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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法であって、該方法は、
　基地局が，収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対する設置されたしきい値パ
ラメータによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ
及び容量の問題が存在すると、基地局が，存在しているカバレッジ及び容量の問題、及び
該問題を招くカバレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定することを含み
、そのうち、前記基地局が，収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対する設置さ
れたしきい値パラメータによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定
することは、具体的に、基地局にセル信号品質のしきい値、セルの切り替え失敗回数しき
い値を設置し、基地局によって収集したセルのカバレッジ及び容量の最適化データにおい
て信号品質が設置されたしきい値よりも低く、且つセルの切り替え失敗回数が設置された
しきい値を超えると、該セルのカバレッジにロス問題が存在することを考え、
　及び/又は、基地局にコールドロップ回数しきい値を設置し、基地局が収集したセルの
カバレッジ及び容量の最適化データにおけるコールドロップ回数が設置されたしきい値を
超える時、隣接する基地局のセル削除情報によって該セルの隣接セルが既に削除されるこ
とを判断すると、該セルのカバレッジにロス問題を出現することを考えることを特徴とす
るネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法。
【請求項２】
　前記解決策略を確定することは、具体的に、基地局が、セルが無線信号の悪い品質によ
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ってカバレッジロスを招くことを知ると、セルのパイロットパワーを増加し、及び、アン
テナ傾角を改変し、
　基地局が、隣接セルの削除によってセルのカバレッジロスを招くことを知ると、セルの
パイロットパワーを増加し、及び、アンテナ傾角を改変することであることを特徴とする
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　該方法は、さらに、
　前記基地局は解決策略の確定ができなく、又は確定された解決策略が執行できるかどう
かを知ることができなく、又は確定された解決策略が他の対等基地局のパラメータを調整
する必要がある際、前記基地局がネットワーク管理ノードへカバレッジ及び容量の最適化
判断要求を送信することと、
　前記ネットワーク管理ノードが最適化判断要求によって最適化判断をおこなって、関係
基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することとを含むことを特徴とする請求
項1に記載の方法。
【請求項４】
　該方法は、さらに、
　前記基地局は解決策略の確定ができない時、さらに、カバレッジ及び容量の問題を招く
最適化データをネットワーク管理ノードに送信することと、
　前記ネットワーク管理ノードが受信したカバレッジ及び容量の問題を招く最適化データ
及びローカル配置データによって解決策略を決定し、前記基地局へカバレッジ及び容量の
最適化命令を送信することとを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　該方法は、さらに、
　前記基地局は確定された解決策略が執行できるかどうかを知ることができない時、前記
カバレッジ及び容量の最適化判断要求によって前記ネットワーク管理ノードへ前記解決策
略の執行可能性を判断することを要求することと、
　前記ネットワーク管理ノードが前記解決策略を自体設置されたセル制限関係と比較し、
前記解決策略が執行できると、前記基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、
該基地局に解決策略が執行できることを通知することとを含むことを特徴とする請求項3
に記載の方法。
【請求項６】
　該方法は、さらに、
　前記基地局は確定された解決策略が他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある
際、前記基地局がカバレッジ及び容量の最適化判断要求によって前記ネットワーク管理ノ
ードへ前記対等基地局に対してパラメータ調整を行うことを要求することと、
　前記ネットワーク管理ノードがカバレッジ及び容量の最適化判断要求によって、ローカ
ルで前記対等基地局がパラメータ調整を行うことができるかどうかを検査し、調整するこ
とができると、前記対等基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することとを含
むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
【請求項７】
　基地局を含む、ネットワークカバレッジ及び容量を最適化するシステムであって、前記
基地局は、カバレッジ及び容量テストモジュール及び、カバレッジ及び容量管理モジュー
ルを含み、そのうち、
　前記カバレッジ及び容量テストモジュールは、カバレッジ及び容量の最適化データを収
集し、収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対する設置されたしきい値パラメー
タによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ及び容
量の問題が存在する際、存在しているカバレッジ及び容量の問題を前記カバレッジ及び容
量管理モジュールに通知し、且つカバレッジ及び容量の問題を招くカバレッジ及び容量の
最適化データをカバレッジ及び容量管理モジュールに送信することに用いられ、
　前記カバレッジ及び容量管理モジュールは、存在しているカバレッジ及び容量の問題，
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及び該問題を招く，カバレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定すること
に用いられ、そのうち、
　前記カバレッジ及び容量テストモジュールはさらに、
　基地局にセル信号品質のしきい値、セルの切り替え失敗回数しきい値を設置し、基地局
によって収集したセルのカバレッジ及び容量の最適化データにおいて信号品質が設置され
たしきい値よりも低く、且つセルの切り替え失敗回数が設置されたしきい値を超えると、
該セルのカバレッジにロス問題が存在することを考え、
　及び/又は、基地局にコールドロップ回数しきい値を設置し、基地局が収集したセルの
カバレッジ及び容量の最適化データにおけるコールドロップ回数が設置されたしきい値を
超える時、隣接する基地局のセル削除情報によって該セルの隣接セルが既に削除されるこ
とを判断すると、該セルのカバレッジにロス問題を出現することを考える、の方法に従っ
て、収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対する設置されたしきい値パラメータ
によって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定するように設置される。
【請求項８】
　該システムは、
　最適化判断を行って、関係基地局へカバレッジ及び容量最適化命令を送信するためのネ
ットワーク管理ノードをさらに含み、
　前記カバレッジ及び容量管理モジュールはさらに、解決策略の確定ができなく、又は確
定された解決策略が執行できるかどうかを知ることができなく、または確定された解決策
略が他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある際、前記ネットワーク管理ノード
へカバレッジ及び容量の最適化判断要求を送信することに用いられることを特徴とする請
求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、解決策略を確定することができない
時、カバレッジ及び容量の問題を招く最適化データを前記ネットワーク管理ノードに送信
することに用いられ、
　前記ネットワーク管理ノードがさらに、受信したカバレッジ及び容量の問題を招く最適
化データ、及びローカル配置データによって解決策略を決定し、前記カバレッジ及び容量
管理モジュールへカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することに用いられることを特
徴とする請求項8に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、確定された解決策略が執行できるか
どうかを知ることができない際、前記カバレッジ及び容量の最適化判断要求によって前記
ネットワーク管理ノードへ前記解決策略の執行可能性を判断することを要求することに用
いられ、
　前記ネットワーク管理ノードがさらに、前記解決策略を自体設置されたセル制限関係と
比較し、前記解決策略が執行できると、前記カバレッジ及び容量管理モジュールへカバレ
ッジ及び容量の最適化命令を送信し、それに解決策略が執行できることを通知することに
用いられることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、確定された解決策略が他の対等基地
局のパラメータを調整する必要がある際、前記カバレッジ及び容量の最適化判断要求によ
って前記ネットワーク管理ノードへ前記対等基地局に対してパラメータ調整を行うことを
要求することに用いられ、前記ネットワーク管理ノードがさらに、カバレッジ及び容量の
最適化判断要求によって、ローカルで前記対等基地局がパラメータ調整を行うことができ
るかどうかを検査し、調整できると、前記対等基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令
を送信することに用いられることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、移動通信システムに関し、特にネットワークカバレッジ及び容量を最適化方
