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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無線セ
ルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得する
トラフィック負荷取得部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する第１の算出部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する第２の算出部と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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部と、を有し、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の
指標が所定の範囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決
定することを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記第１の算出部は、前記第１の無線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セル
のトラフィック負荷との総量に応じて、前記第１の指標を算出し、
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　前記第２の算出部は、前記第１の無線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セル
のトラフィック負荷との偏りに応じて、前記第２の指標を算出することを特徴とする無線
パラメータ制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記第１の算出部は、前記第１の無線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セル
のトラフィック負荷との和、積のうちの少なくともいずれか１つを用いて、前記第１の無
線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セルのトラフィック負荷との総量を算出す
ることを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記第２の算出部は、前記第１の無線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セル
のトラフィック負荷との差、比、標準偏差、分散のうちの少なくともいずれか１つを用い
て、前記第１の無線セルのトラフィック負荷と、前記第２の無線セルのトラフィック負荷
との偏りを算出することを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第１の指標および前記第２の指標に基づいて、前記
第１の無線セルおよび前記第２の無線セルにおける無線端末のスループット特性を評価す
る目的関数を用いて算出した第３の指標の値を用いて、前記無線パラメータを決定するこ
とを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記第２の無線セルは、複数あり、
　前記第１の算出部、および、前記第２の算出部のそれぞれは、前記複数の第２の無線セ
ルのトラフィック負荷の統計値を用いて、前記第１の指標、および、前記第２の指標を算
出することを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第２の無線セルそれぞれに影響を及ぼすセル単位無
線パラメータを制御することを特徴とする無線パラメータ制御装置。
【請求項８】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置において、
　前記第２の無線セルは、複数あり、
　前記第１の算出部、および、前記第２の算出部のそれぞれは、前記第２の無線セル毎に
、前記第１の指標、および、前記第２の指標を算出し、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第２の無線セル毎に、該第２の無線セルのトラフィ
ック負荷を用いて算出された前記第１の指標および前記第２の指標に応じて、該第２の無
線セルに影響を及ぼすセルペア単位無線パラメータを制御することを特徴とする無線パラ
メータ制御装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置は、
　前記第１の無線セルの無線パラメータ変更後の前記第１の負荷情報、および、前記第２
の負荷情報を予測し、第１の予測負荷情報および第２の予測負荷情報を求めるトラフィッ
ク負荷予測部をさらに有し、
　前記トラフィック負荷取得部は、前記第１の予測負荷情報および前記第２の予測負荷情
報を取得し、
　前記第１の算出部、および、前記第２の算出部のそれぞれは、前記第１の予測負荷情報
、および、前記第２の予測負荷情報を用いて、前記第１の指標および前記第２の指標を算
出することを特徴とする無線パラメータ制御装置。
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【請求項１０】
　第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無線セ
ルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得し、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出し、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出し、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の無線セルの無線パラメ
ータを制御し、
　前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の指標が所定の範囲にあり、かつ
、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決定することを特徴とする無線パ
ラメータ制御方法。
【請求項１１】
　自身が管理する前記第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および
、前記第１の無線セルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の
負荷情報を取得するトラフィック負荷取得部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する第１の算出部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する第２の算出部と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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部と、を有し、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の
指標が所定の範囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決
定することを特徴とする無線基地局。
【請求項１２】
　第１の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のコンピュータに
、
　前記第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無
線セルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得
