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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１個の無線システムに従い動作すべく適合された無線電気通信ネットワーク
を設定する方法であって、前記電気通信システムが、再設定可能な種類である複数の基地
無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）と前記基地無線局の少なくとも１組に関連付けられた
設定管理エンティティ（１４）とを含み、各基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）が前
記電気通信ネットワークの１個以上のセルを管理すべく適合されていて、前記セルの各々
に対して関連付けられた基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）が異なる無線システムに
従って動作でき、各セルが所定の利用可能な無線リソースを有し、前記設定管理エンティ
ティに関連付けられた基地無線局により管理されるセルが第１のセル組である方法におい
て、
ａ）前記設定管理エンティティにより、前記第１のセル組のセルの負荷状態を測定するス
テップと、
ｂ）前記設定管理エンティティにより実行された測定に応じて、前記第１のセル組に所定
の利用可能な無線リソースを割り当てることにより、前記第１のセル組のセルの組を動的
に設定するステップと、
を含み、前記第１のセル組のセルの組を動的に設定するステップが、
　－システム毎に前記セルの各々における、満足されなかった要求の数と、実行された要
求の総数との比率を表わすパラメータを測定するステップと、
　－システム毎に且つ前記セルの各々毎に、前記測定されたパラメータに応じて、満足さ
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れなかった要求の割合の値を決定するステップと、
　－決定された割合の値を用いて、前記セルの各々の全体輻輳条件または状態を表わす値
を有する指数を計算するステップと、
　－前記指数の値に応じて前記セルの組を再設定するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記所定の利用可能な無線リソースを割り当てるステップが、
　－前記所定の無線リソースを前記第１組の第１のセルから、前記第１組の少なくとも１
個の第２のセルへ転送するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１組の前記セルの負荷状態を測定するステップが、
　－所定の時間区間において、
　　－前記セルに対するシステム毎の無線トラフィックの量と、
　　－前記セルに対するシステム毎の利用可能および／または利用不可能な無線リソース
の量と、
を測定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　所定の時間区間において前記トラフィックの量および前記無線リソースの量を測定する
ステップが、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である無線周波数のリストと
、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中であるコードのリストと、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である時間スロットのリスト
と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である無線周波数の個数と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中であるコードの個数と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である時間スロット個数と、
からなる群に含まれるデータの少なくとも１組を測定するステップを含む、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記指数に応じて前記セルの組を再設定するステップが、
　－前記指数により決定された優先順位に従い前記セルを順序付けるステップと、
　－前記優先順位に応じて前記セルの組を再設定するステップと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ネットワークが、複数のセルラシステムに従い動作すべく適合されていて、前記第
１組の前記セルの組を動的に再設定するステップが、
　－１セル毎に且つ前記複数のシステムについて測定された負荷状態に応じて、および１
セル毎に且つ前記複数のシステムについて測定される大域的負荷状態に応じて計算された
負荷パラメータをシステム毎に決定するステップと、
　－前記システム毎の負荷パラメータを用いて、少なくとも１個のセル内の前記所定の無
線リソースを前記複数のシステムの第１のシステムから、少なくとも１個の第２システム
へ転送するステップと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１組の前記セルの組を動的に再設定するステップが、
　－前記設定管理エンティティ（１４）と前記基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）の
少なくとも１組との間で、
　－少なくとも１個の再設定コマンドと、
　　－設定完了通知
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　　－設定失敗通知
からなる群に含まれる少なくとも１個のメッセージと、
を含む設定メッセージを交換するステップを含む、請求項１または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１個のシステムが、
　－ＧＳＭ方式のシステム、
　－ＵＭＴＳ方式のシステム、
　－ＣｄｍａＯｎｅ方式のシステム、
　－Ｃｄｍａ２０００方式のシステム、
　－ＷＬＡＮ方式のシステム、
　－８０２．１６（ＷＩＭＡＸ）または８０２．２０方式のシステム、
　－ＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｓ、ＤＶＢ－ＨまたはＤＡＢ方式のシステム、
からなる群に含まれる、請求項１または６に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１個の無線システムに従い動作すべく適合された無線方式の電気通信ネット
ワークであって、
　－前記電気通信ネットワークの１個以上のセルを各々管理しかつ前記セルの各々が異な
る無線システムに従って動作すべく適合されていて、各セルの各々が所定の利用可能な無
線リソースを有する、再設定可能な種類である複数の基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳ
Ｋ）と、
　－前記複数の基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）の少なくとも１組に関連付けられ
た設定管理エンティティ（１４）と
を含む電気通信ネットワークにおいて、
前記設定管理エンティティに関連付けられた基地無線局により管理されるセルが第１のセ
ル組であって、前記設定管理エンティティが、
　－前記第１組のセルの負荷状態を測定し、
　－前記実行された測定に応じて、前記所定の利用可能な無線リソースを変更することに
より、前記第１組のセルの組を動的に再設定すべく適合されており、前記設定管理エンテ
ィティが、
　－システム毎に前記セルの各々における、満足されなかった要求の数と、実行された要
求の総数との比率を表わすパラメータを測定し、
　－システム毎に且つ前記セルの各々毎に、前記測定されたパラメータに応じて、満足さ
れなかった要求の割合の値を決定し、
　－決定された割合の値を用いて、前記セルの各々の全体輻輳条件または状態を表わす値
を有する指数を計算し、
　－前記指数の値に応じて前記セルの組を再設定すべく適合されている電気通信ネットワ
ーク。
【請求項１０】
　－前記設定管理エンティティ（１４）が、
　　－前記セル組のセル内、および／または、
　　－前記組の第１のセルから前記組の少なくとも第２のセルへ
前記所定の無線リソースを転送すべく設定されていることを特徴とする、請求項９に記載
の電気通信ネットワーク。
【請求項１１】
　前記設定管理エンティティ（１４）が、所定の時間区間において、前記セルの各々に対
するシステム毎の無線トラフィックの量と、前記セルの各々に対するシステム毎の利用可
能および／または利用不可能な無線リソースの量とを測定することにより、前記負荷状態
を決定すべく設定されていることを特徴とする、請求項９に記載の電気通信ネットワーク
。
【請求項１２】
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　前記設定管理エンティティ（１４）が、前記無線トラフィックの量および前記無線リソ
ースの量を表わすものとして
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である無線周波数のリストと
、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中であるコードのリストと、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である時間スロットのリスト
と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である無線周波数の個数と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中であるコードの個数と、
　－システム毎に前記セルの各々に割り当てられ且つ使用中である時間スロットの個数と
、
からなる群に含まれるデータの組を測定および／または保存すべく設定されたモジュール
を含むことを特徴とする、請求項１１に記載の電気通信ネットワーク。
【請求項１３】
　前記設定管理エンティティ（１４）が、
　－前記指数により決定された優先順位に従い前記セルを順序付け、
　－前記優先順位に応じて前記セルの組を再設定すべく設定されていることを特徴とする
、請求項９に記載の電気通信ネットワーク。
【請求項１４】
　前記設定管理エンティティ（１４）が
　－前記基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）の少なくとも１組との間で、
　－少なくとも１個の再設定コマンドと、
　　－設定完了通知
　　－設定失敗通知
からなる群に含まれる少なくとも１個のメッセージと、
を含む再設定メッセージを交換すべく設定されていることを特徴とする、請求項９に記載
の電気通信ネットワーク。
【請求項１５】
　－前記少なくとも１個の制御機器（１０）を含むアクセス・ネットワークと、
　－複数のノードを含むコアネットワークと、
を含み、前記設定管理エンティティ（１４）が前記制御機器に含まれている、請求項９に
記載の電気通信ネットワーク。
【請求項１６】
　複数のノードを含むコアネットワークを含み、
前記設定管理エンティティ（１４）が前記コアネットワークの前記ノードの１個に含まれ
ている、請求項９に記載の電気通信ネットワーク。
【請求項１７】
　前記コアネットワークの前記ノードの１個に含まれる前記設定管理エンティティ（１４
）が、
　－基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）の各々の組を制御すべく適合された複数の制
御機器（１０）と協働し、そして
　－前記基地無線局（ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＫ）の各々の組により管理されるセルを再設
定すべく設定されていることを特徴とする、請求項１６に記載の電気通信ネットワーク。
【請求項１８】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の方法を実装すべく、セルラ方式の電気通信ネット
ワークにおいて動作すべく設定された無線リソース（１４）用の設定管理エンティティ。
【請求項１９】
　少なくとも１個のコンピュータのメモリにロードすべく適合されていて、請求項１～８
のいずれか一項に記載の方法を実行するソフトウェア・コード部分からなるコンピュータ
・プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラ無線移動方式の電気通信ネットワークの動的設定を扱う。
【０００２】
　特に、本発明はセルラ方式の電気通信ネットワークの基地無線局（一般に、基地局また
はＢＴＳすなわち基地送受信局と呼ばれる）の動的設定を扱う。
【０００３】
　周知の通り、セルラネットワークを前提として、送信および受信（送受信器）における
交信は、各々の通信無線チャネルを用いる無線通信を介して生起する。この説明を前提と
して、用語「無線チャネル」は、セルラネットワーク内における送信器と受信器の間の無
線接続を一義的に識別する物理的リソースの指定に用いる。チャネルは、考慮に入れてい
るアクセス技術および考慮に入れているシステムまたはネットワークの種類に応じて異な
る種類であってよい。
【０００４】
　ＦＤＭＡ（周波数分割多重アクセス）方式のアクセス技術の場合、無線チャネルは自身
の周波数により識別される。
【０００５】
　ＴＤＭＡ（時分割多重アクセス）方式のアクセス技術の場合、無線チャネルは時間スロ
ットにより識別される。
【０００６】
　ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）方式のアクセスの技術の場合、無線チャネルは例え
ば直交型のコードより識別される。
【０００７】
　また、多くのアクセス技術を組み合わせることも可能である。このような場合、無線チ
ャネルは、各々の組み合わされたアクセス技術の特徴的な要素により識別される。例えば
、ＧＳＭシステム（移動通信用大域システム）の場合、周知の通り、組み合わされたＦＤ
ＭＡ／ＴＤＭＡアクセス技術を用いて、周波数および時間スロットの組によりチャネルが
識別される。
【０００８】
　この説明を前提として、更に、用語「システム」または「無線システム」を用いて、所
定の基準または基準の組（すなわち「標準」）に従い相互に調整された通信ネットワーク
内の複数の要素を識別する。
【０００９】
　用語「ＧＳＭシステム」、「ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）システム」、「Ｅ
ＤＧＥ（大域的発展のため向上されたデータ速度）システム」、「ＵＭＴＳ（万国移動電
気通信システム）システム」、「ＷＬＡＮな（無線ローカル・エリア・ネットワーク）シ
ステム」は従って、対応する標準に関係する通信ネットワークにおける複数の要素を識別
すべく用いられる。
【００１０】