法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロング・ターム・エボリューション（ LTE, Long Term Evolution ） システムは、発
展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（E-UTRAN , Evolved UMTS Terrestrial
 Radio Access Network ）及び発展型パケットコア（EPC, Packet Core ） ネットワーク
からなり、そのうち、E-UTRAN は、EPCとSIインタフィースによって接続する発展型ノー
ドB ( eNB, Evolved NodeB )の集合を含み、eNBの間にX2によって接続されることができ
、S1とX2インタフィースがロジックインタフィースである。1つのEPCが管理1つ又は複数
のeNBを管理することができ、1つのeNBも複数のEPCに制御されることができ、1つのeNBが
1つ又は複数のセルを管理することができる。発展型LTE( LTE-A, LTE- Advanced )システ
ムがLTEシステムによって発展してき、ネットワークアーキテクチャがLTEと一致し、LTE-
Aにいくつかの、例えばリレー( relay ) 、スペクトル集合及びセル間協調送受信（CoMP 
, Coordinated Multipoint transmission reception ）技術を採用してシステム性能を強
化する。 
【０００３】
　1つネットワークを設立及び運営することは、非常に多い仕事を完成しなければならな
く、例えば、企画、配置、最適化、計算、調整、テスト、ミス予防、失敗減らし及び自己
回復等があり、一方で、運営商が運営コスト及び維持コストを減らしようと考え、一方で
、ユーザが使用手順を簡単化する必要があり、例えば、家庭基地局（HomeNodeB）設備対
して、ユーザが1つのプラグアンドプレイ設備としてすぐに使用可能になって、スイッチ
オンして自動的に配置することができることを期待する。特にLTEシステムに対して、そ
の発展傾向が必ず自動配置、自動最適化及び自動適応であり、人為要因がネットワークに
対する影響を最低に低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ネットワークの運行において、運営商が、連続的に最適化する上り下りリンクがマッチ
ングしているネットワークカバレッジ、最適化の上り下りリンクシステム容量、カバレッ
ジ及び容量平衡の最適化を提供することができ、同時にセルのエッジ性能を向上するよう
にネットワークの妨害を減らすことを希望する。現在、ネットワークカバレッジは、ネッ
トワーク企画初期に人工で企画ツールを利用して基地局設置及びセル配置に対して企画し
、ネットワーク運行過程において、ネットワークカバレッジ及び容量の最適化に対して、
相変わらず、人工でネットワーク最適化ツールによってシステム状態パラメータを取得し
、システムの状態パラメータに分析して、システムに存在する問題を判断し、そして、人
工で、システムに存在している問題を調整し改善する。人工の最適化方式が労力や物資の
極大の無駄を招き、ネットワークの維持コストが高く、且つ人工配置で配置間違い及び配
置漏れの問題が発生しやすい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の鑑、本発明の主な目的は、ネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法及
びシステムを提供し、人工の最適化におけるコスト高いこと及び間違いになるやすいこと
の問題を解決し、ネットワークカバレッジ及び容量の自己最適化を実現する。
【０００６】
　本発明は、ネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法を提供し、該方法は、
基地局が設置された収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対するしきい値パラメ
ータによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ及び
容量の問題が存在すると、基地局が存在しているカバレッジ及び容量の問題、及び該問題
を招くカバレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定することを含む。
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【０００７】
　前記の方案において、前記基地局が設置された収集したカバレッジ及び容量の最適化デ
ータに対するしきい値パラメータによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどう
かを確定することは、具体的に、基地局にセル信号品質のしきい値、セルの切り替え失敗
回数しきい値を設置し、基地局によって収集したセルのカバレッジ及び容量の最適化デー
