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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイロット信号の送信電力を変更することが可能な基地局を有する無線通信システムに
おいて基地局から送信すべきパイロット信号の送信電力に関する演算を行う計算装置であ
って、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得する実測結果取得手段と、
　伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推
定結果を、前記実測結果に基づいて補正する推定結果補正手段と、
　前記推定結果補正手段により補正された推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべ
きパイロット信号の送信電力を検証し、検証された送信電力の値を得る送信電力検証手段
と、
を有し、
　前記送信電力検証手段は、前記推定結果補正手段によって補正された前記推定結果を基
に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ低減した場合の各観測点
の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測点の低減後推定値から、移動体端末
が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判断し、
　前記実測結果取得手段によって取得される前記実測結果には、前記移動体端末が送信し
ている信号の送信電力が更に含まれており、
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　前記送信電力検証手段は、前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端
末の最大送信電力から前記低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパ
イロット信号の送信電力を前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最
大送信電力を超えてしまう実測点があるか否か判定する、計算装置。
【請求項２】
　パイロット信号の送信電力を、前記送信電力検証手段によって得られた送信電力とする
ように前記基地局に指示する送信電力指示手段を更に有する請求項１に記載の計算装置。
【請求項３】
　前記推定結果補正手段は、各観測点での推定値を、該観測点から所定範囲内の位置にあ
る実測点での実測値に基づいて補正する、請求項１に記載の計算装置。
【請求項４】
　前記推定結果補正手段は、前記観測点から前記所定範囲内の位置にある実測点の実測値
のうち、該観測点での推定値との差が所定の差分閾値以上である実測値を、該推定値の補
正に用いるものから除外する、請求項３に記載の計算装置。
【請求項５】
　前記推定結果補正手段は、前記観測点での推定値に、該推定値と該推定値の補正に用い
る実測値との差分の平均値を加算することにより、該推定値を補正する、請求項３または
４に記載の計算装置。
【請求項６】
　前記推定結果補正手段は、前記所定範囲内に実測点がない観測点については、前記基地
局までの距離が該観測点よりも遠い実測点と近い実測点の両方あるいは一方を該観測点の
推定値の補正に用いるものとし、該推定値の補正に用いる実測点の実測値と、前記基地局
から該観測点までの距離と前記基地局から該実測点までの距離の差と、を用いた演算によ
り、該観測点の推定値を補正する、請求項１に記載の計算装置。
【請求項７】
　前記送信電力検証手段は、前記各観測点を含む地域の地図情報を保持しており、前記各
観測点の前記低減後推定値を含む低減後推定結果と地図情報を用いて、前記不感地帯が、
通信できないことを許容できる場所であるか否か判定する、請求項１に記載の計算装置。
【請求項８】
　前記送信電力検証手段は、前記不感地帯が発生する場合、前記基地局に隣接している隣
接基地局の推定結果から、該隣接基地局のパイロット信号の送信電力を所定の増加値だけ
増加させることにより、該隣接基地局のセルで該不感地帯をカバーできるか否か判断する
、請求項１または７に記載の計算装置。
【請求項９】
　前記送信電力検証手段は、前記低減後推定値と前記移動体端末の最低受信感度とを比較
することにより、前記基地局のパイロット信号の送信電力を前記低減値だけ低減した場合
に該パイロット信号を受信できなくなる実測点があるか否か判定する、請求項１に記載の
計算装置。
【請求項１０】
　前記送信電力検証手段は、前記基地局のパイロット信号の送信電力を前記低減値だけ低
減した場合に該パイロット信号を受信できなくなる実測点があれば、前記基地局に隣接し
ている隣接基地局の推定結果から、該隣接基地局のパイロット信号の送信電力を所定の増
加値だけ増加させることにより、該隣接基地局のセルを該実測点まで拡張することができ
るか否か判断する、請求項９に記載の計算装置。
【請求項１１】
　前記送信電力検証手段は、移動体端末の送信電力が、該移動体端末の最大送信電力から
前記低減値だけ減算した値よりも大きければ、前記基地局のパイロット信号の送信電力を
前記低減値だけ低減した場合に、該移動体端末の実測点では、要求される送信電力が前記
最大送信電力を超えてしまうと判断する、請求項１に記載の計算装置。
【請求項１２】
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　前記送信電力検証手段は、前記基地局のパイロット信号の送信電力を前記低減値だけ低
減した場合に、要求される送信電力が前記最大送信電力を超えてしまう実測点があれば、
前記基地局に隣接している隣接基地局の推定結果から、該隣接基地局のパイロット信号の
送信電力を所定の増加値だけ増加させることにより、該隣接基地局のセルを該実測点まで
拡張することができるか否か判断する、請求項１または１１に記載の計算装置。
【請求項１３】
　前記実測結果取得手段によって取得される前記実測結果には、前記実測値が測定された
日時を表す日時情報が更に含まれており、
　前記実測結果取得手段、前記推定結果補正手段、および前記送信電力検証手段は、前記
日時情報に基づいて複数の時間帯に対してそれぞれに処理を行い、
　前記送信電力指示手段は、前記時間帯のそれぞれにおいて、該時間帯に対して得られた
送信電力でパイロット信号を送信するように前記基地局に指示する、
請求項２に記載の計算装置。
【請求項１４】
　前記時間帯は、１日の中の各時間帯、１週間の中の各曜日、１か月の中の各日、１年間
の中の各月、あるいは１年の中の各季節である、請求項１３に記載の計算装置。
【請求項１５】
　前記実測結果取得手段によって取得される前記実測結果には、前記実測値が測定された
日時を表す日時情報が更に含まれており、
　前記実測結果取得手段、前記推定結果補正手段、および前記送信電力検証手段は、前記
日時情報に基づいて、直近過去の所定時間に対する処理を逐次行っており、
　前記送信電力指示手段は、前記送信電力検証手段で逐次得られた送信電力でパイロット
信号を送信するように前記基地局に指示する、
請求項２に記載の計算装置。
【請求項１６】
　パイロット信号の送信電力を変更することが可能な基地局を有する無線通信システムに
おいて基地局から送信すべきパイロット信号の送信電力を制御する基地局制御装置であっ
て、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得する実測結果取得手段と、
　伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推
定結果を、前記実測結果に基づいて補正する推定結果補正手段と、
　前記推定結果補正手段により補正された推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべ
きパイロット信号の送信電力を検証し、検証された送信電力の値を得る送信電力検証手段
と、
　パイロット信号の送信電力を、前記送信電力検証手段によって得られた送信電力とする
ように前記基地局に指示する送信電力指示手段と、
を有し、
　前記送信電力検証手段は、前記推定結果補正手段によって補正された前記推定結果を基
に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ低減した場合の各観測点
の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測点の低減後推定値から、移動体端末
が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判断し、
　前記実測結果取得手段によって取得される前記実測結果には、前記移動体端末が送信し
ている信号の送信電力が更に含まれており、
　前記送信電力検証手段は、前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端
末の最大送信電力から前記低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパ
イロット信号の送信電力を前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最
大送信電力を超えてしまう実測点があるか否か判定する、基地局制御装置。
【請求項１７】
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　自身が形成するセル内の移動体端末に送信するパイロット信号の送信電力を変更するこ
とが可能な基地局と、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得し、伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各
観測点の受信電力の推定値を含む推定結果を、前記実測結果に基づいて補正し、該補正さ
れた推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべきパイロット信号の送信電力を検証し
、パイロット信号の送信電力を、検証された送信電力の値とするように前記基地局に指示
する基地局制御装置と、
を有し、
　前記基地局制御装置は、
　前記補正された前記推定結果を基に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の
低減値だけ低減した場合の各観測点の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測
点の低減後推定値から、移動体端末が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判
断し、
　前記実測結果には、前記移動体端末が送信している信号の送信電力が更に含まれており
、
　前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端末の最大送信電力から前記
低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパイロット信号の送信電力を
前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最大送信電力を超えてしまう
実測点があるか否か判定する、無線通信システム。
【請求項１８】
　パイロット信号の送信電力を変更することが可能な基地局を有する無線通信システムに
おいて基地局から送信すべきパイロット信号の送信電力に関する演算を行う計算方法であ
って、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得し、
　伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推
定結果を、前記実測結果に基づいて補正し、
　該補正された推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべきパイロット信号の送信電
力を検証し、パイロット信号の送信電力を、検証された送信電力の値とするように前記基
地局に指示し、
　前記補正された前記推定結果を基に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の
低減値だけ低減した場合の各観測点の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測
点の低減後推定値から、移動体端末が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判
断し、
　前記実測結果には、前記移動体端末が送信している信号の送信電力が更に含まれており
、
　前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端末の最大送信電力から前記
低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパイロット信号の送信電力を
前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最大送信電力を超えてしまう
実測点があるか否か判定する、計算方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　複数のセルで通信エリアをカバーする移動体通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の基地局を配置し、各基地局によりセルを形成し、それらのセルによって通信エリ
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アをカバーする移動体通信システムがある。移動体通信システムでは、基地局から無線電
波でセルに送信することができる下り信号の送信電力には限りがある（特許文献１参照）
。そのため、その基地局と通信している移動体端末の数が増加しすぎ、トラヒックが過剰
となった基地局では、全ての移動体端末へのデータを十分な電力で送信することができな
くなる。
【０００３】
　そのような状態は、トラヒックが過剰となった基地局から隣接基地局にトラヒックを移
行させることにより、回避することができる。ある基地局から隣接基地局にトラヒックを
移行させるには、その基地局からのパイロット信号の送信電力を下げればよい（特許文献
２参照）。トラヒックが過剰となっている基地局からのパイロット信号の送信電力を下げ
れば、その基地局のトラヒックは隣接基地局に移行していく。
【０００４】
　ただし、ある基地局からのパイロット信号の送信電力を下げると、移動体端末がどの基
地局とも接続できない不感地帯（エリアホール）が生まれる恐れがある。その場合には、
隣接基地局からのパイロット信号の送信電力を上げることにより、エリアホールの発生を
防止するとよい。
【０００５】
　特許文献３には、ある基地局のセルでの通信が不能なエリアが生じるとき、隣接基地局
からのパイロット信号の送信電力を上げることにより、隣接基地局のセルで通信不能のエ
