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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御システムであって、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線パラメータ制御システム。
【請求項２】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルの接続範囲の変化の前後のい
ずれかで前記制御対象無線セルを接続先無線セルとする無線端末の、前記制御対象無線セ
ルの接続範囲の変化の前また後の接続先無線セルのうち、前記制御対象無線セルを除く無
線セルの少なくとも一つを評価対象候補無線セルとする
請求項１に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項３】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
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無線端末の接続先無線セルを予測し、前記予測された前記無線端末の接続先無線セルと現
在の無線パラメータの設定値における前記無線端末の接続先無線セルとの間の変化に基づ
いて、評価対象候補無線セルを決定する
請求項１又は請求項２に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項４】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予測し、予測した
接続先無線セルを前記評価対象候補無線セルとする
請求項３に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項５】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予
測し、前記接続先無線セルが前記制御対象無線セルである場合、前記周辺無線セルを前記
評価対象候補無線セルとする
請求項３に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項６】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した測定情報に基づいて、前
記無線端末の接続先無線セルを予測する
請求項３から請求項５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項７】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した前記制御対象無線セルお
よび前記制御対象無線セル以外の無線セルの無線品質を含む測定情報を用いて、前記無線
パラメータを候補値に変更したと仮定した場合の前記無線端末の無線品質を予測し、前記
予測した無線品質が高い上位所定数の無線セルを、前記接続先無線セルと予測する
請求項３から請求項６のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項８】
　前記無線品質は、受信電力、受信品質、信号対干渉雑音比、スループットの少なくとも
いずれかを含む
請求項７に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項９】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの候補値が複数存在する場合には、
少なくともいずれか一つの候補値において、評価対象候補無線セルになると予測される無
線セルを、評価対象候補無線セルとして選択する
請求項３から請求項８のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１０】
　前記評価対象無線セル選択手段は、複数の無線パラメータのうち少なくとも一つ以上の
無線パラメータにおいて、評価対象候補無線セルになると予測される無線セルを、評価対
象候補無線セルとして選択する
請求項３から請求項９のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１１】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前後のサービングセルの情報
を取得し、
前記無線パラメータの変更前後のサービングセルの変化に基づいて、評価対象候補無線セ
ルを決定する
請求項１又は請求項２に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１２】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前に前記制御対象無線セルを
サービングセルとしていた無線端末の、無線パラメータの変更後のサービングセルの情報
を取得し、前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービングセルを前記評価対象候補
無線セルとする
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請求項１１に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１３】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更後に前記制御対象無線セ
ルをサービングセルとする無線端末の、無線パラメータの変更前のサービングセルの情報
を取得し、前記無線パラメータの変更前の無線端末のサービングセルを前記評価対象候補
無線セルとする
請求項１１に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１４】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末に対するトレース機能、無線端末から
のサービングセルの報告、又は、ハンドオーバ情報のいずれかを用いて、前記無線パラメ
ータの変更前または変更後の無線端末のサービングセルの情報を取得する
請求項１１から請求項１３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１５】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記評価対象候補無線セルの重要度を求め、前記重
要度が高い評価対象候補無線セルを、前記評価対象無線セルとして選択する
請求項１から請求項１４のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１６】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルとの間で接続先が変更となる
無線端末数が多い前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように前記評価対象候
補無線セルの重要度を求める
請求項１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１７】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更により、無線端末数の変
化率が高くなる前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように前記評価対象候補
無線セルの重要度を求める
請求項１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１８】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルとの間のハンドオーバ回数が
多い前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように前記評価対象候補無線セルの
重要度を求める
請求項１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項１９】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記評価対象候補無線セルを仮の制御対象無線セル
とし、前記仮の制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記仮の制御対象無線
セルの接続範囲の変化にともなう無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて第２の評価
対象候補無線セルを決定し、前記第２の評価対象候補無線セルを前記評価対象候補無線セ
ルに含める
請求項１から請求項１８のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２０】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記重要度が高い評価対象候補無線セルを前記仮の
制御対象無線セルとして選択する
請求項１９に記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２１】
　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質を、前記評価対象無線セ
ル以外の無線セルの品質よりも重視して評価する
請求項１から請求項２０のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２２】
　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルのうち、前記評価対象候補無線
セルの重要度が高い無線セルの品質を重視して評価する
請求項１５から請求項２１のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
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【請求項２３】
　前記評価対象無線セルの品質は、トラフィック負荷、平均スループット、異常切断率、
ハンドオーバ失敗率の少なくともいずれかである
請求項１から請求項２２のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２４】
　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質の評価結果に基づいて、
無線パラメータのフォールバックを行う
請求項１から請求項２３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２５】
　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質の評価結果に基づいて、
無線パラメータの変更を行う
請求項１から請求項２３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２６】
　前記評価対象無線セル選択手段と、前記無線パラメータ制御手段とが、無線基地局に接
続された無線パラメータ制御装置に設けられる
請求項１から請求項２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２７】
　前記評価対象無線セル選択手段と、前記無線パラメータ制御手段とが、無線基地局に設
けられる
請求項１から請求項２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２８】
　前記評価対象無線セル選択手段が、無線基地局に設けられ、
　前記無線パラメータ制御手段が、前記無線基地局に接続された無線パラメータ制御装置
に設けられる
請求項１から請求項２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【請求項２９】
　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御装置であって、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線パラメータ制御装置。
【請求項３０】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルの接続範囲の変化の前後のい
ずれかで前記制御対象無線セルを接続先無線セルとする無線端末の、前記制御対象無線セ
ルの接続範囲の変化の前また後の接続先無線セルのうち、前記制御対象無線セルを除く無
線セルの少なくとも一つを評価対象候補無線セルとする
請求項２９に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３１】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
無線端末の接続先無線セルを予測し、前記予測された前記無線端末の接続先無線セルと現
在の無線パラメータの設定値における前記無線端末の接続先無線セルとの間の変化に基づ
いて、評価対象候補無線セルを決定する。
請求項２９又は請求項３０に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３２】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
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制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予測し、予測した
接続先無線セルを前記評価対象候補無線セルとする
請求項３１に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３３】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと仮定し、前記
制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予
測し、前記接続先無線セルが前記制御対象無線セルである場合、前記周辺無線セルを前記
評価対象候補無線セルとする
請求項３１に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３４】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した測定情報に基づいて、前
