者ハンドセットの位置を決定すること；
　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成すること；および
　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信すること。
［Ｃ１０４］
　Ｃ１０３に記載の方法、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは、ネット
ワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされたコール、または干渉の
測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ１０５］
　前記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに
関連付けられる時間を示す情報を送信するように更に構成される、Ｃ１０３に記載の方法
。
［Ｃ１０６］
　Ｃ１０３に記載の方法、ここにおいてデータを送信することは、前記データを周期的に
送信することを具備する。
［Ｃ１０７］
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　下記を具備する加入者ハンドセット：
　前記加入者ハンドセットの位置を決定するための手段；
　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成するための手段；およ
び
　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信するための手
段。
［Ｃ１０８］
　Ｃ１０７に記載のハンドセット、ここにおいて前記ネットワークの品質を示すデータは
、ネットワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされたコール、また
は干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ１０９］
　Ｃ１０７に記載のハンドセット、ここにおいて前記データを送信するための手段は、前
記加入者ハンドセットの前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに関連
付けられる時間を示す情報を更に送信する。
［Ｃ１１０］
　Ｃ１０７に記載のハンドセット、ここにおいて前記データを送信するための手段は、前
記データを周期的に送信する。
［Ｃ１１１］
　下記を具備するコンピュータプログラム製品：
　コンピュータ可読媒体、前記媒体は更に下記を具備する：
　　前記加入者ハンドセットの位置を決定することを少なくとも１つのコンピュータに行
わせるためのコード；
　　前記位置におけるネットワークの品質のインジケーションを生成することを少なくと
も１つのコンピュータに行わせるためのコード；および
　　前記位置と前記位置における前記ネットワークの品質を示すデータを送信することを
少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード。
［Ｃ１１２］
　Ｃ１１１に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいて前記ネットワークの品質
を示すデータは、ネットワークカバレッジの有無、受信された信号の強さ、ドロップされ
たコール、または干渉の測定値のうちの少なくとも１つを示すデータを具備する。
［Ｃ１１３］
　Ｃ１１１に記載のコンピュータプログラム製品、ここにおいてデータを送信することを
少なくとも１つのコンピュータに行わせるための前記コードは、前記加入者ハンドセット
の前記位置と、前記位置における前記ネットワークの品質とに関連付けられる時間を示す
情報を送信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードを更に具備
する。
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