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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求めるステップと、
　無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定するステップと、
　各無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を
組むステップと、
　複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品
質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関関係を求める
ステップと、
　少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無線セルに係る前記ネット
ワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、その無線セルが異常である
かどうかを判断するステップと、
　を備えることを特徴とする無線セル監視方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線セル監視方法において、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断するステップとして、前記相関関係と各無線
セルのカバーエリアにおける１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを
比較し、１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定
量以上乖離している無線セルは異常であると判断するステップを備えることを特徴とする
無線セル監視方法。
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【請求項３】
　請求項２に記載の無線セル監視方法において、
　１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定量以上
乖離しているか否かの判断は、前記相関関係の統計的な信頼度に基づき正規化された乖離
度を基準として行うことを特徴とする無線セル監視方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の無線セル監視方法において、各ネットワーク統計
品質は、呼確立成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループット
、パケット損失率又はパケット転送遅延であることを特徴とする無線セル監視方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の無線セル監視方法において、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断するステップとして、前記相関関係と各無線
セルのカバーエリアにおけるネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを複数の
ネットワーク統計品質について比較し、ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組
の乖離度の複数のネットワーク統計品質についての加重加算値が所定の基準から所定量以
上乖離している無線セルは異常であると判断するステップを備えることを特徴とする無線
セル監視方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線セル監視方法において、
　各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組の乖離度は、統計的な信頼度に基づ
き正規化された乖離度であることを特徴とする無線セル監視方法。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の無線セル監視方法において、各ネットワーク統計品質は、呼確
立成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループット、パケット損
失率又はパケット転送遅延であることを特徴とする無線セル監視方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の無線セル監視方法において、前記１つ以上の電波
品質は、希望波受信電力（ＲＳＣＰ）分布から算出する強電界面積率、帯域内受信電力密
度比（Ｅｃ／Ｎ０）分布から算出する平均電波干渉量又はその双方であることを特徴とす
る無線セル監視方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の無線セル監視方法において、前記相関関係を求め
るための複数の無線セルとして、同一の分類に属する無線セルを採用することを特徴とす
る無線セル監視方法。
【請求項１０】
　無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求める手段と、
　無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定する手段と、
