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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルの無線パラメータの変更による無線端末の無線品質を予測する無線品質予測手
段と、
　前記無線パラメータの変更による、無線セルにおける無線リソースの割当対象となる通
信数を予測するリソース割当通信数予測手段と、
　前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果とに基づいて、前記無線パラメータの
変更による通信品質を予測する通信品質予測手段と、
　前記予測した通信品質に基づいて、通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定
する無線パラメータ決定手段と、
を備える無線パラメータ制御装置。
【請求項２】
　前記無線品質予測手段は、前記無線パラメータの変更を実施する前に前記無線端末から
報告された無線品質の測定結果を用いて、前記無線パラメータの変更による無線端末の無
線品質を予測することを特徴とする、請求項１に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項３】
　前記通信品質予測手段は、前記通信品質の予測を、前記無線品質の測定結果の少なくと
も一つを用いて実施することを特徴とする請求項２に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項４】
　前記通信品質予測手段は、前記無線パラメータの変更によって無線端末が帰属する無線
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セルが変更されることを予測することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の
無線パラメータ制御装置。
【請求項５】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線端末
数であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置
。
【請求項６】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線ベア
ラ数であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装
置。
【請求項７】
　前記リソース割当通信数予測手段は、予め定められたタイミングにおける通信数に基づ
いて、前記無線リソースの割当対象となる通信数を予測する、請求項１～６のいずれか１
項に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項８】
　前記リソース割当通信数予測手段は、所定の期間に収集された複数の前記予め定められ
たタイミングにおける通信数を平均化し、前記平均化された通信数に基づいて、前記無線
リソースの割当対象となる通信数を予測する、請求項７に記載の無線パラメータ制御装置
。
【請求項９】
　前記予め定められたタイミングにおける通信数を平均化する際に、前記無線リソースの
割当対象となる通信が存在しない期間は、平均化処理の対象から除外する、請求項８に記
載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１０】
　前記無線パラメータは、送信電力であることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１
項に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１１】
　前記通信品質は、スループットであることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１
項に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１２】
　前記無線品質予測手段は、前記無線パラメータの変更による前記無線端末において測定
されるＳＩＮＲを予測し、
　前記通信品質予測手段は、前記ＳＩＮＲと、前記ＳＩＮＲ及びスループットの対応表ま
たは前記ＳＩＮＲ及びシャノン式とを用いて前記スループットを予測することを特徴とす
る、請求項１１に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１３】
　前記無線パラメータ決定手段は、複数の前記通信品質の平均値及び複数の前記通信品質
の中から抽出された特定の通信品質値の少なくともいずれか一方が改善する無線パラメー
タを選択することを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の無線パラメータ
制御装置。
【請求項１４】
　無線セルの品質劣化を検出する品質劣化検出手段をさらに備え、前記無線パラメータ決
定手段は、前記品質劣化の検出を契機に前記無線パラメータの決定を行うことを特徴とす
る、請求項１～１３のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１５】
　前記無線パラメータ決定手段は、前記決定された無線パラメータを適用した後に前記品