リアをカバーする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－７７０４０号公報
【特許文献２】特表２００５－５１５６４８号公報
【特許文献３】特開２００３－２７４４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、現実には、基地局を新設するとき（置局時）に、その基地局からのパイロット
信号の送信電力を一旦設定したら、その送信電力を事後的に調整することは容易ではなか
った。例えば、基地局からのパイロット信号の送信電力によって、その基地局に移動体端
末が接続できる地理的範囲が決まるため、パイロット信号の送信電力を低減すると、エリ
アホールが発生したり、そのエリアホールにいる移動体端末が現実にどの基地局にも接続
できなくなったりする恐れがあった。
【０００８】
　そのため実際のシステム運用においては、基地局からのパイロット信号の送信電力を僅
かずつ下げながら、各基地局に接続する移動体端末数の減少やユーザからの苦情などの情
報を収集し、その情報を確認するという作業を繰り返す必要があった。そして、このよう
なカットアンドトライの調整作業には多大な工数や期間が必要とされていた。
【０００９】
　また、隣接基地局からのパイロット信号の送信電力を上げることによりエリアホールの
発生を防止する場合、隣接する基地局同士の相互の影響を考慮して調整を進める必要があ
るため作業が複雑であり、また基地局同士の良好な関係を見つけ出すのは容易でなかった
。
【００１０】
　また、ある基地局から隣接基地局にトラヒックを移行させれば隣接基地局のトラヒック
が増加するため、隣接基地局での輻輳にも配慮する必要があった。そのため、トラヒック
の移行元と移行先の双方の基地局のパイロット信号の送信電力を僅かずつ変更しながら、
各基地局の輻輳状況を確認するという作業を繰り返す必要があった。
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【００１１】
　本発明の目的は、基地局装置によってセルを形成する無線通信ステムにおいて基地局装
置の適切な送信電力を容易に決めることを可能にする技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の計算装置は、パイロット信号の送信電力を変更す
ることが可能な基地局を有する無線通信システムにおいて基地局から送信すべきパイロッ
ト信号の送信電力に関する演算を行う計算装置であって、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得する実測結果取得手段と、
　伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推
定結果を、前記実測結果に基づいて補正する推定結果補正手段と、
　前記推定結果補正手段により補正された推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべ
きパイロット信号の送信電力を検証し、検証された送信電力の値を得る送信電力検証手段
と、
を有し、
　前記送信電力検証手段は、前記推定結果補正手段によって補正された前記推定結果を基
に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ低減した場合の各観測点
の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測点の低減後推定値から、移動体端末
が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判断し、
　前記実測結果取得手段によって取得される前記実測結果には、前記移動体端末が送信し
ている信号の送信電力が更に含まれており、
　前記送信電力検証手段は、前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端
末の最大送信電力から前記低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパ
イロット信号の送信電力を前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最
大送信電力を超えてしまう実測点があるか否か判定する構成である。
【００１３】
　また、本発明の計算方法は、パイロット信号の送信電力を変更することが可能な基地局
を有する無線通信システムにおいて基地局から送信すべきパイロット信号の送信電力に関
する演算を行う計算方法であって、
　前記基地局が形成しているセルで該基地局と通信している移動体端末について、該移動
体端末での該基地局から受信される信号の受信電力の実測値と該実測値が測定された実測
点の位置とを含む実測結果を取得し、
　伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推
定結果を、前記実測結果に基づいて補正し、
　該補正された推定結果に基づいて、前記基地局から送信すべきパイロット信号の送信電
力を検証し、パイロット信号の送信電力を、検証された送信電力の値とするように前記基
地局に指示し、
　前記補正された前記推定結果を基に、前記基地局のパイロット信号の送信電力を所定の
低減値だけ低減した場合の各観測点の受信電力である低減後推定値を算出し、前記各観測
点の低減後推定値から、移動体端末が基地局に接続できない不感地帯が発生するか否か判
断し、
　前記実測結果には、前記移動体端末が送信している信号の送信電力が更に含まれており
、
　前記実測結果に含まれている前記送信電力と、前記移動体端末の最大送信電力から前記
低減値を減算した値とを比較することにより、前記基地局のパイロット信号の送信電力を
前記低減値だけ低減した場合に、要求される送信電力が前記最大送信電力を超えてしまう
実測点があるか否か判定する方法である。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明によれば、無線通信システムにおける基地局からの無線伝搬を、理論シミュレー
ションを実測値で補正することにより推定するので、基地局の適切な送信電力を容易に決
めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態による無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態によるサーバ１０の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態によるサーバ１０の動作例を示すフローチャートである。
【図４】サーバ１０の備えるデータベースの一例を示す図である。
【図５】電力調整の様子について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、本実施形態による無線通信システムの構成を示すブロック図である。図１を参
照すると、無線通信システムはサーバ１０および基地局装置１１、１２を有している。
【００１８】
　移動体端末１５は、無線で基地局装置１１、１２と接続し、通信を行う端末である。移
動体端末１５は、例えばサーバ１０からの指示によって、自身の位置情報、基地局装置に
送信している信号の送信電力、および基地局装置からのパイロット信号の受信電力をサー
バ１０に通知する機能を備えている。
【００１９】
　基地局装置１１、１２は、それぞれ無線電波を送出することによりセル１３、１４を形
成し、移動体端末１５と接続する無線通信装置である。
【００２０】
　基地局装置１１、１２は、例えばサーバ１０からの指示によって、個別チャネルで各移