　各無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を
組む手段と、
　複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品
質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関関係を求める
手段と、
　少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無線セルに係る前記ネット
ワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、その無線セルが異常である
かどうかを判断する手段と、
　を備えることを特徴とする無線セル監視装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の無線セル監視装置において、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断する手段として、前記相関関係と各無線セル
のカバーエリアにおける１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを比較
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し、１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定量以
上乖離している無線セルは異常であると判断する手段を備えることを特徴とする無線セル
監視装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の無線セル監視装置において、
　１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定量以上
乖離しているか否かの判断は、前記相関関係の統計的な信頼度に基づき正規化された乖離
度を基準として行うことを特徴とする無線セル監視装置。
【請求項１３】
　請求項１０乃至１２の何れか１項に記載の無線セル監視装置において、各ネットワーク
統計品質は、呼確立成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループ
ット、パケット損失率又はパケット転送遅延であることを特徴とする無線セル監視装置。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の無線セル監視装置において、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断する手段として、前記相関関係と各無線セル
のカバーエリアにおけるネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを複数のネッ
トワーク統計品質について比較し、ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組の乖
離度の複数のネットワーク統計品質についての加重加算値が所定の基準から所定量以上乖
離している無線セルは異常であると判断する手段を備えることを特徴とする無線セル監視
装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の無線セル監視装置において、
　各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組の乖離度は、統計的な信頼度に基づ
き正規化された乖離度であることを特徴とする無線セル監視装置。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の無線セル監視装置において、各ネットワーク統計品質は、
呼確立成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループット、パケッ
ト損失率又はパケット転送遅延であることを特徴とする無線セル監視装置。
【請求項１７】
　請求項１０乃至１６の何れか１項に記載の無線セル監視装置において、前記１つ以上の
電波品質は、希望波受信電力（ＲＳＣＰ）分布から算出する強電界面積率、帯域内受信電
力密度比（Ｅｃ／Ｎ０）分布から算出する平均電波干渉量又はその双方であることを特徴
とする無線セル監視装置。
【請求項１８】
　請求項１０乃至１７の何れか１項に記載の無線セル監視装置において、前記相関関係を
求めるための複数の無線セルとして、同一の分類に属する無線セルを採用することを特徴
とする無線セル監視装置。
【請求項１９】
　無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求める手段と、
　無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定する手段と、
　各無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を
組む手段と、
　複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品
質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関関係を求める
手段と、
　少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無線セルに係る前記ネット
ワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、その無線セルが異常である
かどうかを判断する手段と、
　を備えることを特徴とする無線セル監視装置としてコンピュータを機能させるためのプ
ログラム。
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【請求項２０】
　請求項１９に記載のプログラムにおいて、
　前記無線セル監視装置は、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断する手段として、前記相関関係と各無線セル
のカバーエリアにおける１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを比較
し、１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定量以
上乖離している無線セルは異常であると判断する手段を備えることを特徴とするプログラ
ム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプログラムにおいて、
　１つのネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組が前記相関関係から所定量以上
乖離しているか否かの判断は、前記相関関係の統計的な信頼度に基づき正規化された乖離
度を基準として行うことを特徴とするプログラム。
【請求項２２】
　請求項１９乃至２１の何れか１項に記載のプログラムにおいて、各ネットワーク統計品
質は、呼確立成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループット、
パケット損失率又はパケット転送遅延であることを特徴とするプログラム。
【請求項２３】
　請求項１９に記載のプログラムにおいて、
　前記無線セル監視装置は、
　前記無線セルが異常であるかどうかを判断する手段として、前記相関関係と各無線セル
のカバーエリアにおけるネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組とを複数のネッ
トワーク統計品質について比較し、ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組の乖
離度の複数のネットワーク統計品質についての加重加算値が所定の基準から所定量以上乖
離している無線セルは異常であると判断する手段を備えることを特徴とするプログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のプログラムにおいて、
　各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組の乖離度は、統計的な信頼度に基づ
き正規化された乖離度であることを特徴とするプログラム。
【請求項２５】
　請求項２３又は２４に記載のプログラムにおいて、各ネットワーク統計品質は、呼確立
成功率、ハンドオーバ成功率、呼切断成功率、パケット転送スループット、パケット損失
率又はパケット転送遅延であることを特徴とするプログラム。
【請求項２６】
　請求項１９乃至２５の何れか１項に記載のプログラムにおいて、前記１つ以上の電波品
質は、希望波受信電力（ＲＳＣＰ）分布から算出する強電界面積率、帯域内受信電力密度
比（Ｅｃ／Ｎ０）分布から算出する平均電波干渉量又はその双方であることを特徴とする
プログラム。
【請求項２７】
　請求項１９乃至２６の何れか１項に記載のプログラムにおいて、前記相関関係を求める
ための複数の無線セルとして、同一の分類に属する無線セルを採用することを特徴とする
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー方式に基づく移動通信網において無線セルを監視する方法、その装
置及びそのプログラムに関し、特に、無線セルの潜在的な品質劣化を無線エリア設計情報
とネットワーク統計品質の双方を活用して監視する無線セル監視方法、その装置及びその
プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　移動通信網においては、通信機器から取得されるネットワーク統計品質の指標（品質指
標）に基づき、通信品質の監視を行うのが一般的である。品質指標の例としては、移動端
末からの発信や移動端末への着信時に発生する呼の確立要求の回数に対する正常確立回数
を示す呼確立成功率、ハンドオーバーの要求回数に対するハンドオーバーの成功回数を示
すハンドオーバー成功率などがあり、移動通信事業者ごとに複数の指標を組み合わせて用
いている。ネットワークの管理者はこれらの品質指標と、個々の通信機器のハードウェア
やソフトウェアに組み込まれた障害検出機構の出力を参照し、総合的な品質管理と障害管
理を実現している。品質指標からネットワークの異常を検出する方法としては、品質指標
毎に設定された所定の基準値との比較を行うことが一般的である。この品質指標毎の基準
値を設定する従来の方法として、品質指標の過去の統計平均値を用いる方法がある（特許
文献１参照。）。すなわち、通信網が正常であると仮定される過去の一定期間における品
質指標の統計平均値を基準値とし、その基準値と実際の観測値との偏差を算出し、その偏
差が所定の閾値を超過することにより異常の判定を行う。