記無線端末の接続先無線セルを予測する
請求項３１から請求項３３のいずれかに記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３５】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前後のサービングセルの情報
を取得し、前記無線パラメータの変更前後のサービングセルの変化に基づいて、評価対象
候補無線セルを決定する前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービングセルを、前
記無線端末の接続先無線セルとする
請求項２９又は請求項３０に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３６】
　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前に前記制御対象無線セルを
サービングセルとしていた無線端末の、無線パラメータの変更後のサービングセルの情報
を取得し、前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービングセルを前記評価対象候補
無線セルとする
請求項３５に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３７】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更後に前記制御対象無線セ
ルをサービングセルとする無線端末の、無線パラメータの変更前のサービングセルの情報
を取得し、前記無線パラメータの変更前の無線端末のサービングセルを前記評価対象候補
無線セルとする
請求項３５に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３８】
　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末に対するトレース機能、無線端末から
のサービングセルの報告、又は、ハンドオーバ情報のいずれかを用いて、前記無線パラメ
ータの変更前または変更後の無線端末のサービングセルの情報を取得する
請求項３５から請求項３７のいずれかに記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３９】
　無線セルの無線パラメータを制御する無線基地局であって、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線基地局。
【請求項４０】
　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御方法であって、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
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変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択し、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する
無線パラメータ制御方法。
【請求項４１】
　無線セルの無線パラメータを制御するプログラムであって、
　コンピュータに
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する処理と
、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する処理と
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線パラメータ制御システム、無線パラメータ制御装置、無線基地局、無線
パラメータ制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に代表されるセルラ方式の無線通信ネットワークでは、複数の無線基地局を分
散して配置することにより、広域なサービスエリアを構成する。各無線基地局は、自身と
通信可能な範囲である無線セルを形成する。通常は１～６程度の無線セルが１つの無線基
地局によって管理される。また、互いに隣接する無線セル同士で、カバレッジの一部に重
なりを持たせることによって、無線端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）が無線
セルを跨って移動した際にもハンドオーバにより通信を持続することができる。
【０００３】
　無線基地局の設置時や運用中には、通信不能なエリア（Ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｈｏｌｅ）
を減らし、さらにはＵＥの通信品質、特にスループットを改善することを目的に、無線セ
ルのカバレッジ最適化が行われる。一般的には、現地にて専用の測定器を用いた走行試験
を実施する。走行試験においては、電波の受信電力や干渉状況、通信の異常切断やハンド
オーバ失敗の発生有無、スループットなどが測定される。そして、受信電力が不十分な場
所（Ｗｅａｋ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）や、強い干渉を受けている場所（Ｐｉｌｏｔ　ｐｏｌ
ｌｕｔｉｏｎ）などを特定し、これらの問題を解消するための無線パラメータの調整が行
われる。調整される無線パラメータとしては、例えば、無線セルのアンテナチルト角、ア
ンテナ方位角、送信電力、及びハンドオーバパラメータなどが一般的である。
【０００４】
　上述の走行試験に基づく無線セルのカバレッジ最適化は、人手による測定ならびに無線
パラメータのチューニング作業を伴うため、無線通信ネットワークの運用コストの増加の
一因となっている。そこで、こうした無線セルのカバレッジ最適化にかかるコストを削減
するために、無線セルのカバレッジを自律的に最適化する技術が提案されている。
【０００５】
　無線セルのカバレッジを自律的に最適化する技術としては、ＳＯＮ（Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇ
ａｎｉｚｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）におけるＣＣＯ（Ｃｏｖｅｒａｇｅ ａｎｄ Ｃａｐａ
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ｃｉｔｙ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）がある。ＳＯＮは、無線端末や無線基地局から収
集した品質測定データを解析することによって、従来は人手で行われていた無線通信ネッ
トワークのパラメータ設定や最適化を自律的に実施する技術であり、無線通信インフラの
ＣＡＰＥＸ（Ｃａｐｔｉｔａｌ　Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ）やＯＰＥＸ（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ）を削減する技術として３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で標準化が進められている。
ＣＣＯはＳＯＮの使用態様のひとつであり、無線端末から無線品質（例えば、ＲＳＲＰ：
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ、ＲＳＲＱ：Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ等）の測定結果を収集
し、無線セルの無線パラメータ（例えば、送信電力やアンテナのチルト角等）の変更によ
って自律的に無線セルのカバレッジの最適化を図る技術である。
【０００６】
　また、他の技術としては、ＩＣＩＣ（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）がある。ＩＣＩＣは、無線端末から報告される無線品質
情報を基に、無線基地局間で協調して送信電力の削減や信号送信の休止を行うことにより
、干渉を回避する技術である。
【０００７】
　ところで、無線セルの無線パラメータを自律的に最適化するためには、ネットワークの
品質を評価し、各無線セルについて無線パラメータの変更の必要性を判定する必要がある
。また、無線パラメータを実際に変更した場合には、当該変更によって予期せぬ品質劣化
が生じていないかを評価する必要がある。
【０００８】
　無線セルの無線パラメータを評価する方法の一例として、非特許文献１の技術がある。
非特許文献１の技術は、複数の無線セルをまとめた総合的な品質指標を作成し、当該品質
指標を用いてチルト角の変更の効果を評価する。例えば、１９基地局５７セルの環境にお
いては、以下の式によって総合的な品質指標（Ｕ）を作成し、その値が最大となるように
各無線セルのチルト角を変更する。尚、以下の式において、Ｐは無線セルの集合、｜Ｐ｜
は無線セルの総数である５７を表す。Sm,avgは無線セルｍの平均スループット、Sm,edge
は無線セルｍのセルエッジスループットを表す。また、ＷavgとＷedgeは、平均スループ
ットとセルエッジスループットのどちらをどの程度重視するかを規定するパラメータであ
る。
【０００９】
【数１】

【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】"Vertical Antenna Tilt Optimization for LTE Base Stations" Alcat
el-Lucent Bell Labs, Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 2011.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、無線パラメータを制御する無線セル（制御対象無線セル）に対して、当
該制御対象無線セルの無線パラメータを評価するための無線セル（評価対象無線セル）を
不必要に多く設定すると、当該制御対象無線セルの無線パラメータの変更に直接関係しな
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い無線セルまで考慮してしまい、適切な無線パラメータの制御が行われない。例えば、制
御対象無線セルと、当該制御対象無線セルから一定の距離内にある全ての無線セル（周辺
無線セル）とを評価対象無線セルに設定し、評価対象無線セルの品質劣化をトリガとして
制御対象無線セルの無線パラメータを変更する場合、評価対象無線セルを広域に取り過ぎ
ると、当該制御対象無線セルの無線パラメータの変更では解決することができない品質劣
化まで検出してしまい、不要な無線パラメータの変更処理が発生する可能性がある。また
、別の例として、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後に評価対象無線セルの品質劣
化を検出してフォールバック制御（制御対象無線セルの無線パラメータを元の状態に戻す
制御をいう）を行う場合、評価対象無線セルを広域に取り過ぎると、当該無線パラメータ
の変更が原因ではない品質劣化まで検出してしまい、不要なフォールバック制御が発生す
る可能性がある。
【００１２】
　そこで、本発明は上記課題を鑑みてなされたものであって、その目的は、無線セルの無
線パラメータを制御する際に、評価対象とする無線セルを適切に設定することができる無
線パラメータ制御システム、無線パラメータ制御装置、無線基地局、無線パラメータ制御
方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御システムであって
、制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セル
の無線パラメータを制御する無線パラメータ制御手段とを有する無線パラメータ制御シス
テムである。
【００１４】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御装置であって、制
御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の変化
にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周辺無
線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対象候
補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御対象
無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対象無
線セル選択手段と、前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無
線パラメータを制御する無線パラメータ制御手段とを有する無線パラメータ制御装置であ
る。
【００１５】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御する無線基地局であって、制御対象無線セ
ルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の変化にともなう、
前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周辺無線セルをサー
ビングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対象候補無線セルを
決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御対象無線セルの無
線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対象無線セル選択手
段と、前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータ
を制御する無線パラメータ制御手段とを有する無線基地局である。
【００１６】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御方法であって、制
御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の変化
にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周辺無
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線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対象候
補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御対象
無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択し、前記評価対
象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制御する無線パ
ラメータ制御方法である。
【００１７】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御するプログラムであって、コンピュータに
制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の変
化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周辺
無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対象
候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御対
象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する処理と、
前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制御
する処理とを実行させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、無線セルの無線パラメータを制御する際に、評価対象とする無線セルを適切
に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は本発明の概要を説明するための図である。
【図２】図２は本発明の概要を説明するための図である。
【図３】図３は本発明の概要を説明するための図である。
【図４】図４は本発明の概要を説明するための図である。
【図５】図５は本発明の無線パラメータ制御システムの構成図である。
【図６】図６は第１の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図７】図７は無線パラメータ制御装置３０のブロック図である。
【図８】図８は第１の実施の形態における一例の動作全体のフローチャートである。
【図９】図９は第１の実施の形態における一例の評価対象無線セル選択部３２のフローチ
ャートである。
【図１０】図１０は第１の実施の形態の他の一例の動作全体のフローチャートである。
【図１１】図１１は第１の実施の形態の他の一例の評価対象無線セル選択部３２のフロー
チャートである。
【図１２】図１２は第２の実施の形態の一例の動作全体のフローチャートである。
【図１３】図１３は第２の実施の形態の一例の評価対象無線セル選択部３２のフローチャ
ートである。
【図１４】図１４は第３の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図１５】図１５は第３の実施の形態における無線基地局のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の概要を説明する。
【００２１】
　図１及び図２は本発明の概要を説明するための図である。
【００２２】
　通常、無線パラメータを制御（変更）しようとする無線セルにおいて、自セルの無線パ
ラメータの変更によって解決可能な品質劣化が生じていないかを判定するために、あるい
は、無線パラメータを制御（変更）した無線セルにおいて、その無線パラメータの制御が
適切であるかを判定するために、自セルおよび自セル周辺の無線セルを評価対象無線セル
として設定し、評価対象無線セルの品質を評価する。尚、以下の説明において、無線パラ
メータを制御（変更）しようとする無線セル、又は、無線パラメータを制御（変更）した
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無線セルを制御対象無線セルと記載する。
【００２３】
　しかしながら、上述した通り、評価対象無線セルを広域に取り過ぎると、制御対象無線
セルの無線パラメータの変更に直接関係しない無線セルまで考慮してしまい、適切な無線
パラメータの制御が行われない。
【００２４】
　そこで、本発明は、制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、制御対象無線セ
ルの接続範囲の変化にともなう、制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無
線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づい
て、評価対象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを
、制御対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する
。そして、評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータ
を制御する。
【００２５】
　ここで、評価対象候補無線セルを決定する方法のひとつの具体的な方法としては、制御
対象無線セルの接続範囲の変化の前後のいずれかで制御対象無線セルを接続先無線セルと
する無線端末の、制御対象無線セルの接続範囲の変化の前また後の接続先無線セルのうち
、制御対象無線セルを除く無線セルの少なくとも一つ以上を、評価対象候補無線セルとす
る方法がある。尚、ここで、制御対象無線セルを除く無線セルの少なくともひとつ以上を
評価対象候補無線セルとするとは、評価対象候補無線セルから制御対象無線セルを除外す
ることを意味するものではない。あくまでも、制御対象無線セルの無線パラメータの変更
前または変更後の接続先無線セルのうち制御対象無線セルを除いた無線セルそのものを、
評価対象候補無線セルとして少なくとも一つ以上含めるという意味であり、制御対象無線
セルを評価対象候補無線セルに含めても良いことはいうまでもない。
【００２６】
　具体的に説明すると、まず、制御対象無線セルの接続範囲の変化の前後で、無線端末の
接続先無線セルが変化する場合は、以下の二つの態様が考えられる。
【００２７】
　Ａ．制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先が制御対象無線セル以
外の周辺無線セルにとなる場合である。
【００２８】
　Ｂ．制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先が制御
対象無線セルとなる場合である。
【００２９】
　ここで、Ａの場合において、制御対象無線セルの接続範囲の変化前に、無線端末は制御
対象無線セルを接続先無線セルとしており、制御対象無線セルの接続範囲の変化後に、無
線端末は制御対象無線セル以外の無線セルを接続先無線セルとしている。従って、その制
御対象無線セルの接続範囲の変化後に接続先無線セルとなる、制御対象無線セル以外の接
続先無線セルを、評価対象候補無線セルとする。
【００３０】
　また、Ｂの場合において、制御対象無線セルの接続範囲の変化前に、無線端末は制御対
象無線セル以外の周辺無線セルを接続先無線セルとしており、制御対象無線セルの接続範
囲の変化後に、無線端末は制御対象無線セルを接続先無線セルとしている。従って、その
制御対象無線セルの接続範囲の変化前に接続先無線セルであった制御対象無線セル以外の
周辺無線セルを、評価対象候補無線セルとする。
【００３１】
　更に、「制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接
続範囲の変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線
セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セル」が意味するとこ
ろは、下記に示すように大きく二つに分けられる。
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【００３２】
　１．制御対象無線セルの無線パラメータを実際には変更せず、無線パラメータを候補値
（現在、制御対象無線セルに設定されている無線パラメータの値も含む）に変更したと仮
定して、制御対象無線セルの接続範囲の変化にともなう無線端末の接続先無線セルを予測
し、その予測した接続先無線セルを意味する場合である。
【００３３】
　２．制御対象無線セルの無線パラメータを実際に変更することによって、制御対象無線
セルの接続範囲が変化して無線端末の接続先無線セルが実際に変更となり、無線パラメー
タ変更後の実際の接続先無線セル（サービングセル）を意味する場合である。
【００３４】
　次に、Ａ．と１．との組み合わせについて、図１及び図２を用いて詳細に説明する。
【００３５】
　図１において、無線パラメータを制御（変更）しようとする無線セルを制御対象無線セ
ル２とする。ここで、制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末は、無線端末
１ａ～無線端末１ｄである。次に、制御対象無線セル２の無線パラメータとして、例えば
、送信電力を減少したと仮定すると、図２に示す如く、制御対象無線セル２のカバレッジ
が変化し、制御対象無線セル２の接続範囲が変化することが予測される。それにともない
、制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末１ａ～無線端末１ｃの接続先無線
セルも変更されると予測される。図２では、制御対象無線セル２をサービングセルする無
線端末１ａの接続先無線セルが無線セル３ａに変更すると予測され、制御対象無線セル２
をサービングセルとする無線端末１ｂの接続先無線セルが無線セル３ｂに変更すると予測
され、制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末１ｃの接続先無線セルが無線
セル３ｃに変更すると予測され、制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末１
ｄの接続先無線セルは変更がないと予測されることを示している。
【００３６】
　この制御対象無線セル２の無線パラメータを変更したと仮定した場合の各無線端末１ａ
～無線端末１ｄの接続先無線セルを、例えば、制御対象無線セル２の無線パラメータを変
更する前に収集した無線端末１ａ～無線端末１ｄの測定情報（例えば、無線端末１ａ～無
線端末１ｄが測定した無線品質等）を用いて予測する。
【００３７】
　このように、実際には無線パラメータを変更することなく、無線端末１ａ～無線端末１
ｄの接続先無線セルを予測する。そして、予測された無線端末１ａ～無線端末１ｄの接続
先無線セルのうち、接続先無線セルが制御対象無線セル２ではない無線端末１ａ～無線端
末１ｃの接続先無線セルである無線セル３ａ～無線セル３ｃを制御対象無線セル２に対す
る評価対象候補無線セルとする。このとき、制御対象無線セル２を評価対象候補無線セル
に含めても良いことはいうまでもない。
【００３８】
　次に、Ｂ．と１．との組み合わせについて、図３及び図４を用いて詳細に説明する。
【００３９】
　図３において、無線パラメータを制御（変更）しようとする無線セルを制御対象無線セ
ル２とする。ここで、制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末は、無線端末
１ｄである。次に、制御対象無線セル２の無線パラメータとして、例えば、送信電力を増
加したと仮定すると、図４に示す如く、制御対象無線セル２のカバレッジが変化し、制御
対象無線セル２の接続範囲が変化することが予測される。それにともない、制御対象無線
セル２の周辺無線セルをサービングセルとする無線端末１ａ～無線端末１ｃの接続先無線
セルも変更されると予測される。図４では、無線セル３ａをサービングセルとする無線端
末１ａの接続先無線セルが制御対象無線セル２に変更すると予測され、無線セル３ｂをサ
ービングセルとする無線端末１ｂの接続先無線セルが制御対象無線セル２に変更すると予
測され、無線セル３ｃをサービングセルとする無線端末１ｃの接続先無線セルが制御対象
無線セル２に変更すると予測され、無線端末１ｄのサービングセルは制御対象無線セル２
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のままであることが予測されることを示している。
【００４０】
　この制御対象無線セル２の無線パラメータを変更したと仮定した場合の各無線端末１ａ
～無線端末１ｃの接続先無線セルを、例えば、制御対象無線セル２の無線パラメータを変
更する前に収集した無線端末１ａ～無線端末１ｃの測定情報（例えば、無線端末１ａ～無
線端末１ｃが測定した無線品質等）を用いて予測する。
【００４１】
　このように、実際には無線パラメータを変更することなく、無線端末１ａ～無線端末１
ｃの接続先無線セルを予測する。そして、予測した無線端末１ａ～無線端末１ｃの接続先
無線セルが制御対象無線セル２である場合、その無線端末１ａ～無線端末ｃのサービング
セル（無線セル３ａ，３ｂ，３ｃ）を、制御対象無線セル２に対する評価対象候補無線セ
ルとする。このとき、制御対象無線セル２を評価対象候補無線セルに含めても良いことは
いうまでもない。
【００４２】
　次に、Ａ．と２．との組み合わせについて、同様に、図１及び図２を用いて詳細に説明
する。
【００４３】
　図１は制御対象無線セル２の無線パラメータの変更前の状態を示している。ここで、現
在の無線パラメータの設定によって制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末
は、無線端末１ａ～無線端末１ｄである。次に、制御対象無線セル２の無線パラメータと
して、例えば、送信電力を実際に減少した場合、図２に示す如く、制御対象無線セル２の
カバレッジが変化し、制御対象無線セル２の接続範囲が変化する。それにともない、無線
端末１ａ～無線端末１ｃのサービングセルも変更される。図２では、無線端末１ａのサー
ビングセルが制御対象無線セル２から無線セル３ａに変更され、無線端末１ｂのサービン
