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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの中央化された基地局においてチャンネルリソース分配を行う方法に
おいて、
　新しく付加された各無線リンクに関連されるチャンネル処理が対応して選択された最適
のチャンネル処理装置において行われるように、新しく付加された各無線リンクに対して
最適のチャンネル処理装置を選択するステップを含み、
　アクセス処理において新しく付加された各無線リンクに対する最適なチャンネル処理装
置を選択する前記ステップは、
　中央化された基地局の各チャンネル処理装置に対して、中央化された基地局の制御下の
セルを異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに区分し、
　区分されたセルセットのリソース分配レベルにしたがって新しく付加された各無線リン
クに対する最適なチャンネル処理装置を選択し、その選択は高いリソース分配レベルから
低いリソース分配レベルへ順次行われ、高いリソース分配レベルを有するセルセットにお
いて優先的な選択を行い、最適なチャンネル処理装置が高いリソース分配レベルを有する
セルセットでは発見されなかったときにのみ、それに続いてそれより低いリソース分配レ
ベルを有するセルセットにおいて前記チャンネル処理装置を選択するサブステップを含ん
でいるチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項２】
　アクセスプロセスにおける前記新しく付加された各無線リンクに関連されるパラメータ
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にしたがって、既知のシステムリソースモデル情報を使用して前記新しく付加された各無
線リンクの占有されるリソース量を量子化し、前記新しく付加された各無線リンクに対し
て、前記量子化により得られる前記新しく付加された各無線リンクの占有されるリソース
量に基づいて最適なチャンネル処理装置を選択するステップをさらに含んでいる請求項１
記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項３】
　新しく付加された各無線リンクに対して最適なチャンネル装置を選択する前記ステップ
は、各選択された最適なチャンネル処理装置が処理を行う責任を有する無線リンクに対応
するセルを地理的に近傍のセルと、可能な限りある１つの領域に中央化させるように行わ
れる請求項１または２記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項４】
　各チャンネル処理装置に対して区分された異なるリソース分配レベルを有するセルセッ
トは、基本セルと、候補セルと、残りのセルとを含み、基本セルは各処理装置に対して特
有であり、全てのチャンネルの処理装置の基本セルセットは空の交叉部を有し、基本セル
セットの各セルに関して、中央化された基地局に属する全てのセルであるユニオンを有し
、セルが属するチャンネル処理装置はセルの属しているチャンネル処理装置であり、各チ
ャンネル処理装置の候補セルセット中のセルはチャンネル処理装置の基本セルセットのセ
ルに対して地理的に近傍である周辺セルであり、残りのセルセットは基本セルおよび候補
セル以外の中央化された基地局に属するセルのセットであり、リソース分配レベルは高か
ら低に各チャンネル処理装置の前記基本セル、候補セル、残りのセルに順次割当てられる
請求項１乃至３のいずれか１項記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項５】
　高から低まで区分されたセルセットのリソース分配レベルにしたがって、新しく付加さ
れた各無線リンクに対して最適なチャンネル処理装置を選択する前記ステップは、
　無線リンクを新しく付加するメッセージをＢＳＣ／ＲＮＣから受信した後、基地局は無
線リンクが位置するセルと、対応するＲＲＵ無線信号とを前記量子化から得られた新しく
付加された無線リンクの占有するリソース量に基づいて決定し、
　前記セルの帰属しているチャンネル処理装置が必要とされるリソースを無線リンクに提
供できるか否かを決定し、その属するチャンネル処理装置が必要とされるリソースを提供
できない場合には、無線リンクが位置するセルを候補セルセットが含んでいる全てのチャ
ンネル処理装置を検索し、対応するチャンネル処理装置が、高から低までの利用可能なリ
ソース量の順序で、必要とされるリソースを有する無線リンクを提供できるか否かを連続
的に決定し、全てのこれらのチャンネル処理装置が依然として必要とされるリソースを提
供できないならば、他のチャンネル処理装置が、高から低まで利用可能なリソース量の順
序で、必要とされるリソースを無線リンクに提供できるか否かを連続的に決定し、それに
よって前記新しく付加された無線リンクに対する最適なチャンネル処理装置を得る請求項
４記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項６】
　前記リソース分配ステップのそれぞれの決定時において、リソース要求を満たすチャン
ネル処理装置が見つかる限り、その後の決定を停止し、要求を満たす最適のチャンネル処
理装置が依然としてリソース分配ステップ中で発見されないならば、前記中央化された基
地局が対応しているＢＳＣ／ＲＮＣへの無線リンクの構築または付加ができなかったとい
うメッセージを返送し、故障が不十分な処理リソースから生じたことを示し、
　リソース要求を満たすチャンネル処理装置が前記リソース分配ステップで得られた後、
無線リンクが存在するセルのＲＲＵ無線信号が最適なチャンネル処理装置に伝送されたか
否かを決定し、伝送されていないならば、ＲＲＵ無線信号を最適なチャンネル処理装置へ
導き、その後対応するチャンネル処理リソースを無線リンクへ分配して構成し、対応する
チャンネル処理装置のリソース状態の統計的情報を更新し、無線リンクを構築または付加
することに成功したというメッセージをＢＳＣ／ＲＮＣへ返送する請求項５記載のチャン
ネルリソース分配を行う方法。
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【請求項７】
　前記最適なチャンネル処理装置が対応する新しく付加された無線リンクに与えられるこ
とができるリソースは、チップレベルの処理装置リソースと、シンボルレベルの処理装置
リソースと、ＲＲＵ無線信号チャンネルリソースとを含んでいる請求項１乃至３のいずれ
か１項記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項８】
　新しく付加された各無線リンクの占有されるリソース量を量子化する前記ステップで使
用されるパラメータは、新しく付加された各無線リンクのレート、サービスタイプ、無線
リンクパラメータを含んでいる請求項２記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項９】
　前記無線リンクパラメータは、前記新しく付加された無線リンクがマクロダイバーシテ
ィにより付加された無線リンクであるか、新しく構築された無線リンクであるかを示すタ
イプパラメータを含んでいる請求項８のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項１０】
　最適なチャンネル処理装置が、前記リソース分配ステップ中に新しく付加された無線リ
ンクに対して選択されるとき、無線リンクが位置するセルを候補セルセットが含んでいる
複数のチャンネル処理装置が存在して、各複数のチャンネル処理装置が必要とされる処理
リソースを提供できる場合には、チャンネル処理装置間で負荷平衡を実現するために、前
記最適なチャンネル処理装置として最小の負荷を有するチャンネル処理装置を選択する請
求項４記載のチャンネルリソース分配を行う方法。
【請求項１１】
　無線通信システムの中央化された基地局で適合的リソースのスケジュール化および負荷
平衡を行う方法において、
　前記中央化された基地局におけるチャンネル処理装置の負荷の統計結果にしたがって、
システムリソースモデル情報のチャンネル処理装置間の負荷共有に関連されるパラメータ