【特許文献１】特開２００６－０９４４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　品質指標の過去の統計平均値を基準値に用いる従来の品質監視方法は、ネットワーク内
・無線基地局内の機器故障など、急峻な品質劣化をもたらす障害に対しては有効である。
しかしながら、品質が定常的に低い場合、または品質劣化の進行がきわめて緩慢で異常の
兆候が弱い場合には、潜在的な品質異常を検出することが困難である。すなわち、品質指
標の過去の統計平均値との偏差が確認できない場合には、例え異常が潜在する無線セルで
あっても検出することができない。例えば、
　ネットワーク運用パラメータの設定ミスにより運用開始直後より品質が恒常的に低い無
線セル、
　大きな構造物の建設により電波伝搬環境が長期にわたってゆるやかに変動した無線セル
、
　通信機器の部分的な故障などにより十分な性能が発揮できていない無線セル、
などは、急峻な品質劣化をもたらさないため、従来の方法では検出が困難である。
【０００４】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたものであって、その目的は、異常の兆候が弱い潜在
的な品質異常を効率的に検出する無線セル監視方法、そのシステム及びそのプログラムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求めるステップと
、無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定するステップと、
各無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を組
むステップと、複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ
以上の電波品質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関
関係を求めるステップと、少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無
線セルに係る前記ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、そ
の無線セルが異常であるかどうかを判断するステップと、を備えることを特徴とする無線
セル監視方法が提供される。
【０００６】
　また、本発明によれば、無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求める手段
と、無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定する手段と、各
無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を組む
手段と、複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ以上の
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電波品質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関関係を
求める手段と、少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無線セルに係
る前記ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、その無線セル
が異常であるかどうかを判断する手段と、を備えることを特徴とする無線セル監視装置が
提供される。
【０００７】
　更に、本発明によれば、無線セルのカバーエリア毎に1つ以上の電波品質を求める手段
と、無線セルのカバーエリア毎の１つ以上のネットワーク統計品質を測定する手段と、各
無線セルのカバーエリア毎に各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との組を組む
手段と、複数の無線セルのカバーエリアについての各ネットワーク統計品質と１つ以上の
電波品質の組を基に、各ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質との間の相関関係を
求める手段と、少なくとも１つの無線セルについて、前記相関関係と、その無線セルに係
る前記ネットワーク統計品質と１つ以上の電波品質の組との比較に応じて、その無線セル
が異常であるかどうかを判断する手段と、
を備えることを特徴とする無線セル監視装置としてコンピュータを機能させるためのプロ
グラムが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、電波品質に基づきネットワーク統計品質の基準値を推定する。この基準値を
用いて無線セルの品質異常を解析するため、ネットワーク統計品質が急峻に劣化しない場
合においても品質異常を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施の形態における移動通信網の構成図である。
【図２】無線エリア設計システムの保持する電波品質の一例を示す説明図である。
【図３】無線エリア設計システムの保持する無線基地局情報の一例を示す説明図である。
【図４】第１の実施の形態における無線セル監視システムの構成図である。
【図５】ネットワーク統計品質記憶部内のデータの一例を示す説明図である。