質劣化が検出された場合に、前記決定された無線パラメータを適用する前の無線パラメー
タに戻す、あるいは通信品質の改善が予測される他の無線パラメータを適用することを特
徴とする請求項１４に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１６】
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　複数の無線セルについて前記無線パラメータの決定を行い、前記予測された通信品質が
改善される無線セルを、無線パラメータを変更する対象の無線セルとして選択することを
特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御装置。
【請求項１７】
　無線セルの無線パラメータの変更による無線端末の無線品質を予測する無線品質予測手
段と、
　前記無線パラメータの変更による無線セルにおける無線リソースの割当対象となる通信
数を予測するリソース割当通信数予測手段と、
　前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果に基づいて、前記無線パラメータの変
更による通信品質を予測する通信品質予測手段と、
　前記予測した通信品質に基づいて、通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定
する無線パラメータ決定手段と、
備える無線基地局。
【請求項１８】
　前記無線品質予測手段は、前記無線パラメータの変更を実施する前に前記無線端末から
報告された無線品質の測定結果を用いて、前記無線パラメータの変更による無線端末の無
線品質を予測することを特徴とする、請求項１７に記載の無線基地局。
【請求項１９】
　前記通信品質予測手段は、前記通信品質の予測を、前記無線品質の測定結果の少なくと
も一つを用いて実施することを特徴とする請求項１８に記載の無線基地局。
【請求項２０】
　前記通信品質予測手段は、前記無線パラメータの変更によって無線端末が帰属する無線
セルが変更されることを予測することを特徴とする請求項１７～１９のいずれか１項に記
載の無線基地局。
【請求項２１】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線端末
数であることを特徴とする請求項１７～２０のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項２２】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線ベア
ラ数であることを特徴とする請求項１７～２０のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項２３】
　前記リソース割当通信数予測手段は、予め定められたタイミングにおける通信数に基づ
いて、前記無線リソースの割当対象となる通信数を予測する、請求項１７～２２のいずれ
か１項に記載の無線基地局。
【請求項２４】
　前記リソース割当通信数予測手段は、所定の期間に収集された複数の前記予め定められ
たタイミングにおける通信数を平均化し、前記平均化された通信数に基づいて、前記無線
リソースの割当対象となる通信数を予測する、請求項２３に記載の無線基地局。
【請求項２５】
　前記予め定められたタイミングにおける通信数を平均化する際に、前記無線リソースの
割当対象となる通信が存在しない期間は、平均化処理の対象から除外する、請求項２４に
記載の無線基地局。
【請求項２６】
　前記無線パラメータは、送信電力であることを特徴とする、請求項１７～２５のいずれ
か１項に記載の無線基地局。
【請求項２７】
　前記通信品質は、スループットであることを特徴とする、請求項１７～２６のいずれか
１項に記載の無線基地局。
【請求項２８】
　前記無線品質予測手段は、前記無線パラメータの変更による前記無線端末において測定
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されるＳＩＮＲを予測し、
　前記通信品質予測手段は、前記ＳＩＮＲと、前記ＳＩＮＲ及びスループットの対応表ま
たは前記ＳＩＮＲ及びシャノン式とを用いて前記スループットを予測することを特徴とす
る、請求項２７に記載の無線基地局。
【請求項２９】
　前記無線パラメータ決定手段は、複数の前記通信品質の平均値及び複数の前記通信品質
の中から抽出された特定の通信品質値の少なくともいずれか一方が改善する無線パラメー
タを選択することを特徴とする、請求項１７～２８のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項３０】
　無線セルの品質劣化を検出する品質劣化検出手段をさらに備え、前記無線パラメータ決
定手段は、前記品質劣化の検出を契機に前記無線パラメータの決定を行うことを特徴とす
る、請求項１７～２９のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項３１】
　前記無線パラメータ決定手段は、前記決定された無線パラメータを適用した後に前記品
質劣化が検出された場合に、前記決定された無線パラメータを適用する前の無線パラメー
タに戻す、あるいは通信品質の改善が予測される他の無線パラメータを適用することを特
徴とする請求項３０に記載の無線基地局。
【請求項３２】