グセルが制御対象無線セル２から無線セル３ｂに変更され、無線端末１ｃのサービングセ
ルが制御対象無線セル２から無線セル３ｃに変更され、無線端末１ｄのサービングセルは
制御対象無線セル２のままであることを示している。
【００４４】
　このように、制御対象無線セル２をサービングセルとしていた各無線端末１ａ～無線端
末１ｄの、制御対象無線セル２の無線パラメータの変更後のサービングセルを、予測値で
はなく実測値として取得する。例えば、コア網側での無線端末１ａ～無線端末１ｄに対す
るトレース機能を使って、無線パラメータ変更後の無線端末１ａ～無線端末１ｄのサービ
ングセルを追跡して取得したり、無線パラメータの変更後のサービングセル（例えば、無
線端末１ａ～無線端末１ｄが検出した無線セルのＩＤ）を無線端末１ａ～無線端末１ｄか
ら報告してもらい取得したり、無線パラメータの変更後のハンドオーバ情報から、無線端
末１ａ～無線端末１ｄがどの無線セルへと移動したかを判定して取得しても良い。
【００４５】
　このようにして取得された、無線パラメータの変更後の無線端末１ａ～無線端末１ｄの
サービングセルのうち、制御対象無線セル２ではない無線端末１ａ～無線端末１ｃのサー
ビングセル（無線セル３ａ，３ｂ，３ｃ）を、制御対象無線セル２に対する評価対象候補
無線セルとする。このとき、制御対象無線セル２を評価対象候補無線セルに含めても良い
ことはいうまでもない。
【００４６】
　次に、Ｂ．と２．との組み合わせについて、図３及び図４を用いて詳細に説明する。
【００４７】
　図３は制御対象無線セル２の無線パラメータの変更前の状態を示している。ここで、現
在の無線パラメータの設定によって制御対象無線セル２をサービングセルとする無線端末
は、無線端末１ｄである。次に、制御対象無線セル２の無線パラメータとして、例えば、
送信電力を実際に増加した場合、図４に示す如く、制御対象無線セル２のカバレッジが変
化し、制御対象無線セル２の接続範囲が変化する。それにともない、制御対象無線セルの
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周辺無線セルに接続する無線端末１ａ～無線端末１ｃのサービングセルも変更される。図
４では、無線セル３ａをサービングセルとする無線端末１ａの接続先無線セルが制御対象
無線セル２に変更され、無線セル３ｂをサービングセルとする無線端末１ｂの接続先無線
セルが制御対象無線セル２に変更され、無線セル３ｃをサービングセルとする無線端末１
ｃの接続先無線セルが制御対象無線セル２に変更され、無線端末１ｄのサービングセルは
制御対象無線セル２のままであることを示している。
【００４８】
　このように、制御対象無線セル２の周辺無線セルをサービングセルとしていた各無線端
末１ａ～無線端末１ｃの、制御対象無線セル２の無線パラメータの変更後のサービングセ
ルを、予測値ではなく実測値として取得する。例えば、コア網側での無線端末１ａ～無線
端末１ｃに対するトレース機能を使って、無線パラメータ変更後の無線端末１ａ～無線端
末１ｃのサービングセルを追跡して取得したり、無線パラメータの変更後のサービングセ
ル（例えば、無線端末１ａ～無線端末１ｃが検出した無線セルのＩＤ）を無線端末１ａ～
無線端末１ｃから報告してもらい取得したり、無線パラメータの変更後のハンドオーバ情
報から、無線端末１ａ～無線端末１ｃがどの無線セルへと移動したかを判定して取得して
も良い。
【００４９】
　このようにして、制御対象無線セルの周辺無線セルに接続していた無線端末１ａ～無線
端末１ｃの、制御対象無線セルの無線パラメータの変更後のサービングセルを取得する。
そして、取得したサービングセルが制御対象無線セル２である場合に、制御対象無線セル
の無線パラメータの変更前のサービングセル（無線セル３ａ，３ｂ，３ｃ）を、制御対象
無線セル２に対する評価対象候補無線セルとする。このとき、制御対象無線セル２を評価
対象候補無線セルに含めても良いことはいうまでもない。
【００５０】
　続いて、上述により求められた評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する
。図２、４に示されるように、評価対象候補無線セルの全てを評価対象無線セルとして選
択しても良いし、評価対象候補無線セルのうち重要な無線セルを評価対象無線セルとして
選択しても良い。また、制御対象無線セル２を評価対象無線セルとして選択しても良いこ
とは自明である。すなわち、選択方法は限定されるものではなく、適時本発明を逸脱しな
い範囲で決定する。
【００５１】
　そして、評価対象候補無線セルから選択した評価対象無線セルの品質に基づいて、制御
対象無線セルの無線パラメータを評価する。例えば、評価対象無線セルの品質を評価し、
その評価値に基づいて制御対象無線セルの無線パラメータの変更の必要性を判定したり、
無線パラメータ変更後に評価対象無線セルの品質を評価し、制御対象無線セルの無線パラ
メータのフォールバック制御が必要か否かを判定したりする。
【００５２】
　次に、本発明の無線パラメータ制御システムを、図面を用いて説明する。
【００５３】
　図５は本発明の無線パラメータ制御システムの構成図である。
【００５４】
　本発明の無線パラメータ制御システムは、無線端末１０と、評価対象無線セル選択部１
１と、無線パラメータ制御部１２とを有する。尚、無線通信ネットワーク１３は、端末１
０に無線通信サービスを提供するシステムであり、無線基地局や無線パラメータ制御装置
等を含む。そして、以下の説明において、無線通信ネットワーク１３は、評価対象無線セ
ル選択部１１と、無線パラメータ制御部１２とを含むが、各部は無線基地局、無線パラメ
ータ制御装置のいずれにあっても良い。
【００５５】
　まず、上述した「１．制御対象無線セルの無線パラメータを実際には変更せず、無線パ
ラメータを候補値（現在、制御対象無線セルに設定されている無線パラメータの値も含む
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）に変更したと仮定して、無線端末の接続先無線セルを予測する場合」について説明する
。
【００５６】
　無線端末１０は、無線通信ネットワーク１３からの指示に基づいて、測定情報、例えば
、無線品質を測定する機能を有し、無線品質を無線通信ネットワーク１３に送信する。こ
こで、無線端末１０の測定する無線品質の例としては、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）であれば、受信電力を表すＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎ
ａｌ Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｐｏｗｅｒ）、受信品質を表すＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ 
Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｑｕａｌｉｔｙ）、信号対干渉雑音比を表すＳＩＮＲ（
Ｓｉｇｎａｌ ｔｏ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ ｐｌｕｓ Ｎｏｉｓｅ Ｐｏｗｅｒ Ｒａｔ
ｉｏ）、スループット、及びこれらの類似情報などである。
【００５７】
　評価対象無線セル選択部１１は、制御対象無線セルの無線パラメータを実際には変更せ
ず、無線パラメータを所定の候補値に変更したと仮定して、制御対象無線セルをサービン
グセルとする又は制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末１０
の接続先無線セルを予測する。
【００５８】
　無線端末１０の接続先無線セルの予測は、現在の無線パラメータの設定（無線パラメー
タの変更前）において制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの
周辺無線セルをサービングセルとする無線端末１０から収集した測定情報（無線品質）を
用いて決定する。具体的には、評価対象無線セル選択部１１は、無線端末１０から測定情
報として収集した制御対象無線セル及びその周辺無線セル毎の無線品質が、制御対象無線
セルの無線パラメータを変更したと仮定した場合にどのように変化するかを予測する。そ
して、予測された無線セル毎の無線品質のうち、最も無線品質が高い無線セルを、制御対
象無線セルの無線パラメータを変更したと仮定した場合の当該無線端末の接続先無線セル
として予測する。なお、最も無線品質が高い無線セルのみでなく、無線品質が高い上位所
定数の無線セルまで接続先無線セルに含めても良い。また、無線端末によって検出された
全ての無線セルを接続先無線セルに含めても良い。
【００５９】
　そして、評価対象無線セル選択部１１は、無線パラメータの変更前後のいずれかで制御
対象無線セルを接続先無線セルとする無線端末１０の、制御対象無線セルの無線パラメー
タの変更前または変更後の接続先無線セルのうち、制御対象無線セルを除く無線セルの少
なくともひとつ以上を評価対象候補無線セルとする。ここで、制御対象無線セルを除く無
線セルの少なくともひとつ以上を評価対象候補無線セルとするとは、評価対象候補無線セ
ルから制御対象無線セルを除外することを意味するものではない。あくまでも、制御対象
無線セルの無線パラメータの変更前または変更後の接続先無線セルのうち制御対象無線セ
ルを除いた無線セルそのものを、少なくとも評価対象候補無線セルに含めるという意味で
あり、制御対象無線セルを評価対象候補無線セルに含めても良いことはいうまでもない。
【００６０】
　また、無線パラメータの変更は、制御対象無線セルの接続範囲（カバレッジ）が一様に
狭くなったり、広くなったりするだけではない。例えば、無線パラメータとしてチルト角
を変更するような場合、ある場所では制御対象無線セルの接続範囲（カバレッジ）が狭く
なり、別の場所では制御対象無線セルの接続範囲（カバレッジ）が広くなるという変化も
起きうる。従って、そのような無線パラメータの場合には、無線端末毎にその無線端末の
接続先無線セルを予測し、評価対象候補無線セルを決定する。
【００６１】
　尚、ひとつの無線パラメータにおいて候補値が複数存在する場合には、候補値毎に評価
対象候補無線セルを決定する代わりに、少なくともいずれか一つの候補値において評価対
象候補無線セルになると判定された無線セルを、無線パラメータの候補値間で共通の評価
対象候補無線セルとして設定しても良い。また、制御する無線パラメータの種類が複数あ
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る場合（例えば、無線セルの送信電力とアンテナのチルト角とアンテナの方位角など）に
は、少なくとも一つの無線パラメータの制御によって評価対象候補無線セルになると判定
された無線セルを、評価対象候補無線セルとしても良い。
【００６２】
　そして、評価対象無線セル選択部１１は、評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つ
を、制御対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択す
る。
【００６３】
　尚、評価対象無線セルの選択方法としては、評価対象候補無線セルの全てを評価対象無
線セルとしても良いし、評価対象候補無線セルの重要度を求め、重要度が高い評価対象候
補無線セルを、評価対象無線セルとして選択する方法も考えられる。
【００６４】
　次に、上述した「２．制御対象無線セルの無線パラメータを実際に変更することによっ
て、制御対象無線セルの接続範囲が変化して無線端末の接続先無線セルが実際に変更とな
り、無線パラメータ変更後の実際の接続先無線セルを用いる場合」について説明する。
【００６５】
　この場合、制御対象無線セルの無線パラメータ変更前に当該制御対象無線セルをサービ
ングセルとしていた又は制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとしていた無
線端末１０の、無線パラメータ変更後におけるサービングセルは、予測値としてではなく
実測値として取得することができる。例えば、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後
に無線端末１０から収集した測定情報を用いて、無線パラメータ変更後の無線端末１０の
サービングセルを判定することができる。例えば、制御対象無線セルの無線パラメータ変
更後の新たなサービングセルを無線端末１０から報告してもらうことによって、無線パラ
メータ変更後の無線端末１０のサービングセルを取得しても良い。ここで、無線端末１０
の測定情報は必ずしも必要ではない。例えば、無線通信ネットワーク１３側でのＵＥトレ
ース機能を使用して、無線パラメータ変更後の無線端末１０のサービングセルを取得して
も良い。また、無線パラメータ変更後のハンドオーバ情報から、無線端末１０がどの無線
セルへと移動したかを判定し、サービングセルを取得しても良い。尚、無線パラメータ変
更前の無線端末１０のサービングセルも、同様に実測値で取得できる。
【００６６】
　そして、評価対象無線セル選択部１１は、無線パラメータの実際の変更が制御対象無線
セルの接続範囲を狭めるような変更である場合、取得した無線パラメータ変更後の接続先
無線セルを評価対象候補無線セルとする。一方、無線パラメータの実際の変更が制御対象
無線セルの接続範囲を広げるような変更である場合、取得した無線パラメータ変更後の接
続先無線セルが制御対象無線セルである場合に、無線端末１０の無線パラメータ変更前の
サービングセルを、評価対象候補無線セルとする。尚、上述したように、ある場所では制
御対象無線セルの接続範囲（カバレッジ）が狭くなり、別の場所では制御対象無線セルの
接続範囲（カバレッジ）が広くなるような無線パラメータの変更の場合には、無線端末毎
にその無線端末の接続先無線セルを取得し、評価対象候補無線セルを決定する。例えば、
無線パラメータを変更した場合、無線パラメータの実際の変更がある無線端末１０にとっ
て制御対象無線セルの接続範囲を狭めるような変更である場合、無線パラメータ変更後の
当該無線端末１０の接続先無線セルを評価対象候補無線セルとする。一方、無線パラメー
タの実際の変更がある無線端末１０にとって制御対象無線セルの接続範囲を広げるような
変更である場合、無線パラメータ変更後の当該無線端末１０の接続先無線セルが制御対象
無線セルである場合に、無線パラメータ変更前の当該無線端末１０のサービングセルを、
評価対象候補無線セルとする。このような処理を無線端末毎に行う。
【００６７】