タにおいて信号品質が設置されたしきい値よりも低く、且つセルの切り替え失敗回数が設
置されたしきい値に超えると、該セルのカバレッジにロス問題が存在することを考え、
及び/又は、基地局にコールドロップ回数しきい値を設置し、基地局が収集したセルのカ
バレッジ及び容量の最適化データにおけるコールドロップ回数が設置されたしきい値を超
えると、隣接する基地局のセル削除情報によって該セルの隣接セルがすでに削除されるこ
とを判断すると、該セルのカバレッジにロス問題を出現することを考える。
【０００８】
　前記の方案において、前記解決策略を確定することは、具体的に、基地局が、セルが無
線信号の悪い品質によってカバレッジロスを招くことを知ると、セルのパイロットパワー
を増加し、及び、アンテナ傾角を改変し、
基地局が、隣接セルの削除によってセルのカバレッジロスを招くことを知ると、セルのパ
イロットパワーを増加し、及び、アンテナ傾角を改変することである。
前記の方案において、該方法は、さらに、
前記基地局が解決策略を確定できなく、又は確定された解決策略が執行できるかどうかを
知らなく、又は確定された解決策略が他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある
際、前記基地局がネットワーク管理ノードへカバレッジ及び容量の最適化判断要求を送信
すること、
前記ネットワーク管理ノードが最適化判断要求によって最適化判断をおこなって、関係基
地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することを含む。
【０００９】
　前記の方案において、該方法は、さらに、
前記基地局が解決策略を確定することができない時、さらに、カバレッジ及び容量の問題
を招く最適化データをネットワーク管理ノードに送信すること、
前記ネットワーク管理ノードが受信したカバレッジ及び容量の問題を招く最適化データ及
びローカル配置データによって解決策略を決策し、前記基地局へカバレッジ及び容量の最
適化命令を送信することを含む。
【００１０】
　前記の方案において、該方法は、さらに、
前記基地局が確定された解決策略が執行できるかどうかを知らないとき、前記カバレッジ
及び容量の最適化判断要求によって前記ネットワーク管理ノードへ前記解決策略の執行可
能性を判断することを要求すること、
前記ネットワーク管理ノードが前記解決策略を自体設置されたセル制限関係と比較し、前
記解決策略が執行できると、前記基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、該
基地局に解決策略が執行できることを通知することを含む。
【００１１】
　前記の方案において、該方法は、さらに、
前記基地局は確定された解決策略が他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある際
、前記基地局がカバレッジ及び容量の最適化判断要求によって前記ネットワーク管理ノー
ドへ前記対等基地局に対してパラメータ調整を行うことを要求すること、
前記ネットワーク管理ノードがカバレッジ及び容量の最適化判断要求によって、ローカル
で前記対等基地局がパラメータ調整を行うことができるかどうかを検査し、調整すること
ができると、前記対等基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することを含む。
【００１２】
　本発明は、ネットワークカバレッジ及び容量を最適化するシステムを提供し、基地局を
含み、前記基地局は、カバレッジ及び容量テストモジュール及びカバレッジ及び容量管理
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モジュールを含み、そのうち、
前記カバレッジ及び容量テストモジュールは、カバレッジ及び容量の最適化データを収集
し、設置された収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対するしきい値パラメータ
によって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ及び容量
の問題が存在する際、存在しているカバレッジ及び容量の問題を前記カバレッジ及び容量
管理モジュールに通知し、且つカバレッジ及び容量の問題を招くカバレッジ及び容量の最
適化データをカバレッジ及び容量管理モジュールに送信することに用いられ、
前記カバレッジ及び容量管理モジュールは、存在しているカバレッジ及び容量の問題及び
該問題を招くカバレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定することに用い
られる。
【００１３】
　前記の方案において、該システムは、
最適化判断を行って、関係基地局へカバレッジ及び容量最適化命令を送信するためのネッ
トワーク管理ノードをさらに含み、
前記カバレッジ及び容量管理モジュールはさらに、解決策略を確定することができなく、
又は確定された解決策略が執行できるかどうかを知らなく、または確定された解決策略が
他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある際、前記ネットワーク管理ノードへカ