　複数の無線セルについて前記無線パラメータの決定を行い、前記予測された通信品質が
改善される無線セルを、無線パラメータを変更する対象の無線セルとして選択することを
特徴とする請求項１７～３１のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項３３】
　無線セルの無線パラメータの変更による無線端末の無線品質を予測し、
　前記無線パラメータの変更による無線セルにおける無線リソースの割当対象となる通信
数を予測し、
　前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果とに基づいて、前記無線パラメータの
変更による通信品質を予測し、
　前記予測した通信品質に基づいて、通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定
する無線パラメータ制御方法。
【請求項３４】
　前記無線品質の予測は、前記無線パラメータの変更を実施する前に前記無線端末から報
告された無線品質の測定結果を用いて、前記無線パラメータの変更による無線端末の無線
品質を予測することを特徴とする、請求項３３に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項３５】
　前記通信品質の予測を、前記無線品質の測定結果の少なくとも一つを用いて実施するこ
とを特徴とする請求項３４に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項３６】
　前記通信品質の予測は、前記無線パラメータの変更によって無線端末が帰属する無線セ
ルが変更されることを予測することを特徴とする請求項３３～３５のいずれか１項に記載
の無線パラメータ制御方法。
【請求項３７】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線端末
数であることを特徴とする請求項３３～３６のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御
方法。
【請求項３８】
　前記無線リソースの割当対象となる通信数は、無線リソースの割当対象となる無線ベア
ラ数であることを特徴とする請求項３３～３６のいずれか１項に記載の無線パラメータ制
御方法。
【請求項３９】
　前記通信数の予測は、予め定められたタイミングにおける通信数に基づいて、前記無線
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リソースの割当対象となる通信数を予測する、請求項３３～３８のいずれか１項に記載の
無線パラメータ制御方法。
【請求項４０】
　前記通信数の予測は、所定の期間に収集された複数の前記予め定められたタイミングに
おける通信数を平均化し、前記平均化された通信数に基づいて、前記無線リソースの割当
対象となる通信数を予測する、請求項３９に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４１】
　前記予め定められたタイミングにおける通信数を平均化する際に、前記無線リソースの
割当対象となる通信が存在しない期間は、平均化処理の対象から除外する、請求項４０に
記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４２】
　前記無線パラメータは、送信電力であることを特徴とする、請求項３３～４１のいずれ
か１項に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４３】
　前記通信品質は、スループットであることを特徴とする、請求項３３～４２のいずれか
１項に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４４】
　前記無線品質の予測は、前記無線パラメータの変更による前記無線端末において測定さ
れるＳＩＮＲを予測し、
　前記通信品質の予測は、前記ＳＩＮＲと、前記ＳＩＮＲ及びスループットの対応表また
は前記ＳＩＮＲ及びシャノン式とを用いて前記スループットを予測することを特徴とする
、請求項４３に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４５】
　前記無線パラメータの決定は、複数の前記通信品質の平均値及び複数の前記通信品質の
中から抽出された特定の通信品質値の少なくともいずれか一方が改善する無線パラメータ
を選択することを特徴とする、請求項３３～４４のいずれか１項に記載の無線パラメータ
制御方法。
【請求項４６】
　前記無線品質の予測をする前に、無線セルの品質劣化を検出し、前記品質劣化の検出を
契機に前記無線パラメータの決定を行うことを特徴とする、請求項３３～４５のいずれか
１項に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４７】
　前記決定された無線パラメータを適用した後に無線セルの品質劣化を検出し、前記品質
劣化が検出された場合に、前記決定された無線パラメータを適用する前の無線パラメータ
に戻す、あるいは通信品質の改善が予測される他の無線パラメータを適用することを特徴
とする請求項３３～４６のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４８】
　複数の無線セルについて前記無線パラメータの決定を行い、前記予測された通信品質が