　更に、評価対象無線セル選択部１１は、評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを
、制御対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する
。尚、上述したように、制御対象無線セルを評価対象候補無線セルに含めても良いことは
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いうまでもない。
【００６８】
　評価対象無線セルの選択方法としては、評価対象候補無線セルの全てを評価対象無線セ
ルとしても良いが、評価対象候補無線セルの重要度を求め、重要度が高い評価対象候補無
線セルを、評価対象無線セルとして選択する方法も考えられる。
【００６９】
　次に、上述した評価対象候補無線セルの重要度について説明する。尚、以下に述べる評
価対象候補無線セルの重要度の算出方法は、上述した１．又は２．の双方の考え方に適用
することができる。
【００７０】
　（１）制御対象無線セルから新たな接続先無線セル（サービングセル）として移動して
くる無線端末数が多い評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように、評価対象候補
無線セルの重要度を求める。
【００７１】
　（２）制御対象無線セルから新たな接続先無線セル（サービングセル）として移動して
くる無線端末の増加率、例えば、
（制御対象無線セルの無線パラメータ変更後に、当該評価対象候補無線セルを接続先無線
セル（サービングセル）とする無線端末数　－　制御対象無線セルの無線パラメータ変更
前に、当該評価対象候補無線セルをサービングセルとする無線端末数）÷（制御対象無線
セルの無線パラメータ変更前に、当該評価対象候補無線セルをサービングセルとする無線
端末数）
が高い評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように、評価対象候補無線セルの重要
度を求める。
【００７２】
　（３）制御対象無線セルとの間のハンドオーバ回数が多い評価対象候補無線セルほど重
要度が高くなるように、評価対象候補無線セルの重要度を求める。
【００７３】
　尚、上述した説明では、制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末１０の、制
御対象無線セルの無線パラメータの変更による接続先無線セル（サービングセル）を評価
対象候補無線セルとした。しかしながら、評価対象候補無線セルを求める方法はそれに限
定されない。例えば、上述の方法で求めた評価対象候補無線セルを仮の制御対象無線セル
とする。そして、その仮の制御対象無線セルの無線パラメータを変更したと仮定し、又は
、実際に変更することによって、その仮の制御対象無線セルをサービングセルとする無線
端末の接続先無線セル（サービングセル）となる第２の評価対象候補無線セルも制御対象
無線セルに対する評価対象候補無線セルとして含めることもできる。ここで、重要度が高
い評価対象候補無線セルのみを、第２の評価対象候補無線セルを求めるための仮の制御対
象無線セルとすることで、評価対象候補無線セルの数が不必要に多くなることを避けるこ
とができる。
【００７４】
　無線パラメータ制御部１２は、評価対象無線セル選択部１１により選択された評価対象
無線セルの品質に基づいて、無線パラメータを変更、又は、維持する制御を行う。例えば
、評価対象無線セルの品質劣化をトリガとして、制御対象無線セルの無線パラメータを変
更する。あるいは、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後に評価対象無線セルにおい
て品質劣化が確認された場合に、無線パラメータのフォールバックを実施する。尚、無線
パラメータの具体例は、無線セルの下り信号の最大送信電力、パイロット信号やリファレ
ンス信号の送信電力、アンテナのチルト角、又はアンテナの方位角等である。また、無線
パラメータとして、ＣＩＯ（Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｏｆｆｓｅｔ）やＱｏｆ
ｆｓｅｔを用いても良い。
【００７５】
　また、評価対象無線セルの品質は、評価対象無線セルのトラフィック負荷、平均スルー
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プット、異常切断率、ハンドオーバ失敗率等である。尚、評価対象無線セルの品質のみを
評価しても良いが、評価対象無線セルの品質を重視しつつ、評価対象無線セル以外の無線
セルの品質を評価しても良い。また、上述したように評価対象無線セルの重要度が求めら
れている場合、その重要度が高い評価対象無線セルほど重視して評価するようにしても良
い。
【００７６】
　このように、本発明は、制御対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象
無線セルを適切に設定することによって、無線パラメータの制御の効果を正確に把握する
ことができる。また、不必要な無線パラメータの変更を抑制することができる。
【００７７】
　以下、具体的な実施の形態を説明する。
【００７８】
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態を説明する。第１の実施の形態は、制御対象無線セルの無線
パラメータを実際には変更せず、無線パラメータを候補値（現在、制御対象無線セルに設
定されている無線パラメータの値も含む）に変更したと仮定して、接続先無線セルを予測
し、その予測した接続先無線セルに基づいて評価対象候補無線セルを決定する場合の実施
の形態である。
【００７９】
　図６は第１の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【００８０】
　第１の実施の形態の無線通信システムは、無線パラメータ制御装置３０と、無線基地局
４０と、複数の無線端末（以下、ＵＥ）５０とを有する。
【００８１】
　ＵＥ５０は、測定情報（無線品質）を測定する機能を有する。無線品質は、ＵＥ５０が
接続する無線セル（サービングセル）の無線品質の測定結果を含む。さらに、無線品質は
、ＵＥ５０のサービングセル以外の周辺無線セルの無線品質の測定結果を含んでも良い。
ＵＥ５０によって測定される無線品質の典型的な例は、無線基地局４０から送信される無
線信号（下り信号）の受信品質である。
【００８２】
　受信品質は、例えば、下りパイロット信号や、下りリファレンス信号の受信電力又はＳ
ＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａ
ｔｉｏ）などの信号対干渉雑音比である。Ｗ－ＣＤＭＡの場合、ＵＥ５０によって測定さ
れる無線品質は、無線セル毎の共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐ
ｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信電力（ＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ））や、ＣＰＩＣＨの１チップ当たりのエネルギー対
帯域内受信電力密度比（Ｅｃ／Ｎｏ）とすれば良い。また、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）の場合、ＵＥ５０によって測定される無線品質は、下りリファレ
ンス信号（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の受信電力（ＲＳＲ
Ｐ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）や、受信品質
（ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）
とすれば良い。
【００８３】
　さらに、無線品質は、スループットやＢＬＥＲ（Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）
などの通信品質、異常切断やハンドオーバ失敗の発生有無といったイベント情報、ＵＥが
無線品質を測定した時刻、各無線品質に対応する無線セルの識別子、及びＵＥの識別子な
どの情報を含んでも良い。
【００８４】
　そして、ＵＥ５０は、測定した無線品質を無線基地局４０に送信する。
【００８５】
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　無線基地局４０は、無線セル６０を管理し、複数のＵＥ５０との間で双方向の無線通信
を行う。そして、配下のＵＥ５０で測定された無線品質を収集すると共に、その情報を無
線パラメータ制御装置３０に通知する機能を有する。無線品質だけでなく、無線セル単位
で集計されるパフォーマンスカウンタ情報（例えば、通信発生回数、ハンドオーバ回数、
リソースブロック使用率、トラフィック負荷、異常切断率、ハンドオーバ失敗率など）を
無線パラメータ制御装置３０に通知しても良い。また、無線基地局４０は、無線パラメー
タ制御装置３０における無線パラメータ決定結果に従い、自身や自身の管理する無線セル
の無線パラメータを変更する機能を備える。尚、図６では、各無線基地局４０が１つの無
線セル６０を管理する形態について例示したが、これに限定されない。すなわち、各無線
基地局４０が複数の無線セル６０を管理する形態を取っても良い。
【００８６】
　無線パラメータ制御装置３０は、無線基地局４０から報告される無線品質やパフォーマ
ンスカウンタ情報を基に、無線基地局４０や無線セル６０の無線パラメータを決定し、そ
の結果を当該無線基地局４０に通知する機能を有する。
【００８７】
　次に、無線パラメータ制御装置３０の構成について説明する。
【００８８】
　図７は無線パラメータ制御装置３０のブロック図である。
【００８９】
　図７に示される如く、無線パラメータ制御装置３０は、測定情報データベース３１と、
評価対象無線セル選択部３２と、品質評価部３３と、無線パラメータ制御部３４とを有す
る。
【００９０】
　測定情報データベース３１は、無線基地局４０から報告される無線端末の無線品質やパ
フォーマンスカウンタ情報を登録しておくデータベースである。
【００９１】
　評価対象無線セル選択部３２は、制御対象無線セルの無線パラメータを評価するために
考慮すべき無線セルを評価対象無線セルとして選択する。具体的には、ＵＥ５０が測定し
た測定情報（無線品質）を用いて、制御対象無線セルの無線パラメータを候補値に変更し
たと仮定した場合の、制御対象無線セルをサービングセルとするＵＥ５０又は制御対象無
線セルの周辺無線セルをサービングセルとするＵＥ５０の接続先無線セルを予測し、予測
された接続先無線セルに基づいて評価対象候補無線セルを選択する。
【００９２】
　以下に、無線セル毎の受信電力（ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃ
ｅｉｖｅｄ Ｐｏｗｅｒ））を測定情報として収集し、無線セルの無線パラメータとして
送信電力を減少する場合の具体例について説明する。
【００９３】
　まず、ＵＥ５０によって測定および報告された測定情報のうち、制御対象無線セルをサ
ービングセルとするＵＥ５０の測定情報を、（ＲＳＲＰｓ、ＲＳＲＰｎ１、ＲＳＲＰｎ２
、・・・、ＲＳＲＰｎｉ）とする。ここで、ＲＳＲＰｓはサービングセルのＲＳＲＰ［ｄ
Ｂｍ］、ＲＳＲＰｎｉはサービングセル以外の無線セルｉのＲＳＲＰ［ｄＢｍ］である。
制御対象無線セルの送信電力を現在の設定値であるＰｒ［ｄＢｍ］から候補値Ｐｃ［ｄＢ
ｍ］に変更したと仮定した場合の無線セル毎のＲＳＲＰは、制御対象無線セルのＲＳＲＰ
のみが送信電力の変更量分だけ変化するとみなして、（ＲＳＲＰｓ－（Ｐｒ－Ｐｃ）、Ｒ
ＳＲＰｎ１、ＲＳＲＰｎ２、・・・、ＲＳＲＰｎｉ）と予測することができる。そして、
予測された無線セル毎のＲＳＲＰの中で最もＲＳＲＰが高い無線セルを、制御対象無線セ
ルの送信電力を現在の設定値であるＰｒ［ｄＢｍ］から候補値Ｐｃ［ｄＢｍ］に変更した
と仮定した場合に当該ＵＥ５０が接続する接続先無線セルとして予測し、評価対象候補無
線セルに含める。尚、この時、ＲＳＲＰが最も高い無線セルのみならず、上位３つのよう
に、上位所定数の無線セルを評価対象候補無線セルに含めても良い。また、測定情報に含
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まれる全ての無線セルを評価対象候補無線セルに含めても良く、この場合には無線品質の
予測を行う必要はない。尚、上記では、ＲＳＲＰの例を説明したが、これに限られること
なく、ＲＳＲＱ、ＳＩＮＲ、スループット、及びこれらの類似情報などでも良い。
【００９４】
　次に、無線セル毎の受信電力（ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ Ｐｏｗｅｒ））を測定情報として収集し、無線セルの無線パラメータとして送
信電力を増加する場合の具体例について説明する。
【００９５】
　まず、ＵＥ５０によって測定および報告された測定情報のうち、制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとするＵＥ５０の測定情報を、（ＲＳＲＰｓ、ＲＳＲＰｃ、
ＲＳＲＰｎ１、ＲＳＲＰｎ２、・・・、ＲＳＲＰｎｉ）とする。ここで、ＲＳＲＰｓはサ
ービングセルのＲＳＲＰ［ｄＢｍ］、ＲＳＲＰｃは制御対象無線セルのＲＳＲＰ［ｄＢｍ
］、ＲＳＲＰｎｉはサービングセルおよび制御対象無線セル以外の無線セルｉのＲＳＲＰ
［ｄＢｍ］である。制御対象無線セルの周辺無線セルは、制御対象無線セルから一定の距
離内にある無線セルとしても良いし、制御対象無線セルの隣接セルリストに登録された無
線セルとしても良い。制御対象無線セルの送信電力を現在の設定値であるＰｒ［ｄＢｍ］
から候補値Ｐｃ［ｄＢｍ］に変更したと仮定した場合の無線セル毎のＲＳＲＰは、制御対
象無線セルのＲＳＲＰのみが送信電力の変更量分だけ変化するとみなして、（ＲＳＲＰｓ
、ＲＳＲＰｃ＋（Ｐｃ－Ｐｒ）、ＲＳＲＰｎ１、ＲＳＲＰｎ２、・・・、ＲＳＲＰｎｉ）
と予測することができる。そして、予測された無線セル毎のＲＳＲＰの中で最もＲＳＲＰ
が高い無線セルを、制御対象無線セルの送信電力を現在の設定値であるＰｒ［ｄＢｍ］か
ら候補値Ｐｃ［ｄＢｍ］に変更したと仮定した場合に当該ＵＥ５０が接続する接続先無線
セルとして予測する。尚、この時、ＲＳＲＰが最も高い無線セルのみならず、上位３つの
ように、上位所定数の無線セルを接続先無線セルとして予測しても良い。このように制御