バレッジ及び容量の最適化判断要求を送信することに用いられる。
【００１４】
　前記の方案において、前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、解決策略を確
定することができない時、カバレッジ及び容量の問題を招く最適化データを前記ネットワ
ーク管理ノードに送信することに用いられ、
前記の方案において、前記ネットワーク管理ノードがさらに、受信したカバレッジ及び容
量の問題を招く最適化データおよびローカル配置データによって解決策略を決策し、前記
カバレッジ及び容量管理モジュールへカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することに
用いられる。
【００１５】
　前記の方案において、前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、確定された解
決策略が執行できるかどうかを知らなくなる際、前記カバレッジ及び容量の最適化判断要
求によって前記ネットワーク管理ノードへ前記解決策略の執行可能性を判断することを要
求することに用いられ、
前記の方案において、前記ネットワーク管理ノードがさらに、前記解決策略を自体設置さ
れたセル制限関係と比較し、前記解決策略が執行できると、前記カバレッジ及び容量管理
モジュールへカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、それに解決策略が執行できるこ
とを通知することに用いられる。
【００１６】
　前記の方案において、前記カバレッジ及び容量管理モジュールがさらに、確定された解
決策略が他の対等基地局のパラメータを調整する必要がある際、前記カバレッジ及び容量
の最適化判断要求によって前記ネットワーク管理ノードへ前記対等基地局に対してパラメ
ータ調整を行うことを要求することに用いられ、
前記の方案において、前記ネットワーク管理ノードがさらに、カバレッジ及び容量の最適
化判断要求によって、ローカルで前記対等基地局がパラメータ調整を行うことができるか
どうかを検査し、調整できると、前記対等基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送
信することに用いられる。
【発明の効果】
【００１７】
　前記のように、本発明は、基地局によって最適化過程を完成し、ネットワークカバレッ
ジ及び容量の自動最適化を実現しており、従来の最適化方法に必要した大量の労力や物資
を節約し、ネットワーク運行維持コストを低下して、同時にネットワークの動態変化に、
有効的にネットワーク企画におけるパラメータ配置漏れ、配置間違い状況を補足し、ネッ
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トワークカバレッジ及び容量に対して有効的な補償及び最適化を行って、ネットワーク性
能を向上し、コールドロップ率を減らすし、総体的にユーザの満足度を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図1は、本発明のネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法のプロセス
の模式図である。
【図２】図2は、本発明のネットワークカバレッジ及び容量を最適化するシステムのアー
キテクチャの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の基本的考えは、基地局がカバレッジ及び容量の最適化データを収集し、基地局
に設置された収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対するしきい値パラメータに
よって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ及び容量の
問題が存在する際、基地局が存在しているカバレッジ及び容量の問題及び該問題を招くカ
バレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定することである。
【００２０】
　以下、図面を参考して本発明の具体的な実施方式に説明する。
【００２１】
　図1が本発明のネットワークカバレッジ及び容量を最適化する方法を示し、以下のステ
ップを含み、
ステップ101、基地局がカバレッジ及び容量の最適化データを収集し、
前記カバレッジ及び容量の最適化データは、本基地局のセル及び他の基地局のセルを含む
端末測定報告に含まれた端末が測定したセル信号品質と、基地局の間のカバレッジ及び容
量関連測定報告に含まれたセル間上り下りリンク妨害指示と隣接基地局のセル増加及び削
除情報と、例えば基地局のセルの切り替え性能カウンター情報、セルの切り替え回数、切
り替え失敗回数及び切り替え失敗原因等を含む基地局のカバレッジ及び容量の関連情報と
、例えばセルコールドロップ回数及びコールドロップ原因等の基地局のセルコールドロッ
プカウンター情報とを含む。
【００２２】
　ステップ102、基地局が設置された収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対す