【図６】無線エリア設計情報記憶部内のデータの一例を示す説明図である。
【図７】第１の実施の形態における無線セル監視システムの動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図８】第１の実施の形態における電波品質算出手段の動作の一例を示すフローチャート
である。
【図９】第１の実施の形態における品質異常解析手段の動作の一例を示すフローチャート
である。
【図１０】無線セル品質表示手段の表示の一例を示す説明図である。
【図１１】無線セル品質表示手段の表示の一例を示す説明図である。
【図１２】無線セル品質表示手段の表示の一例を示す説明図である。
【図１３】第２の実施の形態における品質異常解析手段の動作の一例を示すフローチャー
トである。
【図１４】第３の実施の形態における無線セル監視システムの構成図である。
【図１５】第３の実施の形態における無線セル監視システムの動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００１０】
　１０、１１　無線基地局
　２０　無線基地局制御装置
　３０　移動通信コア網
　４０　外部網
　５０　無線エリア設計システム
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　６０　無線セル監視システム
　６１　無線セル監視システム
　７０、７１　無線セル
　８０～８２　移動端末
　９０～９５　有線リンク
　６００　ネットワーク統計品質収集手段
　６０１　ネットワーク統計品質記憶部
　６０２　無線エリア設計情報収集手段
　６０３　電波品質算出手段
　６０４　無線エリア設計情報記憶部
　６０５　品質異常解析手段
　６０６　無線セル品質表示手段
　６１０　無線セルグループ化手段
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態の構成例について説明する。
【００１２】
　図１は第１の実施の形態における移動通信網全体を表すブロック図である。図１に示す
ように本実施の形態における移動通信網は、無線基地局１０、１１、無線基地局制御装置
２０、移動通信コア網３０、外部網４０、無線エリア設計システム５０、無線セル監視シ
ステム６０を備える。
【００１３】
　無線基地局１０、１１は、該無線基地局と移動端末との間で電波が届く範囲において無
線セル７０、７１を形成し、無線セル７０の範囲内に存在する移動端末８０、８１は無線
基地局１０と、無線セル７１の範囲内に存在する移動端末８２は無線基地局１１と無線通
信を行う。
【００１４】
　無線基地局制御装置２０は、有線リンク９０、９１および９２を介して無線基地局１０
、１１及び移動通信コア網３０に接続され、配下の無線セルにおけるリソースの管理、制
御トラフィックの送受信および通信トラフィックの転送処理を行う。また、無線基地局制
御装置２０は、通信網の品質の測定を行い、測定結果をネットワーク統計品質として定期
的に無線セル監視システム６０へ送信する。
【００１５】
　無線エリア設計システム５０は、無線基地局が設置された地域付近の電波品質を推定す
る電波伝搬シミュレータなどを備え、無線基地局の配置や空中線電力、アンテナの傾き角
などの無線パラメータの設計を行うシステムである。電波伝搬シミュレータの入力情報は
地図情報、建物情報、無線基地局の設定情報などであり、推定する電波品質としては、設
計対象とするエリアの任意の地点における、無線基地局からの電波電界強度を表す希望波
受信電力（ＲＳＣＰ）分布、電波干渉量を表す帯域内受信電力密度比（Ｅｃ／Ｎ０）分布
などが含まれる。図２に、電波品質推定結果の保持形態の一例を示す。図２（ａ）に示す
ように、設計の対象とするエリアは格子状に分割され、図２（ｂ）に示すように、分割さ
れた格子点ごとに近隣の各無線基地局から受信した電波電界強度（ＲＳＣＰ）及び電波干
渉量（Ｅｃ／Ｎ０）が推定される。また、図３には、無線基地局情報の保持形態の一例を
示す。図３に示すように、無線基地局毎の経緯度情報、アンテナ高、アンテナ角度、送信
電力、無線基地局設置場所情報などが、無線基地局識別情報に対応付けて保持される。無
線エリア設計システム５０には、無線エリア設計情報として、図２に示すような情報のみ
ならず、図３に示すような情報が保持される。
【００１６】
　次に、無線セル監視システム６０について図面を参照して説明する。
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【００１７】
　図４は、無線セル監視システム６０の構成例を示すブロック図である。無線セル監視シ
ステム６０は、電波品質に基づき統計的に推定されるネットワーク統計品質の基準値を基
に、無線セルの潜在的な品質異常の監視を行うシステムである。無線エリア設計システム
５０と無線セル監視システム６０は、必ずしも有線リンクで接続される必要はなく、無線
エリア設計システム５０から無線セル監視システム６０に対し、無線エリア設計情報を取
り込む何らかの手段が用意されていれば良い。
【００１８】
　ネットワーク統計品質収集手段６００は、有線リンク９４を介し、無線基地局制御装置
２０より定期的にネットワーク統計品質の観測値を収集する手段であり、収集した情報を
ネットワーク統計品質記憶部６０１に記憶させる。
【００１９】
　ネットワーク統計品質記憶部６０１は、ネットワーク統計品質収集手段６００より収集