動体端末１５へ送信している信号の送信電力、および自身の総送信電力に対する全送信電
力の割合をサーバ１０に通知する機能を備えている。総送信電力とは、その基地局自身が
送信することができる最大の送信電力である。全送信電力とは、その基地局自身が送信し
ている信号の送信電力の合計である。
【００２１】
　また、基地局装置１１、１２は、サーバ１０からの指示に従ってパイロット信号の送信
電力を変更する機能を備えている。周波数資源を有効に利用するために、一般的にパイロ
ット信号の送信電力は、通信を正常に行うことができる範囲で、できるだけ低減するよう
に制御される。本実施形態では、送信電力を削減する対象は、基地局装置１１およびその
基地局装置１１によって形成されるセル１３であるとする。基地局装置１２は基地局装置
１１の隣接基地局であり、基地局装置１２が形成するセル１４は基地局装置１１が形成す
るセル１３の隣接セルであるとする。
【００２２】
　サーバ１０は、基地局装置１１、１２に接続されており、それらを制御する基地局制御
装置である。サーバ１０は、基地局装置１１、１２および移動体端末１５から各種情報を
取得し、その情報を基に各基地局装置１１、１２のパイロット信号の送信電力を制御する
。
【００２３】
　サーバ１０は、セル１３で基地局装置１１と通信している複数の移動体端末１５から、
それらの移動体端末１５での基地局装置１１から受信される信号の受信電力の実測値とそ
の実測値が測定された実測点の位置とを含む実測結果を取得する。そして、サーバ１０は
、一例として通信エリアを格子状に分割した複数の観測点について、伝搬モデルを用いた
理論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定値を含む推定結果を、移動体端末
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１５から取得した実測結果に基づいて補正することにより、各観測点の補正後の推定結果
を算出する。
【００２４】
　図２は、本実施形態によるサーバ１０の構成を示すブロック図である。図２を参照する
と、サーバ１０は、実測結果取得部２１、推定結果補正部２２、送信電力検証部２３、お
よび送信電力指示部２４を有している。
【００２５】
　実測結果取得部２１は、セル１３で基地局装置１１と通信している移動体端末１５に指
示することにより、その移動体端末１５で基地局装置１１から受信される信号の受信電力
の実測値とその実測値が測定された実測点の位置とを含む実測結果を取得する。
【００２６】
　なお、本実施形態では一例として、上述したように送信電力を低減させる対象としてセ
ル１３が選択されているが、その選択方法は特に限定されない。例えば、実測結果取得部
２１が各基地局装置１１、１２から、総送信電力に対する全送信電力の割合を取得し、そ
の割合が所定の閾値を上回っているセルが輻輳していると判断し、そのセルを送信電力を
低減させる対象とすればよい。
【００２７】
　推定結果補正部２２は、伝搬モデルを用いた理論シミュレーションにより、各観測点の
受信電力の推定値を含む推定結果を算出し、あるいはそのような推定結果を予め与えられ
ており、その推定結果を実測結果に基づいて補正する。ここで用いる伝搬モデルについて
は特に限定されない。また、推定結果を実測結果で補正する方法については一例を後述す
る。
【００２８】
　送信電力検証部２３は、推定結果補正部２２により補正された推定結果に基づいて、現
在の送信電力の値あるいは低減した場合の送信電力の値を検証することにより、基地局装
置１１から送信すべきパイロット信号の送信電力を決定する。例えば、低減した場合の送
信電力の値を検証し、良好な結果が得られたら、その値を、基地局装置１１から送信すべ
きパイロット信号の送信電力に決定すればよい。より具体的な検証方法については一例を
後述する。
【００２９】
　送信電力指示部２４は、パイロット信号の送信電力を、送信電力検証部２３によって決
定された送信電力とするように基地局装置１１に指示する。
【００３０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、理論シミュレーションを実測値で補正する
ことにより無線伝搬を推定し、その結果から基地局装置の送信電力を決定するので、基地
局装置の適切な送信電力を容易に決めることができる。
【００３１】
　次に、伝搬モデルを用いた理論シミュレーションによる推定結果を実測結果で補正する
方法の一例について説明する。この補正は推定結果補正部２２により行われる。ここに示
す例では観測点の付近に実測点があるか否かによって補正方法が異なる。
【００３２】
　観測点から所定範囲内の位置に実測点がある場合、その実測点での実測値に基づいて観
測点の推定値を補正する。所定範囲は例えば観測点から２０ｍ以内の範囲である。
【００３３】
　推定結果補正部２２は、各観測点での推定値を、その観測点から所定範囲内の位置にあ
る実測点での実測値に基づいて補正する。具体的な例としては、推定結果補正部２２は、
観測点での推定値に、その推定値とその推定値の補正に用いる実測値との差分の平均値を
加算すればよい。
【００３４】
　また、そのとき、推定結果補正部２２は、観測点から所定範囲内の位置にある実測点の
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実測値のうち、観測点での推定値との差が所定の差分閾値以上である実測値を、その推定
値の補正に用いるものから除外する。これは、観測点での推定値との差が所定の差分閾値
以上である実測値は、屋内の観測点のものであると判断し、それを除外するものである。
【００３５】
　所定範囲内に実測点がない観測点については、基地局装置１１までの距離が観測点より
も遠い実測点と近い実測点の両方あるいは一方をその観測点の推定値の補正に用いるもの
とする。推定結果補正部２２は、推定値の補正に用いる実測点の実測値と、基地局装置１
１から観測点までの距離と基地局装置１１から実測点までの距離の差と、を用いた演算に
より、観測点の推定値を補正する。
【００３６】
　次に、基地局装置１１から送信すべきパイロット信号の送信電力を検証する方法の一例
について説明する。
【００３７】
　サーバ１０は、補正後の推定結果を基に、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力
を所定の低減値だけ低減した場合の各観測点の受信電力である低減後推定値を算出し、そ
の低減後推定値から不感地帯が発生するか否か判断する。不感地帯は移動体端末１５が基
地局装置１１に接続できない地帯のことである。
【００３８】
　不感地帯が発生しなければ、あるいは発生する不感地帯が、通信できないことを許容で
きる場所であれば、その低減値だけパイロット信号の送信電力を低減してもよいと判断で
きる。ある場所が、通信ができないことを許容できる場所であるか否かの判定については
、例えば、送信電力検証部２３が、各観測点を含む地域の地図情報を予め保持しており、
各観測点の低減後推定値を含む低減後推定結果と地図情報を用いて、発生する不感地帯が
、通信できないことを許容できる場所であるか否か判定する。山や池の上では通信できな
いことを許容することが考えられる。
【００３９】
　その場合、送信電力検証部２３は、推定結果補正部２２によって補正された推定結果を
基に、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ低減した場合の各
観測点の受信電力である低減後推定値を算出し、その各観測点の低減後推定値から、移動
体端末１５が基地局装置１１に接続できない不感地帯が発生するか否か判断する。