改善される無線セルを、無線パラメータを変更する対象の無線セルとして選択することを
特徴とする請求項３３～４７のいずれか１項に記載の無線パラメータ制御方法。
【請求項４９】
　無線セルの無線パラメータの変更による無線端末の無線品質を予測するステップと、
　前記無線パラメータの変更による無線セルにおける無線リソースの割当対象となる通信
数を予測するステップと、
　前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果とに基づいて、前記無線パラメータの
変更による通信品質を予測するステップと、
　前記予測した通信品質に基づいて、通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定
するステップとを、コンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は無線通信網における無線パラメータ制御装置、無線基地局、無線パラメータ制
御方法、およびプログラムに関し、特に無線セルの無線パラメータを自律的に制御する無
線パラメータ制御装置、無線基地局、無線パラメータ制御方法、およびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に代表されるセルラ方式の無線通信網では、複数の無線基地局を分散して配置
することにより、広域なサービスエリアを構成する。各無線基地局は、自身と通信可能な
範囲である無線セルを形成する。通常は１～６程度の無線セルが１つの無線基地局によっ
て管理される。また、互いに隣接する無線セル同士で、カバレッジの一部に重なりを持た
せることによって、無線端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）が無線セルを跨っ
て移動した際にもハンドオーバにより通信を持続することができる。
【０００３】
　無線基地局の設置時や運用中には、通信不能なエリア（Ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｈｏｌｅ）
を減らし、さらにはＵＥの通信品質、特にスループットを改善することを目的に、無線セ
ルのカバレッジ最適化が行われる。一般的には、現地にて専用の測定器を用いた走行試験
を実施する。走行試験においては、電波の受信電力や干渉状況、通信の異常切断やハンド
オーバ失敗の発生有無、スループットなどが測定される。そして、受信電力が不十分な場
所（Ｗｅａｋ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）や、強い干渉を受けている場所（Ｐｉｌｏｔ　ｐｏｌ
ｌｕｔｉｏｎ）などを特定し、これらの問題を解消するための無線パラメータの調整が行
われる。調整される無線パラメータとしては、例えば、無線セルのアンテナチルト角、ア
ンテナ方位角、送信電力、及びハンドオーバパラメータなどが一般的である。
【０００４】
　上述の走行試験に基づく無線セルのカバレッジ最適化は、人手による測定ならびに無線
パラメータのチューニング作業を伴うため、無線通信網の運用コストの増加の一因となっ
ている。そこで、こうした無線セルのカバレッジ最適化にかかるコストを削減するために
、無線セルのカバレッジを自律的に最適化する技術が提案されている。
【０００５】
　特許文献１に開示された手法によれば、フェムトセル（Ａ）は、当該フェムトセル（Ａ
）に接続するＵＥから無線品質の測定結果を受信する。そして、無線品質が許容値を満た
さない場合には、隣接するフェムトセル（Ｂ）に対して送信電力の減少を指示する。送信
電力の減少を指示されたフェムトセル（Ｂ）は、当該フェムトセル（Ｂ）に接続するＵＥ
の送信電力減少後における無線品質、例えば、ＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅ
ｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を予測する。そして、予測され
たＳＩＮＲが許容値を満たす場合に、フェムトセル（Ａ）から指示された送信電力の減少
を実施する。
【０００６】
　特許文献２に開示された手法によれば、無線セルは自身（自セル）のトラフィック負荷
を測定する。そして、高負荷時には、トラフィック負荷の低い周辺セルのうち、自セルと
の重なりが大きい無線セルを選択する。そして、選択した無線セルのカバレッジを拡大す
るとともに、自セルのカバレッジを縮小する。一方、自セルのトラフィック負荷が低い時
には、周辺セルのカバレッジを縮小するとともに、自セルのカバレッジを拡大する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００９／０２３５８７号
【特許文献２】国際公開第２０００／０７２６１８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　一般的に、ＵＥのスループットは、ＵＥの無線品質（例えば、ＳＩＮＲ）と、当該ＵＥ
が接続する無線セル（サービングセル）において無線リソースの割当対象となる通信数（
例えば、無線リソースの割当対象となるＵＥ数や無線ベアラ数）とに依存する。すなわち
、一般的にはＵＥの無線品質が良いほど高いスループットが期待できるものの、有限な無
線リソースを複数ＵＥ間で共有する無線通信システムにおいては、無線リソースの割当対