を適合するように調節し、それによってチャンネル処理装置間の適合的なリソーススケジ
ュール化および負荷平衡を行うステップを含み、
　このリソーススケジュール化および負荷平衡を行うステップにおいて、
　最適なチャンネル処理装置は、アクセス処理において新しく付加された各無線リンクに
対して決定された占有されるリソース量に基づいて、この新しく付加された各無線リンク
に対して選択され、
　このアクセス処理において新しく付加された各無線リンクに対する最適なチャンネル処
理装置を選択するステップは、
　中央化された基地局の各チャンネル処理装置に対して、中央化された基地局の制御下の
セルを異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに区分し、
　区分されたセルセットのリソース分配レベルにしたがって新しく付加された各無線リン
クに対する最適なチャンネル処理装置を選択し、その選択は高いリソース分配レベルから
低いリソース分配レベルへ順次行われ、高いリソース分配レベルを有するセルセットにお
いて優先的な選択を行い、最適なチャンネル処理装置が高いリソース分配レベルを有する
セルセットでは発見されなかったときにのみ、それに続いてそれより低いリソース分配レ
ベルを有するセルセットにおいて前記チャンネル処理装置を選択するサブステップを含ん
でいるリソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１２】
　新しく付加された各無線リンクに対して選択された最適なチャンネル処理装置が処理の
責任を有する無線リンクに対応するセルは地理的に近傍に位置され、可能な限りある１つ
の領域で中央化される請求項１１記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡
を行う方法。
【請求項１３】
　中央化された基地局の各チャンネル処理装置に対して、中央化された基地局の制御下の
セルは異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに区分され、
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　最適なチャンネル処理装置は高から低までの区分されたセルセットのリソース分配レベ
ルにしたがって、前記新しく付加された各無線リンクのために選択される請求項１１記載
の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１４】
　各チャンネル処理装置に対して区分された異なるリソース分配レベルを有するセルセッ
トは、基本セルセット、候補セルセット、残りのセルセットを含み、
　基本セルセットは各処理装置で特有であり、全てのチャンネル処理装置の基本セルセッ
トは空の交叉部を有し、基本セルセットの各セルに関して、中央化された基地局に属する
全てのセルであるユニオンを有し、セルが属するチャンネル処理装置はセルの属している
チャンネル処理装置であり、各チャンネル処理装置の候補セルセット中のセルはチャンネ
ル処理装置の基本セルセットのセルに対して地理的に近傍にある周辺セルであり、残りの
セルセットは基本セルおよび候補セル以外の中央化された基地局に属するセルのセットで
あり、リソース分配レベルは高から低までの順序で各チャンネル処理装置の前記基本セル
、前記候補セル、前記残りのセルに対して割当てられる請求項１３記載の適合的リソース
のスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１５】
　システムリソースモデル情報中でチャンネル処理装置を共有する負荷に関連するパラメ
ータを適合するように調節する前記ステップにおいて、
　ある１つのチャンネル処理装置の負荷量を予め定められた値と比較し、
　その比較結果に基づいて、前記チャンネル処理装置の負荷共有に関連されるパラメータ
を適合するように調節するサブステップを含んでいる請求項１１乃至１４のいずれか１項
記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１６】
　前記予め定められた値は、
　中央化された基地局のチャンネル処理装置の瞬間的な負荷状態の統計を取り、ある範囲
の時間内におけるチャンネル処理装置の平均負荷量を得て、得られた平均負荷量の数学的
平均によって獲得された全てのチャンネル処理装置の全平均負荷量を前記予め定められた
値として取り、得られた平均負荷量の加重処理を実行することによって獲得された全チャ
ンネル処理装置の加重された全平均負荷量を前記予め定められた値として取り、全ての処
理装置の全平均負荷量の関数ａＰ＋ｂを前記予め定められた値として取る方法の少なくと
も１つによって得られ、前記ａとｂは定数であり、Ｐは全てのチャンネル処理装置の全平
均負荷量である請求項１５記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う
方法。
【請求項１７】
　前記チャンネル処理装置の負荷共有に関連されるパラメータはそれぞれの前記チャンネ
ル処理装置の対応するセルセットのサイズである請求項１５記載の適合的リソースのスケ
ジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１８】
　チャンネル処理装置が前記予め定められた値よりも大きい負荷量を有するならば、チャ
ンネル処理装置の１以上の近傍のチャンネル処理装置の候補セルセットを適切に拡大し、
他方でチャンネル処理装置の候補セルセットを適切に減少させる請求項１５記載の適合的
リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項１９】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも大きいときに付加されるセ
ルは、チャンネル処理装置の基本セルセット中のセルであり、対応する近傍のチャンネル
処理装置の候補セルセット中のセルに対して地理的に近傍にあるセルである請求項１８記
載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項２０】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも大きいとき、チャンネル処
理装置の近傍のチャンネル処理装置の候補セルセットに付加されるセル数は、前記近傍の
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チャンネル処理装置のそれぞれの負荷量に依存しており、即ち近傍のチャンネル処理装置
が有する負荷量が大きいほど、その候補セルセットに付加されるセルは少数であり、近傍
のチャンネル処理装置が有する負荷量が小さいほど、その候補セルセットに負荷されるセ
ルは多くされている請求項１８記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を
行う方法。
【請求項２１】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも大きいとき、チャンネル処
理装置の候補セルセットの適切に減少される量は、チャンネル処理装置のそれぞれの近傍
のチャンネル処理装置の負荷量に依存し、即ちチャンネル処理装置のある近傍のチャンネ
ル処理装置が有する負荷量が大きいほど、チャンネル処理装置の候補セルセットから差し
引かれ、近傍のチャンネル処理装置の基本セルセットに属するセルは少数であり、一方、
チャンネル処理装置のある近傍のチャンネル処理装置が有する負荷量が小さいほど、チャ
ンネル処理装置の候補セルセットから差し引かれ、近傍のチャンネル処理装置の基本セル
セットに属するセルは多くなる請求項１８記載の適合的リソースのスケジュール化および
負荷平衡を行う方法。
【請求項２２】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも小さい場合には、チャンネ
ル処理装置の候補セルセットを適切に拡大し、他方でチャンネル処理装置の１以上の近傍
のチャンネル処理装置の候補セルセットを適切に減少させる請求項１５記載の適合的リソ
ースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項２３】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも小さいとき、チャンネル処