【００４０】
　また、送信電力検証部２３は、不感地帯が発生する場合、基地局装置１１に隣接してい
る基地局装置１２により、基地局装置１２のセル１４で不感地帯をカバーできるか否か判
断し、それができる場合には基地局装置１２の送信電力を増加させることを決定する。例
えば不感地帯が発生するのであれば、送信電力検証部２３は、基地局装置１２の推定結果
から、その基地局装置１２のパイロット信号の送信電力を所定の増加値だけ増加させるこ
とにより、基地局装置１２のセル１４で不感地帯をカバーできるか否か判断する。
【００４１】
　また、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ
低減した場合にパイロット信号を受信できなくなる実測点があるか否かによって、その低
減値だけパイロット信号を低減してよいかどうか判断する。
【００４２】
　その場合、送信電力検証部２３は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力の低減
後の推定値と移動体端末１５の最低受信感度とを比較する。そして、送信電力検証部２３
は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減値だけ低減した場合にパイロット
信号を受信できなくなる実測点があるか否か判定する。
【００４３】
　更に、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減した場合にパ
イロット信号を受信できなくなる実測点があった場合、基地局装置１１に隣接する基地局
装置１２のセルでその実測点をカバーできるのであれば、そのようにする。
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【００４４】
　その場合、送信電力検証部２３は、基地局装置１１に隣接する基地局装置１２の推定結
果から、基地局装置１２のパイロット信号の送信電力を所定の増加値だけ増加させること
により、基地局装置１２のセルで、その実測点をカバーできるか否か判断する。
【００４５】
　また、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減値だけ低減し
た場合に、要求される送信電力が最大送信電力を超えてしまう実測点があるか否かによっ
て、その低減値だけパイロット信号を低減してよいかどうか判断する。
【００４６】
　実測結果取得部２１によって取得される実測結果には、移動体端末１５が送信している
信号の送信電力が更に含まれているものとする。そして、送信電力検証部２３は、その実
測結果に含まれている送信電力と、移動体端末１５の最大送信電力から低減値を減算した
値とを比較することにより、要求される送信電力が最大送信電力を超えてしまか否か判定
する。
【００４７】
　より具体的には、送信電力検証部２３は、移動体端末１５の送信電力が、その移動体端
末１５の最大送信電力から低減値だけ減算した値よりも大きければ、基地局装置１１のパ
イロット信号の送信電力を低減値だけ低減した場合に、移動体端末１５の実測点では、要
求される送信電力が最大送信電力を超えてしまうと判断する。
【００４８】
　更に、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減値だけ低減す
ると、要求される送信電力が最大送信電力を超えてしまう実測点があった場合、基地局装
置１１に隣接する基地局装置１２のセルでその実測点をカバーできるのであれば、そのよ
うにする。
【００４９】
　その場合、送信電力検証部２３は、基地局装置１１に隣接している基地局装置１２の推
定結果から、基地局装置１２のパイロット信号の送信電力を所定の増加値だけ増加させる
ことにより、基地局装置１２のセルでその実測点をカバーできるか否か判断する。
【００５０】
　上述した検証方法における各検証処理を実施する順序は特に限定されないが、ここでは
一連の処理の流れの一例について説明する。図３は、本実施形態によるサーバ１０の動作
例を示すフローチャートである。図３を参照すると、サーバ１０は、まず移動体端末１５
および基地局装置１１、１２から各種情報を取得する（ステップ１０１）。
【００５１】
　具体的には、サーバ１０は、移動体端末１５から、その移動体端末１５の位置、受信電
力、および送信電力を取得する。またサーバ１０は、基地局装置１１、１２から、その移
動体端末１５への個別チャネルの送信電力と、その移動体端末１５が通信している基地局
装置の識別番号を取得する。また、サーバ１０は、各基地局装置１１、１２の総送信電力
に対する全送信電力の割合を取得する。
【００５２】
　次に、サーバ１０は、収集した情報を用いて、基地局装置１１、１２の無線伝搬のシミ
ュレーションを行う（ステップ１０２）。その際、サーバ１０は、伝搬モデルを用いた理
論シミュレーションによる各観測点の受信電力の推定結果を、移動体端末１５から取得し
た実測結果に基づいて補正することにより、各観測点の補正後の推定結果を算出する。
【００５３】
　ここでは基地局装置１１が送信電力を低減する対象であるとする。サーバ１０は、次に
、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を所定の低減値だけ低減した場合の無線伝
搬のシミュレーションを行う（ステップ１０３）。具体的には、ステップ１０２で得られ
た推定値から低減値を減算すればよい。
【００５４】
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　次に、サーバ１０は、低減後のシミュレーションの結果から不感地帯が発生するか否か
判定する（ステップ１０４）。不感地帯が発生しないのであれば、サーバ１０は、基地局
装置１１のパイロット信号の送信電力を低減値だけ低減することを決定する（ステップ１
０５）。
【００５５】
　ステップ１０４の判定で不感地帯が発生すると判定されたら、サーバ１０は、次に、不
感地帯に実測点があるか否か判定する（ステップ１０６）。これは移動体端末１５から取
得した位置の情報から判定することができる。不感地帯に実測点がなければ、サーバ１０
は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減値だけ低減することを決定する（
ステップ１０５）。
【００５６】
　また、ステップ１０６の判定で不感地帯に実測点があると判定された場合、サーバ１０
は、次に、その不感地帯を隣接局によってカバーすることができるか否か判定する（ステ
ップ１０７）。具体的には、基地局装置１１に隣接する基地局装置１２のパイロット信号
の送信電力を所定の増加値だけ増加させたシミュレーションで、不感地帯が基地局装置１
２のセル１４によりカバーされるか否か判定する。また、その際に、不感地帯をカバーす
ることにより、基地局装置１２に輻輳が発生しないかどうかを考慮して判定してもよい。
基地局装置１２に輻輳が発生する場合には、基地局装置１２のセル１４で不感地帯をカバ
ーすることはできないと判断する。
【００５７】
　基地局装置１２のセル１４で不感地帯をカバーすることができる判定された場合、サー
バ１０は、送信電力の低減の対象局である基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を
低減させるとともに、基地局装置１１の隣接局である基地局装置１２のパイロット信号の
送信電力を増加させる（ステップ１０８）。また、基地局装置１２のセル１４で不感地帯
をカバーすることができない判定された場合、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロッ
ト信号の送信電力を低減させることを諦めて現状を維持する（ステップ１０９）。
【００５８】
　次に、無線通信システムがＷ－ＣＤＭＡネットワークである場合の実施例のシステムの
動作について説明する。
【００５９】
　＜１＞　まず、サーバ１０は、移動体端末１５あるいは基地局装置１１、１２から、移
動体端末１５の位置、受信電力、送信電力、基地局装置１１、１２が移動体端末１５に送
信している個別チャネルの送信電力、移動体端末１５が通信している基地局装置１１、１
２の識別番号の５つのデータを収集する。また、サーバ１０は、基地局装置１１、１２か
ら、それぞれの総送信電力に対する全送信電力の割合を収集する。
【００６０】
　その際、サーバ１０は、ＲＲＣメッセージ：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
を用いて、移動体端末１５に、パイロット信号の受信電力と、移動体端末１５の送信電力
と、移動体端末１５のＧＰＳ情報とを定期的に送信するように指示する。指示を受けた移
動体端末１５は、ＲＲＣメッセージ：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを用いて、
指示された情報を定期的に送信する。サーバ１０は、移動体端末１５からＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信したら、そのメッセージに含まれている各種情報を自身の
備えるデータベースに格納する。
【００６１】
　図４は、サーバ１０の備えるデータベースの一例を示す図である。図４の例では、デー
タベースには、時刻情報、セルＩＤ、移動体端末１５の位置を示す緯度および経度、移動
体端末１５のパイロット信号の受信電力、移動体端末１５の送信電力、基地局装置１１か
ら移動体端末１５への個別チャネルの送信電力が記録される。
【００６２】
　また、サーバ１０は、ＮＢＡＰメッセージ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
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ｎｔ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎを用いて、移動体端末１５に送信している個別チャネルの送
信電力（Ｃｏｄｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｐｏｗｅｒ）を送信するように基地局装置１１に指示
する。指示を受けた基地局装置１１は、ＮＢＡＰメッセージ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを用いて、指示された移動体端末１５のＣｏｄｅ　Ｄ
ｏｍａｉｎ　Ｐｏｗｅｒをサーバ１０に送信する。Ｃｏｄｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｐｏｗｅｒ
を受信したサーバ１０は、その情報をデータベースに格納する。
【００６３】
　また、サーバ１０はＮＢＡＰメッセージ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｉ
ｎｉｔｉａｔｉｏｎを用いて、総送信電力に対する全送信電力の割合（Ｔｒａｎｓｍｉｔ
ｔｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｏｗｅｒ）を送信するよう基地局装置１１に指示する。指示
を受けた基地局装置１１は、ＮＢＡＰメッセージ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇを用いて、Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｏｗｅ
ｒをサーバ１０に送信する。
【００６４】
　サーバ１０は、定期的に受信した複数のＴｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐ
ｏｗｅｒのうち最繁時間帯のデータをピックアップし、それらの平均値を算出する。その
平均値が所定の閾値を上回っていたら、その基地局装置１１のセル１３が輻輳していると
判断し、そのセル１３を、送信電力を調整（低減）する対象とする。Ｔｒａｎｓｍｉｔｔ
ｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｏｗｅｒの平均値に対する閾値は、例えば５０％とすればよい
。
【００６５】
　続いて、サーバ１０は、移動体端末１５から受信した受信電力の値を基に無線伝搬のシ
ミュレーションを行う。
【００６６】
　まず、端末情報を使用しないシミュレーションの方法について説明する。
【００６７】
　セル１３を形成している基地局装置１１のアンテナの緯度および経度の情報を用いて無
線伝播シミュレーションを実行する。このシミュレーションに利用できる伝搬モデルはい
くつかあるが、ここではＣＯＳＴ２３１　ＨＡＴＡモデルを利用する例を示す。
【００６８】
　ＣＯＳＴ２３１　ＨＡＴＡモデルの理論的なシミュレーションによれば伝搬式は式（１
）によって表すことができる。
【００６９】
【数１】

【００７０】
　なお、式（１）において、ｆは周波数（ＭＨｚ）であり、ｈbは基地局装置１１のアン
テナの高さ（ｍ）であり、Ｒは移動体端末１５と基地局装置１１の距離（ｋｍ）である。
また、ｈmは移動体端末１５の高さであるが、その正確な値が不明なので、立っている人
が耳に当てたときの移動体端末１５の高さとして１．５ｍを用いればよい。
【００７１】
　＜２＞　次に、理論シミュレーションによる推定結果を実測値で補正する方法について
説明する。
【００７２】
　まず、地図情報を基に通信エリアを格子状に切り、移動体端末の位置情報を基に、移動
体端末１５から取得した情報を格子に紐付ける。
【００７３】
　実測点ｉ（ｉ＝１～Ｍ）に対して、その実測点での実測結果ｍiと、その実測点の位置
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）を算出する。ここで、Ｍは基地局装置１１のセル１３で取得されたパイロット信号の受
信電力のサンプル数である。観測点での推定結果ｐiは、式（１）の伝搬式によって算出
された理論的な受信電力の値である。Ｎは実測点から２０ｍ以内にある格子の個数である
。
【００７４】
　差分Δiは式（２）によって表すことができる。
【００７５】
【数２】

【００７６】
　また、ここでは屋内の実測点による実測値をシミュレーションから除外するために、差
分Δiが１０ｄＢ以上の実測点は屋内点であると仮定して除外することとする。
【００７７】
　ここまでに得たΔiを用いて、各格子の観測点における推定値に対する補正を行う
。観測点の補正は以下に示す（ａ）～（ｃ）のように場合分けして行われる。
【００７８】
　（ａ）　最も近接する実測点との距離が２０ｍ以内にある観測点
　最も近接する実測点ｎとの距離が２０ｍ以内にある観測点の推定値は、その最も近接す
る実測点での差分Δnによって式（３）のように補正する。ここでは補正前の推定値がｐ
であり、補正後の推定値がｐ´である。
【００７９】

【数３】

【００８０】
　（ｂ）　（ａ）に当てはまらない観測点のうち、基地局装置１１までの距離が観測点よ
りも遠い実測点と近い実測点がそれぞれ１個以上存在する観測点
　基地局装置１１までの距離が観測点よりも遠い実測点を実測点ｎとし、近い実測点を実
測点ｍとする。この場合には、基地局装置１１までの距離が観測点よりも遠い実測点ｎに
おける差分Δnと、近い実測点ｍにおける差分Δmとを用いて、観測点の推定値を式（４）