されたネットワーク統計品質の観測値を記憶する手段であり、図５に例示するように、無
線セル識別情報と、これに対応付けられたネットワーク統計品質の観測値とが記憶される
。
【００２０】
　無線エリア設計情報収集手段６０２は、有線リンク９５を介し、無線エリア設計システ
ム５０より無線エリア設計情報を収集する手段であり、収集した情報を無線エリア設計情
報記憶部６０４に記憶させる。
【００２１】
　また、電波品質算出手段６０３は、無線エリア設計情報記憶部６０４に記憶されている
無線エリア設計情報を読み出し、無線セル毎の電波品質を算出する手段である。例えば、
図２（ｂ）に例示した格子上に区切られた各点における電波電界強度（ＲＳＣＰ）分布情
報及び電波干渉量（Ｅｃ／Ｎ０）分布情報を基に、無線セルのカバーエリア、無線セル毎
の強電界面積率及び平均電波干渉量を算出する。強電界面積率の定義については後述する
。
【００２２】
　このようにして算出された結果は、無線エリア設計情報記憶部６０４に記憶される。
【００２３】
　なお、電波品質算出手段６０３は必ずしも必要では無く、無線セル毎に集計された電波
品質が無線エリア設計システム６０４などから取得可能である場合には、それらを直接無
線エリア設計情報記憶部６０４へと記憶しても良い。
【００２４】
　無線エリア設計情報記憶部６０４は、無線エリア設計情報収集手段６０２より収集され
た無線エリア設計情報及び電波品質算出手段６０３によって算出された無線セル毎の電波
品質を記憶する手段である。例えば、図２（ｂ）及び図３に例示した無線エリア設計情報
、図６に例示する無線セル毎の強電界面積率及び平均電波干渉量などを記憶する。
【００２５】
　品質異常解析手段６０５は、電波品質を基に無線セル毎のネットワーク統計品質の基準
値を推定し、推定された基準値と実際の観測値とを比較することで、無線セルの潜在的な
品質異常を解析する手段である。品質異常解析手段６０５は、ネットワーク統計品質記憶
部６０１及び無線エリア設計情報記憶部６０４からネットワーク統計品質及び電波品質を
取得し、無線セルの品質異常の解析を行い、解析結果を無線セル品質表示手段６０６に出
力する。
【００２６】
　無線セル品質表示手段６０６は、品質異常解析手段６０５から解析結果を読み出し、ネ
ットワーク統計品質記憶部６０１、無線エリア設計情報記憶部６０４の情報とあわせて無
線セルの品質状態をディスプレイ等の表示手段を用いて表示する手段である。
【００２７】
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　以上本発明の第１の実施の形態の構成例を述べたが、図１の無線基地局１０、１１、無
線基地局制御装置２０、移動端末８０～８２は、当業者にとってよく知られており、また
本発明とは直接関係しないので、その詳細な構成は省略する。
【００２８】
　次に、図７のフローチャートを参照し、本実施の形態における無線セル監視システム６
０の動作について説明する。
【００２９】
　所定のタイミングで無線セル監視処理が開始されると（Ｓ１１０１）、ネットワーク統
計品質収集手段６００は、有線リンク９４を介し、無線基地局制御装置２０よりネットワ
ーク統計品質の観測値（例えば、呼確立成功率、ハンドオーバー成功率、呼切断成功率、
パケット転送スループット、パケット損失率又はパケット転送遅延）を収集し、ネットワ
ーク統計品質記憶部６０１に記憶する（Ｓ１１０２）。例えば、一定周期毎または保守管
理者等による操作をトリガとして無線セル監視処理を開始する。
【００３０】
　次に、無線エリア設計情報収集手段６０２は、有線リンク９５を介し、無線エリア設計
システム５０より無線エリア設計情報（例えば、図２に例示の無線基地局毎の電波品質分
布）を収集し、無線エリア設計情報記憶部６０４に記憶する（Ｓ１１０３）。その後、電
波品質算出手段６０３は、無線エリア設計情報記憶部６０４に記憶された無線エリア設計
情報を読み出し、無線セル毎の電波品質（例えば、強電界面積率や平均電波干渉量）を算
出し、無線エリア設計情報記憶部６０４へと記憶する（Ｓ１１０４）。
【００３１】
　電波品質算出手段６０３で行われる電波品質算出処理の動作の一例を、図８を併用して
説明する。
【００３２】
　電波品質算出処理が開始されると（図８のＳ１２０１）、無線基地局毎に、該無線基地
局からの希望波受信電力（ＲＳＣＰ）が他の各々の無線基地局からの希望波受信電力（Ｒ
ＳＣＰ）よりも高くなる領域を、該無線基地局のカバーエリアとして定義する（図８のＳ
１２０２）。次に、無線基地局のカバーエリア内で、該無線基地局からの希望波受信電力
（ＲＳＣＰ）が所定値以上となる面積を算出し、前記カバーエリアの面積との比から算出
される面積率を、強電界面積率とする（図８のＳ１２０３）。次に、無線基地局のカバー
エリア内で、該無線基地局からの帯域内受信電力密度比（Ｅｃ／Ｎ０）の平均値を算出し
、平均電波干渉量とする（図８のＳ１２０４）。その後、無線基地局毎に、強電界面積率
及び平均電波干渉量を、無線セル識別情報と対応付けて、無線エリア設計情報記憶部６０
４に出力し（図８のＳ１２０５）、処理を終了する（図８のＳ１２０６）。なお、強電界
面積率の算出（Ｓ１２０３）、平均電波干渉量の算出（Ｓ１２０４）はどちらか一方のみ
を行ってもよい。
【００３３】
　次に、品質異常解析手段６０５は、ネットワーク統計品質記憶部６０１及び無線エリア
設計情報記憶部６０４に記憶された情報に基づき、無線セルの品質異常を解析する（Ｓ１
１０５）。
【００３４】