対象無線セルの送信電力を候補値Ｐｃ［ｄＢｍ］に変更したと仮定した場合の接続先無線
セルを測定情報毎に予測し、予測された接続先無線セルが制御対象無線セルである場合に
、当該測定情報の無線パラメータ変更前の（すなわち、現在の設置値における）サービン
グセルを評価対象候補無線セルに含める。尚、上記では、ＲＳＲＰの例を説明したが、こ
れに限られることなく、ＲＳＲＱ、ＳＩＮＲ、スループット、及びこれらの類似情報など
でも良い。
【００９６】
　尚、ひとつの無線パラメータにおいて候補値が複数存在する場合には、候補値毎に評価
対象候補無線セルを求める代わりに、少なくともいずれか一つの候補値において評価対象
候補無線セルになると判定された無線セルを、無線パラメータの候補値間で共通の評価対
象候補無線セルとして設定しても良い。
【００９７】
　評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する場合には、全ての評価対象候補
無線セルを評価対象無線セルとして選択しても良いし、重要度が高い評価対象候補無線セ
ルを評価対象無線セルとして選択しても良い。
【００９８】
　評価対象候補無線セルの重要度は、上述したように、
　（１）制御対象無線セルから新たな接続先無線セル（サービングセル）として移動して
くる無線端末数が多い評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように、評価対象候補
無線セルの重要度を求める、
　（２）制御対象無線セルから新たな接続先無線セル（サービングセル）として移動して
くる無線端末の増加率、例えば、
（制御対象無線セルの無線パラメータ変更後に、当該評価対象候補無線セルを接続先無線
セル（サービングセル）とする無線端末数　－　制御対象無線セルの無線パラメータ変更
前に、当該評価対象候補無線セルをサービングセルとする無線端末数）÷（制御対象無線
セルの無線パラメータ変更前に、当該評価対象候補無線セルをサービングセルとする無線
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端末数）
が高い評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように、評価対象候補無線セルの重要
度を求める、
　（３）制御対象無線セルとの間のハンドオーバ回数が多い評価対象候補無線セルほど重
要度が高くなるように、評価対象候補無線セルの重要度を求める
方法等がある。
【００９９】
　このようにして求められた重要度に基づいて、評価対象無線セルとなる評価対象候補無
線セルを絞り込むようにしても良い。
【０１００】
　更に、評価対象無線セル選択部３２は、評価対象候補無線セルとして予測された無線セ
ルを、仮の制御対象無線セルとし、上述と同様な処理を行うことにより、その仮の制御対
象無線セルに対する評価対象無線セルを求め、これらをもともとの制御対象無線セルに対
する評価対象候補無線セルに含めても良い。尚、この場合、重要度が高い評価対象候補無
線セルのみを、新たな評価対象候補無線セルを求めるための仮の制御対象無線セルとする
こともできる。これにより、評価対象候補無線セルの不必要な増加を防ぐことができる。
【０１０１】
　品質評価部３３は、評価対象無線セルの品質を評価する。評価する品質としては、各評
価対象無線セルのトラフィック負荷（例えば、リソースブロック使用率）、通信の異常切
断率、ハンドオーバ失敗率、平均スループットなどである。尚、評価対象無線セルの品質
のみならず、その周辺の無線セルの品質を評価するようにしても良い。このとき、評価対
象無線セルと他の無線セルとを区別して品質を評価する。例えば、評価対象無線セルの品
質に重みづけを行い、他の無線セルの品質よりも重視して評価する。品質評価の結果は、
無線パラメータ制御部３４に出力する。
【０１０２】
　無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セルに対して選択された評価対象無線セル
の品質評価の結果を用いて、制御対象無線セルの無線パラメータの変更が必要であるかを
判定し、無線パラメータの変更値を決定する。例えば、評価対象無線セルの品質劣化をト
リガとして、制御対象無線セルの無線パラメータを変更する。あるいは、制御対象無線セ
ルの無線パラメータ変更後に評価対象無線セルにおいて品質劣化が確認された場合に、無
線パラメータのフォールバックを実施する。尚、無線パラメータの具体例は、無線セルの
下り信号の最大送信電力、パイロット信号やリファレンス信号の送信電力、アンテナのチ
ルト角、又はアンテナの方位角等である。また、無線パラメータとして、ＣＩＯ（Ｃｅｌ
ｌ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｏｆｆｓｅｔ）やＱｏｆｆｓｅｔを用いても良い。
【０１０３】
　次に、第１の実施の形態の動作の一例を説明する。
【０１０４】
　図８は第１の実施の形態の動作全体のフローチャートである。
【０１０５】
　まず、制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺無線セル
をサービングセルとするＵＥ５０が測定した測定情報（無線品質）を、無線基地局４０を
介して、無線パラメータ制御装置３０が収集し、測定情報データベース３１に登録する（
Ｓｔｅｐ　１）。次に、無線パラメータ制御装置３０の無線パラメータ制御部３４は、制
御対象無線セルの無線パラメータの候補値を決定する（Ｓｔｅｐ　２）。
【０１０６】
　続いて、無線パラメータ制御装置３０の評価対象無線セル選択部３２は、制御対象無線
セルの無線パラメータの設定値が適切であるか否かを評価するための評価対象無線セルを
選択する（Ｓｔｅｐ　３）。尚、選択動作については、後述する。
【０１０７】
　次に、無線パラメータ制御装置３０の無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セル
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の無線パラメータを、Ｓｔｅｐ　２で決定した候補値に変更する（Ｓｔｅｐ　４）。
【０１０８】
　無線パラメータ制御装置３０の品質評価部３３は、評価対象無線セルの品質を評価する
（Ｓｔｅｐ　４）。そして、評価対象無線セルの品質の劣化が検出されると、無線パラメ
ータ制御装置３０の無線パラメータ制御部３４は、無線パラメータのフォールバックを実
施する（Ｓｔｅｐ　５）。一方、評価対象無線セルの品質の劣化が検出されない場合は、
無線パラメータのフォールバックを実施しないで動作を終了する。なお、フォールバック
は単なる例であって、これに限定されない。例えば、評価対象無線セルの品質劣化が検出
された場合に、無線パラメータを変更前の状態に戻す代わりに、新たな無線パラメータの
候補値に変更する制御を行っても良い。
【０１０９】
　続いて、制御対象無線セルに対する評価対象無線セルを選択する動作（Ｓｔｅｐ　３）
を詳細に説明する。
【０１１０】
　図９は評価対象無線セル選択部３２のフローチャートである。
【０１１１】
　まず、図８のＳｔｅｐ　１で収集した、制御対象無線セルの無線パラメータ変更前（実
際に無線パラメータを変更する前）におけるＵＥ５０の測定情報（無線品質）のうち、制
御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺無線セルをサービン
グセルとするＵＥ５０の測定情報（無線品質）を取得する（Ｓｔｅｐ　１０）。
【０１１２】
　次に、取得した制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺
無線セルをサービングセルとするＵＥ５０の制御対象無線セル及びその周辺無線セル毎の
無線品質が、無線パラメータを、図８のＳｔｅｐ　２で決定した無線パラメータの候補値
に変更したと仮定した場合にどのように変化するかを予測し、予測された無線セル毎の無
線品質のうち、最も無線品質が高い無線セルを、図８のＳｔｅｐ　２で決定した無線パラ
メータの候補値に対するＵＥ５０の接続先無線セルとして予測する（Ｓｔｅｐ　１１）。
【０１１３】
　次に、予測した接続先無線セルに基づいて評価対象候補無線セルを選択する。（Ｓｔｅ
ｐ　１２）。具体的には、無線パラメータの所定の候補値が、ＵＥ５０にとって制御対象
無線セルの接続範囲を狭め、当該ＵＥ５０の接続先無線セルを制御対象無線セルから他の
無線セルへと変更させるような候補値である場合、その予測したＵＥ５０の接続先無線セ
ルを評価対象候補無線セルとする。一方、無線パラメータの所定の候補値が、ＵＥ５０に
とって制御対象無線セルの接続範囲を広げ、当該ＵＥ５０の接続先無線セルを周辺無線セ
ルから制御対象無線セルへと変更させるような候補値である場合、その予測したＵＥ５０
の接続先無線セルが制御対象無線セルである場合に、ＵＥ５０の無線パラメータ変更前（
実際に無線パラメータを変更する前）のサービングセルを評価対象候補無線セルとする。
このような処理をＵＥ５０毎に行う。
【０１１４】
　尚、制御する無線パラメータにおいて、候補値が複数存在する場合には、ひとつの無線
パラメータの候補値のみを用いて評価対象候補無線セルを求めても良いし、全ての無線パ
ラメータの候補値について評価対象候補無線セルを求め、少なくともいずれか一つの候補
値において、評価対象候補無線セルになると判定された無線セルを、評価対象候補無線セ
ルとして設定しても良い。
【０１１５】
　最後に、評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する（Ｓｔｅｐ　１３）。
評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する方法は、上述した方法と同様であ
る。
【０１１６】
　上述した実施の形態の一例では、評価対象とする無線セルを適切に設定することによっ
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て、無線パラメータの不要なフォールバック処理を抑制することができる。
【０１１７】
　続いて、実施の形態の他の一例を説明する。
【０１１８】
　上述した実施の形態の一例では、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後に評価対象
無線セルにおいて品質劣化が確認された場合に、無線パラメータのフォールバックを実施
する例を説明した。本例では、制御対象無線セルに対する評価対象無線セルを事前に設定
しておき、評価対象無線セルの品質劣化をトリガとして、制御対象無線セルの無線パラメ
ータを変更する例を説明する。尚、上述した実施の形態の一例と同様なものについては、
詳細な説明を省略する。
【０１１９】
　図１０は実施の形態の他の一例のフローチャートである。
【０１２０】
　まず、制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺無線セル
をサービングセルとするＵＥ５０が測定した測定情報（無線品質）を、無線基地局４０を
介して、無線パラメータ制御装置３０が収集し、測定情報データベース３１に登録する（
Ｓｔｅｐ　２０）。次に、無線パラメータを制御する制御対象無線セルを選択する（Ｓｔ
ｅｐ　２１）。続いて、無線パラメータ制御装置３０の評価対象無線セル選択部３２は、
制御対象無線セルに対する評価対象無線セルを選択する（Ｓｔｅｐ　２２）。尚、選択動
作については、後述する。
【０１２１】
　無線パラメータ制御装置３０の品質評価部３３は、評価対象無線セルの品質を評価する
（Ｓｔｅｐ　２３）。そして、評価対象無線セルの品質の劣化が検出されると、無線パラ
メータ制御装置３０の無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セルの無線パラメータ
を変更する（Ｓｔｅｐ　２４）。一方、評価対象無線セルの品質の劣化が検出されない場
合は、動作を終了する。
【０１２２】
　図１１は評価対象無線セル選択部３２のフローチャートである。
【０１２３】
　まず、選択した制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺
無線セルをサービングセルとするＵＥ５０の測定情報（無線品質）を取得する（Ｓｔｅｐ
　３０）。
【０１２４】
　次に、取得した測定情報（無線品質）について、制御対象無線セル及びその周辺無線セ
ル毎の無線品質が、制御対象無線セルの無線パラメータを候補値に変更したと仮定した場
合にどのように変化するかを予測する。そして、予測された無線セル毎の無線品質のうち
、最も無線品質が高い無線セルを、制御対象無線セルの無線パラメータを当該候補値に変
更したと仮定した場合のＵＥ５０の接続先無線セルとして予測する（Ｓｔｅｐ　３１）。
【０１２５】
　次に、予測した接続先無線セルに基づいて評価対象候補無線セルを選択する。（Ｓｔｅ
ｐ　３２）。具体的には、無線パラメータの所定の候補値が、ＵＥ５０にとって制御対象
無線セルの接続範囲を狭め、当該ＵＥ５０の接続先無線セルを制御対象無線セルから他の
無線セルへと変更させるような候補値である場合、その予測したＵＥ５０の接続先無線セ
ルを評価対象候補無線セルとする。一方、無線パラメータの所定の候補値が、ＵＥ５０に
とって制御対象無線セルの接続範囲を広げ、当該ＵＥ５０の接続先無線セルを周辺無線セ
ルから制御対象無線セルへと変更させるような候補値である場合、その予測したＵＥ５０
の接続先無線セルが制御対象無線セルである場合に、ＵＥ５０の無線パラメータ変更前（
実際に無線パラメータを変更する前）のサービングセルを評価対象候補無線セルとする。
このような処理をＵＥ５０毎に行う。
【０１２６】
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　また、ここで用いる無線パラメータの候補値は、無線パラメータの全候補値のうち、現
時点での設定値を除いた候補値が一つしか存在しない場合には、その現時点での設定値以
外の候補値を用いれば良い。また、無線パラメータの候補値が複数存在する場合には、予
め定められた候補値や、現時点での制御対象無線セルのカバレッジを最も大きく変化させ
る無線パラメータの候補値を用いても良い。また、制御する無線パラメータにおいて、候
補値が複数存在する場合には、全ての無線パラメータの候補値について評価対象候補無線
セルを求め、少なくともいずれか一つの候補値において、評価対象候補無線セルになると
判定された無線セルを、評価対象候補無線セルとして設定しても良い。
【０１２７】