　セルラ無線移動ネットワークは一般に、無線アクセス・ネットワークおよび固定ネット
ワーク（またはコアネットワーク）を含んでいる。
【００１１】
　次いで無線アクセス・ネットワークは、各々が１個以上のセルを管理すべく適合された
複数の基地無線局、および１個以上の基地無線局を管理すべく適合された所定数の無線制
御ノードを含んでいる。
【００１２】
　当該システムによれば、基地無線局は異なる呼称を想定しており、ＵＭＴＳシステムに
おけるノードＢ（ノード基地）のように、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥシステムまたは８
０２．１６（ＷＩＭＡＸ）システムの場合はＢＴＳ（基地端末局）、ＷＬＡＮ（８０２．
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１１ｘ）システムではアクセス・ポイントと呼ばれ、一方、対応する無線制御ノードまた
は無線コントローラは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥの場合にＢＳＣ（基地局コントロー
ラ）、およびＵＭＴＳシステムではＲＮＣ（無線ネットワーク・コントローラ）と定義さ
れている。
【００１３】
　固定ネットワークまたはコアネットワークは、各種の名称、例えばＭＳＣ（移動スイッ
チングセンター）、ＳＧＳＮ（ＧＰＲＳサポートノードにサービス提供）およびＧＧＳＮ
（ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード、を有するコアネットワークノードを含んでいる
。
【００１４】
　一般に、無線アクセス・ネットワークを構成する要素は、それらが属するセルラ方式（
例えば、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥの場合はＢＴＳおよびＢＳＣ、ＵＭＴＳの場合はノ
ードＢおよびＲＮＣ）に固有であって、異なるシステム間は非互換である。
【００１５】
　これとは逆に、コアネットワーク要素を用いて、システムの多くの標準または種類を統
括および管理することができる。
【００１６】
　ハードウェアの観点から、全ての基地無線局（基地局）は、当該基地局の構築または装
備に用いるハードウェアの複雑さと数量に応じて、当該基地局の設計対象システムに関係
する最大数の無線リソースを管理することができる。
【００１７】
　特に、全て基地局において、受送信容量は、ネットワーク・トラフィック測定およびそ
の結果としてのセルラ再計画に基づいて、ハードウェア・リソース（例：トランシーバ）
の数を増減することにより、静的且つ事後的に変更可能である。
【００１８】
　時間的および地理的に（共有領域に）共存する異なるシステムの開発は、ネットワーク
をユーザの特徴に合わせ、且つリソースの使用を最適化するために同一領域で２個以上の
システムを同時に管理するという技術的な問題を提起する。通常、この種の問題は、既に
ネットワークが設置されていて、新世代システムに関係するネットワークを追加したい無
線移動環境のオペレータまたはマネージャ（例えば、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネット
ワークを保有していてＵＭＴＳネットワークを追加したいオペレータ）に対して生じる。
新規ハードウェア部品を設置して既存のものと共存させる問題に加え、マネージャは、既
存のシステムおよび新世代システムに専用のハードウェア・リソースを動的に、すなわち
領域セルを要求するトラフィックの変化に依存して、管理できることを必要とする／希望
する。
【背景技術】
【００１９】
　従来技術において、過去に第２世代セルラネットワーク（例：ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤ
ＧＥまたはＩＳ－９５（暫定標準９５））を設置したオペレータに対し、第３世代のネッ
トワーク（例：ＵＭＴＳまたはＣＤＭＡ２０００（符号分割多重アクセス２０００））を
導入可能にすべく、特に基地無線局（ノードＢ）および無線制御ノードまたは無線コント
ローラ（ＲＮＣ）に関して、完全に新規なハードウェア要素を設置することが提唱されて
きた。
【００２０】
　例えば、「ＵＭＴＳ－未来の移動通信（フラビオ・ムラトーレ（Ｆｌａｖｉｏ　Ｍｕｒ
ａｔｏｒｅ）他」、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｌｔｄ．、２００１年）を参照さ
れたい。特に、ＵＭＴＳについて述べた第２章で、固定ネットワークの部分を共有して、
既存のアクセス・ネットワークから切り離された全く新規のアクセス・ネットワークを設
置することが提案されている。この場合、アクセス・ネットワーク間のバランスは、物理
的ハードウェア変更介入（利用可能なリソースの追加または除去）によってのみ生じ得る
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。
【００２１】
　このような構成は高価であって、動的なリソース管理ができない。実際に、第２および
第３世代の基地無線局は多くの場合同一場所に設置されているにもかかわらず、異なるシ
ステムの無線アクセス・ネットワーク・ノードは完全に切り離されていて互いに独立して
いる。
【００２２】
　アクセス・ネットワーク（端末、基地局、ネットワーク・ノード．．．）の再設定可能
な要素（装置および／または機器）を有するシステムも知られている（「ソフトウェア無
線アーキテクチャ（ジョーミトラ（Ｊｏｅ　Ｍｉｔｏｌａ）、ＩＥＥＥ通信学会誌、１９
９５年５月」、「ソフトウェア無線概念（Ｅ．ブラッチーニ（Ｂｕｒａｃｃｈｉｎｉ）、
ＩＥＥＥ通信学会誌、２０００年９月」）。
【００２３】
　これらの再設定可能なシステムは、動作中の機能を自由に変更できる装置および／また
は機器を含んでいる。例えば、第２世代システム（例：ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ）を
受信する再設定可能な無線端末は、第３世代システム（例：ＵＭＴＳまたはＣＤＭＡ２０
００）またはＷＬＡＮシステムあるいはＤＶＢ－Ｔ（デジタルビデオ地上放送波）等で動
作するように再構成することができる。
【００２４】
　従来技術によれば、設定または再設定を実行可能にすべく、事後に設定または再設定可
能な技術を用いて装置の動作機能が実現されていることが必要である。従って、再設定可
能な機器は、ＦＰＧＡ（フィールド・プログラム可能ゲートアレイ）、ＤＳＰ（デジタル
信号プロセッサ）およびマイクロプロセッサの組で構成された再プログラム可能なハード
ウェアを備えていて、より下位のプロトコル・レベルであっても個別機器の機能が、例え
ばソフトウェアにより実現される。その結果、このように実現された装置を再設定するに
は、一般に機器ハードウェアを管理する動作ソフトウェアを入れ替えるだけで十分である
。
【００２５】
　文献米国特許第５５９２４８０号明細書および米国特許第６０１１７８５号明細書に、
複数の移動無線システムに対応していて、それらの間で処理リソースを共有可能すること
が可能な再設定可能ハードウェアによるアクセス・ネットワークの基地局の実装が記載さ
れている。
【００２６】
　これらの文献は、多くのセルラ方式に対応して、基地局がカバーするセルを要求するト
ラフィックの種類に応じてハードウェア・リソースを再設定することができる再設定可能
な基地局のアーキテクチャを開示している。
【００２７】
　特に、これらの文献は、セル内でリソースを動的に再配分することによりいくつかの標
準化された無線インタフェースを利用可能にするＤＳＰ方式の再設定可能なハードウェア
により実現された再設定可能な基地局を記述している。
【００２８】
　従って、上述の従来技術において、ハードウェア・リソースの再設定は、同じ基地局が
カバーするセルに付随するトラフィックに応じて自身を設定または再設定することが可能
な基地局自身により自立的に生じる。
【００２９】
　所定の管理された領域（例：市街地またはその中心部）内の広大なセル群を考慮すれば
、同一システムまたは異なるシステムのトラフィックは、一日の時間帯に応じて領域毎に
変動し得る。
【００３０】
　更に、トラフィックがより多いいくつかの領域（ホットスポットと呼ばれる）において
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輻輳セル、すなわち呼／接続規制の割合が高いことで特徴付けられるセルがある一方で、
近隣のセルは負荷が軽いかまたは規制・割合が低いことで特徴付けられるという現象も起
こり得る。
【特許文献１】米国特許第５５９２４８０号明細書
【特許文献２】米国特許第６０１１７８５号明細書
【非特許文献１】「ＵＭＴＳ－未来の移動通信（フラビオ・ムラトーレ（Ｆｌａｖｉｏ　
Ｍｕｒａｔｏｒｅ）他」、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｌｔｄ．、２００１年
【非特許文献２】「ソフトウェア無線アーキテクチャ（ジョーミトラ（Ｊｏｅ　Ｍｉｔｏ
ｌａ）、ＩＥＥＥ通信学会誌、１９９５年５月」
【非特許文献３】「ソフトウェア無線概念（Ｅ．ブラッチーニ（Ｂｕｒａｃｃｈｉｎｉ）
、ＩＥＥＥ通信学会誌、２０００年９月」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　本願出願人は、従来技術では解決されない主要な技術的問題とは、基地局により管理さ
れるセルまたはセルの組の規制を動的に減らして、例えば基地局を更に追加せずとも、１
個以上のシステムを包含可能にすることであることがわかった。
【００３２】
　本願出願人は更に、従来技術が、例えばスタジアムにおけるフットボールの試合やコン
サート等、局所的な特別イベントがあった場合に市街地等の所定の地理的領域で生じ得る
輻輳問題を解決できないことを発見した。実際に、このような状況下では、イベントが生
じた場合にスタジアムをカバーする基地局とその対応セルに輻輳が生じ、イベントが無い
場合には全く負荷が無いことが起こり得ること、および輻輳が生じた場合には、例えば追
加的な基地局を最適に備える移動手段に頼らない限り、このような問題を解決することは
不可能である。
【００３３】
　本願出願人は従って、効率的に管理されていて、且つ領域に存在する１個以上のシステ
ムに関するトラフィックの変動に自身を動的に適合できる再設定可能なネットワークを、
移動環境のオペレータが所定の地理的領域内で利用できることが望ましいと考える。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　本発明の目的は、上記のニーズを満たすことである。
【００３５】
　本発明によれば、この目的は、添付の請求項に開示された徴を有する方法により得られ
る。本発明はまた、本方法を実装すべく設定された通信ネットワークと、本方法を実装す
べく設定された管理エンティティとに加え、少なくとも１台のコンピュータのメモリにロ
ード可能であって、少なくとも１台のコンピュータ上で実行された際に上述の方法を実行
するソフトウェア・コード部分を含むコンピュータプログラム生成物またはコンピュータ
プログラム生成物の組を取扱う。本明細書で用いる場合、そのようなコンピュータプログ
ラム生成物への言及は、本発明によるプロセスの性能を調整すべくコンピュータシステム
を制御する命令を含む計算機可読媒体と同等であることを意味している。「少なくとも１
台のコンピュータ」への言及は、本発明が分散および／またはモジュール方式で実装され
る可能性を強調することを意図している。請求項は、本発明に関して本明細書に提供する
技術的教示と一体的な部分である。
【００３６】
　好適な実施形態は、管理された領域内で見出される１個以上のシステムのトラフィック
変化に自身を適合させることが可能な再設定可能ネットワークアーキテクチャを提供し、
特に、少なくとも１個の基地局セルの輻輳の原因となり得るネットワークが規制された状
態を動的に減らすことが可能である。
【００３７】
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　特に好適な仕方で、再設定はアクセス・ネットワークの無線制御ノードにより、恐らく
は異なる基地局に関連付けられている隣接セルのニーズを考慮しながら実行される。その
ような事実、すなわち、再設定が無線制御ノードにより実行されることに起因して、再設
定はまた、無線制御ノード自身が実行した可能な無線リソース（チャネル）割当てポリシ
ーを考慮に入れてもよい。
【００３８】
　この再設定は、考慮されている標準やシステムとは独立に、各セルが利用できる全ての
リソースの共同管理を提供する。
【００３９】
　本発明により、無線制御ノードは異なるアクセス・ネットワーク・セルの無線リソース
再設定を管理するため、被規制呼の割合を下げる等、大域的ネットワーク性能の向上が得
られる。
【００４０】
　本発明により、多くのシステムを動作させたいオペレータは例えば、物理的には、基地
無線局が異なる関連標準を管理可能であって１個のアクセス・ネットワークだけを設置し
、且つあるシステムまたは別のシステムに専用の各セルのリソースの割合を動的に制御す
ることができる。
【００４１】
　動的な無線リソース再設定は、オペレータネットワークを無線介入の観点から最適の状
態に持って行き、同時に特に貴重な無線リソースに対する必要な投資を減らして、特に効
率的に無線リソースを利用する。
【００４２】
　本発明の更なる好適な実施形態によれば、再設定は、管理された領域の全てのセルに対
するトラフィックのニーズおよび管理された領域における無線チャネルの観点からの利用
可能性を考慮に入れて実現される。
【００４３】
　このような更なる実施形態によれば、再設定は、トラフィックのニーズに応じて領域内
で利用可能な無線チャンネルを動的に再割当する。
【００４４】
　このような更なる態様により、例えば、各種のセルに割り当てられた周波数の観点から
所定の計画を確定した後で、突然且つ動的なトラフィックの変化に応じて、全てのセルが
利用可能な無線チャンネルを増減することができる。
【００４５】
　本発明を、図面に示すような例としてのみ提供する非限定的な実施形態を参照しつつ以
下により詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　図面を参照するに、本発明の好適な実施形態の原理的アーキテクチャを図１に示し、そ
の中で、セルラシステムの無線アクセス・ネットワークの制御ノードまたは無線コントロ
ーラ１０（例：ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥシステムの場合はＢＳＣノード、ＵＭＴＳシ
ステムの場合はＲＮＣノード）、１個以上の基地局ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳｋ、およびコア
ネットワーク２０があり、これら全てがセルラシステムにおける一般的なネットワークの
ノードを表わす。
【００４７】
　各基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）は、既知の接続により、無線コントローラ１０に接