象となるＵＥ数が多いとＵＥ当たりの通信機会が減少するため、結果的にＵＥのスループ
ットは劣化する。
【０００９】
　特許文献１は、フェムトセルの送信電力を変更するか否かの判断に、送信電力を変更し
たと仮定した場合のＵＥの無線品質の予測結果を用いている。しかしながら、送信電力の
変更に伴うフェムトセルのＵＥ数の変化までは考慮していない。そのため、フェムトセル
のＵＥ数の増加あるいは減少によって生じる通信機会の増減までは考慮することができず
、ＵＥのスループットを正しく予測できない可能性がある。この問題は特に、フェムトセ
ルよりもマクロセルやマイクロセル、ピコセルなどで生じやすい。その理由は、マクロセ
ルやマイクロセル、ピコセルなどは、一般的にフェムトセルよりも多くのＵＥを収容する
ため、カバレッジ変更に伴うＵＥ数の変化が生じやすいためである。
【００１０】
　特許文献２は、無線セル間のトラフィック負荷を所定の範囲でバランスさせることによ
って通信品質を改善することを目的としている。しかしながら、特に無線セル内のＵＥ分
布に偏りがある場合には、トラフィック負荷のみを考慮してカバレッジを変更すると、Ｕ
Ｅの無線品質の劣化を招き、スループットが劣化する可能性が高い。
【００１１】
　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、ＵＥのスループットが
改善する無線パラメータを決定することが可能な無線パラメータ制御装置を実現すること
ができる無線パラメータ制御装置、無線基地局、無線パラメータ制御方法及びプログラム
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様にかかる無線パラメータ制御装置は、無線セルの無線パラメータの
変更による無線端末の無線品質を予測する無線品質予測部と、前記無線パラメータの変更
による無線セルにおける無線リソースの割当対象となる通信数を予測するリソース割当通
信数予測部と、前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果とに基づいて、前記無線
パラメータの変更による通信品質を予測する通信品質予測部と、前記予測した通信品質に
基づいて、前記通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定する無線パラメータ決
定部と、を備えるものである。
【００１３】
　本発明の第２の態様にかかる無線基地局は、無線セルの無線パラメータの変更による無
線端末の無線品質を予測する無線品質予測部と、前記無線パラメータの変更による無線セ
ルにおける無線リソースの割当対象となる通信数を予測するリソース割当通信数予測部と
、前記無線品質の予測結果と前記通信数の予測結果に基づいて、前記無線パラメータの変
更による通信品質を予測する通信品質予測部と、前記予測した通信品質に基づいて、前記
通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定する無線パラメータ決定部とを備える
ものである。
【００１４】
　本発明の第３の態様にかかる無線パラメータ制御方法は、無線セルの無線パラメータの
変更による無線端末の無線品質を予測し、前記無線パラメータの変更による無線セルにお
ける無線リソースの割当対象となる通信数を予測し、前記無線品質の予測結果と前記通信
数の予測結果とに基づいて、前記無線パラメータの変更による通信品質を予測し、前記予
測した通信品質に基づいて、前記通信品質の改善が予測される無線パラメータを決定する
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ものである。
【００１５】
　本発明の第４の態様にかかるプログラムは、無線セルの無線パラメータの変更による無
線端末の無線品質を予測するステップと、前記無線パラメータの変更による無線セルにお
ける無線リソースの割当対象となる通信数を予測するステップと、前記無線品質の予測結
果と前記通信数の予測結果とに基づいて、前記無線パラメータの変更による通信品質を予
測するステップと、前記予測した通信品質に基づいて、前記通信品質の改善が予測される
無線パラメータを決定するステップとを、コンピュータに実行させるものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、無線品質と、無線リソースの割当対象となる通信数の両者の予測結果
を用いて、無線パラメータ変更後の通信品質を予測するため、無線パラメータの変更に伴
うＵＥのスループットをより正確に予測することが可能となり、ＵＥのスループットが改
善する無線パラメータを決定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態１にかかる無線通信網の構成図である。
【図２】実施の形態１にかかる無線パラメータ制御装置の構成図である。
【図３】実施の形態１にかかる無線パラメータ決定処理のフローチャートである。
【図４】実施の形態２にかかる無線パラメータ制御装置の構成図である。
【図５Ａ】実施の形態２にかかる無線パラメータ決定処理のフローチャートである。
【図５Ｂ】実施の形態２にかかる無線パラメータ決定処理のフローチャートである。
【図６Ａ】実施の形態３にかかる無線パラメータ決定処理のフローチャートである。
【図６Ｂ】実施の形態３にかかる無線パラメータ決定処理のフローチャートである。