する処理と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する処理と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する処理と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の無線セルの無線パラメ
ータを制御する処理では、前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の指標が
所定の範囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決定させ
ることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、無線パラメータ制御装置、無線パラメータ制御方法、無線基地局および無線
パラメータ制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話網に代表されるセルラ方式の無線通信網では、複数の無線基地局を空間的に分
散して配置することで、広域なサービスエリアが形成されている。無線基地局は、自身と
無線通信可能な範囲である無線セルを１～６程度、形成（管理）し、自身が管理する無線
セル内の無線端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）との間で無線通信を行う。
【０００３】
　セルラ方式の無線通信網では、互いに隣接する無線セル同士が重複するように配置され
ている。そのため、無線端末が無線セルをまたがって移動した際にも、接続する無線セル
を切り替えるハンドオーバ（ＨＯ：Ｈａｎｄｏｖｅｒ）処理が行われることで、無線通信
を継続させることができる。
【０００４】
　無線端末は、通常、自身の周辺に位置する無線セル毎に、無線セルの無線品質を測定し
、無線品質が最も良い無線セルに対して無線リンクを確立して接続する。
【０００５】
　無線品質の例としては、受信電力や希望波対干渉波電力比が挙げられる。
【０００６】
　受信電力は、無線セルのパイロット信号やリファレンス信号などの受信強度である。具
体的には、受信電力は、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）網におけるＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐ
ｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ）
や、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）網におけるＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）などに相当する。
【０００７】
　また、希望波対干渉波電力比は、ある無線セルの受信電力とそれ以外の無線セルからの
干渉電力や熱雑音電力との比率である。具体的には、希望波対干渉波電力比は、信号対干
渉波電力比（ＳＩＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）や
信号対干渉雑音電力比（ＳＩＮＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐ
ｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、ＷＣＤＭＡ網におけるＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｎｏ（Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｎｅｒｇｙ　ｐｅｒ　Ｃｈｉｐ　ｔｏ　Ｎ
ｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、ＬＴＥ網におけるＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）などに相当する。
【０００８】
　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）
の減少やハンドオーバ失敗の減少や、無線基地局と無線端末との間の無線通信速度（ユー
ザスループット）の改善などを目的として、無線セルのカバレッジの最適化が行われる。
【０００９】
　無線セルのカバレッジ最適化においては、一般に、専用の測定器を用いた走行試験（Ｄ
ｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）が行われ、無線セルの受信電力や希望波対干渉波電力比、無線通信
の異常切断やハンドオーバ失敗の発生の有無、無線端末のユーザスループットなどが評価
される。そして、不十分な受信電力（Ｗｅａｋ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ）、強い干渉（Ｐｉｌ
ｏｔ　Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ）などの問題が発生しやすい場所が特定され、これらの問題を
解消するために無線セルの無線パラメータが調整される。
【００１０】
　無線セルの無線パラメータとしては、アンテナチルト角、アンテナ方位角、送信電力、
無線品質に対するオフセットパラメータなどがある。
【００１１】
　無線品質に対するオフセットパラメータとは、無線端末の接続先となる無線セル（サー
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ビングセル）を調整するために、無線端末が測定する無線セル毎の無線品質に対して加算
されるオフセット値を加算するためのパラメータである。
【００１２】
　無線品質に対するオフセットパラメータは、例えば、ＣＩＯ（Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｖｉ
ｄｕａｌ　Ｏｆｆｓｅｔ）やＥｖｅｎｔ　Ａ３オフセットなどがある。ＣＩＯは、そのＣ
ＩＯが設定された無線セルを除く各無線セルの無線品質に対して個別のオフセット値を加
算するためのオフセットパラメータである。一方、Ｅｖｅｎｔ　Ａ３オフセットは、その
Ｅｖｅｎｔ　Ａ３オフセットが設定された無線セルの無線品質に対してのみオフセット値
を加算するためのオフセットパラメータである。
【００１３】
　なお、以下では、無線セルＡに設定される無線セルＢのＣＩＯ、すなわち、無線セルＡ
に接続している無線端末に適用される、無線セルＢの無線品質に対して加算されるＣＩＯ
を、無線セルＡから無線セルＢへのＣＩＯと称する。
【００１４】
　上述した無線セルの無線パラメータのうち、アンテナチルト角、アンテナ方位角、送信
電力、および、Ｅｖｅｎｔ　Ａ３オフセットは、その無線パラメータが設定された無線セ
ルに対して一意に設定される無線パラメータである。以下では、このような無線パラメー
タを、セル単位無線パラメータと称する。一方、ＣＩＯは、その無線パラメータが設定さ
れた無線セルとは異なる無線セルに対して個別に設定される無線パラメータである。以下
では、このような無線パラメータを、セルペア単位無線パラメータと称する。
【００１５】
　無線セルのカバレッジ最適化においては、一般に、ユーザスループットを平均特性と公
平性という２つの観点から評価する。例えば、ユーザスループットの公平性を確保しつつ
、ユーザスループットの平均特性を改善することを目的に、無線セルのカバレッジ最適化
が実施される。
【００１６】
　ユーザスループットの平均特性とは、所定のエリア（例えば、特定の地域や特定の無線
セル）に存在する複数の無線端末を対象にして算出される、ユーザスループットの平均的
な特性である。ユーザスループットの平均特性を示す代表的な指標は、ユーザスループッ
トの平均値（平均ユーザスループット）である。
【００１７】
　ユーザスループットの公平性とは、所定のエリアに存在する複数の無線端末を対象にし
て算出される、ユーザスループットの偏りを示す指標である。ユーザスループットの公平