理装置の候補セルセットに付加されるセル数は、それぞれの近傍のチャンネル処理装置の
負荷量に依存しており、即ちチャンネル処理装置のある近傍のチャンネル処理装置が有す
る負荷量が大きいほど、チャンネル処理装置の候補セルセットに付加され近傍のチャンネ
ル処理装置の基本セルセットに属するセルは少数であり、チャンネル処理装置のある近傍
のチャンネル処理装置が有する負荷量が小さいほど、チャンネル処理装置の候補セルセッ
トに付加され近傍のチャンネル処理装置の基本セルセットに属するセルは多くされる請求
項２２記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う方法。
【請求項２４】
　チャンネル処理装置の負荷量が前記予め定められた値よりも小さいとき、チャンネル処
理装置の近傍のチャンネル処理装置の候補セルセットの減少される量もまた、それぞれの
近傍のチャンネル処理装置の負荷量に依存しており、即ち近傍のチャンネル処理装置が有
する負荷量が大きいほど、候補セルセットから差し引かれるセルは多くなり、近傍のチャ
ンネル処理装置が有する負荷量が小さいほど、その候補セルセットから差し引かれるセル
は少なくされる請求項２２記載の適合的リソースのスケジュール化および負荷平衡を行う
方法。
【請求項２５】
　中央化された基地局において、
　中央チャンネル処理マスター装置ＭＵ（10）と、
　広帯域幅の送信リンクまたはネットワークを介して中央チャンネル処理マスター装置Ｍ
Ｕにそれぞれ結合されている複数の遠隔無線周波数装置ＲＲＵ（20）とを具備し、
　前記中央化された基地局はさらに、
　新しく付加された各無線リンクのために最適なチャンネル処理装置を選択するための最
適なチャンネル選択装置を具備し、それによって前記新しく付加された各無線リンクに関
連されるチャンネル処理は、対応して選択された最適なチャンネル処理装置において実行
され、
　前記最適なチャンネル選択装置は、
　中央化された基地局の各チャンネル処理装置のために、中央化された基地局の制御下の
セルを異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループへ区分するセル
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セット区分サブ装置と、
　区分されたセルセットのリソース分配レベルにしたがって新しく付加された各無線リン
クに対する最適なチャンネル処理装置を選択し、その選択は高いリソース分配レベルから
低いリソース分配レベルへ順次行い、高いリソース分配レベルを有するセルセットにおい
て優先的な選択を行い、最適なチャンネル処理装置が高いリソース分配レベルを有するセ
ルセットでは発見されなかったときにのみ、それに続いてそれより低いリソース分配レベ
ルを有するセルセットにおいて前記チャンネル処理装置を選択する中央化された基地局。
【請求項２６】
　前記最適なチャンネル選択部材は、既知のシステムリソースモデル情報を使用して量子
化された前記新しく付加された各無線リンクの占有されるリソース量に基づいて、新しく
付加された各無線リンクに対して最適なチャンネル処理装置を選択するように構成されて
いる請求項２５記載の中央化された基地局。
【請求項２７】
　前記最適なチャンネル選択部材は、各選択された最適なチャンネル処理装置が処理を行
う責任を有する無線リンクに対応するセルを地理的に近傍のものとし、可能な限りある１
つの領域に中央化させることを可能にするように構成されている請求項２５記載の中央化
された基地局。
【請求項２８】
　各チャンネル処理装置に対して区分された異なるリソース分配レベルを有するセルセッ
トは、基本セルセット、候補セルセット、残りのセルセットを具備し、基本セルは各処理
装置で特有であり、全てのチャンネルの処理装置の基本セルセットは空の交叉部を有し、
基本セルセットの各セルに関して、中央化された基地局に属する全てのセルであるユニオ
ンを有し、セルが属するチャンネル処理装置はセルのチャンネル処理装置に属し、各チャ
ンネル処理装置の候補セルセット中のセルはチャンネル処理装置の基本セルセットのセル
に対して地理的に近傍にある周辺セルであり、残りのセルセットは基本セルおよび候補セ
ル以外の中央化された基地局に属するセルのセットであり、リソース分配レベルは高から
低まで各チャンネル処理装置の前記基本セル、候補セル、残りのセルに割当てられる請求
項２５乃至２７のいずれか１項記載の中央化された基地局。
【請求項２９】
　前記チャンネル選択サブ部材は、
　新しく付加された無線リンクに対応するセルの帰属チャンネル処理装置が必要とされる
リソースを無線リンクに提供できるか否かを決定し、その属するチャンネル処理装置が必
要とされるリソースを提供できないならば、無線リンクが位置するセルを候補セルセット
が含んでいる全てのチャンネル処理装置を検索し、対応するチャンネル処理装置が、高か
ら低までの利用可能なリソース量の順序で、必要とされるリソースを無線リンクに提供で
きるか否かを連続的に決定し、全てのこれらのチャンネル処理装置が依然として必要とさ
れるリソースを提供できないならば、他のチャンネル処理装置が、高から低までの利用可
能なリソース量の順序で、必要とされるリソースを無線リンクに提供できるか否かを連続
的に決定し、それによって前記新しく付加された無線リンクに対する最適なチャンネル処
理装置を得るように構成されている請求項２８記載の中央化された基地局。
【請求項３０】
　前記チャンネル選択サブ部材はさらに、
　前記リソース分配プロセス中のそれぞれの決定時において、リソース要求を満たすチャ
ンネル処理装置が見つかる限り、その後の決定を停止し、要求を満たす最適のチャンネル
処理装置が依然としてリソース分配ステップで発見されないならば、前記中央化された基
地局が対応しているＢＳＣ／ＲＮＣへの無線リンクの構築または負荷ができなかったとい
うメッセージを返送し、故障が不十分な処理リソースから生じたことを示し、リソース要
求を満たすチャンネル処理装置が前記リソース分配プロセスで得られた後、無線リンクが
存在するセルのＲＲＵ無線信号が最適なチャンネル処理装置に伝送されるか否かを決定し
、伝送されていないならば、ＲＲＵ無線信号を最適なチャンネル処理装置へ伝送し、その



(7) JP 4510888 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

後対応するチャンネル処理リソースを無線リンクへ分配して構成し、対応するチャンネル
処理装置のリソース状態の統計的情報を更新し、適切に無線リンクを構築または付加した
というメッセージをＢＳＣ／ＲＮＣへ返送するように構成されている請求項２９記載の中
央化された基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信システムにおける中央化された基地局の技術的分野に関する。特
に本発明は遠隔無線周波数装置（ＲＲＵ）を使用する中央化された基地局システムにおけ
るリソース分配および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１．中央化された基地局の概要　
　移動体通信システムでは、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）は無線信号の送信、受信、処
理を実行する。伝統的なＢＴＳは主としてベースバンド処理サブシステムと、ＲＦサブシ
ステムと、アンテナからなり、図１の（ａ）に示されているように、１つのＢＴＳが複数
のアンテナを介して異なるセルをカバーすることができ、ＢＴＳは図１の（ｂ）に示され
ているように、あるインターフェースを介して、基地局制御装置（ＢＳＣ）または無線ネ
ットワーク制御装置（ＲＮＣ）にそれぞれ接続され、それによって無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）を構成している。
【０００３】
　図２は別の中央化された基地局、即ち遠隔無線周波数装置（ＲＲＵ）を使用する中央化
された基地局のシステムアーキテクチャを示している。伝統的な基地局と比較して、ＲＲ
Ｕを使用するこの中央化された基地局は多くの利点を有している。即ち伝統的な基地局に
基づいた１つのマクロセルは複数のマイクロセルと置換されることが可能にされ、それに