【図７】実施の形態４にかかる無線通信網の構成図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。各図面に
おいて、同一または対応する要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明
は省略される。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　＜発明の実施の形態１＞
　図１は、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１を含む無線通信網の構成例を示
す図である。無線基地局２は、無線セル３を管理し、複数の無線端末（以下、ＵＥ）４と
の間で双方向の無線通信を行う。無線基地局２は、上位ネットワーク（不図示）に接続さ
れており、ＵＥ４と上位ネットワークとの間でトラフィックを中継する。上位ネットワー
クは、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを含む。なお、無線基地局２には
、無線セル３の無線信号を中継するリレー基地局を含む。また、図１では、各無線基地局
２が１つの無線セル３を管理する形態について例示したが、これに限定されない。すなわ
ち、各無線基地局２が複数の無線セル３を管理する形態を取っても良い。
【００２０】
　無線パラメータ制御装置１は、ＵＥ４によって測定された無線品質（以下、ＵＥ測定情
報）を、無線基地局２を介して取得する。ＵＥ測定情報は、ＵＥ４が接続する無線セル３
（サービングセル）の無線品質の測定結果を含む。さらに、ＵＥ測定情報は、ＵＥ４のサ
ービングセル以外の周辺セルの無線品質の測定結果を含んでも良い。ＵＥ４によって測定
される無線品質の典型的な例は、無線基地局２から送信される無線信号（下り信号）の受
信品質である。
【００２１】
　受信品質は、例えば、下りパイロット信号や、下りリファレンス信号の受信電力又はＳ
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ＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａ
ｔｉｏ）などの信号対雑音干渉比である。Ｗ－ＣＤＭＡの場合、ＵＥ４によって測定され
る無線品質は、無線セル毎の共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉ
ｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信電力（ＣＰＩＣＨ　ＲＳＣＰ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ））や、ＣＰＩＣＨの１チップ当たりのエネルギー対帯
域内受信電力密度比（Ｅｃ／Ｎｏ）とすれば良い。また、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）の場合、ＵＥ４によって測定される無線品質は、下りリファレンス
信号（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の受信電力（ＲＳＲＰ：
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）や、受信品質（Ｒ
ＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）とす
れば良い。
【００２２】
　さらに、ＵＥ測定情報は、スループットやＢＬＥＲ（Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔ
ｅ）などの通信品質、異常切断やハンドオーバ失敗の発生有無といったイベント情報、Ｕ
Ｅが無線品質を測定した時刻、各無線品質に対応する無線セル３の識別子、及びＵＥ４の
識別子などの情報を含んでも良い。
【００２３】
　また、無線パラメータ制御装置１は、無線基地局２から無線リソースの割当対象となる
通信数に関する情報（リソース割当通信情報）の測定結果を取得する。リソース割当通信
情報の典型的な例は、無線セル３において無線リソースの割当対象となるＵＥ数（リソー
ス割当ＵＥ数）、あるいは無線リソースの割当対象となる無線ベアラ数（リソース割当ベ
アラ数）などである。リソース割当ＵＥ数は、実際に無線リソースを割り当てたＵＥ数の
みであっても良いし、無線基地局２のバッファにデータが蓄積され（すなわち、未送信の
データを持ち）、無線リソースの割り当てを待機しているＵＥ数をさらに含めても良い。
リソース割当ベアラ数についても同様である。無線パラメータ制御装置１は、無線基地局
２が測定した１時点のリソース割当通信情報を取得しても良いし、当該リソース割当通信
情報を所定の期間について集計した値を取得しても良い。例えば、無線基地局２が、自身
が管理する無線セル３毎に、所定のサンプリング期間（例えば、１秒）ごとにその時点の
リソース割当ＵＥ数あるいはリソース割当ベアラ数を測定し、それらを所定の期間（例え
ば、３０分）について平均化した値を保持している場合、無線パラメータ制御装置１は、
その値をリソース割当通信情報として取得する。もしくは、無線パラメータ制御装置１が
、無線基地局２において測定された値を平均化処理してもよい。こうした平均化処理にお
いては、通信中のＵＥや無線ベアラが存在しない時間、具体的には、ユーザプレーン情報