続しており、次いで無線コントローラ１０はコアネットワーク２０に接続している。
【００４８】
　第１の実施形態によれば、基地局ＢＳ１，．．．ＢＳｋ（ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ
の場合にＢＴＳステーション、ＵＭＴＳの場合にノードＢ）は、再設定可能な種類であり
、従って多数のシステムを管理することが可能である。
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【００４９】
　各基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）は、のＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎで示す再設定
可能な種類ハードウェアおよび／またはソフトウェア受送信（基地局トランシーバまたは
トランシーバ群）モジュールを含んでいて、以下に詳述するように、無線コントローラ１
０から到来するプロトコル・メッセージに応じてトランシーバＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳ
Ｋｎを管理すべく設定されている。
【００５０】
　好適な実施形態によるトランシーバの組（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）は、各基地
局（ＢＳ１，．．．、ＢＳｋ）により管理される１個以上のセルの１個以上の無線チャン
ネル（無線リソース）を管理すべく適合されている。
【００５１】
　無線コントローラ１０は次いで本実施形態に従い、基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）、
例えばＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥの場合はＢＴＳステーション、ＵＭＴＳの場合はノー
ドＢ）、により無線移動ネットワーク内で使用される異なるシステムの無線リソースを管
理すべく設定されている。
【００５２】
　第１の実施形態において、無線コントローラ１０は、一般にＲＲＭ（無線リソース管理
）１２で示す既知の種類のエンティティを含んでいて、その目的は、無線コントローラ１
０に接続された基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）により管理されるセル内で見出される移
動端末の無線チャンネルの要求および割当てと、好適な実施形態に従い、ＲＲＭエンティ
ティ１２に関連付けられていて、ＲＲＭエンティティ１２と協働して異なるシステムの無
線リソースの管理を可能すべく適合されている無線リソース（設定マネージャ）１４用の
設定管理エンティティとを管理することである。
【００５３】
　本発明用に提供された第２の実施形態において、無線リソース（設定マネージャ）１４
用の設定管理エンティティが、無線コントローラとは異なるネットワークの部分、例えば
コアネットワーク、へ挿入される。この実施形態は特に、無線コントローラ機能、例えば
ＷＬＡＮ、８０２．１６（ＷＩＭＡＸ）または８０２．２０、ＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｓ、
ＤＶＢ－Ｈシステム等を提供しない標準に従い動作すべく適合された無線リソースを含む
管理ネットワークに適している。更に、設定マネージャ・エンティティは、無線コントロ
ーラが存在するネットワークのコアネットワーク・ノード内、例えばＭＳＣ（移動スイッ
チングセンター）内に含めることができる。この場合、設定マネージャ・エンティティは
１個以上の無線コントローラと協働して、当該１個以上の無線コントローラにより制御さ
れる複数のセルの確認および再設定する。
【００５４】
　上述した２種の実施形態において、無線リソース設定管理エンティティ（設定マネージ
ャ）１４には、少なくとも２個のネットワーク基地無線局の組が関連付けられている。設
定マネージャ・エンティティ１４は、管理ユニットに関連付けられた基地無線局に接続さ
れているセルの無線リソースを監視および設定すべく適合されている。好適には、設定マ
ネージャ・エンティティは、以下の機能またはマクロ・ステップを実行すべく適合された
１個以上のプログラム・モジュールを備えている。
　－管理ユニットに関連付けられたセルの負荷状態、例えば異なるシステムから到来して
いる要求の監視および測定する。
　－管理ユニットに関連付けられたセルの状態を確認し、確認結果に応じて、基地無線局
により管理されるセルを動的に設定（または再設定）して、セルに対して要求されたトラ
フィック量に比例して各種のシステム間でハードウェア・リソースが共有されるようにす
る。
【００５５】
　以下の記述は第１の実施形態に言及するものであり、この場合、設定マネージャは無線
コントローラの一部である。記述されている事項は、本明細書の記述から当業者には明ら
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かである適当な変更により、第２の実施形態にも適用可能である。
【００５６】
　記述されているアーキテクチャに起因して、以下に詳述するように、無線コントローラ
１０は、設定マネージャ１４により、各種の基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）により管理
されるセルの負荷状態を測定し、処置の後、設定マネージャ１４により管理された再設定
コマンドにより、トランシーバ（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）に作用している各種の
基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）のセルを動的に再設定することが可能である。
【００５７】
　上述のアーキテクチャは、例えば、セルに存在する負荷に応じて各種のシステムに割り
当てられた無線リソースの管理の最適化を可能にする。
【００５８】
　例えば、図２を参照するに、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥおよびＵＭＴＳの２種システ
ムを考慮した場合に、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ方式の大多数のトラフィックが存在す
るがＵＭＴＳ方式のトラフィックが殆ど無いセルの組において、設定マネージャ１４は上
述の設定において、トランシーバ（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）に作用して処理能力
の大半をＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥシステム用に予約すべくセル無線リソースの再設定
を行なう。
【００５９】
　同様に、セルの組にＧＳＭ方式のトラフィックがほとんどなく、ＵＭＴＳ方式のトラフ
ィックが多い場合、設定マネージャ１４は、大部分の処理能力をＵＭＴＳシステム用に予
約すべくトランシーバ（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）に作用することによりセル無線
リソースの再設定を行なう。
【００６０】
　無線コントローラ１０に含まれる設定マネージャ・エンティティ１４の機能は従って、
関連基地無線局に関係するセルの稼動状態の監視および測定であり、関連基地無線局に関
係するセルの稼動状態に応じて、必要ならば以下に詳述するように、トランシーバ（ＢＳ
Ｋａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）への適切な再設定メッセージを介して基地無線局モジュール
を再設定することができる。
【００６１】
　設定マネージャ１４は、関連基地無線局に関係するセル状態の監視および測定を可能に
し、全てのセルについて、ネットワーク内で管理される異なるシステムを扱う動作に関す
るデータの組の監視および／または、例えば内部設定マネージャ１４のメモリに保存すべ
く設定されたソフトウェアおよび／またはハードウェア・モジュールを含んでいる。
【００６２】
　本実施形態において、セル状態は以下を含むものとする。
　－各セルを要求する全てのシステムのトラフィック量、
　－全てのセルについてシステムが利用できる、および利用できない無線リソース量。
【００６３】
　特に、設定マネージャ１４は、好適な実施形態において、計画パラメータに応じて、例
えばネットワークを管理するオペレータにより設定された初期条件から出発して、周期的
にマクロ・ステップを実行すべく設定されている。
　－以下でより詳細に述べるように、無線コントローラ１０の設定マネージャ１４ユニッ
トが、各々の被制御セルについてデータとしてＧＳＭおよびＵＭＴＳの稼動回数を測定お
よび／または保存する、例えばオペレータにより持続期間Ｔが定められた時間長Ｔを有す
る第１のマクロ・ステップ、
　－設定マネージャ１４ユニットが、全てのセルについて測定された稼動回数に応じて、
各基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）内のトランシーバ（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ）
のリソースの再設定を実行する必要があるか否かを判定し、必要ならば再設定を実行する
、第２のマクロ・ステップ。
【００６４】
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　基地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）セルの動的無線リソース再設定は、第２のマクロ
・ステップにおいて、無線コントローラ１０と基地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）の間
で、各種の基地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）のセルの再設定を可能にすべく適合され
た一組のプロトコル・メッセージを交換することにより実行される。
【００６５】
　特に、好適な実施形態によれば、メッセージは設定マネージャ１４により生成され、基
地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）によりトランシーバ（ＢＳＫａ、ＢＳＫｂ、ＢＳＫｎ
）との間で交換される。
【００６６】
　基地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）の再設定を可能にすべく適合されたプロトコル・
メッセージの例を以下に与える。
【００６７】
　これらのメッセージは、当業者には明らかなように、無線コントローラ１０と基地無線
局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）との間の既存の接続または特定の接続を利用して、無線コン
トローラ１０と基地無線局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）との間で交換可能である。
【００６８】
　現在の、非限定的な実施形態において、特定の接続を介して交換されるメッセージは、
好適な実施形態によれば、例えば以下を含むものとして記述されている。
【００６９】
　セルの再設定を制御すべく適合されていて、例えば図１０に示すように、以下のフィー
ルドの少なくとも１個を含む、セル再設定コマンド型のメッセージ。当該メッセージは、
設定マネージャ１４により１個以上の基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）へ送信される。
　・セル識別子：セルＩｄ
　・設定されるＧＳＭリソースの個数：Ａ－ＧＳＭ
　・設定されるＵＭＴＳリソースの個数：Ａ－ＵＭＴＳ
　・セル内で起動されるＧＳＭ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑ－ＧＳＭ
　・セル内で起動されるＵＭＴＳ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑ－ＵＭＴＳ
【００７０】
　セル再設定の完了を通知すべく適合されていて、例えば図１１に示すように、以下のフ
ィールドの少なくとも１組を含むセル再設定完了型のメッセージ。当該メッセージは、１
個以上の基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）により設定マネージャ１４へ送信される。
　・セル識別子：セルＩｄ：
【００７１】
　セル再設定の失敗を通知すべく適合されていて、例えば図１２に示すように、以下のフ
ィールドの少なくとも１組を含むセル再設定失敗型のメッセージ。当該メッセージは、１
個以上の基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）により設定マネージャ１４へ送信される。
　・セル識別子：セル－Ｉｄ
【００７２】
　当業者には理解されるように、これら各種のメッセージの個数と内容は、そのようなメ
ッセージが再設定ステップの開始、完了または中止を可能にする限り、上例のものと異な
っていてもよい。
【００７３】
　セル状態に関するデータは、好適な実施形態で与えられたものに従い、以下に含まれる
。
【００７４】
　特に、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥおよびＵＭＴＳシステムの場合に用いるデータの例
を以下に示す。
【００７５】
　以下において、ＧＳＭの上付きまたは下付き添え字で示すデータはＧＳＭ／ＧＰＲＳ／
ＥＤＧＥシステムに関連し、ＵＭＴＳの上付きまたは下付き添え字で示すデータはＵＭＴ
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Ｓシステムに関連する。
【００７６】
　更に、これらの例では、無線リソースとして、考慮に入れているシステムで使用する周
波数のみを識別する。
【００７７】
　データは例えば以下のものを含んでいる。
ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭ：各セル内で使用が予定されている全てのＧＳＭ周波数の
リスト。
ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ：各セル内で現在稼動中のＧＳＭ周波数のリスト。
ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭ：各セルに隣接するセルの現在使用されていないＧＳ
Ｍ周波数のリスト。このリストは、現在のセルおよび隣接セル内で現在使用されていない
周波数だけを含む。当該リストは、以下の式から得られ、ｉ＝０は現在のセルを表わし、
１≦ｉ≦ｋはｋ個の隣接セルを表わす。
【数１】

ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ：１個以上のセルに割り当てられた新たなＧＳＭ周波数。
ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ：１個以上のセルで無効化されたＧＳＭ周波数。
ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳ：各セル内で使用が予定されている全てのＵＭＴＳ周波
数のリスト。
ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ：各セル内で現在稼動中のＵＭＴＳ周波数のリスト。
ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳ：各セルに隣接するセルの現在使用されていないＵ
ＭＴＳ周波数のリスト。このリストは、現在のセルおよび隣接セル内で現在使用されてい
ない周波数だけを含む。当該リストは、以下の式から得られ、ｉ＝０は現在のセルを表わ
し、１≦ｉ≦ｋはｋ個の隣接セルを表わす。
【数２】

ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ：１個以上のセルに割り当てられた新たなＵＭＴＳ周波数
。
ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ：１個以上のセルで無効化されたＵＭＴＳ周波数。
ＮＧＳＭ：各セルにおいて現在割り当てられているが、必ずしも使用されていないＧＳＭ
方式の無線チャンネルの個数。換言すれば、現在のハードウェア設定に従い各セルにおい
て起動可能なＧＳＭ方式のトランシーバの最大個数である。
ＮＵＭＴＳ：各セルにおいて現在割り当てられているが、必ずしも使用されていないＵＭ
ＴＳ方式の無線チャンネルの個数。換言すれば、現在のハードウェア設定に従い各セルに
おいて起動可能なＵＭＴＳ方式のトランシーバの最大個数である。
Ｎｔｏｔ：各セルにおいて現在割り当てられているが、必ずしも使用されていないＧＳＭ
およびＵＭＴＳ方式の無線チャンネルの合計個数。本例では、ＮＧＳＭとＮＵＭＴＳの合
計である。
ＡＧＳＭ：現在の設定にされた後のＧＳＭ方式の無線チャンネルの個数。以下の関係、す
なわちＡＧＳＭ＝ＮＧＳＭ±Δは正しい。ここに、Δは現在割り当てられている／無効化
されている無線チャンネルの個数に等しい。
ＡＵＭＴＳ：現在の設定にされた後のＵＭＴＳ方式の無線チャンネルの個数。以下の関係
、すなわちＡＵＭＴＳ＝ＮＵＭＴＳ±Δは正しい。ここに、Δは現在割り当てられている
／無効化されている無線チャンネルの個数に等しい。
ＲＥＳｔｏｔ：全ての管理されたシステムの各セルについて利用可能な無線チャンネルの
最大個数。基地局を実現すべく用いる再設定可能なハードウェアの複雑度に依存する。上
で定義されたＮＧＳＭ、ＮＵＭＴＳ、ＡＧＳＭおよびＡＵＭＴＳパラメータに応じて以下
の関係が正しい。
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ＮＧＳＭ＋ＮＵＭＴＳ＝Ｎｔｏｔ≦ＲＥＳｔｏｔ