よって異なる無線環境に対して良好に適合され、キャパシタンス、カバー区域、システム
の他の無線性能を改良し、このような中央化された構造により、ソフトハンドオーバーが
さらにソフトなハンドオーバーを使用して実行されることができ、したがってさらに多く
の処理利得を得ることができ、このような中央化された構造により、高価なベースバンド
信号処理リソースが複数のセルによって共用されるリソースプールにされ、それによって
便宜性を多重化し、システム価格を効率的に減少する統計的結果を得ることができる。国
際特許出願第WO9005432号明細書（発明の名称“Communications System”）と、米国特許
出願第US5657374号明細書（発明の名称“Cellular System with Centralized Base Stati
ons and Distributed Antenna Units”）および第US6324391号明細書（発明の名称“Cell
ular Communication with Centralized Control and Signal Processing”）と、中国特
許出願第CN1471331号明細書（発明の名称“Mobile Communications Base Station System
”）と、米国特許出願第US20030171118号明細書（発明の名称“Cellular Radio Transmis
sion Apparatus and Cellular Radio Transmission Method”）等は全て、その技術の関
連する構成の詳細を明示している。
【０００４】
　図２に示されているように、ＲＲＵを使用する中央化された基地局システムは、中央チ
ャンネル処理マスター装置（ＭＵ）10と、中央化された方法で設けられている複数の遠隔
無線周波数装置（ＲＲＵ）20からなり、これらは広帯域幅の送信リンクまたはネットワー
クを介して接続され、一方、ＢＳＣ／ＲＮＣインターフェース装置はユーザ平面と、ＢＴ
ＳとＢＳＣ／ＲＮＣインターフェースとの間のインターフェースのシグナリング平面との
処理を実行する。中央チャンネル処理マスター装置（ＭＵ）は主として、チャンネル処理
リソースプール、信号ルーティング割当て装置、およびその他の機能装置からなり、チャ
ンネル処理リソースプールは複数のチャンネル処理装置を積層することにより形成され、
ベースバンド信号処理およびその他の作業を実行し、信号ルーティング割当て装置はそれ
ぞれのセルのトラフィック差にしたがってチャンネル処理リソースをダイナミックに割当



(8) JP 4510888 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

て、それによって処理リソースは効率的に複数のセルにより共有されることができる。信
号ルーティング割当て装置は、図２に示されているようにＭＵ内で実現されることに加え
て、単一の装置としてＭＵの外部で実現されることもできる。ＲＲＵは主として、送信チ
ャンネルＲＦパワー増幅器と、受信チャンネル低雑音増幅器と、アンテナおよびその他の
機能装置から構成されている。中央チャンネル処理マスター装置10とＲＲＵ間のリンクは
典型的に、光ファイバ、銅ケーブル、マイクロ波、およびその他の送信媒体を使用し、信
号送信はサンプリング後にデジタル信号を取ることができ、或いは変調されたアナログ信
号でもよく、信号はベースバンド信号、中間周波数信号、ＲＦ信号であってもよい。
【０００５】
　従来技術についての前述の概説から、中央化された基地局の主な利点は、ベースバンド
信号処理リソースが複数のセルにより共用されるリソースプールであることを可能にし、
それによって統計的に多重化された利点を得て、効率的にシステム価格を減少させること
にある。したがって、チャンネル処理リソース分配を効率的に実行する方法が中央化され
た基地局の鍵である。
【０００６】
　２．チャンネル処理リソースと中央化された基地局　
　符合分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）システムでは、ベースバンド信号処理リソースは主
として、ＲＡＫＥ受信機またはコアとしてのマルチユーザ検出（ＭＵＤＤ）等のような他
の強化された受信技術を有するチップレベルの処理装置と、コアとしてのチャンネルＣＯ
ＤＥＣ処理を有するシンボルレベルの処理装置とからなり、シンボルレベルの処理はユー
ザサービスタイプおよびレート関係に密接に関連され、一方、チップレベルの処理はユー
ザサービスタイプおよびレート関係によりあまり影響を受けず、主としてサービスチャン
ネルの数に関連される。
【０００７】
　多数のセクタと多数の搬送波周波数をサポートする大規模の基地局システムでは、チャ
ンネル処理機能セクションは典型的に２つの可能なアーキテクチャを有し、その一方はチ
ップレベルの処理装置とシンボルレベルの処理装置を単一のボード上に集積することによ
り実現され、即ちそのシステムは構成されることのできる数の複数のチャンネル処理モジ
ュールからなり、他方はチップレベルの処理装置とシンボルレベルの処理装置を異なるボ
ード上にそれぞれ設けることにより実現され、即ちそのシステムは構成されることのでき
る数の複数のチップレベルの処理モジュールとシンボルレベルの処理モジュールからなる
。図３および４は前述の２つのアーキテクチャの典型的な構造例を示している。
【０００８】
　図３に示されているように、チップレベルの処理装置とシンボルレベルの処理装置を集
積することにより形成されるシステムアーキテクチャの典型的な例では、システムはＭ個
の独立したチャンネル処理モジュールからなり、いわゆる“独立した”はこれらのチャン
ネル処理モジュールがそれぞれのチャンネル処理タスクを何等の内部の信号相互接続なし
に実行することを指している。内部の信号相互接続がないと、システムのバックボードバ
スの設計は非常に簡単化され、これは大規模の中央化された基地局の形成を可能にする。
モジュール間の独立はシステムリソースの効率的な利用につながらないが、ベースバンド
信号処理に対する従来技術の解決策は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）または並列処
理のため複数のマイクロ処理装置のアレイにより形成される構造に基づいて、全てソフト
ウェアの構成の解決策も有する。プロセッサリソースのスケジュール化におけるソフトウ
ェアの柔軟性により、システムリソースの効率的な利用に関する構造の欠点は大幅に減少
される。
【０００９】
　システムアーキテクチャの典型的な例では、図４に示されているようにチップレベルの
処理装置とシンボルレベルの処理装置とは別々に分離され、そのシステムはＰ個のチップ
レベルの処理モジュールとＱ個のシンボルレベルの処理モジュールからなり、チップレベ
ルの処理モジュールは相互に独立し、即ちこれらはそれぞれのチップレベルの処理タスク
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を何等の内部の信号相互接続なしに実行する。チップレベルの処理速度は非常に高く、そ
れ故チップレベルの処理モジュール間の内部の信号相互接続は、システムアーキテクチャ
を複雑にさせ、大規模の中央化された基地局で適用するのが困難であり、他方で、比較的
低速度のために、シンボルレベルの処理モジュールは内部の信号相互接続が処理リソース
を共用することを可能にし、したがってシンボルレベルの処理セクションは連続的な単一
の処理モジュールとみなされることができる。
【００１０】
　したがって、前述の２つの典型的な実行構造はチャンネル処理リソースの不連続性の問
題を有している。一方、大規模の中央化された基地局では、各チャンネル処理装置は限定
された処理能力を有し、それ故、中央化された基地局によりサポートされるＲＲＵが大規
模なものであるとき、各チャンネル処理装置に対するＲＲＵの全ての無線信号の同時的な
交換は実用的な意味をもたない。一方、無線信号は信号ルーティング割当て装置とシステ
ムの複雑性により制限されている高いデータ流速度を有するので、各チャンネル処理装置
に対するＲＲＵの全ての無線信号の同時的な交換は実現が困難である。したがって各チャ
ンネル処理装置によって同時に処理されることのできるＲＲＵ信号の数は常に限定され、