の通信のための無線リソースがいずれのＵＥにも割り当てられていない時間は、処理対象
から除外することが好ましい。
【００２４】
　無線パラメータ制御装置１は、取得したＵＥ測定情報とリソース割当通信情報とを用い
て、無線セル３の無線パラメータを変更したと仮定した場合のＵＥのスループットを予測
する。なお、「無線パラメータを変更したと仮定した場合」とは、無線セルの無線パラメ
ータを実際には変更せずに、という意味であって、解析的、論理的あるいはシミュレーシ
ョン等の手段によって仮想的に無線パラメータを変更することを含む。また、無線パラメ
ータ制御装置１は、ＵＥのスループットの改善が期待できる無線パラメータの値を無線セ
ル３に適用し、無線セル３のカバレッジを変更する。無線パラメータ決定処理の詳細は後
述する。無線セルのカバレッジを変更可能な無線パラメータの具体例は、無線セル３の下
り信号の最大送信電力、パイロット信号やリファレンス信号の送信電力、アンテナのチル
ト角、又はアンテナの方位角等である。また、無線パラメータとして、ＣＩＯ（Ｃｅｌｌ
　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｏｆｆｓｅｔ）やＱｏｆｆｓｅｔを用いても良い。
【００２５】
　Ｗ－ＣＤＭＡ及びＬＴＥでは、ＣＩＯやＱｏｆｆｓｅｔは、測定対象のセルのリストと
ともに無線基地局からＵＥへと通知される。ＣＩＯは、ハンドオーバに関するパラメータ
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であり、ＵＥが周辺セルの受信電力の測定値に基づいてハンドオーバをトリガする際に、
周辺セルの受信電力に対するオフセットとして使用される。また、Ｑｏｆｆｓｅｔは、セ
ル選択に関するパラメータであり、アイドル状態のＵＥが周辺セルの受信電力の測定値に
基づいてサービングセルを選択する際に、周辺セルの受信電力に対するオフセットとして
使用される。これらのオフセット値が高く設定された無線セルほど、ＵＥによって選択さ
れやすくなるため、無線セルのカバレッジを拡大するのと同様の効果がある。
【００２６】
　なお、上記では、各無線基地局２が無線パラメータ制御装置１に直接接続された構成例
を示しているが、それに限定されない。例えば、各無線基地局２は、他の無線基地局２と
通信回線（不図示）で接続され、他の無線基地局２を介して無線パラメータ制御装置１と
接続されても良い。
【００２７】
　以下では、無線パラメータ制御装置１の構成および無線パラメータ決定処理の具体例に
ついて詳しく説明する。
【００２８】
　図２は、無線パラメータ制御装置１の構成例を示すブロック図である。ＵＥ測定情報取
得部１０は、ＵＥ４によって測定された無線品質（ＵＥ測定情報）を取得する。ＵＥに対
する無線品質の測定および報告の指示は、無線基地局２が行っても良いし、無線パラメー
タ制御装置１のＵＥ測定情報取得部１０が、無線基地局２を介して行っても良い。例えば
、ＵＥ測定情報取得部１０は、ＵＥに対して所定の周期毎または所定のイベント発生時（
例えば、通信開始時、通信終了時、ハンドオーバ時、異常切断時など）に無線品質の測定
および報告を行うように指示することができる。
【００２９】
　リソース割当通信情報取得部１１は、無線基地局２によって測定された無線セル３のリ
ソース割当通信情報を取得する。例えば、無線セル３において無線リソースの割当対象と
なるＵＥ数（リソース割当ＵＥ数）、あるいは無線リソースの割当対象となる無線ベアラ
数（リソース割当ベアラ数）、あるいはそれらに相当する情報を取得する。上述の通り、
リソース割当通信情報取得部１１が取得するリソース割当通信情報は、無線基地局２が測
定した１時点の情報であっても良いし、所定の期間で集計した情報であっても良い。
【００３０】
　無線品質予測部１２は、ＵＥ測定情報取得部１０が取得したＵＥ測定情報を用いて、無
線セル３の無線パラメータを変更したと仮定した場合のＵＥの無線品質（例えば、各無線
セルの受信電力や信号対雑音干渉比）や、当該ＵＥのサービングセルを予測する。
【００３１】
　リソース割当通信数予測部１３は、リソース割当通信情報取得部１１が取得したリソー
ス割当通信情報を用いて、無線セル３の無線パラメータを変更したと仮定した場合の無線
セル毎のリソース割当通信数、例えば、無線リソースの割当対象となるＵＥ数の平均値で
ある平均リソース割当ＵＥ数や、無線リソースの割当対象となる無線ベアラ数の平均値で
ある平均リソース割当ベアラ数を予測する。
【００３２】
　なお、無線セル３の無線パラメータを変更した場合、ＵＥによっては受信電力が最も高
くなる無線セルが変わることにより、当該ＵＥが接続する無線セル（サービングセル）が
変わる場合がある。その結果、ＵＥの空間的な分布が変わらなかったとしても、無線セル
３の無線パラメータを変更することにより、各無線セルのリソース割当通信数が変わる可
能性がある。このことを考慮するため、リソース割当通信数予測部１３で無線セル毎のリ
ソース割当通信数を予測する際は、無線品質予測部１２によるＵＥの無線品質やサービン
グセルの予測結果を用いてもよい。
【００３３】
　通信品質予測部１４は、無線品質予測部１２によるＵＥの無線品質の予測結果と、リソ
ース割当通信数予測部１３による無線セル毎のリソース割当通信数の予測結果をもとに、
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無線セル３の無線パラメータを変更したと仮定した場合のＵＥの通信品質（例えば、スル