のように補正する。ここでは基地局装置１１から実測点ｎまでの距離と基地局装置１１か
ら観測点までの距離との差をｄnとし、基地局装置１１から実測点ｍまでの距離と基地局
装置１１から観測点までの距離との差をｄmとする。
【００８１】

【数４】

【００８２】
　（ｃ）　（ａ）に当てはまらない観測点のうち、基地局装置１１までの距離が観測点よ
りも遠い実測点か近い実測点のいずれか一方のみが存在する観測点
　基地局装置１１までの距離が観測点よりも遠いあるいは近い実測点を実測点ｎとする。
この場合には、基地局装置１１までの距離が観測点よりも遠いあるいは近い実測点ｎにお
ける差分Δnを用いて、観測点の推定値を式（５）のように補正する。ここでは基地局装
置１１から実測点ｎまでの距離と基地局装置１１から観測点までの距離との差をｄとする
。ａは適宜選択される重み付け係数である。
【００８３】
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【数５】

【００８４】
　以上のように計算し、移動体端末１５から取得したデータを使いサーバ１０内部で無線
伝播シミュレーションを行う。
【００８５】
　＜３＞　次に、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減した
場合の無線伝搬シミュレーションを行う。
【００８６】
　送信電力を低減した場合のシミュレーションは＜２＞で得られた現状態でのシミュレー
ション結果の推定値から所定の低減値を減算することにより行うことができる。
【００８７】
　例えば、パイロット信号の送信電力の低減値を－ｘｄＢとする場合、低減後の推定値ｐ
″は式（６）により得られる。
【００８８】

【数６】

【００８９】
　＜４＞　次に、サーバ１０は、移動体端末１５から取得した受信電力および送信電力の
情報から、基地局装置１１との間で信号が届く限界地点にユーザが存在するか否かを確認
する。限界地点は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減したら信号が届か
なくなる地点である。これを確認するのは、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力
を低減した場合に実際に影響を受ける移動体端末１５が存在するか否かを確認するもので
ある。そのような地域に実測点が存在するか否かにより、これを判断することができる。
【００９０】
　ここでは例えば、移動体端末１５が許容する最低受信感度をＲＳＣＰ＝ｙｄＢｍとし、
パイロット信号の送信電力の低減値をｘｄＢとする。
【００９１】
　サーバ１０は、まず１つの実測結果を選択し、その移動体端末１５の受信電力をデータ
ベースから取得する。その受信電力ＲＳＣＰがＲＳＣＰ＜ｙ＋ｘｄＢｍであった場合、基
地局装置１１のパイロットの送信電力ｙｄＢｍをｘｄＢだけ落とすとＲＳＣＰ＜ｙｄＢｍ
となる。そのことから、そのユーザ（移動体端末１５）には影響が及ぶことがわかる。
【００９２】
　また、移動体端末１５の最大送信電力クラス（Ｐｏｗｅｒ　Ｃｌａｓｓ）がクラス３で
ある場合、その移動体端末１５の最大送信電力は２４ｄＢｍである。その移動体端末１５
から取得した送信電力のサンプルの中に、送信電力ＵＥ　Ｔｘ　Ｐｏｗｅｒ＞２１ｄＢｍ
のものがあれば、そのユーザ（移動体端末１５）には影響が及ぶことがわかる。
【００９３】
　＜５＞　次に、サーバ１０は、基地局装置１１の送信電力を低減すると、エリアホール
（不感地帯）が発生するか否かを確認する。
【００９４】
　サーバ１０は、＜３＞で得られた結果から、移動体端末１５が許容する最低受信感度を
満たさないエリアが発生するか否かを確認する。また、そのようなエリアが発生しても、
そのエリアが地図情報上は山や池などの不感地帯であっても構わないところであれば、エ
リアホールの発生を許容してもよい。
【００９５】
　＜６＞　次に、サーバ１０は、信号が届く限界地点にいるユーザやエリアホールを隣接
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局によってカバーすることができるかどうか確認する。
【００９６】
　サーバ１０は、＜４＞で得られた結果から、移動体端末１５のうち限界地点にいるユー
ザを他の基地局でカバーできるかどうかを検証する。
【００９７】
　ここでは、基地局装置１１からセル１３へのパイロット信号の送信電力を低減した場合
に、ＲＳＣＰがＬ（≦ｙ：最低受信感度）となる移動体端末１５があるものとする。そし
て、そのような端末の中でセル１３の最も伝搬環境の悪い地点で通信している移動体端末
１５を救済することを想定する。そのような移動体端末１５を救済するために、ここでは
基地局装置１１の隣接局である基地局装置１２からセル１４へのパイロット信号の送信電
力をｘｄＢだけ増加する場合を検証する。
【００９８】
　基地局装置１２のパイロット信号の送信電力を増加させることにより、基地局装置１２
からの受信電力が最低受信感度よりも大きくなるのであれば、その移動体端末１５を救済
できる可能性がある。
【００９９】
　ただし、パイロット信号の送信電力を増加させることにより、セル１４のトラフィック
が増大し、基地局装置１２で輻輳が発生してしまう場合には、基地局装置１２のパイロッ
ト信号の送信電力を増加させることができない。そのため、基地局装置１２に輻輳が発生
するか否かについても検証を行う。その検証には式（７）が用いられる。
【０１００】

【数７】

【０１０１】
　ここで、ＮｏｄｅＢ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗｅｒ11-15は、基地局装置１１から当該移動体端末
１５への個別チャネルの送信電力である。Ｍａｘ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗｅｒは基地局装置がセル
に規格上出力することができる最大の電力である。ＣｏｍｍｏｎＣＨ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗｅｒ
は、セルに送信されている共通チャネルの電力の合計値である。ＴＣＰは、基地局装置の
総送信電力に対する全送信電力の割合（Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｏ
ｗｅｒ）である。
【０１０２】
　式（７）が満たされれば、救済対象の移動体端末１５を基地局装置１２によってカバー
することができると判断できる。
【０１０３】
　また、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力を低減することにより発生する不感
地帯を、基地局装置１２によってカバーできるかどうかは、基地局装置１１による不感地
帯について基地局装置１２の送信電力を増加したとき式（７）が満たされるか否かで判断
すればよい。
【０１０４】
　図５は、電力調整の様子について説明するための図である。ここでは、基地局装置１１
の限界地点にいるユーザを救済の対象とし、そのユーザの移動体端末１５を基地局装置１
１のセル１３から基地局装置１２のセル１４に移動させることを試みる。
【０１０５】
　図５の電力調整前の図を参照すると、電力調整対象となる基地局装置１１の送信電力の
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合計が輻輳上限を超えている。それに対し、基地局装置の隣接局である基地局装置１２の
送信電力の合計には余裕がある。
【０１０６】
　救済対象のユーザの移動体端末１５を基地局装置１１のセル１３から基地局装置１２の