性を示す代表的な指標は、ユーザスループットの累積分布関数（Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：ＣＤＦ）の下位Ｘ％点（例えば、５％点
や１０％点）に相当するユーザスループット（下位Ｘ％ユーザスループット）である。
【００１８】
　例えば、１００台の無線端末が存在し、１００サンプルのユーザスループットが得られ
た場合には、下位５％ユーザユーザスループットは、１００サンプルのユーザスループッ
トの５番目に小さいユーザスループットである。平均ユーザスループットが同じである場
合には、下位５％ユーザスループットが高いほど公平性が高く、下位５％ユーザスループ
ットが低いほど公平性が低い。
【００１９】
　なお、以下では、ユーザスループットの平均特性と公平性とをまとめて、スループット
特性と称する。
【００２０】
　上述したような走行試験の結果に基づく無線セルのカバレッジ最適化は、手動での測定
や無線パラメータの調整などを伴うため、無線通信網の運用コストの増加の一因となって
いる。そこで、無線セルのカバレッジ最適化を自動的に行う技術が検討されている。
【００２１】



(6) JP 6465032 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　例えば、近年、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、ＳＯＮ（Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
ｓ）と称される自律的なネットワーク管理方法の標準化が進められている。ＳＯＮが提供
する機能は多岐に渡るが、無線セルのカバレッジ最適化に関わる技術としては、ＣＣＯ（
Ｃｏｖｅｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｃａｐａｃｉｔｙ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）や、ＭＬＢ
（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｌｏａｄ　Ｂａｌａｎｃｉｎｇ）がある。
【００２２】
　特許文献１（国際公開第２０００／０７２６１８号）、特許文献２（国際公開第２０１
１／１３６０８３号）には、こうしたカバレッジ最適化技術の一例が開示されている。
【００２３】
　特許文献１に開示されている技術においては、無線通信システムは、ある無線セル（無
線セルＡ）のトラフィック負荷が高い場合、無線セルＡと隣接し、トラフィック負荷が低
い隣接セルのうち、無線セルＡとの境界付近において、無線セルＡと接続する無線端末の
数が最大である無線セル（無線セルＢ）を選択し、無線セルＡのカバレッジを縮小し、無
線セルＢのカバレッジを拡大する。それにより、無線セルＡと無線セルＢのトラフィック
負荷の偏りが是正される。
【００２４】
　一般に、トラフィック負荷が高い無線セル（無線セルＡ）とトラフィック負荷が低い無
線セル（無線セルＢ）とを比較した場合、無線セルＢに接続する無線端末の方が、無線セ
ルＡに接続する無線端末よりも、無線リソースの割り当て機会や割り当て量などが多いた
め、ユーザスループットが高い。そのため、無線セル間のトラフィック負荷の偏りは、当
該無線セル間のユーザスループットの公平性を測る指標として用いることができる。
【００２５】
　したがって、特許文献１に開示されている技術においては、無線セルＡと無線セルＢと
のトラフィック負荷の差を小さくすることで、ユーザスループットの公平性を改善するこ
とができる。
【００２６】
　また、特許文献２に開示されている技術においては、第１の無線基地局が、自局に接続
する無線端末のスループット代表値（例えば、平均ユーザスループット）を第２の無線基
地局に送信し、第２の無線基地局は、受信したスループット代表値と、自局に接続する無
線端末のスループット代表値とを比較し、無線基地局間のスループット代表値の差を小さ
くするように、自局が管理する無線セルのカバレッジを制御する。それにより、無線基地
局間のユーザスループットの公平性を改善することができる。特許文献２に開示されてい
る技術は、ユーザスループットの測定値を直接的に用いるため、特許文献１に開示されて
いる技術よりも、高い精度でユーザスループットの公平性を改善することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】国際公開第２０００／０７２６１８号
【特許文献２】国際公開第２０１１／１３６０８３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　上述した通り、特許文献１、２に開示されている技術においては、無線セルのカバレッ
ジが制御されることで、ユーザスループットの公平性が改善される。しかし、ユーザスル
ープットの公平性が改善しても、ユーザスループットの平均特性は必ずしも改善されず、
かえって劣化することがある。
【００２９】
　例えば、無線セルのカバレッジを制御して無線セル間のトラフィック負荷の差を小さく
しようとした結果、トラフィック負荷の高い無線セルのトラフィック負荷は変わらずに、
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トラフィック負荷の低い無線セルのトラフィック負荷が増加したような状況について考え
る。このような状況は、無線セルのカバレッジを制御した結果、トラフィック負荷の低い
無線セルにおいて無線品質が劣化した場合などに発生する。このような状況では、トラフ
ィック負荷が高い無線セル、すなわちユーザスループットが全体的に低い無線セルのユー
ザスループットは改善されずに、トラフィック負荷が低い無線セル、すなわちユーザスル
ープットが全体的に高い無線セルのユーザスループットが劣化する。そのため、これらの
無線セルと接続する無線端末については、ユーザスループットの平均特性が劣化してしま
う。
【００３０】
　このように、特許文献１、２に開示されている技術においては、ユーザスループットの
公平性しか考慮していないため、ユーザスループットの平均特性が劣化するおそれがある
という課題がある。
【００３１】
　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、スループット特性を改
善する無線パラメータ制御装置、無線パラメータ制御方法、無線基地局、および、無線パ
ラメータ制御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】
【００３２】
　上記目的を達成するために本発明の無線パラメータ制御装置は、

　第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無線セ
ルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得する
トラフィック負荷取得部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する第１の算出部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する第２の算出部と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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部と、を有し、　前記無線パラメータ制御部は、前記
第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の指標が所定の範囲にあり、かつ、他方
の指標が改善するように、前記無線パラメータを決定する。
【００３３】
　上記目的を達成するために本発明の無線パラメータ制御方法は、

　第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無線セ
ルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得し、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出し、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出し、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の無線セルの無線パラメ
ータを制御し、　前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の指標が所定の範
囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決定する。
【００３４】
　上記目的を達成するために本発明の無線基地局は、
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　自身が管理する前記第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および
、前記第１の無線セルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の
負荷情報を取得するトラフィック負荷取得部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する第１の算出部と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する第２の算出部と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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部と、を有し、
　前記無線パラメータ制御部は、前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の
指標が所定の範囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決
定する。
【００３５】
　上記目的を達成するために本発明のプログラムは、

　第１の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のコンピュータに
、
　前記第１の無線セルのトラフィック負荷を示す第１の負荷情報、および、前記第１の無
線セルの周辺に位置する第２の無線セルのトラフィック負荷を示す第２の負荷情報を取得
する処理と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの平均特性を示す第１の指
標を算出する処理と、
　前記第１の負荷情報、および、前記第２の負荷情報を用いて、前記第１の無線セルおよ
び前記第２の無線セルにおける無線端末のユーザスループットの公平性を示す第２の指標
を算出する処理と、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の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、
　前記第１の指標、および、前記第２の指標に応じて、前記第１の無線セルの無線パラメ
ータを制御する処理では、前記第１の指標もしくは前記第２の指標のうち、一方の指標が
所定の範囲にあり、かつ、他方の指標が改善するように、前記無線パラメータを決定させ
る。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、無線端末のスループット特性を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施形態の無線通信網の構成を示す概略構成図である。
【図２】図１に示す無線パラメータ制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示す無線パラメータ制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】図１に示す無線パラメータ制御装置の他の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態の無線パラメータ制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図６】図５に示す無線パラメータ制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施形態の無線通信網の構成を示す概略構成図である。
【図８】図７に示す無線基地局の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
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　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００３９】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信網（無線通信システム）１００の概略
構成図である。
【００４０】
　図１に示す無線通信網１００は、無線基地局１０１－１、１０１－２、ＵＥ１０３－１
～１０３－４、無線パラメータ制御装置１０４を有している。
【００４１】
　ＵＥ１０３－１～１０３－３は、無線基地局１０１－１が管理する無線セル１０２－１
に接続する無線端末である。また、ＵＥ１０３－４は、無線基地局１０１－２が管理する
無線セル１０２－２に接続する無線端末である。なお、上述したような無線通信網１００
の各構成要素の台数は、一例であり、これらの台数に限定されるものではない。
【００４２】
　無線基地局１０１－１は、ＵＥ１０３－１～１０３－３との間で双方向の無線通信を行
う。また、無線基地局１０１－２は、ＵＥ１０３－４との間で双方向の無線通信を行う。
【００４３】
　無線基地局１０１－１、１０１－２は、上位ネットワーク（不図示）に接続されており
、ＵＥ１０３－１～１０３－４と上位ネットワークとの間でトラフィックを中継する。な
お、上位ネットワークは、無線アクセスネットワークやコアネットワークなどに相当する
。
【００４４】
　なお、無線基地局１０１－１、１０１－２は、広域なエリアをカバーするマクロ無線基
地局、比較的狭いエリアをカバーするマイクロ無線基地局およびピコ無線基地局、および
、屋内向け小型無線基地局であるフェムト無線基地局などである。また、無線基地局１０
１－１、１０１－２は、無線セル１０２－１または１０２－２の無線信号を中継するリレ
ー基地局などであってもよい。
【００４５】
　無線パラメータ制御装置１０４は、第１の負荷情報である無線セル１０２－１のトラフ
ィック負荷を示す負荷情報（無線セル１０２－１の負荷情報）を、無線基地局１０１－１
から取得する。無線パラメータ制御装置１０４は、第２の負荷情報である無線セル１０２
－２の負荷情報を、無線基地局１０１－２から取得する。また、無線パラメータ制御装置
１０４は、無線セル１０２－１、１０２－２の無線パラメータを制御する。
【００４６】
　図２は、無線パラメータ制御装置１０４の構成を示すブロック図である。
【００４７】
　無線パラメータ制御装置１０４は、トラフィック負荷取得部２０１と、第１の算出部で
ある平均特性指標算出部２０２と、第２の算出部である公平性指標算出部２０３と、無線
パラメータ制御部２０４とを有する。
【００４８】
　トラフィック負荷取得部２０１は、無線セル１０２－１の負荷情報を無線基地局１０１
－１から取得し、無線セル１０２－２の負荷情報を無線基地局１０１－２から取得する。
【００４９】
　トラフィック負荷は、例えば、各無線セルにおける無線リソース使用率（例えば、物理
リソースブロック（ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）使用率
や、使用可能な最大送信電力に対する実際の使用送信電力の比率など）を用いて示される
。また、トラフィック負荷は、各無線セルにおける同時通信ＵＥ数やアクティブＵＥ数な
どのＵＥの数を用いて示されてもよい。
【００５０】
　トラフィック負荷取得部２０１が取得する各無線セルの負荷情報は、各無線セルのトラ