即ち中央化された基地局におけるＲＲＵに対応する全ての無線信号が必ずしもあるチャン
ネル処理装置へ同時に交換されることができるわけではない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、図３および４に示されているチャンネル処理システムアーキテクチャの典
型的な例の解析によれば、中央化された基地局における従来技術のチャンネル処理リソー
ス分配の問題は、以下の疑問としてさらに要約されることができる。即ち、　
・新しく付加された各無線リンク（新しく構築されたリンクまたは、マクロダイバーシテ
ィのために付加されたリンクを含む）に関して、処理のために分配されるべきチャンネル
処理装置はいずれであるか、および無線リンクが属しているセルのＲＲＵの対応する無線
信号が分配されたチャンネル処理装置に伝送されるかである。
【００１２】
　図３に示されているチャンネル処理システムアーキテクチャのための前述のチャンネル
処理装置はそれぞれのチャンネル処理モジュールに対応し、図４に示されているチャンネ
ル処理システムアーキテクチャのチップレベルの処理モジュールに対応している。シンボ
ルレベルの処理セクションは連続的で単一の処理モジュールであり、前述の分配問題をも
たないので、その内部リソースのスケジュール化については本発明で考慮しない。前述の
疑問を考慮して、本発明は有効な方法を説明する。
【００１３】
　すなわち、本発明の目的の１つは、無線通信システムの中央化された基地局におけるチ
ャンネルリソースの分配を行う方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の方法は、新しく付加された各無線リンクに対して、最適のチャンネル処理装置
を選択するステップを含み、それによって前記の新しく付加された各無線リンクに関連さ
れるチャンネル処理は対応して選択された最適のチャンネル処理装置中で実行される。
【００１５】
　前述のチャンネルリソース分配方法の１実施形態では、さらに次のステップが行われる
。すなわち、
　アクセスプロセスにおける前記新しく付加された各無線リンクに関連されるパラメータ
にしたがって、既知のシステムリソースモデル情報を使用して前記新しく付加された各無
線リンクの占有されるリソース量を量子化し、新しく付加された各無線リンク対して、前
記量子化により得られる前記新しく付加された各無線リンクの占有されるリソース量に基
づいて最適なチャンネル処理装置を選択するステップを含んでいる。
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【００１６】
　前述のチャンネルリソース分配方法による好ましい実行モードでは、新しく付加された
各無線リンクに対する最適なチャンネル装置を選択する前記ステップは、各選択された最
適なチャンネル処理装置が処理を行う責任を有する無線リンクに対応するセルを地理的に
近隣にあるようにし、可能な限りある領域に中央化させるように行われる。
【００１７】
　したがって、前述の方法による（新しく構築されたリンクと、マクロダイバーシティに
より付加されたリンクを含めた）新しく付加された各無線リンクの最適なチャンネル処理
装置の選択は、この時点で、基地局のチャンネル処理リソースの最適化された分配を実現
することができる。これに基づいて、チャンネル処理リソースの使用を最大にするために
、チャンネル処理装置の処理負荷を平衡するように、中央化された基地局におけるチャン
ネル処理装置の負荷の中期的または長期的の統計結果にしたがって、チャンネル処理装置
間のリソーススケジュール化を実行することがさらに可能である。
【００１８】
　それ故、本発明のさらに別の目的は、無線通信システムの中央化された基地局で適合的
なリソーススケジュール化および負荷平衡を行う方法を提供することであり、この方法は
、
　前記中央化された基地局におけるチャンネル処理装置の負荷の統計結果にしたがって、
システムリソースモデル情報のチャンネル処理装置間の負荷共有に関連されるパラメータ
を適合可能に調節し、それによってチャンネル処理装置間の適合的なリソーススケジュー
ル化および負荷平衡を実現するステップを含み、
　最適なチャンネル処理装置が新しく付加された各無線リンクのために決定された占有さ
れるリソース量に基づいて、前記新しく付加された各無線リンクのために選択され、それ
によって前記新しく付加された各無線リンクに関連されるチャンネル処理は対応して選択
された最適なチャンネル処理装置において実行される。
【００１９】
　本発明の適合的リソーススケジュール化および負荷平衡を実行するための前述の方法の
実行モードでは、新しく付加された各無線リンクに対して選択された最適なチャンネル処
理装置が処理する責任を有する無線リンクに対応するセルは地理的に近傍のものにされ、
可能な限りある１つの領域に中央化される。
【００２０】
　適合的リソーススケジュール化および負荷平衡のための前述の方法の好ましい実行モー
ドによれば、中央化された基地局中の各チャンネル処理装置では、中央化された基地局の
制御下のセルは異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに区分
され、最適なチャンネル処理装置は高から低に区分されたセルセットのリソース分配レベ
ルにしたがって、前記新しく付加された各無線リンクのために選択される。
【００２１】
　本発明のさらに目的によれば、本発明の前述のチャンネルリソース分配方法を実現する
ための中央化された基地局が提供され、その中央化された基地局は、
　中央チャンネル処理マスター装置ＭＵと、
　広帯域幅の送信リンクまたはネットワークを介して中央チャンネル処理マスター装置Ｍ
Ｕにそれぞれ結合されている複数の遠隔無線周波数装置ＲＲＵとを具備し、
　前記中央化された基地局はさらに、
　新しく付加された各無線リンクに対して、最適なチャンネル処理装置を選択するための
最適なチャンネル選択部材を具備し、それによって新しく付加された各無線リンクに関連
されるチャンネルは対応して選択された最適なチャンネル処理装置において実行される。
【００２２】
　本発明による前述の中央化された基地局の実行モードでは、前記最適なチャンネル選択
部分は新しく付加された各無線リンクに対して、既知のシステムリソースモデル情報を使
用して量子化された前記新しく付加された各無線リンクのリソースの占有量に基づいて最
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適なチャンネル処理装置を選択するように構成される。好ましい実行モードでは、前記最
適なチャンネル選択部材は、各選択された最適なチャンネル処理装置が処理を行う責任を
有する無線リンクに対応するセルが地理的に近傍であり、可能な限りある１つの領域に中
央化させることを可能にするように構成されている。
【００２３】
　本発明を例示するために、１例としてＣＤＭＡシステムを採用して説明するが、本発明
の基本的な考え、本質、原理および方法はＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ等の移動体通信
システムの他のモードに対しても応用可能であることを説明する必要がある。
【００２４】
　説明したように、本発明によれば、中央化された基地局中のチャンネル処理リソースの
分配は２つの独立した処理プロセスに分割され、その一方は（新しく構築されたリンクと
、マクロダイバーシティにより付加されたリンクを含めた）新しく付加された各無線リン
クの最適なチャンネル処理装置を選択するプロセスであり、他方は、チャンネル処理リソ
ースの使用を最大にする目的を実現するために、チャンネル処理装置の処理負荷を平衡す
るように、中央化された基地局におけるチャンネル処理装置の負荷の中期的または長期的
の統計結果にしたがって、チャンネル処理装置間のリソーススケジュール化を実行するプ
ロセスである。明らかに、前者の処理プロセスは中央化された基地局におけるチャンネル
処理リソース分配の最適化を実現することができ、後者はさらに前者を改良したものであ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の特定の実施形態の図面の詳細な説明を参照することによって、本発明の特徴お
よび利点はさらに明瞭になるであろう。　
　以下、添付図面を参照して、本発明の１実施形態の詳細な説明を行う。