　最後に、評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する（Ｓｔｅｐ　３３）。
評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する方法は、上述した方法と同様であ
る。
【０１２８】
　上記の実施例では、無線セルの無線パラメータの制御の必要性を判定する際に、評価対
象とする無線セルを適切に設定することによって、不必要な無線パラメータの変更を抑制
することができる。
【０１２９】
　＜第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態を説明する。
【０１３０】
　第２の実施の形態は、制御対象無線セルの無線パラメータの変更による、無線端末の新
たな接続先無線セル（サービングセル）を、予測値ではなく実測値として取得することで
評価対象無線セルを決定する場合の実施の形態である。尚、第１の実施の形態と同様な部
分については説明を省略し、異なる部分について説明する。
【０１３１】
　評価対象無線セル選択部３２は、制御対象無線セルをサービングセルとしていたＵＥ５
０又は制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとしていたＵＥ５０の、制御対
象無線セルの無線パラメータ変更後のサービングセルを、予測値ではなく実測値から取得
する。例えば、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後にＵＥ５０から収集した測定情
報を用いて、無線パラメータ変更後のＵＥ５０のサービングセルを判定することができる
。例えば、制御対象無線セルの無線パラメータ変更後の新たなサービングセルをＵＥ５０
から報告してもらうことによって、無線パラメータ変更後のＵＥ５０のサービングセルを
取得する。ここで、ＵＥ５０の測定情報は必ずしも必要ではない。例えば、コア網側での
ＵＥトレース機能を使用して、無線パラメータ変更後のＵＥ５０のサービングセルを取得
し、そのサービングセルを評価対象候補無線セルとする。また、無線パラメータ変更後の
ハンドオーバ情報から、ＵＥ５０がどの無線セルへと移動したかを判定し、その無線セル
を評価対象候補無線セルとする。尚、無線パラメータ変更前のＵＥ５０のサービングセル
も、同様に実測値で取得できる。
【０１３２】
　評価対象無線セル選択部３２は、求めた評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを
、評価対象無線セルとして選択する。評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択
する方法は、上述した選択方法の通りである。
【０１３３】
　無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セルに対して選択された評価対象無線セル
の品質の評価結果を用いて、制御対象無線セルの無線パラメータの変更が必要であるかを
判定し、無線パラメータの変更値を決定、又は、無線パラメータのフォールバックを行う
。
【０１３４】
　次に、第２の実施の形態の動作の一例を説明する。
【０１３５】
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　図１２は第２の実施の形態の一例の動作全体のフローチャートである。
【０１３６】
　まず、制御対象無線セルをサービングセルとする又は制御対象無線セルの周辺無線セル
をサービングセルとするＵＥ５０が測定した測定情報（無線品質）を、無線基地局４０を
介して、無線パラメータ制御装置３０が収集し、収集した無線品質情報や無線セル毎のパ
フォーマンスカウンタ情報に基づいて、無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セル
の無線パラメータを変更する（Ｓｔｅｐ　４０）。
【０１３７】
　次に、無線パラメータ制御装置３０の評価対象無線セル選択部３２は、制御対象無線セ
ルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルを選択する（Ｓｔｅｐ　４１）。
尚、選択動作については、後述する。
【０１３８】
　無線パラメータ制御装置３０の品質評価部３３は、評価対象無線セルの品質を評価する
（Ｓｔｅｐ　４２）。そして、評価対象無線セルの品質の劣化が検出されると、無線パラ
メータ制御装置３０の無線パラメータ制御部３４は、制御対象無線セルの無線パラメータ
のフォールバックの実施や、新たな無線パラメータの候補値に変更する制御を行う（Ｓｔ
ｅｐ　４３）。
【０１３９】
　次に、制御対象無線セルに対する評価対象無線セルを選択する動作を説明する。
【０１４０】
　図１３は第２の実施の形態の一例の評価対象無線セル選択部３２のフローチャートであ
る。
【０１４１】
　まず、無線パラメータの変更前に制御対象無線セルをサービングセルとしていたＵＥ５
０、又は、制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとしていたＵＥ５０の、無
線パラメータの変更後のサービングセルの情報（実測値）を取得する（Ｓｔｅｐ　５０）
。そして、取得したＵＥ５０のサービングセルに基づいて、評価対象候補無線セルを選択
する。（Ｓｔｅｐ　５１）。具体的には、無線パラメータの変更によって、あるＵＥ５０
のサービングセルが制御対象無線セルから他の無線セルに変化した場合、取得した無線パ
ラメータ変更後の当該ＵＥ５０のサービングセルを評価対象候補無線セルとする。一方、
無線パラメータの変更によって、あるＵＥ５０のサービングセルが周辺無線セルから制御
対象無線セルに変化した場合、当該ＵＥ５０の無線パラメータの変更前のサービングセル
を、評価対象候補無線セルとする。このような処理をＵＥ５０毎に行う。
【０１４２】
　最後に、評価対象候補無線セルから評価対象無線セルを選択する（Ｓｔｅｐ　５２）。
【０１４３】
　第２の実施の形態は、無線パラメータの変更前に制御対象無線セルをサービングセルと
した無線端末が、無線パラメータの変更後にどの無線セルをサービングセルとしたのかを
、予測値ではなく実測値として取得するので、第１の実施の形態に比べて、評価対象無線
セルの選択をより精度良く行うことができる。
【０１４４】
　＜第３の実施の形態＞
　第３の実施の形態を説明する。
【０１４５】
　上述した実施の形態では、無線パラメータ制御装置３０が、測定情報データベース３１
と、評価対象無線セル選択部３２と、品質評価部３３と、無線パラメータ制御部３４とを
備えている場合を説明した。
【０１４６】
　しかしながら、それらは、かならずしも無線パラメータ制御装置３０が全て備えている
必要はない。例えば、図１４に示すように、各無線基地局４０が無線パラメータ制御装置
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３０の機能を備えており、複数の無線基地局４０は、有線回線または無線回線によって直
接的、あるいはコア網を介して間接的に接続され、無線セルの品質情報やＵＥ５０による
測定情報の一部あるいは全てを交換することができれば、各無線基地局４０において無線
パラメータの制御ができる。
【０１４７】
　図１５に無線基地局４０のブロック図を示す。無線基地局４０は、無線パラメータ制御
装置３０と同様に、測定情報データベース３１と、評価対象無線セル選択部３２と、品質
評価部３３と、無線パラメータ制御部３４とを備えている。品質評価部３３が、他の無線
セルの品質情報の一部あるいは全てを他の無線セルから直接的、あるいは上位網を介して
間接的に取得することによって他の無線セルの品質も評価すること以外は、上述した実施
の形態と同様である。
【０１４８】
　本実施の形態では、自律的に各無線基地局が評価対象候補無線セルを求め、その中から
評価対象無線セルを決定し、評価対象無線セルの品質を評価した結果に基づき無線パラメ
ータの制御を行う。そのため、集中的に複数の無線基地局を管理する装置が不要である。
また、一連の処理が無線基地局内で行われるため、素早い無線パラメータの制御に適して
いる。
【０１４９】
　以上で本発明の実施の形態の説明を終わるが、上述した説明からも明らかなように、各
部をハードウェアで構成してもよいし、コンピュータプログラムにより実現してもよい。
この場合、プログラムメモリに格納されているプログラムで動作するプロセッサによって
、上述した各実施の形態と同様の機能、動作を実現させる。また、上述した実施の形態の
一部の機能のみをコンピュータプログラムにより実現してもよい。
【０１５０】
　また、上記の実施の形態の内容は、以下のようにも表現されうる。
【０１５１】
　（付記１）　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御システムであっ
て、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線パラメータ制御システム。
【０１５２】
　（付記２）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルの接続範囲の変
化の前後のいずれかで前記制御対象無線セルを接続先無線セルとする無線端末の、前記制
御対象無線セルの接続範囲の変化の前また後の接続先無線セルのうち、前記制御対象無線
セルを除く無線セルの少なくとも一つを評価対象候補無線セルとする
付記１に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５３】
　（付記３）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと
仮定し、前記無線端末の接続先無線セルを予測し、前記予測された前記無線端末の接続先
無線セルと現在の無線パラメータの設定値における前記無線端末の接続先無線セルとの間
の変化に基づいて、評価対象候補無線セルを決定する
付記１又は付記２に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５４】



(26) JP 6070957 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

　（付記４）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと
仮定し、前記制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予測
し、予測した接続先無線セルを前記評価対象候補無線セルとする
付記３に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５５】
　（付記５）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更したと
仮定し、前記制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先
無線セルを予測し、前記接続先無線セルが前記制御対象無線セルである場合、前記周辺無
線セルを前記評価対象候補無線セルとする
付記３に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５６】
　（付記６）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した測定情報に
基づいて、前記無線端末の接続先無線セルを予測する
付記３から付記５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５７】
　（付記７）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した前記制御対
象無線セルおよび前記制御対象無線セル以外の無線セルの無線品質を含む測定情報を用い
て、前記無線パラメータを候補値に変更したと仮定した場合の前記無線端末の無線品質を
予測し、前記予測した無線品質が高い上位所定数の無線セルを、前記接続先無線セルと予
測する
付記３から付記６のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５８】
　（付記８）　前記無線品質は、受信電力、受信品質、信号対干渉雑音比、スループット
の少なくともいずれかを含む
付記７に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１５９】
　（付記９）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの候補値が複数存在す
る場合には、少なくともいずれか一つの候補値において、評価対象候補無線セルになると
予測される無線セルを、評価対象候補無線セルとして選択する
付記３から付記８のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６０】
　（付記１０）　前記評価対象無線セル選択手段は、複数の無線パラメータのうち少なく
とも一つ以上の無線パラメータにおいて、評価対象候補無線セルになると予測される無線
セルを、評価対象候補無線セルとして選択する
付記３から付記９のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６１】
　（付記１１）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前後のサービ
ングセルの情報を取得し、
前記無線パラメータの変更前後のサービングセルの変化に基づいて、評価対象候補無線セ
ルを決定する
付記１又は付記２に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６２】
　（付記１２）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前に前記制御
対象無線セルをサービングセルとしていた無線端末の、無線パラメータの変更後のサービ
ングセルの情報を取得し、前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービングセルを前
記評価対象候補無線セルとする
付記１１に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６３】
　（付記１３）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更後に前記