ＡＧＳＭ＋ＡＵＭＴＳ＝Ｎ’ｔｏｔ≦ＲＥＳｔｏｔ

ｋＧＳＭ：メモリ定数、すなわちセル内で割り当てられるＧＳＭ無線チャネルＧＳＭの個
数の時間平均を求める際の重み（０≦ｋＧＳＭ≦１）
ｋＵＭＴＳ：メモリ定数、すなわちセル内で割り当てられるＧＳＭ無線チャネルＵＭＴＳ
の個数の時間平均を求める際の重み（０≦ｋＵＭＴＳ≦１）
αＴＨＲＥＳＨＯＬＤ：例えばオペレータにより定義され、その下でα値、すなわち後述
するプロシージャで使用する量がヌルであると考えられる閾値。
βＴＨＲＥＳＨＯＬＤ：例えばオペレータにより定義され、その下でβ値、すなわち後述
するプロシージャで使用する量がヌルであると考えられる閾値。
Ｔ：無線コントローラ１０により制御される各セルに対するＧＳＭおよびＵＭＴＳ稼動回
数の監視期間。
ＲＧＳＭ：最後の監視期間中に各セルにおいて稼動（例えば、ショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）／マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）の送信、呼の受信、呼の実
行）があったＧＳＭ端末の個数。
ｏｌｄＲＧＳＭ：最後から一つ前の監視期間中に稼動（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信、
呼の受信、呼の実行）があった各セルに対するＧＳＭ端末の個数。
ＢｌｏｃｋＴｈｒｅｓｈｏｌｄＧＳＭ：各セルに対する規制されたＧＳＭ呼の割合の閾値
であり、これを超えれば新規無線チャンネルをセルに追加することができる。
ＲＥＱＧＳＭ：最後の監視期間中に何らかの理由（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信、呼の
受信、呼の実行）によるシステム・アクセスを得るための、各セルに対するＧＳＭ端末か
らの要求の個数。
ＲＥＪＧＳＭ：最後の監視期間中にリソースの不足に起因して、各セルに対するＧＳＭ端
末からの要求が規制された回数。
ＲＵＭＴＳ：最後の監視期間中に各セルにおいて稼動（例えば、ショートメッセージサー
ビス（ＳＭＳ）／マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）の送信、呼の受信、呼の
実行）があったＵＭＴＳ端末の個数。
ｏｌｄＲＵＭＴＳ：最後から一つ前の監視期間中に稼動（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信
、呼の受信、呼の実行）があった各セルに対するＵＭＴＳ端末の個数。
ＢｌｏｃｋＴｈｒｅｓｈｏｌｄＵＭＴＳ：各セルに対する規制されたＵＭＴＳ呼の割合の
閾値であり、これを超えれば新規無線チャンネルをセルに追加することができる。
ＲＥＱＵＭＴＳ：最後の監視期間中に何らかの理由（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信、呼
の受信、呼の実行）によるシステム・アクセスを得るための、各セルに対するＵＭＴＳ端
末からの要求の個数。
ＲＥＪＵＭＴＳ：最後の監視期間中にリソースの不足に起因して、各セルに対するＵＭＴ
Ｓ端末からの要求が規制された回数。
ＬＩＳＴＧＳＭ：各セルにおいて稼動（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信、呼の受信、呼の
実行）があったＧＳＭ端末のＩＭＳＩ（またはＴＭＳＩあるいはＴＬＬＩ）識別子のリス
ト。全てのリスト要素は、以下のフィールドすなわちＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、ＴＬＬＩの少
なくとも１組を含む。
ＬＩＳＴＵＭＴＳ：各セルにおいて稼動（例えば、ＳＭＳ／ＭＭＳの送信、呼の受信、呼
の実行）があったＵＭＴＳ端末のＩＭＳＩ（またはＴＭＳＩあるいはＴＬＬＩ）識別子の
リスト。全てのリスト要素は、以下のフィールドすなわちＩＭＳＩ、ＴＭＳＩ、ＴＬＬＩ
の少なくとも１組を含む。
【００７８】
　全ての基地局（ＢＳ１，．．．ＢＳｋ）は、例えば以下のデータと共に、各セル内の現
在の状態を追跡し続ける。
ＣａｌｌｓＧＳＭ：現在保留されているＧＳＭ呼の個数。
ＣａｌｌｓＵＭＴＳ：現在保留されているＵＭＴＳ呼の個数。
【００７９】
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　上に列挙したデータの数および内容は、記述している実施形態に関係する。そのような
データの数および内容が、再設定可能なセルの動的再設定に何がしかの狙いを定めた他の
実施形態では異なり得ることは明らかである。
【００８０】
　本発明による方法の好適な実施形態について以下に述べる。完全を期すべく、本方法の
記述は可能な実施形態の基本ステップを詳述するが、本発明による方法は、到達可能な技
術的効果を変えることなく異なる基本ステップにより実装できる点を排除しない。
【００８１】
初期セル状態
　初期条件、すなわち本発明のプロシージャが最初に動作する条件は、例えば以下のデー
タにより表わされる。
　－例えばオペレータにより策定された周波数計画に関するＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭ

ＴＳおよびＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭに存在する周波数
　－全てのセルに対する、ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭおよびＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭ

ＴＳリスト内の単一の周波数、例えばＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭおよびＰｌａｎｎｅ
ｄＦｒｅｑＵＭＴＳリストに存在する第１のもの
　－ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭリスト内の全てのセルに対する、自身のＰｌａｎ
ｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭリストに存在する全ての非稼動周波数、および隣接セルの同様のＰ
ｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭリストに存在する非稼動周波数
　－ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳリスト内の全てのセルに対する、自身のＰｌａ
ｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳリストに存在する全ての非稼動周波数、および隣接セルの同様
のＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳリストに存在する非稼動周波数
　－全てのセルに対する個数Ｎｔｏｔ

　－オペレータがパラメータを与えることができない、初期ヌル値を有する他の全てのデ
ータ。
【００８２】
　例えば、２種類のシステム、すなわちＧＳＭシステムとＵＭＴＳシステム共存するネッ
トワークを考慮する。
【００８３】
第１のマクロ・ステップ
　例えば、第１のマクロ・ステップにおいて、設定マネージャ１４は、ＳＭＳ／ＭＭＳの
送信／受信、またはＧＳＭ方式の呼／接続（終了呼または発信呼）の開始に対する要求が
検知された場合、無線コントローラ１０により管理される各セルに対して、以下のステッ
プ（図３のステップ３００）を実行する。
　－要求を実行した端末（ＴＭＳＩまたはＩＭＳＩまたはＴＬＬＩ）の識別子がＬｉｓｔ