　品質異常解析手段６０５で行われる品質異常解析処理の動作を、図９を併用して説明す
る。
【００３５】
　所定のタイミングで品質異常解析処理が開始されると（図９のＳ１３０１）、ネットワ
ーク統計品質記憶部６０１及び無線エリア設計情報記憶部６０４から、それぞれ、測定さ
れた無線セル毎のネットワーク統計品質と計算上の電波品質を取得する（図９のＳ１３０
２）。以下、ネットワーク統計品質の指標として呼確立成功率、電波品質の指標として強
電界面積率を用いて説明する。
【００３６】
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　次に、無線セル毎に取得した多数の強電界面積率と呼確立成功率の値のペアを基に、強
電界面積率の値に応じて期待することのできる呼確立成功率の値を統計的に推定し、この
推定値を呼確立成功率の基準値とする（図９のＳ１３０３）。すなわち、各無線セル毎に
、計算された強電界面積率と測定された呼確立成功率とのペアをとり、そのペアを多数揃
え（多数の無線セルについて揃え）、そこから、強電界面積率対呼確立成功率の間の相関
関係（例えば、線形回帰式）を算出する。
【００３７】
　呼確立成功率は、実測値（故障している無線セルのものも含む）であっても、前記相関
関係を求めるための入力として利用して差し支えないのは、サンプルを多数用意するから
である。
【００３８】
　また、機器故障のような一時的な品質劣化は長期間の平均を取ることにより影響を除外
することができる。本発明はこのような機器故障などによる一時的な品質劣化を検出する
ことが目的ではなく、期待される品質に比べて恒常的に性能が低い無線セルを検出するこ
とを目的としている。また、一時的な品質劣化は従来の品質監視法（例えば過去の統計平
均値との比較）によって予め除外することもできる。
【００３９】
　一つの例において、多変量解析法、例えば回帰分析を用いる場合、強電界面積率を説明
変数ｓ、呼確立成功率を目的変数ｐとすることで、強電界面積率から呼確立成功率の基準
値への回帰式を求めることができる。すなわち、線形回帰式を用いる場合、適切に設定さ
れた係数ａ及びｂを用いて、
　　　ｐ　＝　ａ　＊　ｓ　＋　ｂ
として、強電界面積率と呼確立成功率の基準値との対応関係を表現することができる。
【００４０】
　また、別の例において、強電界面積率を所定の間隔に離散化し、離散区間毎に算出され
る強電界面積率の平均値と呼確立成功率の平均値のペアにより、強電界面積率と呼確立成
功率の基準値との対応関係を表現することもできる。
【００４１】
　次に、無線セル毎に、該無線セルの強電界面積率の値に応じて期待することのできる呼
確立成功率の基準値と、該無線セルの呼確立成功率の観測値との偏差を算出する（図９の
Ｓ１３０４）。すなわち、この偏差が、無線セルが本来発揮することが期待される品質と
実際の品質との乖離を示す。
【００４２】
　ネットワーク統計品質と電波品質の相関が弱い場合においては、無線セル毎に算出され
る上記偏差の分散が大きくなり、偏差の単純な大小比較では無線セルの品質異常を正当に
評価することが困難となる。この問題を解決するため、算出された偏差の統計的な有意性
を評価し、その尺度として品質異常度（乖離度）を算出する（図９のＳ１３０５）。例え
ば、回帰分析の場合には、偏差をその標準偏差によって正規化した標準残差などを品質異
常度として用いることができる。標準偏差によって正規化するのは一例であり、一般には
、相関関係の統計的な信頼度に基づき正規化する。なお、偏差または品質異常度に対し、
所定の閾値を設定することで、品質異常が所定の限度を超えた無線セルのみを検出対象と
することも可能である。
【００４３】
　以上の動作を経て、無線セルの品質異常解析処理が終了する（図９のＳ１３０６）。
【００４４】
　他の実施形態として、ネットワーク統計品質の一つの指標に対し、電波品質の指標を複
数用いて品質異常を解析することができる。例えば、ネットワーク統計品質の指標として
呼確立成功率、電波品質の指標として強電界面積率及び平均電波干渉量を用いることがで
きる。このように電波品質の指標を複数用いることで、ネットワーク統計品質の一つの指
標に対する品質異常を、より信頼度高く解析することが可能となる。なお、この場合にお
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いても、重回帰分析などの多変量解析法などを用いることで上述と同様の動作を実施する
ことができるため、詳細な説明は省略する。
【００４５】
　次に、無線セル品質表示手段６０６は、品質異常解析手段６０５の解析結果を基に、無
線セルの品質状態をディスプレイ等の表示手段を用いて表示する（Ｓ１１０６）。
【００４６】
　図１０～図１２に、無線セルの品質状態の表示例を示す。図１０は、無線セル識別情報
、強電界面積率、強電界面積率から期待される呼確立成功率の基準値及びその観測値、品
質異常度を表形式で表示した例であり、無線セル毎の品質状態を定量的に一覧することが
できる。また、図１１は、無線セル毎の品質異常度を、品質異常度が高い順に棒グラフで
表示した例であり、無線セルの品質異常の程度とその分布を視覚的に確認することができ
る。図１２は、無線セル毎の強電界面積率及び呼確立成功率を散布図として表示した例で
あり、一つの点が一つの無線セルに対応する。図１２の散布図内において、実線は強電界
面積率から呼確立成功率の基準値への回帰直線、点線はその閾値を表しており、特定の無
線セルの品質状態を、全体的な傾向と照らし合わせて確認することができる。