【００２６】
　１．アクセス処理におけるリソース分配
　本発明によれば、（新しく構築されたリンクおよび、マクロダイバーシティにより付加
されたリンクを含めた）無線リンクが新しく付加されるとき、対応するチャンネル処理を
実行するための最適なチャンネル処理装置を選択することが必要である。したがって、新
しく付加された無線リンクのリソース占有度を解析し評価することが必要であり、前記解
析にしたがって、中央化された基地局の関係するシステムリソースは主に以下である。　
・チップレベル処理装置のリソース、
・（図３に示されているようにチャンネル処理システムアーキテクチャに対してだけの）
シンボルレベルの処理装置リソース、
・各チャンネル処理装置により、最大の同時に処理されることが可能な、即ち各チャンネ
ル処理装置へ同時に交換または伝送されることが可能なＲＲＵ無線信号のチャンネルリソ
ース。
【００２７】
　前述したように、異なるレートを有し、異なるサービスタイプのための無線リンクは異
なるチップレベルの処理リソースと、シンボルレベルの処理リソースとを占有し、他方で
新しく構築された無線リンクと、マクロダイバーシティにより付加されたリンクもシステ
ムリソースの占有において異なっている。したがって、レート、サービスタイプ、および
無線リンクがマクロダイバーシティのために付加されたか否か等を含む無線リンクパラメ
ータに従って、新しく付加された各無線リンクの占有されたリソース量を量子化し、それ
によってリソース占有度の解析および評価を行うことが必要である。種々のレートを有し
ている、種々のタイプのサービスにおける無線リンクの平均的なリソース占有量と、チャ
ンネル処理リソース構造等を含むシステムリソースモデル情報が基地局に対して知られて
いることが決定されるので、対応するチャンネル処理を行う最適なチャンネル処理装置の
処理の選択は実際には検索操作に等しい。
【００２８】
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　本発明によれば、（新しく構築されたリンク、およびマクロダイバーシティにより付加
されたリンクを含めた）新しく付加された各無線リンクの最適なチャンネル処理装置の選
択は次の原理に従わなければならない。即ち、最適なチャンネル処理装置の選択は各チャ
ンネル処理装置のＲＲＵ信号チャンネルリソースを可能な限り少量しか占有してはならず
、マクロダイバーシティブランチが存在するセル中のＲＲＵ無線信号は、ソフトハンドオ
ーバーが生じたとき、よりソフトなハンドオーバーを実現するために１つの同一のチャン
ネル処理装置へ可能な限り交換される必要があり、異なるセル間の移動体端末のハンドオ
ーバーのような移動性プロセスにより生じるチャンネル処理装置を横切るハンドオーバー
動作は可能な限り減少されなければならない。
【００２９】
　実際に、使用される移動体通信システムがソフトハンドオーバー技術をサポートすると
き、１つの同一のチャンネル処理装置の１つの移動体端末の全てのマクロダイバーシティ
ブランチを同時に処理することは、システム処理リソースの損失を減少させ、カバー区域
、キャパシタンス、他の無線性能の改良を助ける。ＴＴＤモードのＣＤＭＡシステムのよ
うな使用される移動体通信システムがソフトハンドオーバー技術をサポートしないならば
、移動体端末がハンドオーバーのために異なるセル間を移動して、その無線リンクのチャ
ンネル処理を１つの同一のチャンネル処理装置で依然として実行させるとき、異なるチャ
ンネル処理装置間の移動体端末に関連されるコンテキスト情報の移動動作を減少させるこ
とができ、パラメータ構造と関連される動作と新しいチャンネル処理装置における動作を
減少でき、それによって、システムの複雑性を簡単にし、システムの安定性と信頼性の改
良を促す。
【００３０】
　前述の原理によれば、本発明の好ましい実行モードでは、アクセスプロセスにおける（
新しく構築されたリンク、およびマクロダイバーシティにより付加されたリンクを含めた
）新しく付加された各無線リンクのための最適なチャンネル処理装置が選択され、それに
よって各チャンネル処理装置が処理する責任を有する無線リンクに対応するセルを地理的
に近接させ、可能な限りある領域に中央化し、それによって各チャンネル処理装置のＲＲ
Ｕ信号チャンネルリソースを占有する量を可能な限り少なくし、ソフトハンドオーバーが
行われるとき、マクロダイバーシティブランチが存在するセル中のＲＲＵ無線信号が可能
な限り１つの同一のチャンネル処理装置に交換されることを可能にし、それによって異な
るセル間の移動体端末のハンドオーバーのような移動性プロセスにより生じるチャンネル
処理装置を横切るハンドオーバー動作の減少を可能な限り減少することを助ける。
【００３１】
　具体的に説明すると、本発明にしたがったアクセス処理における（新しく構築されたリ
ンク、およびマクロダイバーシティにより付加されたリンクを含めた）新しく付加された
各無線リンクのための最適なチャンネル処理装置を選択するための好ましい実行モードを
以下説明する。
【００３２】
　第１に、中央化された基地局の各チャンネル処理装置に対しては、中央化された基地局
の制御下のセルは異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに区
分され、限定されない好ましい実行モードでは、セルは３つのセルセット、即ち基本セル
セット、候補セルセット、残りのセルセットに区分され、各チャンネル処理装置は最初に
その基本セルセット内のセルのサービスチャンネルを処理し、その後、候補セルセット内
のセルのサービスチャンネルを処理し、最後に残りのセルセット内のセルのサービスチャ
ンネルを処理する。本発明によれば、セル区分は以下の原理に従う必要がある。　
・中央化された基地局が属している各セルは１つおよびただ１つだけのチャンネル処理装
置の基本セルセット中になければならず、このチャンネル処理装置はセルの帰属するチャ
ンネル処理装置と呼ばれる。したがって、全てのチャンネル処理装置の基本セルセットは
空の交叉点を有し、それらのユニオンは、中央化された基地局に属する全てのセルである
。　
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・基本セルは地理的に近傍のセルのセットであり、それによって各チャンネル処理装置の
ＲＲＵ信号チャンネルリソースの占有が可能な限り少ないことを助長し、ソフトハンドオ
ーバーが行われるとき、マクロダイバーシティが存在するセル中のＲＲＵ無線信号が可能
な限り１つの同一のチャンネル処理装置に交換されることを可能にし、それによってチャ
ンネル処理装置のよりソフトなハンドオーバーの実現を助ける。　
・各チャンネル処理装置の候補セルセット中のセルはチャンネル処理装置の基本セルセッ
ト中のセルに対して地理的に近傍の周辺セルであり、それ故、これらは基本セルセットの
地理的なカバー区域の拡大部分である。オーバーラップされるカバー区域によって、１つ
のセルは複数のチャンネル処理装置の候補セルセット中に同時に存在することができる。
以下説明するように、候補セルセット中のセルは負荷共有のための候補セルであり、即ち
あるチャンネル処理装置が冗長チャンネル処理リソースを有しており、他方で別のチャン
ネル処理は処理される負荷をさらに多く有するとき、このあるチャンネル処理装置は最初
にチャンネル処理リソースをその候補セルセット中のセルへ提供することができる。ある
チャンネル処理装置の候補セルセットが他のチャンネル処理装置の基本セルセットの幾つ
かのセルを含んでいるならば、このあるチャンネル処理装置はこれらのチャンネル処理装
置の近傍のチャンネル処理装置と呼ばれる。　
・残りのセルセットは中央化された基地局の基本セルおよび候補セル以外の、中央化され
た基地局に属するセルのセットである。残りのセルセット中のセルはそのチャンネル処理
装置により処理されるセルからさらに長い距離離れているので、これらは過剰なＲＲＵ信
号チャンネルリソースを消費し、よりソフトなハンドオーバー処理を実現するのは困難で
ある。したがって、以下説明するように、残りのセルセットのセルは究極の場合における
負荷共有のための選択肢である。
【００３３】
　図５は前述の３つのセルセットの概略図を示している。１例では、中央化された基地局
はそれぞれ図５のＤ１、Ｄ２、…Ｄ９領域で示されている基本セルセットにそれぞれ対応