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フィック負荷の瞬時値を示してもよいが、各無線セルのトラフィック負荷を所定期間にお
いて平均化された値を示す方が好ましい。トラフィック負荷取得部２０１は、例えば、所
定の期間（１分、１０分、１時間、２４時間、１週間など）において平均化されたトラフ
ィック負荷を示す負荷情報を取得する。
【００５１】
　平均特性指標算出部２０２は、無線セル１０２－１および無線セル１０２－２の負荷情
報を用いて、無線セル１０２－１および無線セル１０２－２に存在するＵＥ１０３－１～
１０３－４のユーザスループットの平均特性を示す平均特性指標（第１の指標）を算出す
る。
【００５２】
　ここで、ＵＥ１０３－１～１０３－４に発生する単位時間当たりのトラフィック量が同
じである場合、ＵＥ１０３－１～１０３－４のユーザスループットが全体的に高い（ユー
ザスループットの平均特性が良い）状況とＵＥ１０３－１～１０３－４のユーザスループ
ットが全体的に低い（ユーザスループットの平均特性が悪い）状況とでは、前者の状況の
方が無線セル１０２－１および無線セル１０２－２のトラフィック負荷の総量が小さくな
る。その理由は、ユーザスループットが高いほど、無線端末当たりの無線リソースの消費
時間が短く済み、結果として無線セルのトラフィック負荷が小さくなるためである。その
ため、ユーザスループットの平均特性を示す指標としては、各無線セルのトラフィック負
荷の総量を示す指標を用いることができる。具体的には、無線セル毎のトラフィック負荷
の和や積などを平均特性指標として用いることができる。平均特性指標として無線セル毎
のトラフィック負荷の和や積を用いる場合、トラフィック負荷の和や積が小さいほど、ユ
ーザスループットの平均特性が良いと判断することができる。
【００５３】
　なお、平均特性指標算出部２０２が、トラフィック負荷の和または積のいずれかを用い
て、平均特性指標を算出する例を説明したが、これに限られない。平均特性指標算出部２
０２は、トラフィック負荷の和および積の両方を用いて、平均特性指標を算出してもよい
。すなわち、平均特性指標算出部２０２は、トラフィック負荷の和および積のうちの少な
くともいずれか１つを用いて、制御セルのトラフィック負荷と、周辺セルのトラフィック
負荷との総量を算出し、平均特性指標を求めることができる。
【００５４】
　公平性指標算出部２０３は、無線セル１０２－１および無線セル１０２－２の負荷情報
を用いて、無線セル１０２－１および無線セル１０２－２に存在するＵＥ１０３－１～１
０３－４のユーザスループットの公平性を示す公平性指標（第２の指標）を算出する。
【００５５】
　ここで、ユーザスループットの公平性を示す公平性指標としては、無線セル毎のトラフ
ィック負荷の偏りを示す指標を用いることができる。具体的には、公平性指標算出部２０
３は、無線セル毎のトラフィック負荷の差、比、標準偏差、分散などを、公平性指標とし
て算出する。
【００５６】
　なお、公平性指標算出部２０３が、トラフィック負荷の差、比、標準偏差、分散のうち
のいずれかを用いて、公平性指標を算出する例を説明したが、これに限られない。公平性
指標算出部２０３は、トラフィック負荷の差、比、標準偏差、分散のうちの、２つ以上の
指標を用いて、平均特性指標を算出してもよい。すなわち、公平性指標算出部２０３は、
トラフィック負荷の差、比、標準偏差、分散のうちの少なくともいずれか１つを用いて、
制御セルのトラフィック負荷と、周辺セルのトラフィック負荷との偏りを算出し、公平性
指標を求めることができる。
【００５７】
　無線パラメータ制御部２０４は、平均特性指標算出部２０２が算出した平均特性指標、
および、公平性指標算出部２０３が算出した公平性指標に応じて、無線セル１０２－１お
よび／または無線セル１０２－２の無線パラメータを制御する。制御する無線パラメータ
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としては、無線セルのアンテナチルト角、アンテナ方位角、送信電力、および無線品質に
対するオフセットパラメータなどが挙げられる。
【００５８】
　次に、無線パラメータ制御装置１０４の動作について図３を用いて詳細に説明する。
【００５９】
　図３は、無線パラメータ制御装置１０４の動作を示すフローチャートである。
【００６０】
　まず、無線パラメータ制御部２０４は、無線パラメータを制御する無線セルを制御セル
（第１の無線セル）として選択する（ステップＳ３０１）。
【００６１】
　例えば、無線基地局が新たに設置されて無線通信網１００に無線セルが追加された場合
には、無線パラメータ制御部２０４は、追加された無線セルを制御セルとして選択するこ
とができる。このように制御セルを選択することで、新たに無線セルを追加した際に、当
該無線セルのカバレッジを自動的に最適化することができる。また、１日単位のトラフィ
ック負荷や所定の時刻帯（例えば、トラフィックのピークアワー）におけるトラフィック
負荷が所定の閾値（例えば、２０％）以下である無線セルや、所定の閾値（例えば、８０
％）以上である無線セルを制御セルとして選択しても良い。このように制御セルを選択す
ることで、ユーザスループットの公平性が低い無線セルや平均特性が低い無線セルを制御
セルとして選択することができる。
【００６２】
　なお、以下では、無線パラメータ制御部２０４は、制御セルとして、無線セル１０２－
１を選択したものとする。
【００６３】
　次に、無線パラメータ制御部２０４は、制御セルの周辺に位置する無線セルを、周辺セ
ル（第２の無線セル）として選択する（ステップＳ３０２）。なお、無線パラメータ制御
部２０４は、周辺セルとして、１つの無線セルを選択してもよいし、２つ以上の無線セル
を選択してもよい。
【００６４】
　無線パラメータ制御部２０４は、制御セルの無線パラメータの変更によって影響を受け
る可能性が高い無線セルを周辺セルとして選択することが好ましい。無線パラメータ制御
部２０４は、例えば、制御セルから所定の距離（例えば、５００ｍ）以内に位置する無線
セルや、制御セルからのハンドオーバ回数が所定の回数より多い無線セルや、制御セルへ
のハンドオーバ回数が所定の回数より多い無線セルなどを、周辺セルとして選択する。ま
た、無線パラメータ制御部２０４は、制御セルをサービングセルとする無線端末によって
リファレンス信号やパイロット信号が検出された無線セルを、周辺セルとして選択しても
よい。
【００６５】
　なお、以下では、無線パラメータ制御部２０４は、１つの無線セル（無線セル１０２－
２）を周辺セルとして選択したものとする。
【００６６】
　次に、無線パラメータ制御部２０４は、制御する無線パラメータの候補値を複数用意す
る（ステップＳ３０３）。無線パラメータ制御部２０４が制御する無線パラメータは、セ
ル単位無線パラメータおよびセルペア単位無線パラメータのいずれでもよい。
【００６７】
　例えば、無線パラメータ制御部２０４は、セル単位無線パラメータであるアンテナチル
ト角を制御する場合には、（１１°、１３°、１５°、１７°、１９°）などを候補値と
して用意する。また、無線パラメータ制御部２０４は、セル単位無線パラメータである送
信電力を制御する場合には、（４６ｄＢｍ、４３ｄＢｍ、４０ｄＢｍ）などを候補値とし
て用意する。また、無線パラメータ制御部２０４は、セルペア単位無線パラメータである
無線セル１０２－１から無線セル１０２－２へのＣＩＯを制御する場合には、（－６ｄＢ
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、－３ｄＢ、０ｄＢ、３ｄＢ、６ｄＢ）などを候補値として用意する。
【００６８】
　次に、無線パラメータの候補値毎に、ステップＳ３０５～Ｓ３０８に示すループ処理が
開始される（ステップＳ３０４）。
【００６９】
　まず、無線パラメータ制御部２０４は、用意した無線パラメータの候補値のうち１つを
選択し、制御セルの無線パラメータをその候補値に変更する（ステップＳ３０５）。
【００７０】
　次に、トラフィック負荷取得部２０１は、制御セルおよび周辺セルそれぞれについて、