るしきい値パラメータによって、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し
、
具体的に、基地局に収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対するしきい値パラメ
ータを設置し、基地局が収集したカバレッジ及び容量の最適化データを相応のしきい値パ
ラメータと比較し、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、
例えば、基地局にセル信号品質のしきい値、セルの切り替え失敗回数しきい値を設置し、
基地局が収集したセルAのカバレッジ及び容量の最適化データに、信号品質が設置された
しきい値よりも低く、且つセルAの切り替え失敗回数が設置されたしきい値を超える時、
セルAのカバレッジにロス問題が存在することに考え、
また、基地局にコールドロップ回数しきい値を設置すると、基地局が収集したセルBのコ
ールドロップ回数が設置されたしきい値を超える際、隣接基地局のセル削除情報によって
セルBの隣接セルがもう削除されること判断し、該セルのカバレッジにロス問題を出現す
ることに考える。
【００２３】
　ステップ103、基地局が存在したカバレッジ及び容量の問題及び該問題を招くカバレッ
ジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定し、
例えば、基地局が、セルAが無線信号の悪い品質によってカバレッジロスを招くことを知
ると、セルAのパイロットパワーを増やすし、及びアンテナ傾角を変更すること等の方式
で、セルのカバレッジをさらに完備させ、
また、基地局が、隣接セルの削除によってセルBのカバレッジロスを招くと、セルBのパイ
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ロットパワーを増やすし及びアンテナ傾角を変更することによって、セルBのカバレッジ
をさらに完備させる。
【００２４】
　ステップ104、基地局が、解決策略能が執行できるかどうかを知らなく、解決策略を確
定しなく、又は他の対等基地局のパラメータを調整する必要があると、基地局がネットワ
ーク管理ノードへカバレッジ及び容量最適化判断要求を送信し、且つカバレッジ及び容量
の問題を招く最適化データをネットワーク管理ノードに送信し、例えば、ローカルセルの
パラメータ調整が制限され、解決策略が執行できなくなって、他の対等基地局がパラメー
タ調整を必要する際、基地局がネットワーク管理ノードへ報告し、
また、運営商がネットワークカバレッジ企画を行う際、複数の制限関係の制限を行って、
ある遠隔地でカバレッジ不連続情况の状況が許可されるので、ある地域に対してカバレッ
ジ補償を行う必要があるかどうかが知らなくと、基地局がネットワーク管理ノードへ報告
する。
【００２５】
　ステップ105、ネットワーク管理ノードは、その下の基地局から報告したカバレッジ及
び容量の最適化判断要求、カバレッジ及び容量の問題を招くカバレッジ及び容量の最適化
データ、及びローカル配置データによって、最適化算法に従って最適化判断を行って、関
係基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、
前記ネットワーク管理ノードのローカル配置データは、管理された基地局の基本情報、隣
接関係、セル情報等を含み、そのうち、前記基本情報が基地局識別符号及び地理位置を含
み、前記セル情報がセル識別符号、カバレッジ範囲及び隣接セルリストを含む。
【００２６】
　カバレッジ及び容量の最適化の判断条件として、前記ネットワーク管理ノードに複数の
セル制限関係を設置し、例えば、カバレッジブラックリスト、カバレッジ最適化の必要が
ない地域を含み、例えば地理経度及び緯度で表示することができる。
前記最適化算法は多種であってもよく、
ネットワーク管理ノードが、カバレッジ及び容量の最適化判断要求におけるカバレッジ及
び容量の最適化判断要求を送信する基地局（問題基地局も称する）の対等基地局に対して
パラメータ調整の要求によって、ローカルで対等基地局はパラメータ調整が行うことがで
きることを検査した後、対等基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、
ネットワーク管理ノードが、カバレッジ及び容量の最適化判断要求における解決策略の執
行可能性に対して判断を行う要求によって、解決策略をネットワーク管理ノードが自体設
置されたセル制限関係と比較し、調整できると、問題基地局へカバレッジ及び容量の最適
化命令を送信し、問題基地局に解決策略が執行できることを通知し、及び、
問題基地局が解決策略を確定しない状況に対して、ネットワーク管理ノードが受信したカ
バレッジ及び容量の問題を招く最適化データ及びそのローカル配置データによって解決策
略を決定し、問題基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、例えば、問題基地
局が報告したセル切り替え回数、切り替え失敗回数、切り替え失敗原因及びローカル配置
データによって、問題基地局におけるセルAが配置漏れ基地局2のセルBが隣接セルである
ことにより、切り替え失敗率が高いことを招くことを判断し、問題基地局に基地局2のセ