している全部で９つのチャンネル処理装置を有しており、これらの領域はそれに対応する
候補セルセットを付加して、図５に示されているＥ１、Ｅ２、…Ｅ９領域に拡大され、各
領域はある数の地理的に近傍のセルを含んでいる。全てのチャンネル処理装置の基本セル
セットは中央化された基地局の右側の全てのセルをカバーし、任意のセルはただ１つの帰
属するチャンネル処理装置を有しているが、１つのセルは複数のチャンネル処理装置の候
補セルセット中に同時であってもよいことが認められる。
【００３４】
　図６ａおよび図６ｂは本発明による好ましい実行モードにおける中央化された基地局の
無線リンクのための最適なチャンネル処理装置を選択するプロセスを示したフローチャー
トである。図面では、図６ａは最適なチャンネル処理装置の選択プロセスを示す概略フロ
ーチャートである。図６ａで示されているように、ステップＳ50では、中央化された基地
局の各チャンネル処理装置に関して、図５で示されている方法により、中央化された基地
局の制御下のセルは異なるリソース分配レベルを有するセルセットの対応するグループに
区分され、ステップＳ60では、最適なチャンネル処理装置は、高から低で区分されたセル
セットのリソース分配レベルに基づいて、新しく付加された各無線リンクに対して選択さ
れ、ステップＳ70で、最適なチャンネル選択処理の結果が戻され、即ち最適なチャンネル
処理装置が新しく付加された各無線リンクのために適切に選択されているか否かが返送さ
れる。
【００３５】
　図６ｂは図６ａのステップＳ60とＳ70の詳細な処理フローを示しており、ＢＳＣ／ＲＮ
Ｃから、無線リンクを新しく構築または付加したことのメッセージを受信（ステップＳ10
0）した後、基地局は直ちに対応するメッセージ処理を行い、無線リンクのレート、サー
ビスタイプ、およびその他のパラメータを獲得し、新しく無線リンクを構築し付加する要
素を考慮しながら、既知のシステムリソースモデル情報を使用して無線リンクのリソース
占有量を量子化し（ステップＳ110）、無線リンクが存在するセルと、対応するＲＲＵ信
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号を検索し（ステップＳ120）を検索し、その後、基地局は無線リンクが存在するセルの
帰属するチャンネル処理装置が（チップレベル処理装置リソース、シンボルレベル処理装
置リソース、ＲＲＵ無線信号チャンネルリソース等を含めた）必要なリソースを無線リン
クに提供できるか否かを決定し（ステップＳ130）、ステップＳ130の決定結果が“ノー”
であるならば、即ちその帰属するチャンネル処理装置が必要とされるリソースを提供しな
いならば、基地局は無線リンクが存在するセルを候補セルセットが含んでいる全てのチャ
ンネル処理装置を検索し（ステップＳ140）、対応するチャンネル処理装置が、高から低
までの利用可能なリソース量の順序で、必要とされるリソースを無線リンクに提供するこ
とができるか否かを連続的に決定し（ステップＳ150）、ステップＳ150の決定結果が“ノ
ー”であるならば、即ち全てのこれらのチャンネル処理装置が依然として必要とされるリ
ソースを提供することができないならば、基地局は他のチャンネル処理装置が、高から低
までの利用可能なリソース量の順序で、必要とされるリソースを無線リンクに提供するこ
とができるか否かを連続的に決定し（ステップＳ160）、要求を満たすチャンネル処理装
置が依然として発見されないならば、基地局はＢＳＣ／ＲＮＣへ、無線リンクの構築また
は付加ができないというメッセージを返送し、不十分な処理リソースの結果として故障が
生じたことを示す（ステップＳ210）。前述のリソース決定において、リソース要求を満
たすチャンネル処理装置が発見されると、その後の決定は停止され、それから基地局は無
線リンクが存在するセルのＲＲＵ無線信号がチャンネル処理装置へ伝送されているか否か
を決定し（ステップＳ170）、伝送されていないならば、ＲＲＵ無線信号はチャンネル処
理装置へ伝送され（ステップＳ180）、その結果、基地局は無線リンクのための対応する
チャンネル処理リソースを分配および構成し、無線リンクのための対応するチャンネル処
理リソースを構成し、対応するチャンネル処理装置のリソース状態の統計情報を更新し（
Ｓ190）、無線リンクを構築または付加することに成功したというメッセージをＢＳＣ／
ＲＮＣへ返送する（ステップＳ200）。
【００３６】
　無線リンクのための最適なチャンネル処理装置についての前述の選択プロセスでは、無
線リンクが存在するセルに帰属するチャンネル処理装置は優先的に選択され、それによっ
て各チャンネル処理装置のＲＲＵ信号チャンネルリソースを可能な限り少ない占有を容易
にし、ソフトハンドオーバーが行われるとき、マクロダイバーシティが存在するセル中の
ＲＲＵ無線信号が可能な限り１つの同一のチャンネル処理装置に交換されることを可能に
し、それによってさらにソフトなハンドオーバー処理を実現することを促し、帰属するチ
ャンネル処理装置が不十分なリソースを有するとき、同じ目的で、無線リンクが存在する
セルを候補セルセットが含んでいるチャンネル処理装置を考慮する必要がある。この状態
は、帰属するチャンネル処理装置の基本セルの隣接領域が多数のアクチブユーザと高いト
ラフィックを有するという理由で主に生じ、それ故、近傍のチャンネル処理装置が、帰属
するチャンネル処理装置の過剰負荷を共有する必要がある。無線リンクが存在するセルを
候補セルセットが含んでいる複数のチャンネル処理装置が要求される処理リソースを提供
できるとき、最小の負荷を有するチャンネル処理装置がチャンネル処理装置間の負荷平衡
を実現するために選択され、さらに高いトラフィックが短期間内で、ある広範囲の領域で
生じる究極の場合をシステムが有するときのみ、近傍ではないチャンネル処理装置は負荷
共有処理を行う。
【００３７】
　アクセスプロセスにおいて（新しく構築されたリンク、およびマクロダイバーシティに
より付加されたリンクを含めた）新しく付加された各無線リンクのための最適なチャンネ
ル処理装置の選択を実現するために、採択される実行モードは各チャンネル処理装置が処
理する責任を有する無線リンクに対応するセルが地理的に近傍で、可能な限りある領域に
中央化されることを可能にする。しかしながら当業者はこの好ましい実行モードが、本発
明にしたがって中央化された基地局の新しく付加された無線リンクのための最適なチャン
ネル処理装置を選択する技術的解決策に対する制限ではないことを理解すべきであり、建
設的な努力を行わずに当業者によって考えることのできる他の構成方法は本発明の技術的



(15) JP 4510888 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

範囲内に入ることも考慮すべきである。例えば、各チャンネル処理装置が区分される方法
は他の選択肢を有することができ、対応する区分方法が中央化された基地局の前述のリソ
ース分配の最適化を行う限り正当である。
【００３８】
　２．適合的リソーススケジュール化および負荷平衡　
　本発明によれば、無線リンクのための最適なチャンネル処理装置の選択に基づいて、中
央化された基地局のチャンネル処理装置の負荷の中期的および長期的の統計的結果にした
がってチャンネル処理装置の処理負荷を平衡するためにチャンネル処理装置間のリソース
スケジュール化を実行することがさらに可能であり、それによってチャンネル処理リソー
スの利用を最大にする目的を達成することができる。
【００３９】
　したがって、本発明はさらにチャンネル処理装置間の負荷平衡を実現するための方法を
提供する。本発明のこの方法によれば、図５に示されている好ましい実行モードにおける
候補セルセットのような、チャンネル処理装置の負荷共有目的に基づいたセルセットは、
中央化された基地局のチャンネル処理装置の負荷の中期的および長期的の統計結果にした
がって適合可能に調節され、それによってチャンネル処理装置間の負荷平衡目的を達成す
ることができる。
【００４０】
　本発明による方法の好ましい実施形態の第１のケースでは、中央化された基地局のチャ
ンネル処理装置の瞬間的な負荷状態の統計を取ることによって、ある時間範囲内のチャン
ネル処理装置の（平均的な）負荷量が得られ、全てのチャンネル処理装置の全体的な平均
負荷量は数学的平均を通して得られる。あるチャンネル処理装置が予め定められたしきい