トラフィック負荷を示す負荷情報（例えば、１日単位の平均ＰＲＢ使用率）を取得する（
ステップＳ３０６）。なお、トラフィック負荷取得部２０１は、ステップＳ３０５にて無
線パラメータが候補値に変更された後の負荷情報を取得することが好ましい。
【００７１】
　なお、以下では、制御セルのトラフィック負荷をＵｃと示し、周辺セルのトラフィック
負荷をＵｎと示す。
【００７２】
　次に、平均特性指標算出部２０２は、制御セルのトラフィック負荷Ｕｃ、および、周辺
セルのトラフィック負荷Ｕｎを用いて、ＵＥ１０３－１～１０３－４のユーザスループッ
トの平均特性指標を算出する（ステップＳ３０７）。
【００７３】
　上述したように、ユーザスループットの平均特性を示す指標としては、制御セルおよび
周辺セルのトラフィック負荷の総量を示す指標を用いることができる。そのため、平均特
性指標算出部２０２は、例えば、各無線セルのトラフィック負荷の和（Ｕｃ＋Ｕｎ）や積
（Ｕｃ＊Ｕｎ）などを、平均特性指標として算出する。平均特性指標がトラフィック負荷
の和と積のいずれであっても、その値が小さいほどユーザスループットの平均特性が良い
と判定することができる。
【００７４】
　次に、公平性指標算出部２０３は、制御セルのトラフィック負荷Ｕｃ、および、周辺セ
ルのトラフィック負荷Ｕｎを用いて、ＵＥ１０３－１～１０３－４のユーザスループット
の公平性指標を算出する（ステップＳ３０８）。
【００７５】
　上述したように、ユーザスループットの公平性を示す指標としては、制御セルと周辺セ
ルとの間のトラフィック負荷の偏りを示す指標を用いることができる。そのため、公平性
指標算出部２０３は、例えば、各無線セルのトラフィック負荷の差（Ｕｃ－Ｕｎ、Ｕｎ－
Ｕｃ、または｜Ｕｃ－Ｕｎ｜（Ｕｃ－Ｕｎの絶対値））や比（Ｕｃ／ＵｎまたはＵｎ／Ｕ
ｃ）などを、公平性指標として算出する。公平性指標がトラフィック負荷の差である場合
には公平性指標が０に近いほどユーザスループットの公平性は高く、公平性指標がトラフ
ィック負荷の比である場合には公平性指標が１に近いほどユーザスループットの公平性は
高いと判定することができる。
【００７６】
　なお、ステップＳ３０７とステップＳ３０８とは、順序が逆であってもよい。
【００７７】
　次に、平均特性指標および公平性指標が算出されていない無線パラメータの候補値が存
在する場合には、無線パラメータ制御装置１０４は、用意された無線パラメータの候補値
のうち、未選択な候補値を一つ選択してステップＳ３０５の処理に進む。一方、無線パラ
メータの全ての候補値について平均特性指標および公平性指標が算出されている場合には
、無線パラメータ制御装置１０４は、ステップＳ３１０の処理に進む（ステップＳ３０９
）。
【００７８】
　次に、無線パラメータ制御部２０４は、無線パラメータの候補値毎に算出された平均特
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性指標および公平性指標を用いて、制御セル（無線セル１０２－１）の無線パラメータの
最適値を決定し、制御セルの無線パラメータを決定した最適値に変更する（ステップＳ３
１０）。
【００７９】
　以下では、無線パラメータの最適値の決定方法について、３つの方法を説明する。なお
、無線パラメータの最適値の決定方法は、以下に説明する３つの方法に限られるものでは
ない。
【００８０】
　また、以下では、制御セルの無線パラメータがデフォルト値あるいは所定の基準値であ
る場合における、ユーザスループットの平均特性指標をＹ０、公平性指標をＺ０と示し、
無線パラメータがｉ番目（ｉ＝１、２、・・・、Ｉ）の候補値（候補値ｉ）である場合に
おける、ユーザスループットの平均特性指標をＹｉ、公平性指標をＺｉと示すものとする
。また、ユーザスループットの平均特性指標はトラフィック負荷の和であり、公平性指標
はトラフィック負荷の差の絶対値であるものとする。
【００８１】
　まず、第１の方法について説明する。
【００８２】
　無線パラメータ制御部２０４は、ユーザスループットの公平性指標が所定の条件を満た
す範囲で、ユーザスループットの平均特性指標が最適となる無線パラメータの候補値を最
適値として決定する。無線パラメータ制御部２０４は、例えば、ユーザスループットの公
平性指標が劣化しない範囲で、ユーザスループットの平均特性指標が最適となる無線パラ
メータの候補値を最適値として決定する。具体的には、例えば、無線パラメータ制御部２
０４は、Ｚｉ＜＝Ｚ０を満たす候補値ｉの中から、Ｙｉが最小となる候補値ｉを最適値と
して選択する。
【００８３】
　次に、第２の方法について説明する。
【００８４】
　無線パラメータ制御部２０４は、ユーザスループットの平均特性指標が所定の条件を満
たす範囲で、ユーザスループットの公平性指標が最適となる無線パラメータの候補値を最
適値として決定する。無線パラメータ制御部２０４は、例えば、ユーザスループットの平
均特性指標が劣化しない範囲で、ユーザスループットの公平性指標が最適となる無線パラ
メータの候補値を最適値として決定する。具体的には、例えば、無線パラメータ制御部２
０４は、Ｙｉ＜＝Ｙ０を満たす候補値ｉの中から、Ｚｉが最小となる候補値ｉを最適値と
して選択する。
【００８５】
　次に、第３の方法について説明する。
【００８６】
　無線パラメータ制御部２０４は、ユーザスループットの平均特性指標（Ｙｉ）と公平性
指標（Ｚｉ）を変数として有し、制御セルおよび周辺セルにおける無線端末のスループッ
ト特性を評価する目的関数（ｆ（Ｙｉ、Ｚｉ））を定義し、その目的関数の関数値が最適
となる候補値ｉを最適値として決定する。具体的には、例えば、無線パラメータ制御部２
０４は、ｆ（Ｙｉ、Ｚｉ）＝Ｙｉ＋Ｚｉと定義し、ｆ（Ｙｉ、Ｚｉ）が最小となる候補値
ｉを最適値として選択する。
【００８７】
　次に、ステップＳ３０２において、無線パラメータ制御部２０４が２つ以上の無線セル
を周辺セルとして選択した場合の動作について説明する。
【００８８】
　まず、ステップＳ３０６において、トラフィック負荷取得部２０１は、制御セルと、複
数の周辺セルそれぞれの負荷情報を取得する。
【００８９】
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　次に、ステップＳ３０７において、平均特性指標算出部２０２は、ステップＳ３０６に
おいて取得された複数の周辺セルそれぞれの負荷情報を用いて、周辺セルのトラフィック
負荷の統計値を算出する。具体的には、平均特性指標算出部２０２は、各周辺セルのトラ
フィック負荷の平均値、中央値、最頻値などを、統計値として算出する。なお、以下では
、平均特性指標算出部２０２が算出する、周辺セルのトラフィック負荷の統計値をＵｓと
示すものとする。
【００９０】
　例えば、ステップＳ３０２において３つの周辺セルが選択され、ステップＳ３０６にお
いて取得された負荷情報それぞれが示す各周辺セルのトラフィック負荷が４０％、６０％
、６５％であり、平均特性指標算出部２０２が周辺セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓ
として周辺セルのトラフィック負荷の平均値を算出する場合には、平均特性指標算出部２
０２は、Ｕｓ＝（４０＋６０＋６５）／３＝５５％を、周辺セルのトラフィック負荷の統
計値Ｕｓとして算出する。
【００９１】
　平均特性指標算出部２０２は、制御セルのトラフィック負荷Ｕｃ、および、周辺セルの
トラフィック負荷の統計値Ｕｓを用いて、ユーザスループットの平均特性指標を算出する
。
【００９２】
　次に、ステップＳ３０８において、公平性指標算出部２０３は、ステップＳ３０６にお
いて取得された負荷情報それぞれが示す各周辺セルのトラフィック負荷を用いて、上述し
た平均特性指標算出部２０２の処理と同様に周辺セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓを
算出する。さらに、公平性指標算出部２０３は、制御セルのトラフィック負荷Ｕｃと周辺
セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓとを用いて、ユーザスループットの公平性指標を算
出する。
【００９３】
　このように、無線パラメータ制御装置１０４は、周辺セルのトラフィック負荷の統計値