ＧＳＭリスト内に既に存在するか否かを検証する（ステップ３１０）
　－存在しない（ステップ３１０でＮＯ）場合：
　　ｉ．要求を実行した端末（ＴＭＳＩまたはＩＭＳＩまたはＴＬＬＩ）の識別子をＬｉ
ｓｔＧＳＭリストに加える（ステップ３１５）
　　ｉｉ．ＲＧＳＭカウンタを加算して（ステップ３１８）、ステップ３２０へ進む
　－識別子が存在する（ステップ３１０でＹＥＳ）場合：
　－ＲＥＱＧＳＭカウンタを加算する（ステップ３２０）
　－要求が満足されていない（すなわち規制されている）（ステップ３３０でＹＥＳ）場
合：
　　ｉ．ＲＥＪＧＳＭカウンタを加算して（ステップ３３５）、プロシージャを終了する
　－さもなければ（ステップ３３０でＮＯ）プロシージャを終了する。
同様に、ＳＭＳ、ＭＭＳの送信／受信、またはＵＭＴＳ方式の呼／接続（終了または発信
）の開始を求める全ての要求に対して、設定マネージャ１４は、無線コントローラ１０に
より管理される各セルに対して、以下のステップ（図４のステップ４００）を実行する。
　－要求を実行した端末（ＩＭＳＩまたはＴＭＳＩまたはＵ－ＲＮＴＩ）の識別子がＬｉ
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ｓｔＵＭＴＳリスト内に既に存在するか否かを検証する（ステップ４１０）
　－存在しない（ステップ４１０でＮＯ）場合：
　　ｉ．要求を実行した端末（ＩＭＳＩまたはＴＭＳＩまたはＵ－ＲＮＴＩ）の識別子を
ＬｉｓｔＵＭＴＳリストに加える（ステップ４１５）
　　ｉｉ．ＲＵＭＴＳカウンタを加算して（ステップ４１８）、ステップ４２０へ進む
　－識別子が存在する（ステップ４１０でＹＥＳ）場合：
　－ＲＥＱＵＭＴＳカウンタを加算する（ステップ４２０）
　－要求が満足されていない（すなわち規制されている）（ステップ４３０でＹＥＳ）場
合：
　　ｉ．ＲＥＪＵＭＴＳカウンタを加算して（ステップ４３５）、プロシージャを終了す
る
　－さもなければ（ステップ４３０でＮＯ）プロシージャを終了する。
【００８４】
第２のマクロ・ステップ
規制指数の測定
　第２のマクロ・ステップは、無線コントローラにより管理される全てのセルに対して規
制確率を測定して、例えば、それらを保存することから始まる。規制確率測定は、例えば
以下のステップ（図５）で実行される。
１．時間区間Ｔ内に規制されたＧＳＭ呼の割合を次式で推定する（ステップ５００）
【数３】

２．時間区間Ｔ内に規制されたＵＭＴＳ呼の割合を次式で推定する（ステップ５１０）
【数４】

３．セル規制指数を次式で計算する（ステップ５２０）
ＩＢＬＯＣＫＥＤ＝ＢｌｏｃｋｅｄＧＳＭ＋ＢｌｏｃｋｅｄＵＭＴＳ

【００８５】
　満足されていない要求の個数と要求の総数との比を求めることにより、本実施形態にお
ける規制割合の推定が得られる。
【００８６】
　明らかに、そのような割合、または付随する可能な規制確率は、それらの意味を変更す
ることなく他の方法で決定することができる。
【００８７】
　規制指数は、例えば、このような割合の合計として計算され、本例ではその絶対値は可
能なセル規制状態に比例する。
【００８８】
　このような指数はまた、その意味を変更することなく他の計算モードを用いてもよい。
【００８９】
　その後、設定マネージャ１４は規制指数を用いて、全てのセルの順序を、ＩＢＬＯＣＫ

ＥＤ規制指数に応じて降順に並べて、規制指数の高いセルが優先的な位置にあるようにす
ることができる。
【００９０】
セル状態の確認
　設定マネージャ１４は、無線コントローラ１０により管理される全てのセルを考慮に入
れて、実行された順序付けに従い、引き続き以下のステップ（図６、７、８）を実行する
。
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１．ＧＳＭ要求ＲＧＳＭの個数が０より大きい（ステップ６００でＹＥＳ）場合：
　ａ．次式によりＧＳＭ要求の新しい割合を推定する（ステップ６０５）：
【数５】

さもなければ（ステップ６００でＮＯ）、ステップ６０５を実行せずにステップ６１０へ
進む。
２．ＵＭＴＳ要求ＲＵＭＴＳの個数が０より大きい（ステップ６１０でＹＥＳ）場合：
　ｂ．次式によりＵＭＴＳ要求の新しい割合を推定する（ステップ６１５）：

【数６】

さもなければ（ステップ６１０でＮＯ）、ステップ６１５を実行せずにステップ６２０へ
進む。
　上式は、各システムにおける、値が０～１の間で変動するリソース占有およびリソース
要求の測定値を表わす。
【００９１】
　各システムに対する大域的占有向けにパラメータ化された要求予想値および使用システ
ムに対する要求値が大きいほど、より高い測定値に対応する。
【００９２】
　明らかに、そのような測定値はまた、その意味を変更することなく異なる形式の式によ
り決定することができる。
３．α＞αＴＨＲＥＳＨＯＬＤまたβ＞βＴＨＲＥＳＨＯＬＤ（すなわちαがヌルでない
、またはβがヌルでない）（ステップ６２０でＹＥＳ）の場合：
　システムのセル状態確認機能を使用しながら各々ステップＡおよびＢへ進む。
　ｃ．局所変数ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「偽」に初期化する（ステップ８００）。
【００９３】
ＧＳＭセル状態の確認
　ｃ１．局所変数ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「偽」に初期化する（ステップ７００）
　ｄ．ＢｌｏｃｋｅｄＧＳＭ＞ＢｌｏｃｋｅｄＴｈｒｅｓｈｏｌｄＧＳＭ（すなわち、被
規制呼の割合が閾値を超えた）場合（ステップ７１０でＹＥＳ）
　　ｉ．且つＲＥＳｔｏｔ＞Ｎｔｏｔ（すなわち、セル・ハードウェアが利用可能な全て
のリソースを用いて設定されていない）場合（ステップ７２０でＹＥＳ）：
　　　（１）且つＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭが空でない（ステップ７３０でＮＯ
）場合：
　　　　１．且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ内に存在する稼動中のセルＧＳＭ搬送波の
全てが、ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭ内に存在する予定された搬送波とは限らない（ス
テップ７４０でＮＯ）場合：
　　　　　（ａ）ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ内に存在すると共にＰｌａｎｎｅｄＦｒｅ
ｑＧＳＭ内にも存在し、且つＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭには存在しない第１の周
波数を選択して、変数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭに保存する（ステップ７５０）
　　　　　（ｂ）現在のセルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭリスト
からそのような周波数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭを削除する（ステップ７５４）
　　　　　（ｃ）新規搬送波を用いる利用可能リソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値
を増やす（ステップ７５６）
　　　　　（ｄ）ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「真」に設定する（すなわち、設定マネージ
ャ１４がＧＳＭシステム用にセルの再設定を決定する）（ステップ７５８）
　　　　２．さもなければ（ステップ７４０でＹＥＳ）、ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭに
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存在する稼動中のセルＧＳＭ搬送波の全てがＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭに存在する予
定された搬送波である場合：
　　　　　（ｅ）利用可能な周波数ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭのリストに存在し
、且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭには存在しない第１の周波数を選んで、それを変数Ａ
ｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭに保存する（ステップ７４２）
　　　　　（ｆ）現在のセルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭリスト
からそのような周波数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭを削除する（ステップ７４４）
　　　　　（ｇ）新規搬送波を用いる利用可能リソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値
を増やす（ステップ７４６）
　　　　　（ｈ）ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「真」に設定する（すなわち、設定マネージ
ャ１４がＧＳＭシステム用にセルの再設定を決定してステップ７５８へ進む）
　　（１ｂｉｓ．）さもなければ（ステップ７３０でＹＥＳ）、ステップ７６０へ進む
　　ｉ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ７２０でＮＯ）、ステップ７６０へ進む
　ｅ．ＢｌｏｃｋｅｄＧＳＭ＝０（すなわち、規制されたＧＳＭ呼の割合がヌルの場合）
（ステップ７６０でＹＥＳ）
　　　ｉｉ．且つｏｌｄＲＧＳＭ＞ＲＧＳＭ（すなわち最後の２期間ＴでＧＳＭ要求の数
が減少している場合）（ステップ７７０でＹＥＳ）：
　　　　（２）且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ内に存在する稼動中のセルＧＳＭ搬送波
の中に、ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭには存在しない周波数が存在する場合（ステップ
７８０でＹＥＳ）
　　　　　　　３．利用可能な周波数ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭのリストに存在し、且
つＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑｑＧＳＭには存在しない第１の周波数を選択して、変数Ｄｒｏ
ｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭに保存する（ステップ７８４）
　　　　　　　４．１個の搬送波を除去することにより失われた新たな量のリソースに比
例して、Ｎｔｏｔ値を減らす（ステップ７８６）
　　　　　　　５．ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「真」に設定する（すなわち、設定マネー
ジャ１４がＧＳＭシステム用にセルの再設定を決定する）（ステップ７９８）
　　　　（３）さもなければ（ステップ７８０でＮＯ）、ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭは
少なくとも２個の搬送波を含む（ステップ７９０でＹＥＳ）場合：
　　　　　　　６．利用可能な周波数ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭのリスト内に存在する
第１の周波数を選択し、それを変数ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭに保存する（ステップ
７９４）
　　　　　　　７．１個の搬送波を除去することにより失われた新たな量のリソースに比
例して、Ｎｔｏｔ値を減らす（ステップ７９６）
　　　　　　　８．ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「真」に設定する（すなわち、設定マネー
ジャ１４がＧＳＭシステム用にセルの再設定を決定してステップ７９８へ進む）
　　　　（４）さもなければ（ステップ７９０でＮＯ）
　　　　　　　９．ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭを「真」に設定する（すなわち、設定マネー
ジャ１４がＧＳＭシステム用にセルの再設定を決定してステップ７９８へ進む）
　　　ｉｉ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ７７０でＮＯ）、ステップ８００へ進む
　ｅ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ７６０でＮＯ）、ステップ８００へ進む
【００９４】
ＵＭＴＳセル状態の確認
　ｃ２．局所変数ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「偽」に初期化する（ステップ８００）
　ｆ．ＢｌｏｃｋｅｄＵＭＴＳ＞ＢｌｏｃｋｅｄＴｈｒｅｓｈｏｌｄＵＭＴＳ（すなわち
、被規制呼の割合が閾値を超えた）場合（ステップ８１０でＹＥＳ）
　　ｉｉｉ．且つＲＥＳｔｏｔ＞Ｎｔｏｔ（すなわち、セル・ハードウェアが利用可能な
全てのリソースを用いて設定されていない）場合（ステップ８２０でＹＥＳ）：
　　　（５）且つＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳが空でない（ステップ８３０でＮ
Ｏ）場合：
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　　　　１０．且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ内に存在する稼動中のセルＵＭＴＳ搬
送波の全てが、ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳ内に存在する予定された搬送波とは限ら
ない（ステップ８４０でＮＯ）場合：
　　　　　（ｉ）ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ内に存在すると共にＰｌａｎｎｅｄＦｒ
ｅｑＵＭＴＳ内にも存在し、且つＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳには存在しない第
１の周波数を選択して、変数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳに保存する（ステップ８５０
）
　　　　　（ｊ）現在のセルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳリス
トからそのような周波数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳを削除する（ステップ８５４）
　　　　　（ｋ）新規搬送波を用いる利用可能リソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値
を増やす（ステップ８５６）
　　　　　（ｌ）ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「真」に設定する（すなわち、設定マネー
ジャ１４がＵＭＴＳシステム用にセルの再設定を決定する）（ステップ８５８）
　　　　１１．さもなければ（ステップ８４０でＹＥＳ）、ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴ

Ｓに存在する稼動中のセルＵＭＴＳ搬送波の全てがＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳに存
在する予定された搬送波である場合：
　　　　　（ｍ）利用可能な周波数ＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳのリストに存在
し、且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳには存在しない第１の周波数を選んで、それを変
数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳに保存する（ステップ８４２）
　　　　　（ｎ）現在のセルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳリス
トからそのような周波数ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳを削除する（ステップ８４４）
　　　　　（ｏ）新規搬送波を用いる利用可能リソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値
を増やす（ステップ８４６）
　　　　　（ｐ）ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「真」に設定する（すなわち、設定マネー
ジャ１４がＵＭＴＳシステム用にセルの再設定を決定してステップ８５８へ進む）
　　（５ｂｉｓ．）さもなければ（ステップ８３０でＹＥＳ）、ステップ８６０へ進む
　　ｉｉｉ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ８２０でＮＯ）、ステップ８６０へ進む
　ｇ．ＢｌｏｃｋｅｄＵＭＴＳ＝０（すなわち、規制されたＵＭＴＳ呼の割合がヌルの場
合）（ステップ８６０でＹＥＳ）
　　　ｉｖ．且つｏｌｄＲＵＭＴＳ＞ＲＵＭＴＳ（すなわち最後の２期間ＴでＵＭＴＳ要
求の数が減少している場合）（ステップ８７０でＹＥＳ）：
　　　　（６）且つＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ内に存在する稼動中のセルＵＭＴＳ搬
送波の中に、ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳには存在しない周波数が存在する場合（ス
テップ８８０でＹＥＳ）
　　　　　　　１２．利用可能な周波数ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳのリストに存在し
、且つＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳには存在しない第１の周波数を選択して、変数Ｄ
ｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳに保存する（ステップ８８４）
　　　　　　　１３．１個の搬送波を除去することにより失われた新たな量のリソースに
比例して、Ｎｔｏｔ値を減らす（ステップ８８６）
　　　　　　　１４．ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「真」に設定する（すなわち、設定マ
ネージャ１４がＵＭＴＳシステム用にセルの再設定を決定する）
　　　　（７）さもなければ（ステップ８８０でＮＯ）、ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ

は少なくとも２個の搬送波を含む（ステップ８９０でＹＥＳ）場合：
　　　　　　　１５．利用可能な周波数ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳのリスト内に存在
する第１の周波数を選択し、それを変数ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳに保存する（ス
テップ８９４）
　　　　　　　１６．１個の搬送波を除去することにより失われた新たな量のリソースに
比例して、Ｎｔｏｔ値を減らす（ステップ８９６）
　　　　　　　１７．ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「真」に設定する（すなわち、設定マ
ネージャ１４がＵＭＴＳシステム用にセルの再設定を決定してステップ８９８へ進む）
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　　　　（８）さもなければ（ステップ８９０でＮＯ）
　　　　　　　１８．ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳを「真」に設定する（すなわち、設定マ
ネージャ１４がＵＭＴＳシステム用にセルの再設定を決定してステップ８９８へ進む）
　　ｉｖ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ８７０でＮＯ）、ステップ６３０へ進む
　ｇ．ｂｉｓ．さもなければ（ステップ８６０でＮＯ）、ステップ６３０へ進む
【００９５】
動的セルの設定
　４．ｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭが真、且つｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳが真である場合（す
なわち、設定マネージャ１４がＧＳＭシステムまたはＵＭＴＳシステム用にセルの再設定
を決定した場合）（ステップ６３０でＹＥＳ）
　ｈ．α＞＝β且つｒｅｃｏｎｆｉｇＧＳＭが真（ステップ６４０でＹＥＳ）の場合
　　ｉ．ＡＧＳＭ＝αＮｔｏｔ且つＡＵＭＴＳ＝（１－α）Ｎｔｏｔに設定する（αがβ
以上ならば大多数のリソースをＧＳＭに割り当てる）（ステップ６４５）
　　ｉｉ．設定マネージャ１４が、セルを管理する基地局に以下のフィールドを有するセ
ル再設定コマンド再設定メッセージを送信する（ステップ６５８）
　　　－セル識別子
　　　－設定するＧＳＭリソースの個数：ＡＧＳＭ

　　　－設定するＵＭＴＳリソースの個数：ＡＵＭＴＳ

　　　－セル内で設定されるＧＳＭ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ（これ
にＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが（存在すれば）追加され、ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳ

Ｍが（存在すれば）除去される
　　　－セル内で設定されるＵＭＴＳ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ（
これにＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが（存在すれば）追加され、ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅ
ｒＵＭＴＳが（存在すれば）除去される
　ｉ．さもなければ（ステップ６４０でＮＯ）、ｒｅｃｏｎｆｉｇＵＭＴＳが真（ステッ
プ６５０でＹＥＳ）である場合：
　　ｉ．ＡＵＭＴＳ＝βＮｔｏｔ且つＡＧＳＭ＝（１－β）Ｎｔｏｔに設定する（βがα
より大きいならば大多数のリソースをＵＭＴＳに割り当てる）（ステップ６５５）
　　ｉｉ．設定マネージャ１４が、セルを管理する基地局に以下のフィールドを有するセ
ル再設定コマンド再設定メッセージを送信する（ステップ６５８）
　　　－セル識別子
　　　－設定するＧＳＭリソースの個数：ＡＧＳＭ

　　　－設定するＵＭＴＳリソースの個数：ＡＵＭＴＳ

　　　－セル内で設定されるＧＳＭ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭ（これ
にＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが（存在すれば）追加され、ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳ

Ｍが（存在すれば）除去される
　　　－セル内で設定されるＵＭＴＳ搬送波のリスト：ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳ（
これにＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが（存在すれば）追加され、ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅ
ｒＵＭＴＳが（存在すれば）除去される
　ｊ．さもなければ（ステップ６５０でＮＯ）ステップ６６０へ進む
６．ｏｌｄＲＧＳＭ＝ＲＧＳＭ；ｏｌｄＲＵＭＴＳ＝ＲＵＭＴＳ；（ステップ６６０）
７．ＬｉｓｔＧＳＭリストを空にし、ＬｉｓｔＵＭＴＳリストを空にする（ステップ６６
５）
８．ＲＧＳＭカウンタをリセットし、ＲＵＭＴＳカウンタをリセットする（ステップ６７
０）
９．ＲＥＱＧＳＭカウンタをリセットし、ＲＥＪＧＳＭカウンタをリセットする（ステッ
プ６７５）
１０．ＲＥＱＵＭＴＳカウンタをリセットし、ＲＥＪＵＭＴＳカウンタをリセットする（
ステップ６８０）
【００９６】
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　基地局は、セル再設定コマンド再設定メッセージを受信（図９のステップ９００）した
ならば、例えば以下のプロシージャを実行する。
１．要求された設定がセルのリソースと整合している（すなわち、合計リソースＲＥＳｔ