値だけ総平均を超える負荷量を有するならば、そのチャンネル処理装置の近傍のチャンネ
ル処理装置の候補セルセットは適切に拡大され、それにおいて付加されるセルはチャンネ
ル処理装置の基本セルセット中のセルであり、対応する近傍のチャンネル処理装置の候補
セルセット中のセルに地理的に近傍である。近傍のチャンネル処理装置に対する候補セル
セットに付加されるセル数はまたそれぞれの負荷量に依存し、即ち近傍のチャンネル処理
セルが有する負荷量が大きいほど、その候補セルセットに付加されるセルは少数であり、
一方、近傍のチャンネル処理セルが有する負荷量が小さいほど、その候補セルセットに付
加されるセルは多数となり、他方でチャンネル処理装置の候補セルセットは適切に減少さ
れ、差し引かれるセル数もそれぞれのチャンネル処理装置の負荷量にしたがい、即ちチャ
ンネル処理装置のある近傍のチャンネル処理装置が有する負荷量が大きいほど、チャンネ
ル処理装置の候補セルセットから差し引かれ、近傍のチャンネル処理装置の基本セルセッ
トに属するセルは少数であり、一方、チャンネル処理装置のある近傍のチャンネル処理装
置が有する負荷量が小さいほど、チャンネル処理装置の候補セルセットから差し引かれ、
近傍のチャンネル処理装置の基本セルセットに属するセルは多くなる。
【００４１】
　図７の（ａ）は第１のケースを示す概略図である。図７の（ａ）に示されるように、あ
る中央化された基地局は、基本セルＡ、Ｂ、Ｃにそれぞれ対応する３つのチャンネル処理
装置Ａ、Ｂ、Ｃを具備する。チャンネル処理装置Ｂが予め定められたしきい値だけ総平均
を超える負荷量を有するならば、前述の好ましい解決策に基づいて、その近傍のチャンネ
ル処理装置ＡとＣの候補セルセットは拡大され、一方、チャンネル処理装置Ｂの候補セル
セットは減少され、チャンネル処理装置Ａの負荷がチャンネル処理装置Ｃの負荷よりも大
きいならば、チャンネル処理装置Ａの候補セルセットの拡大された量はチャンネル処理装
置Ｃの候補セルセットの量よりも小さく、チャンネル処理装置Ｂの候補セルセットから差
し引かれチャンネル処理装置Ａの基本セルセットに属すセルはチャンネル処理装置Ｃの基
本セルセットに属するセルよりも多い。
【００４２】
　本発明による方法の好ましい実施形態の第２のケースでは、中央化された基地局のチャ
ンネル処理装置の瞬間的な負荷状態の統計を取ることによって、ある時間範囲内のチャン
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ネル処理装置の（平均的な）負荷量と全てのチャンネル処理装置の総平均負荷量が得られ
る（これは第１のケースの処理と同じである）。あるチャンネル処理装置が予め定められ
たしきい値だけ総平均よりも低い負荷量を有するならば、チャンネル処理装置の候補セル
セットは適当に拡大される。付加されるセル数はそれぞれの近傍のチャンネル処理装置の
負荷量に依存しており、即ちチャンネル処理装置のある近傍チャンネル処理セルが有する
負荷量が大きいほど、チャンネル処理装置の候補セルセットに付加され、近傍のチャンネ
ル処理装置の基本セルセットに属するセルは少数であり、チャンネル処理装置のある近傍
のチャンネル処理装置が有する負荷量が小さいほど、チャンネル処理装置の候補セルセッ
トに付加され、近傍のチャンネル処理装置の基本セルセットに属するセルは多数である。
他方で、チャンネル処理装置の近傍のチャンネル処理装置の候補セルセットは適切に減少
され、差し引かれるセルの数もまたそれぞれの近傍のチャンネル処理装置の負荷量にした
がい、即ち近傍のチャンネル処理装置が有する負荷量が大きいほど、その候補セルセット
から差し引かれるセルの数は多く、一方、近傍のチャンネル処理装置が有する負荷量が小
さいほど、その候補セルセットから差し引かれるセルは少数である。
【００４３】
　図７の（ｂ）は第２のケースを示す概略図である。ある中央化された基地局は基本セル
Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ対応する３つのチャンネル処理装置Ａ、Ｂ、Ｃを具備している。チ
ャンネル処理装置Ｂが予め定められたしきい値だけ総平均をより低い負荷量を有するなら
ば、前述の第２の好ましい解決策に基づいて、チャンネル処理装置Ｂのその近傍のチャン
ネル処理装置ＡとＣの候補セルセットは減少され、一方、チャンネル処理装置Ｂの候補セ
ルセットは拡大される。チャンネル処理装置Ａの負荷がチャンネル処理装置Ｃの負荷より
も小さいならば、チャンネル処理装置Ａの候補セルセットの減少された量はチャンネル処
理装置Ｃの候補セルセットの量よりも小さく、チャンネル処理装置Ｂの候補セルセットに
付加され、チャンネル処理装置Ａの基本セルセットに属しているセルはチャンネル処理装
置Ｃの基本セルセットに属するセルよりも多い。
【００４４】
　当業者は、本発明の前述したような適合的リソーススケジュール化および負荷平衡方法
において、チャンネル処理装置の負荷程度を決定するためのパラメータは、全てのチャン
ネル処理装置の総平均負荷量に加えて、さらに全てのチャンネル処理装置の全加重平均負
荷量または全てのチャンネル処理装置の全平均負荷量の関数、例えばａＰ＋ｂのようなそ
の他の適切なパラメータを含むことができることを理解するであろう。ここでａとｂは定
数であり、Ｐは全ての処理装置の全平均負荷量である。あるチャンネル処理装置の負荷量
が調節される必要があるか否かを決定するときに使用されるしきい値に関しては、これは
実際の状態にしたがって当業者により設定されることもできる。
【００４５】
　本発明の前述の２つの方法はソフトウェアにより実現されることが好ましいが、明らか
に、これらの方法は当業者によく知られている種々のハードウェアモジュールまたは構造
により実現されることもできる。それ故、既知のハードウェア構造またはそれらの組み合
わせを使用して、本発明の前述の方法を実現するためのハードウェア構造もまた本発明の
技術的範囲内に入るものと考えられることができる。例えば中央化された基地局で、新し
く付加された無線リンクのための最適なチャンネル処理装置を選択するための対応する最
適化チャンネル処理装置選択部材を設定することが可能であり、それによって中央化され
た基地局でリソースの最適化された分配を行う。最適なチャンネル処理装置選択部材は種
々のよく知られた機能モジュールにより実現されることができ、これらは例えば図３に示
されているＭＵ10で与えられるか、中央化された基地局に対して外部に設けられることが
できることが容易に理解される。
【００４６】
　本発明の技術的解決策を実施形態と共に前述した。しかしながら、当業者は本発明の原
理および技術的範囲を逸脱せずに、種々の改良または変形をさらに本発明に対して行うこ
とができる。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によってのみ決定される。
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】伝統的なＢＴＳアーキテクチャと、伝統的な無線アクセスネットワークアーキテ
クチャの概略図。
【図２】ＲＲＵを使用する中央化された基地局のシステムアーキテクチャの概略図。
【図３】チップレベルの処理装置とシンボルレベルの処理装置がチャンネル処理機能セク
ションに一体化されている従来技術の基地局システムのシステムアーキテクチャの概略図
。
【図４】チップレベルの処理装置とシンボルレベルの処理装置がチャンネル処理機能セク
ション中で分離されている従来技術の基地局システムのシステムアーキテクチャの概略図
。
【図５】本発明の１実施形態による、中央化された基地局中のチャンネル処理装置の３つ
のセルセットの概略図。
【図６ａ】本発明の１実施形態により、中央化された基地局の無線リンクに対して最適な
チャンネル処理装置を選択するためのプロセスのフローチャート。
【図６ｂ】図６ａで示されているように、最適なチャンネル処理装置を選択するためのプ
ロセスの詳細なフローチャート。
【図７】本発明によるチャンネル処理リソースの適合的なスケジュール化および負荷平衡
のための方法の１実施形態の第１のケースと第２のケースの概略図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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