Ｕｓと制御セルのトラフィック負荷Ｕｃとを用いてユーザスループットの平均特性指標と
公平性指標とを算出することにより、周辺セルが１つ選択された場合と同様の処理を行う
ことができる。
【００９４】
　なお、このような方法は、制御セルの無線パラメータとして、セル単位無線パラメータ
、例えば、アンテナチルト角や送信電力などを制御する場合に適している。すなわち、セ
ル単位無線パラメータの変更は、特定の一つの周辺セルのみでなく、複数の周辺セルに一
様に影響を及ぼす。周辺セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓを用いてユーザスループッ
トの平均特性指標と公平性指標とを算出することで、無線パラメータの変更によって影響
を与え得る複数の周辺セルそれぞれのトラフィック負荷を同時に考慮することが可能とな
り、効率的に無線パラメータの最適値を決定することが可能となる。
【００９５】
　なお、上述の説明においては、周辺セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓは、平均特性
指標算出部２０２および公平性指標算出部２０３が算出したが、これに限られない。周辺
セルのトラフィック負荷の統計値Ｕｓは、トラフィック負荷取得部２０１などが算出して
もよい。
【００９６】
　なお、無線パラメータ制御部２０４が２つ以上の無線セルを周辺セルとして選択した場
合の動作は、上述した動作に限られるものではない。無線パラメータ制御部２０４が２つ
以上の無線セルを周辺セルとして選択した場合の他の動作について、図４に示すフローチ
ャートを用いて説明する。
【００９７】
　図４に示すフローチャートは、図３に示すフローチャートと比較して、ステップＳ４０
１、Ｓ４０２の処理が追加されている点が異なる。
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【００９８】
　まず、選択された周辺セルのそれぞれについてステップＳ３０４～Ｓ３１０に示すルー
プ処理が開始される（ステップＳ４０１）。
【００９９】
　ステップＳ４０２において、無線パラメータの最適値が決定されていない周辺セルが存
在する場合には、無線パラメータ制御装置１０４は、無線パラメータの最適値が決定され
ていない周辺セルを一つ選択してステップＳ３０４の処理に進む。一方、全ての周辺セル
について無線パラメータの最適値が決定されている場合には、無線パラメータ制御装置１
０４は、処理を終了する（ステップＳ４０２）。
【０１００】
　なお、ステップＳ３０２において、無線パラメータ制御部２０４は、制御セルと選択し
た周辺セルそれぞれとの関係に基づいて、選択した各周辺セルに対して優先度を付与して
もよい。そのような場合には、優先度が高い順に周辺セルが１つずつ選択され、選択され
た周辺セルそれぞれについてステップＳ３０４～Ｓ３１０に示すループ処理が行われる。
無線パラメータ制御部２０４は、例えば、制御セルからの距離が近い周辺セルほど高い優
先度を付与する。また、無線パラメータ制御部２０４は、制御セルへのハンドオーバ回数
や、制御セルからのハンドオーバ回数が多い周辺セルほど高い優先度を付与してもよい。
【０１０１】
　ここで、ＣＩＯなどのセルペア単位無線パラメータは、特定のセルペアに直接的に影響
を及ぼし、特定のセルペア以外には直接的には影響を及ぼさない。そのため、無線パラメ
ータ制御部２０４は、ステップＳ４０１において選択された周辺セルに直接的に影響を及
ぼすセルペア単位無線パラメータを対象にして、ステップＳ３０４～Ｓ３１０の処理を行
ってもよい。例えば、周辺セルとして無線セルＡが選択された場合、制御セルから無線セ
ルＡへのＣＩＯのみを対象にして、ステップＳ３０４～Ｓ３１０の処理によって最適値を
決定する。
【０１０２】
　このように、無線パラメータ制御部２０４がセルペア単位無線パラメータの最適値を決
定する場合には、制御セルおよびステップＳ４０１において選択された一つの周辺セルを
用いて算出されたユーザスループットの平均特性指標、および、公平性指標に応じて、そ
の周辺セルに影響を及ぼすセルペア単位無線パラメータの最適値を決定する。無線パラメ
ータ制御部２０４は、選択された周辺セルに影響を及ぼさないセルペア単位無線パラメー
タについては制御を行わないため、セルペア単位無線パラメータを他の周辺セルに悪影響
を及ぼすことなく最適化することができる。
【０１０３】
　なお、上述した説明において、トラフィック負荷取得部２０１は、用意された無線パラ
メータの候補値毎に、制御セルおよび周辺セルそれぞれのトラフィック負荷Ｕｃ、Ｕｎを
算出したが、これに限定されない。変形例として、トラフィック負荷取得部２０１は、制
御セルおよび周辺セルそれぞれのトラフィック負荷として、無線パラメータの候補値ｘを
変数とする関数Ｕｃ（ｘ）およびＵｎ（ｘ）を取得してもよい。このような変形例におい
ては、ユーザスループットの平均特性指標および公平性指標は関数Ｕｃ（ｘ）およびＵｎ
（ｘ）を用いて算出され、それらの指標を用いて無線パラメータの最適値が決定される。
【０１０４】
　このように、本実施形態の無線パラメータ制御装置１０４は、各無線セルの負荷情報を
取得するトラフィック負荷取得部２０１と、各無線セルの負荷情報を用いてユーザスルー
プットの平均特性指標を算出する平均特性指標算出部２０２と、各無線セルの負荷情報を
用いてユーザスループットの公平性指標を算出する公平性指標算出部２０３と、無線パラ
メータを制御する無線パラメータ制御部２０４とを有する。そのため、無線パラメータ制
御装置１０４は、ユーザスループットの平均特性、および、ユーザスループットの公平性
をともに考慮して、無線セル１０２－１の無線パラメータを制御し、ＵＥ１０３－１～Ｕ
Ｅ１０３－４のスループット特性を改善することができる。



(16) JP 6465032 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

【０１０５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について図面を参照して説明する。
【０１０６】
　図５は、第２の実施形態における無線通信網の無線パラメータ制御装置の構成を示す図
である。
【０１０７】
　無線パラメータ制御装置５００は、無線パラメータ制御装置１０４と比較して、トラフ
ィック負荷予測部５０１が追加されている点と、トラフィック負荷取得部２０１がトラフ
ィック負荷取得部５０２に変更されている点とが異なる。なお、図５において、図２と同
様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１０８】
　トラフィック負荷予測部５０１は、無線セルの無線パラメータを変更した場合の各無線
セルのトラフィック負荷を予測する。
【０１０９】
　トラフィック負荷取得部５０２は、無線セルの無線パラメータを変更した場合の各無線
セルのトラフィック負荷を、実測値としてではなく、トラフィック負荷予測部５０１から
予測値として取得する。
【０１１０】
　次に、無線パラメータ制御装置５００の動作について詳細に説明する。
【０１１１】
　図６は、無線パラメータ制御装置５００の動作を示すフローチャートである。なお、図
６において、図３と同様の処理については同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１１２】
　まず、無線パラメータ制御部２０４は、用意した無線パラメータの候補値のうち１つを
選択し、制御セルの無線パラメータをその候補値に変更したと仮定する（ステップＳ６０
１）。
【０１１３】
　なお、「無線パラメータを変更したと仮定する」とは、無線セルの無線パラメータを実
際には変更せずに、解析処理、あるいは、コンピュータプログラム処理のみにおいて、仮
想的に無線パラメータを変更することを意味するものとする。
【０１１４】
　次に、トラフィック負荷予測部５０１は、制御セルの無線パラメータを選択した候補値
に変更したと仮定した場合の、制御セルおよび周辺セルのトラフィック負荷を予測する。
【０１１５】
　トラフィック負荷取得部５０２は、トラフィック負荷予測部５０１から、予測されたト