ｏｔの個数が和ＡＧＳＭ＋ＡＵＭＴＳ以上である）（ステップ９１０でＹＥＳ）場合：
　ａ．且つ、要求されたＧＳＭリソースの個数ＡＧＳＭが現在稼動中のＧＳＭ呼の個数Ｃ
ａｌｌｓＧＳＭより少なくない場合（ステップ９２０でＹＥＳ）：
　　ｉ．且つ、要求されたＵＭＴＳリソースの個数ＡＵＭＴＳが現在稼動中のＵＭＴＳ呼
の個数ＣａｌｌｓＵＭＴＳより少なくない場合（ステップ９３０でＹＥＳ）：
　　　（１）再設定を実行する（ステップ９４０）
　　　（２）無線コントローラに、以下のフィールドを有するセル再設定完了確認メッセ
ージを送信する（ステップ９５０）：
　　　　　－セル識別子
　　ｉｉ．さもなければ（ステップ９３０でＮＯ）：
　　　（３）．無線コントローラに、以下のフィールドを有するセル再設定失敗確認メッ
セージを送信する（ステップ９３５）：
　　　　　－セル識別子
　ｂ．さもなければ（ステップ９２０でＮＯ）：
　　ｉｉｉ．ステップ９３５へ進み、無線コントローラにセル再設定失敗確認を送信
２．さもなければ（ステップ９１０でＮＯ）：
　ｂ．ステップ９３５へ進み、無線コントローラにセル再設定失敗確認を送信する
【００９７】
　セル再設定完了再設定メッセージを受信したならば、無線コントローラは例えば以下の
プロシージャを実行する。
１．ＮＧＳＭ＝ＡＧＳＭとすることにより、ＧＳＭ用に利用可能なリソースの設定を更新
する
２．ＮＵＭＴＳ＝ＡＵＭＴＳとすることにより、ＵＭＴＳ用に利用可能なリソースの設定
を更新する
３．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが存在する場合：
　ａ．ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭにＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ周波数を追加する
４．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが存在する場合：
　ａ．ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＧＳＭからＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ周波数を削除する
　ｂ．当該セルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭにそのようなＤｒｏ
ｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ周波数を追加する
５．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが存在する場合：
　ａ．ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳにＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ周波数を追加する
６．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが存在する場合：
　ａ．ＡｃｔｉｖｅＦｒｅｑＵＭＴＳからＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ周波数を削除
する
　ｂ．当該セルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳにそのようなＤｒ
ｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ周波数を追加する
７．ＡＧＳＭをリセットする
８．ＡＵＭＴＳをリセットする
９．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭをリセットする
１０．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭをリセットする
１１．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳをリセットする
１２．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳをリセットする
【００９８】
　セル再設定失敗再設定メッセージを受信したならば、無線コントローラは以下のプロシ
ージャを実行する。
１．ＡＧＳＭをリセットする
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２．ＡＵＭＴＳをリセットする
３．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが存在する場合：
　ａ．失敗したために追加されなかったリソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値を減ら
す
　ｂ．当該セルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＧＳＭリストにそのような
ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭ周波数を追加する
４．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが存在する場合：
　ａ．失敗したために追加されなかったリソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値を減ら
す
　ｂ．当該セルおよび隣接セルのＡｖａｉｌａｂｌｅＦｒｅｑＵＭＴＳリストにそのよう
なＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳ周波数を追加する
５．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭが存在する場合：
　ａ．失敗したために削除されなかったリソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値を増や
す
６．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳが存在する場合：
　ａ．失敗したために削除されなかったリソースの新たな量に比例してＮｔｏｔ値を増や
す
７．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＧＳＭをリセットする
８．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＧＳＭをリセットする
９．ＡｄｄＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳをリセットする
１０．ＤｒｏｐＣａｒｒｉｅｒＵＭＴＳをリセットする
【００９９】
　本例で指摘したように、セルラネットワークを再設定する方法は上述のように、無線コ
ントローラにより管理されるネットワーク内で、無線リソースを
　－例えば多システムの場合はセル内で、および／または
　－１個以上のシステムの場合は負荷の軽いセルから負荷の重いセルへ
転送することにより複数の基地局により管理されるセルの再設定を可能にする。
【０１００】
　本実施形態によれば、これらのセルは、セルを管理する基地局から独立に再設定される
ため、複数の基地局がカバーする領域内でのセルラネットワークの挙動を最適化すること
ができる。
【０１０１】
　一例として述べた本発明の実施形態において、管理対象セルラ無線移動システムは、Ｇ
ＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥおよびＵＭＴＳである。
【０１０２】
　当業者には理解されるように、本発明はまた他のセルラおよび無線システム、例えば再
設定可能な基地無線局を含むＣＤＭＡＯｎｅ、ＣＤＭＡ２０００、ＷＬＡＮ（８０２．１
１ｘ）、８０２．１６、ＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｓ、ＤＶＢ－Ｈ等に適用可能である。
【０１０３】
　本例において、２個の無線システムを管理できる再設定可能な基地局に言及しており、
本方法をその種の例について詳述してきた。
【０１０４】
　代替的な実施形態において、本方法はまた、１種類のシステムを管理できる再設定可能
な基地局を含むセルラネットワークに適用することができる。
【０１０５】
　あるいは、当業者には理解できるように、本方法はまた、３種類以上のシステムを管理
できる再設定可能な基地局を含むセルラネットワークにも適用することができる。
【０１０６】
　本発明によれば、無線コントローラ１０と基地局（ＢＳ１，．．，ＢＳＫ）との間の再
設定メッセージ用の通信プロトコルは、使用中のシステムから独立した特定の通信チャネ
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ルに送信されたプロトコル・メッセージの利用を可能にする。
【０１０７】
　本発明の更なる実施形態は、使用中のシステムに存在するチャネルの１個の通信チャネ
ルとして、例えば使用中のシステムの標準により提供されるチャネルの１個（例えばＧＳ
Ｍの場合はＡｂｉｓインタフェース、またはＵＭＴＳの場合はＩｕｂインタフェース）の
利用を可能にする。
【０１０８】
　そのような実施形態を実装すべく、当業者には明らかなように、無線コントローラ１０
と基地局（ＢＳ１，．．，ＢＳＫ）との間の通信チャネルの関連インタフェース管理プロ
トコル、例えば、ＧＳＭの場合は基地局トランシーバ管理すなわちＢＴＳＭ、ＵＭＴＳの
場合はノードＢアプリケーション部分ＮＢＡＰに対し、上述のようにプロトコル・メッセ
ージ、各々のフィールド、および関連プロシージャを挿入することにより必要な変更を行
なうことが適している。
【０１０９】
　本発明の好適な実施形態の記述は、プロシージャの初期動作条件が、例えばオペレータ
により実行される周波数計画に基づいていることを示す。
【０１１０】
　可能な変形例として、プロシージャの初期動作条件が、周波数計画が無い状態、すなわ
ち、ＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＧＳＭとＰｌａｎｎｅｄＦｒｅｑＵＭＴＳの量が空である状
態から出発し、そのような場合、２個のマクロ・ステップが進行している際に、本発明に
よる方法が自動的に、予め周波数計画を定めるためにオペレータの介入を必要とせずに、
各セルで使われる周波数を決定する。
【０１１１】
　好適な実施形態の記述では、無線リソースまたはチャネルとして周波数を識別した。
【０１１２】
　当業者には容易に理解できるように、識別された無線リソースはまた、セルラネットワ
ーク内における、ＣＤＭＡコード、時間スロットまたはその組合せであってもよく、従っ
て、更なる実施形態により本方法を実装すべくそのようなリソースの利用を可能にする。
【０１１３】
　記述したアーキテクチャは、複数の再設定可能な基地局により複数のセルを調べて再設
定すべく設定されている単一の無線コントローラに言及してきた。
【０１１４】
　当業者には容易に理解できるように、代替的な実施形態は、例えば、異なる無線コント
ローラにより制御されたセル間で無線リソースまたはチャネルを交換することにより、デ
ータやメッセージを交換し、且つ本発明による方法を広範に適用すべく設定されている複
数の相互接続された無線コントローラを含むアーキテクチャを提供することができる。
【０１１５】
　上述のように本発明は、負荷の軽いセルからそのようなリソースを取得することにより
、負荷の重いセルにより多くの無線リソースを割り当てるべくネットワークセルを動的に
再設定することを可能にする。
【０１１６】
　代替的な実施形態により、ネットワークセルのトラフィック量が変動した場合に、陳腐
化した、または過去に導入されたシステムに関連付けられた初期設定から、新規システム
に関連付けられた新たな設定に変換することにより、オペレータが無線装置または基地局
を再設定できるようにする。
【０１１７】
　そのような更なる実施形態は、新たに導入されたシステムへのトラフィックの変化を時
系列的に追跡することにより、あるシステムから別のシステムへのネットワーク変更を動
的に管理することに有用である。
【０１１８】
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　大きさ、形状、材料、部品、回路要素、接続、並びに構築の詳細事項および運用方法に
関して、単に非限定的な例として示した上の記述に対して、本発明から逸脱することなく
明らかな修正および変更を加えることが可能である点を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の好適な実施形態によるネットワークのアーキテクチャを模式的に示す。
【図２】ＧＳＭシステムとＵＭＴＳシステム間のリソース割当の例を示す。
【図３】セルの稼動状態の監視プロシージャを示すフロー図である。
【図４】セルの稼動状態の監視プロシージャを示すフロー図である。
【図５】本発明による再設定プロシージャの第１のステップを示す。
【図６】本発明による再設定プロシージャの第２のステップを示す。
【図７】本発明による再設定プロシージャの第２のステップを示す。
【図８】本発明による再設定プロシージャの第２のステップを示す。
【図９】再設定メッセージを受信した際に基地無線局により実行されるプロシージャを示
す。
【図１０】本発明の好適な実施形態に関係するプロトコル・メッセージの構造を示す。
【図１１】本発明の好適な実施形態に関係するプロトコル・メッセージの構造を示す。
【図１２】本発明の好適な実施形態に関係するプロトコル・メッセージの構造を示す。

【図１】
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