ルBをそのセルAの隣接セルに設置し、カバレッジ最適化の調整を行うことを通知すること
を含む。
【００２７】
　ステップ106、カバレッジ及び容量の最適化命令を受信する基地局が最適化命令を執行
し、
カバレッジ及び容量の最適化命令を受信する基地局が最適化命令を執行し、例えば、隣接
セルの配置関係リストを改変すること、セルの送信電力及びアンテナ傾角を調整すること
、カバレッジ及び容量に関係するヒステリシスパラメータを調整すること等の操作を執行
する。
【００２８】
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　ネットワーク管理ノードにおけるカバレッジ及び容量の最適化と関係する配置が変更す
る際、例えば、隣接セル関係リストの変更、ネットワーク管理ノードがカバレッジ及び最
適化命令によって変更した後の情報を基地局に通知することができ、ネットワーク管理ノ
ード命令が最も高い優先度を持っている。
【００２９】
　図2に示すのは、本発明のネットワークカバレッジ及び容量を最適化するシステムであ
り、基地局21及びネットワーク管理ノード22を含み、そのうち、基地局21にカバレッジ及
び容量最適化処理機能モジュール211を設置し、該モジュールは、カバレッジ及び容量テ
ストモジュール212及びカバレッジ及び容量管理モジュール213を含み、そのうち、カバレ
ッジ及び容量テストモジュール212は、カバレッジ及び容量の最適化データを収集し、設
置された収集したカバレッジ及び容量の最適化データに対するしきい値パラメータによっ
て、カバレッジ及び容量の問題が存在するかどうかを確定し、カバレッジ及び容量の問題
が存在する際、存在しているカバレッジ及び容量の問題を前記カバレッジ及び容量管理モ
ジュール213に通知し、且つカバレッジ及び容量の問題を招くカバレッジ及び容量の最適
化データをカバレッジ及び容量管理モジュール213に送信することに用いられ、前記カバ
レッジ及び容量管理モジュール213は、存在しているカバレッジ及び容量の問題及び該問
題を招くカバレッジ及び容量の最適化データによって解決策略を確定し、解決策略が執行
できるかどうかを知らなく、解決策略を確定することができなく、又は他の対等基地局の
パラメータを調整する必要がある際、ネットワーク管理ノード22へカバレッジ及び容量の
最適化判断要求を送信し、かつカバレッジ及び容量の問題を招く最適化データをネットワ
ーク管理ノード22に送信することに用いられ、さらに、カバレッジ及び容量の最適化命令
を受信した後、最適化命令を執行することに用いられる。
【００３０】
　ネットワーク管理ノード22は、カバレッジ及び容量管理モジュール213が報告したカバ
レッジ及び容量の最適化判断要求によって、カバレッジ及び容量の問題を招くカバレッジ
及び容量の最適化データ及びローカル配置データによって、最適化算法に従って最適化判
断を行って、関係基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信することに用いられ、
最適化算法が多種であってもよく、ネットワーク管理ノード22が、カバレッジ及び容量の
最適化判断要求における基地局21の対等基地局に対してパラメータ調整を行う要求によっ
て、ローカルで対等基地局がパラメータ調整が行うことができることを検査した後、対等
基地局へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、
ネットワーク管理ノード22が、カバレッジ及び容量の最適化判断要求における解決策略の
執行可能性に対して判断を行う要求によって、解決策略をネットワーク管理ノードが自体
設置されたセル制限関係と比較し、調整できると、問題基地局21のカバレッジ及び容量管
理モジュール213へカバレッジ及び容量の最適化命令を送信し、基地局21に解決策略が執
行できることを通知し、及び、
解決策略を確定しない状況に対して、ネットワーク管理ノード22が受信したカバレッジ及
び容量の問題を招く最適化データ及びそのローカル配置データによって解決策略を決定し
、基地局21のカバレッジ及び容量管理モジュール213へカバレッジ及び容量の最適化命令
を送信し、例えば、基地局21のカバレッジ及び容量管理モジュール213が報告したセル切
り替え回数、切り替え失敗回数、切り替え失敗原因及びローカル配置データによって、基
地局21におけるセルAが配置漏れ基地局XのセルBが隣接セルであることにより、切り替え
失敗率が高いことを招くことを判断し、基地局21に基地局XのセルBをそのセルAの隣接セ
ルに設置し、カバレッジ最適化の調整を行うことを通知する。
【００３１】
　LTE及びLTE-Aシステムにおいて、ネットワーク管理ノードが基地局の上層ネットワーク
管理操作バックである。
【００３２】
　最後に以上の実施方式がただ本発明を説明するためであり、本発明を限定するためでな
い。本発明の精神及び範囲を離れないと、本発明に対する修正又は対等切り替えが、すべ
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【図１】 【図２】
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