ラフィック負荷（予測トラフィック負荷）を示す予測負荷情報を取得する（ステップＳ６
０２）。
【０１１６】
　ここで、トラフィック負荷予測部５０１が、トラフィック負荷を予測する方法について
詳細に説明する。以下の説明において、変更したと仮定する無線パラメータは送信電力で
あるものとする。
【０１１７】
　なお、以下では、現在の、無線セルｋのトラフィック負荷（現在のトラフィック負荷）
をＵｋと示し、無線セルｋと接続する無線端末数（現在の無線端末数）をＮｋと示すもの
とする。また、トラフィック負荷予測部５０１が予測する、無線パラメータを変更したと
仮定した場合の、無線セルｋのトラフィック負荷（予測トラフィック負荷）をＵｋ’と示
し、無線セルｋと接続する無線端末数（予測無線端末数）をＮｋ’と示すものとする。
【０１１８】
　このとき、制御セルの無線パラメータを変更したと仮定した場合の無線セルｋのトラフ
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ィック負荷Ｕｋ’は、Ｕｋ’＝Ｕｋ×（Ｎｋ’／Ｎｋ）として予測することができる。
【０１１９】
　すなわち、無線セルｋと接続する無線端末数と無線セルｋのトラフィック負荷とが比例
するという仮定のもとで、無線端末数の変化率からトラフィック負荷を予測することがで
きる。
【０１２０】
　ここで、制御セルの無線パラメータを変更したと仮定した場合の、無線セルｋと接続す
る無線端末数Ｎｋ’は、各無線端末が測定した無線セル毎の受信電力をあらかじめ取得し
ておくことで予測することができる。以下では、無線端末Ｔによって測定された無線セル
毎の受信電力を（Ｐ０、Ｐ１、Ｐ２、・・・、Ｐｎ）（Ｐｉ：無線セルｉの受信電力［ｄ
Ｂｍ］）と示すものとする。
【０１２１】
　例えば、無線セル０の送信電力を４６ｄＢｍから４０ｄＢｍに変更したと仮定した場合
には、無線端末Ｔの受信電力は（Ｐ０＋（４０－４６）、Ｐ１、Ｐ２、・・・、Ｐｎ）に
なると予測する。すなわち、「無線セルの送信電力の変更量（ｄＢ）」と「無線端末にお
ける当該無線セルの受信電力の変化量（ｄＢ）」とが等しくなるという特性を用いて、無
線セルの送信電力を変更したと仮定した場合の受信電力を予測する。そして、予測した無
線セル毎の受信電力の中から、受信電力が最大となる無線セルを、無線端末Ｔにとっての
新たなサービングセルとして予測する。このようにして、制御セルの無線パラメータを変
更したと仮定した場合の、無線セルｋと接続する無線端末数Ｎｋ’を予測することができ
る。
【０１２２】
　なお、トラフィック負荷を予測するために無線端末数を用いるのは単なる一例であって
、これに限定されない。変形例として、トラフィック負荷予測部５０１は、トラフィック
負荷を予測するために、無線端末数の代わりに、例えば、レイトレーシング（Ｒａｙ　Ｔ
ｒａｃｉｎｇ）法などを利用した電波伝搬シミュレータを用いても良い。
【０１２３】
　トラフィック負荷予測部５０１は、例えば、現在の無線セルｋの面積（Ｓｋ）と、制御
セルの無線パラメータを変更したと仮定した場合の無線セルｋの面積（Ｓｋ’）を電波伝
搬シミュレータによって推定する。そして、制御セルの無線パラメータを変更したと仮定
した場合の無線セルｋのトラフィック負荷Ｕｋ’を、Ｕｋ’＝Ｕｋ×（Ｓｋ’／Ｓｋ）と
して予測する。
【０１２４】
　なお、変更したと仮定する無線パラメータが、無線セルのアンテナチルト角やアンテナ
方位角である場合でも、トラフィック負荷予測部５０１は、同様に、無線パラメータ変更
したと仮定した場合の制御セルおよび周辺セルのトラフィック負荷を予測する。
【０１２５】
　このように、本実施形態の無線パラメータ制御装置５００は、制御セルの無線パラメー
タ変更後のトラフィック負荷を予測するトラフィック負荷予測部５０１と、トラフィック
負荷を取得するトラフィック負荷取得部５０２と、ユーザスループットの平均特性指標を
算出する平均特性指標算出部２０２と、ユーザスループットの公平性指標を算出する公平
性指標算出部２０３とを有する。トラフィック負荷予測部５０１が予測した制御セルおよ
び周辺セルのトラフィック負荷を用いて、ユーザスループットの平均特性指標、および、
公平性指標が算出されるため、制御セルの無線パラメータを変更するたびに各無線セルの
トラフィック負荷を実測する必要がなくなり、無線パラメータ制御装置５００における処
理時間を短縮することができる。
【０１２６】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について図面を参照して説明する。
【０１２７】
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　図７は、本発明の第３の実施形態の無線通信網７００の概略構成図である。
【０１２８】
　第３の実施形態の無線通信網７００は、第１の実施形態の無線通信網１００と比較して
、無線パラメータ制御装置１０４が削除された点と、無線基地局１０１（１０１－１、１
０１－２）が無線基地局７０１（７０１－１、７０１－２）に変更された点とが異なる。
【０１２９】
　無線基地局７０１－１、７０１－２は、無線あるいは有線の通信回線７０３で接続され
ている。なお、無線基地局７０１－１、７０１－２は、通信回線７０３によって直接的に
接続されている必要はなく、例えば、上位ネットワーク（不図示）を介して間接的に接続
されていてもよい。
【０１３０】
　無線基地局７０１－１、７０１－２は、それぞれが管理する無線セル１０２－１、１０
２－２の負荷情報の一部あるいは全部を、他の無線基地局に通知することができる。また
、無線基地局７０１－１、７０１－２は、それぞれ、決定した無線パラメータの他の無線
基地局への通知や、他の無線基地局に対しての無線パラメータの変更指示などをすること
ができる。
【０１３１】
　また、無線基地局７０１－１、７０１－２はそれぞれ、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ブロック７０２－１、７０２－２を有する。
【０１３２】
　図８は、無線基地局７０１－１の構成をより詳細に示すブロック図である。
【０１３３】
　無線基地局７０１－１は、無線パラメータ制御ブロック７０２－１を有する。
【０１３４】
　無線パラメータ制御ブロック７０２－１は、トラフィック負荷取得部２０１Ａと、平均
特性指標算出部２０２Ａと、公平性指標算出部２０３Ａと、無線パラメータ制御部２０４
Ａとを有する。
【０１３５】
　トラフィック負荷取得部２０１Ａ、平均特性指標算出部２０２Ａ、公平性指標算出部２
０３Ａ、および、無線パラメータ制御部２０４Ａはそれぞれ、第１の実施形態における、
トラフィック負荷取得部２０１、平均特性指標算出部２０２、公平性指標算出部２０３、
無線パラメータ制御部２０４に相当し、同様の処理を行うため、説明を省略する。
【０１３６】
　また、無線基地局７０１－２は、無線基地局７０１－１と同様の構成であるため、説明
を省略する。
【０１３７】
　このように、本実施形態の無線通信網７００においては、無線基地局７０１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ブロック７０２を有する。そのため、
各無線基地局７０１が自律分散的に無線パラメータを制御することができるため、各無線
セルの無線パラメータを集中的に制御する無線パラメータ制御装置が不要となり、無線通
信網の構成の簡素化を図ることができる。
【０１３８】
　本発明に係る無線パラメータ制御装置にて行われる方法は、コンピュータに実行させる
ためのプログラムに適用してもよい。また、そのプログラムを記憶媒体に格納することも
可能であり、ネットワークを介して外部に提供することも可能である。
【０１３９】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定される
ものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解し得る様々
な変更をすることができる。
【０１４０】
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