制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の、無線パラメータの変更前のサービ
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ングセルの情報を取得し、前記無線パラメータの変更前の無線端末のサービングセルを前
記評価対象候補無線セルとする
付記１１に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６４】
　（付記１４）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末に対するトレース機能
、無線端末からのサービングセルの報告、又は、ハンドオーバ情報のいずれかを用いて、
前記無線パラメータの変更前または変更後の無線端末のサービングセルの情報を取得する
付記１１から付記１３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６５】
　（付記１５）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記評価対象候補無線セルの重要度
を求め、前記重要度が高い評価対象候補無線セルを、前記評価対象無線セルとして選択す
る
付記１から付記１４のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６６】
　（付記１６）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルとの間で接続
先が変更となる無線端末数が多い前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように
前記評価対象候補無線セルの重要度を求める
付記１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６７】
　（付記１７）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更により、
無線端末数の変化率が高くなる前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように前
記評価対象候補無線セルの重要度を求める
付記１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６８】
　（付記１８）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルとの間のハン
ドオーバ回数が多い前記評価対象候補無線セルほど重要度が高くなるように前記評価対象
候補無線セルの重要度を求める
付記１５に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１６９】
　（付記１９）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記評価対象候補無線セルを仮の制
御対象無線セルとし、前記仮の制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記仮
の制御対象無線セルの接続範囲の変化にともなう無線端末の接続先無線セルの変化に基づ
いて第２の評価対象候補無線セルを決定し、前記第２の評価対象候補無線セルを前記評価
対象候補無線セルに含める
付記１から付記１８のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７０】
　（付記２０）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記重要度が高い評価対象候補無線
セルを前記仮の制御対象無線セルとして選択する
付記１９に記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７１】
　（付記２１）　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質を、前記
評価対象無線セル以外の無線セルの品質よりも重視して評価する
付記１から付記２０のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７２】
　（付記２２）　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルのうち、前記評
価対象候補無線セルの重要度が高い無線セルの品質を重視して評価する
付記１５から付記２１のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７３】
　（付記２３）　前記評価対象無線セルの品質は、トラフィック負荷、平均スループット
、異常切断率、ハンドオーバ失敗率の少なくともいずれかである
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付記１から付記２２のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７４】
　（付記２４）　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質の評価結
果に基づいて、無線パラメータのフォールバックを行う
付記１から付記２３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７５】
　（付記２５）　前記無線パラメータ制御手段は、前記評価対象無線セルの品質の評価結
果に基づいて、無線パラメータの変更を行う
付記１から付記２３のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７６】
　（付記２６）　前記評価対象無線セル選択手段と、前記無線パラメータ制御手段とが、
無線基地局に接続された無線パラメータ制御装置に設けられる
付記１から付記２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７７】
　（付記２７）　前記評価対象無線セル選択手段と、前記無線パラメータ制御手段とが、
無線基地局に設けられる
付記１から付記２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７８】
　（付記２８）　前記評価対象無線セル選択手段が、無線基地局に設けられ、
　前記無線パラメータ制御手段が、前記無線基地局に接続された無線パラメータ制御装置
に設けられる
付記１から付記２５のいずれかに記載の無線パラメータ制御システム。
【０１７９】
　（付記２９）　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御装置であって
、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線パラメータ制御装置。
【０１８０】
　（付記３０）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化の前後のいずれかで前記制御対象無線セルを接続先無線セルとする無線端末の、前記
制御対象無線セルの接続範囲の変化の前また後の接続先無線セルのうち、前記制御対象無
線セルを除く無線セルの少なくとも一つを評価対象候補無線セルとする
付記２９に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８１】
　（付記３１）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更した
と仮定し、前記無線端末の接続先無線セルを予測し、前記予測された前記無線端末の接続
先無線セルと現在の無線パラメータの設定値における前記無線端末の接続先無線セルとの
間の変化に基づいて、評価対象候補無線セルを決定する。
付記２９又は付記３０に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８２】
　（付記３２）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更した
と仮定し、前記制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルを予
測し、予測した接続先無線セルを前記評価対象候補無線セルとする
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付記３１に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８３】
　（付記３３）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータを候補値に変更した
と仮定し、前記制御対象無線セルの周辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続
先無線セルを予測し、前記接続先無線セルが前記制御対象無線セルである場合、前記周辺
無線セルを前記評価対象候補無線セルとする
付記３１に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８４】
　（付記３４）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末から収集した測定情報
に基づいて、前記無線端末の接続先無線セルを予測する
付記３１から付記３３のいずれかに記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８５】
　（付記３５）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前後のサービ
ングセルの情報を取得し、前記無線パラメータの変更前後のサービングセルの変化に基づ
いて、評価対象候補無線セルを決定する前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービ
ングセルを、前記無線端末の接続先無線セルとする
付記２９又は付記３０に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８６】
　（付記３６）　前記評価対象無線セル選択手段は、無線パラメータの変更前に前記制御
対象無線セルをサービングセルとしていた無線端末の、無線パラメータの変更後のサービ
ングセルの情報を取得し、前記無線パラメータの変更後の無線端末のサービングセルを前
記評価対象候補無線セルとする
付記３５に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８７】
　（付記３７）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線パラメータの変更後に前記
制御対象無線セルをサービングセルとする無線端末の、無線パラメータの変更前のサービ
ングセルの情報を取得し、前記無線パラメータの変更前の無線端末のサービングセルを前
記評価対象候補無線セルとする
付記３５に記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８８】
　（付記３８）　前記評価対象無線セル選択手段は、前記無線端末に対するトレース機能
、無線端末からのサービングセルの報告、又は、ハンドオーバ情報のいずれかを用いて、
前記無線パラメータの変更前または変更後の無線端末のサービングセルの情報を取得する
付記３５から付記３７のいずれかに記載の無線パラメータ制御装置。
【０１８９】
　（付記３９）　無線セルの無線パラメータを制御する無線基地局であって、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する評価対
象無線セル選択手段と、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する無線パラメータ制御手段と
を有する無線基地局。
【０１９０】
　（付記４０）　無線セルの無線パラメータを制御する無線パラメータ制御方法であって
、
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
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象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択し、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する
無線パラメータ制御方法。
【０１９１】
　（付記４１）　無線セルの無線パラメータを制御するプログラムであって、
　コンピュータに
　制御対象無線セルの無線パラメータの制御による、前記制御対象無線セルの接続範囲の
変化にともなう、前記制御対象無線セルをサービングセル又は前記制御対象無線セルの周
辺無線セルをサービングセルとする無線端末の接続先無線セルの変化に基づいて、評価対
象候補無線セルを決定し、前記評価対象候補無線セルのうち少なくとも一つを、前記制御
対象無線セルの無線パラメータを評価するための評価対象無線セルとして選択する処理と
、
　前記評価対象無線セルの品質に基づいて、前記制御対象無線セルの無線パラメータを制
御する処理と
を実行させるプログラム。
【０１９２】
　以上、実施の形態をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記実施の形態に限
定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形し実施してもよい。
また、各実施の形態を適宜組み合わせて実施してもよい。
【０１９３】
　本出願は、２０１１年１２月１３日に出願された日本出願特願２０１１－２７１８２８
号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１９４】
１ａ～１ｄ　　　無線端末
２　　　　　　　制御対象無線セル
３ａ～３ｃ　　　無線セル
１０　　　　　　無線端末
１１　　　　　　評価対象無線セル選択部
１２　　　　　　無線パラメータ制御部
１３　　　　　　無線通信ネットワーク
３０　　　　　　無線パラメータ制御装置
３１　　　　　　測定情報データベース
３２　　　　　　評価対象無線セル選択部
３３　　　　　　品質評価部
３４　　　　　　無線パラメータ制御部
４０　　　　　　無線基地局
５０　　　　　　ＵＥ
６０　　　　　　無線セル
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