【００４７】
　［第２の実施の形態］
　本発明の第２の実施の形態として、その基本的構成は第１の実施の形態と同様であるが
、品質異常解析手段６０５で、ネットワーク統計品質の指標を複数用いて無線セルの品質
異常を解析することができる。
【００４８】
　一つの実施形態として、ネットワーク統計品質の指標毎に算出される品質異常度の重み
付け和によって、無線セルの品質異常の解析を行うことができる。
【００４９】
　図１３は、本実施形態の動作の一例を示すフローチャートである。図１３では、ネット
ワーク統計品質の指標として呼確立成功率及びハンドオーバー成功率、電波品質の指標と
して強電界面積率を用いた場合を示している。
【００５０】
　図１３におけるＳ１４０３～Ｓ１４０５及びＳ１４０６～Ｓ１４０８の動作は、第１の
実施の形態における動作フロー（図９）のＳ１３０３～Ｓ１３０５の動作と同様である。
本実施の形態では、ネットワーク統計品質の指標を複数取得すること（Ｓ１４０２）を行
う点と、ネットワーク統計品質の指標毎の品質異常度を加重加算すること（Ｓ１４０９）
を行う点で、第１の実施の形態と異なる。
【００５１】
　このように、ネットワーク統計品質の複数の指標に基づき無線セルの品質異常を解析す
ることにより、無線セルの品質異常をより総合的に判断することが可能となる。
【００５２】
　［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態の構成例について説明する。図１４は、第３の実施の形態における無
線セル監視システム６１の構成例を示すブロック図である。第３の実施の形態では、図１
４に示すように、無線セル監視システム６１が、無線セルグループ化手段６１０を備える
点で、第１の実施の形態に例示した無線セル監視システム６０と異なる。第１の実施の形
態と同様の構成要素については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００５３】
　無線セルグループ化手段６１０は、ネットワーク統計品質記憶部６０１及び無線エリア
設計情報記憶部６０４から取得する情報を基に、無線セルを所定の基準に従いグループ化
する手段である。一つの実施形態として、無線セルをその設置場所に関する情報、例えば
郊外、地下鉄、屋内、無線基地局の種類などの情報に基づきグループ化することができる
。これらの情報は、通常、無線エリア設計システム５０から取得可能である。無線セルグ
ループ化手段６１０によりグループ化された無線セルは、そのグループ別に品質異常解析
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【００５４】
　次に、上記構成例の動作について説明する。
【００５５】
　図１５は、第３の実施の形態の構成例の動作の一例を示すフローチャートである。第１
の実施の形態と同様の動作については、図７と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する
。
【００５６】
　第３の実施の形態は、品質異常解析処理を行う前に、無線セルを所定の基準でグループ
化する（Ｓ１５０１）を行う点で第１の実施の形態と異なる。すなわち、上述したように
無線セルグループ化手段６１０が、無線セルを所定の基準でグループ化し、該グループ別
に品質異常解析手段６０５により無線セルの品質異常の解析を行う。無線セルの品質異常
解析処理については、第１、第２の実施の形態と同様にして行うことができるため詳細な
説明は省略する。
【００５７】
　一つの実施形態として、無線セルをその設置場所に基づき、郊外、地下鉄、屋内（例え
ば無線セルが設置された建物名）などに基づきグループ化することができる。通常、移動
通信事業者は、通信トラフィック特性や電波伝搬特性の異なるこれらの無線セル設置場所
種別に応じ、異なる設計ポリシーを設定している場合が多い。無線セルをグループ化しな
い場合、特性の異なる無線セルが混在し、品質異常の解析処理で正当な結果を得ることが
困難となる。本実施の形態は、この問題を回避する効果を有し、設計ポリシーなどの異な
る無線セルをグループ化して別々に扱うことで、品質異常解析処理の精度を向上させるこ
とができる。
【００５８】
　なお、図４に示す無線セル監視システムは、ハードウェア、ソフトウェア又はこれらの
組合せにより構成することができる。
【００５９】
　本願は、日本の特願２００７－０７０６２０（２００７年３月１９日に出願）に基づい
たものであり、又、特願２００７－０７０６２０に基づくパリ条約の優先権を主張するも
のである。特願２００７－０７０６２０の開示内容は、特願２００７－０７０６２０を参
照することにより本明細書に援用される。
【００６０】
　本発明の代表的な実施形態が詳細に述べられたが、様々な変更(changes)、置き換え(su
bstitutions)及び選択(alternatives)が請求項で定義された発明の精神と範囲から逸脱す
ることなくなされることが理解されるべきである。また、仮にクレームが出願手続きにお
いて補正されたとしても、クレームされた発明の均等の範囲は維持されるものと発明者は
意図する。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明はセルラー方式に基づく移動通信網に適用することができる。
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