セル１４に移動させるために、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電
力を低減させ、基地局装置１２の送信電力を増加させたとする。
【０１０７】
　図５の電力調整後の図を参照すると、基地局装置１１では、パイロット信号の送信電力
を低減したことにより、共通チャネルの送信電力が減少している。一方、基地局装置１２
では、パイロット信号の送信電力を増加したことにより、共通チャネルの送信電力が増加
している。
【０１０８】
　また、電力調整前には基地局装置１１側にあった救済対象の端末への送信電力は、電力
調整後には基地局装置１２に移動している。さらに、基地局装置１１のその他の送信電力
は減少し、基地局装置１２のその他の送信電力は増加している。これは救済対象とした以
外の端末も基地局装置１１から基地局装置１２へ移動したこと等による。
【０１０９】
　＜７＞　＜６＞でカバーできない不感地帯があった場合、その不感地帯によってユーザ
に影響がでるか否か確認する。
【０１１０】
　＜６＞において、基地局装置１１の送信電力を低減することで発生する不感地帯を基地
局装置１２の送信電力を増加させることによりカバーできない場合、サーバ１０は、デー
タベースを検索し、移動体端末１５から取得した情報の中に位置情報が不感地帯を示す情
報があるか否か判定する。移動体端末１５から取得した情報の中に位置情報が不感地帯を
示す情報がなければ、サーバ１０は、ユーザへの影響が無いものと判断してもよい。ユー
ザへの影響が無い場合には基地局装置１２の送信電力を増加させずに基地局装置１１の送
信電力を低減することができる。
【０１１１】
　＜８＞　次に、サーバ１０は、基地局装置１１のパイロット信号の送信電力、あるいは
更に基地局装置１２のパイロット信号の送信電力を変更する。
【０１１２】
　基地局装置１１、１２は、パイロット信号の送信電力を変更する場合、パイロット信号
の送信を停止せずに変更することにしてもよい。また、基地局装置１１、１２は、パイロ
ット信号の送信を一旦停止した後、新たな送信電力で送信を開始することにしてもよい。
この手順で送信電力を変更する場合には、通信中のユーザがいない時間帯に行うことが好
ましい。
【０１１３】
　また、サーバ１０は、決定された送信電力に一度に変更するのではなく、期間をかけて
少しずつ変更していくことにしてもよい。例えば、ネットワークの状態や呼損の発生状況
を確認しながら、１カ月程度の時間をかけて送信電力を段階的に変更していくことにして
もよい。段階的な変更の途中で呼損率が上昇した場合には送信電力の変更を中止して元の
値に戻すなどの対応をとってもよい。
【０１１４】
　また、＜１＞から＜８＞までの処理を行った結果、基地局装置１２の送信電力を低減し
て基地局装置１１の送信電力を増加すべき状態となり、低減と増加を繰り返すようなルー
チンに陥る場合には、基地局装置１１、１２の双方のセルについてパイロット信号の送信
電力として中間値を適用し、その中間値に固定することにしてもよい。
【０１１５】
　以上、本発明の実施形態およびその実施例について説明してきたが、本発明はこれに限
定されるものではない。
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【０１１６】
　本発明の他の実施形態として、実測結果取得部２１によって取得される実測結果に含ま
れている、実測値が測定された日時を表す日時情報を基に、実測結果取得部２１、推定結
果補正部２２、および送信電力検証部２３は、複数の時間帯に対してそれぞれに処理を行
うことにしてもよい。そして、送信電力指示部２４は、各時間帯のそれぞれにおいて、そ
の時間帯に対して適当であるとされた送信電力でパイロット信号を送信するように基地局
装置１１、１２に指示することにしてもよい。
【０１１７】
　これにより、時間帯毎にパイロット信号の送信電力として適切な値が選択されるので、
時間帯でトラフィック量やセル間のトラフィックの割合が変化するようなシステムを常に
適切な状態に維持することができる。
【０１１８】
　ここでいう時間帯の例としては、１日の中の各時間帯、１週間の中の各曜日、１か月の
中の各日、１年間の中の各月、あるいは１年の中の各季節がある。
【０１１９】
　また、本発明の更に他の実施形態として、実測結果取得部２１によって取得される実測
結果に含まれている、実測値が測定された日時を表す日時情報を基に、実測結果取得部２
１、推定結果補正部２２、および送信電力検証部２３は、直近過去の所定時間に対する処
理を逐次行うことにしてもよい。また、送信電力指示部２４は、送信電力検証部２３で逐
次得られた送信電力でパイロット信号を送信するように基地局装置１１、１２に指示する
ことにしてもよい。
【０１２０】
　これにより、パイロット信号の送信電力が適応的に適切な値に制御されるので、トラフ
ィック量やセル間のトラフィックの割合が変化するようなシステムを常に適切な状態に維
持することができる。
【０１２１】
　また、本実施形態ではＷ－ＣＤＭＡシステムを例示したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、基地局装置の送信電力を変更することができる無線通信システムに広く適
用することができる。例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ネッ
トワークやＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏ
ｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ネットワークに適用することができる。また、
その際には移動体端末や基地局装置からは、そのシステムの送信電力の検証に適した情報
を適宜選択して収集すればよい。
【０１２２】
　また、本実施形態では、伝搬モデルの例として、ＣＯＳＴ２３１　ＨＡＴＡモデルを使
用したが、他の例として奥村モデルや坂上モデルを使用しても構わない。
【０１２３】
　また、本実施形態では、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいて、基地局装置１１、１２のパイ
ロット信号の送信電力に関する演算を行う機能を基地局制御装置であるサーバ１０内に構
成する例を示したが、本発明はこれに限定されるものではない。他の例として、基地局装
置１１、１２の送信電力に関する演算を行う計算装置を基地局制御装置とは別に備えるこ
とにしてもよい。また、その計算装置を通信システムから独立した形で利用することもで
き、通信システムのセル設計の段階でのシミュレーションなどに活用することができる。
【０１２４】
　以上、本発明の実施形態について述べてきたが、本発明は、これらの実施形態だけに限
定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲内において、これらの実施形態を組み合
わせて使用したり、一部の構成を変更したりしてもよい。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０　　サーバ
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　１１、１２　　基地局装置
　１３、１４　　セル
　１５　　移動体端末
　２１　　実測結果取得部
　２２　　推定結果補正部
　２３　　送信電力検証部
　２４　　送信電力指示部

【図１】

【図２】

【図３】
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