ープット）を予測する。通信品質の予測方法の詳細については後述する。
【００３４】
　無線パラメータ決定部１５は、通信品質予測部１４による通信品質の予測結果をもとに
、通信品質の改善が期待される無線セル３の無線パラメータを決定する。無線パラメータ
決定部１５は、決定した無線パラメータを無線基地局２に通知し、無線セル３の無線パラ
メータの更新を指示する。
【００３５】
　続いて以下では、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１による無線パラメータ
決定処理の具体例について説明する。本具体例において、無線パラメータ制御装置１は、
新規に追加した無線セルの無線パラメータを設定する。以下では、無線パラメータを設定
する対象となる無線セルを制御セルと呼ぶ。制御セルは、新規に追加された無線セルでも
よく、新規に追加された無線セルの周辺の無線セルでもよい。
【００３６】
　図３は、無線パラメータ決定処理の具体例を示すフローチャートである。ステップＳ１
００では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、制御セルの無線パ
ラメータを初期値に設定する。例えば、制御セルの下り信号の最大送信電力を、設定可能
な最大値に設定する。例えば、マクロセルであれば４６ｄＢｍ、ピコセルであれば３０ｄ
Ｂｍなどを初期値に設定すれば良い。なお、無線基地局２自身が無線パラメータの初期値
を設定する機能を有する場合には、無線基地局２が指定する無線パラメータを適用しても
良い。
【００３７】
　ステップＳ１０１では、無線パラメータ制御装置１のＵＥ測定情報取得部１０は、制御
セルおよび／または制御セルの周辺セルに接続するＵＥに対して、無線品質の測定および
報告を指示する。例えば、ＵＥが通信状態にあるときに、当該ＵＥが測定可能な無線セル
毎、あるいは無線基地局によって測定を指示された無線セル毎の無線品質を、所定の周期
毎に測定および報告するように指示する。上述の通り、例えばＷ－ＣＤＭＡの場合、ＵＥ
によって測定される無線品質は、共通パイロット信号の受信電力（ＲＳＣＰ）や、共通パ
イロット信号の１チップ当たりのエネルギー対帯域内受信電力密度比（Ｅｃ／Ｎｏ）とす
れば良い。また、例えばＬＴＥの場合、ＵＥによって測定される無線品質は、下りリファ
レンス信号の受信電力（ＲＳＲＰ）や、受信品質（ＲＳＲＱ）とすれば良い。
【００３８】
　ステップＳ１０２では、無線パラメータ制御装置１のＵＥ測定情報取得部１０は、ＵＥ
によって測定された無線品質（ＵＥ測定情報）を取得する。
【００３９】
　ステップＳ１０３では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、無
線パラメータの変更条件を満たすか否かを判定する。例えば、ＵＥ測定情報取得部１０が
取得したＵＥ測定情報の数が所定値に達したか否か、またはＵＥ測定情報取得部１０がＵ
Ｅ測定情報の取得を開始してから所定時間経過したか否か、または所定の時刻に達したか
否か、などを無線パラメータの変更条件とすれば良い。無線パラメータの変更条件を満た
す場合にはステップＳ１０４へと進み、満たさない場合にはステップＳ１０２へと戻る。
なお、本発明のような無線パラメータの制御は、秒単位など比較的周期が短い制御と、時
間または日など比較的周期が長い制御とがあるが、本発明はいずれの場合にも適用可能で
ある。
【００４０】
　ステップＳ１０４では、無線パラメータ制御装置１のリソース割当通信情報取得部１１
は、制御セルおよび／または制御セルの周辺セルのリソース割当通信情報を取得する。例
えば、上述の通り、無線基地局２は自身が管理する無線セル３毎に、所定のサンプリング
期間ごとにその時点のリソース割当ＵＥ数あるいはリソース割当ベアラ数を測定する。そ
して、無線パラメータ制御装置１のリソース割当通信情報取得部１１は、無線基地局２が
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測定したリソース割当ＵＥ数あるいはリソース割当ベアラ数を所定の期間について平均化
した値を取得する。ここで、平均化のための所定の期間は、ＵＥ測定情報を取得した期間
の一部あるいは全てを含むことが望ましいが、それに限定されない。例えば、日単位のト
ラフィックの周期性を考慮して、ＵＥ測定情報を取得した日とは異なる日だが、時間帯は
同一となるリソース割当通信情報を用いても良い。
【００４１】
　ステップＳ１０５からステップＳ１０９は、無線パラメータの候補値毎に行われるルー
プ処理である。以下では、一例として、制御セルの送信電力を変更する場合について説明
する。送信電力の候補値は、制御セルに適用可能な最大送信電力が４６ｄＢｍの場合、例
えば、４６ｄＢｍから３０ｄＢｍまで１ｄＢ間隔に設定すれば良い。
【００４２】
　ステップＳ１０６では、無線パラメータ制御装置１の無線品質予測部１２は、制御セル
の無線パラメータを各候補値に変更したと仮定した場合の無線品質を予測する。無線品質
の予測は、ＵＥ測定情報取得部１０が取得したＵＥ測定情報の測定結果のそれぞれに対し
て行うことができる。このとき、制御セルの送信電力を変更することによって、例えＵＥ
が同じ場所に存在したとしても、当該ＵＥが接続する無線セル（サービングセル）が変化
する可能性があることを考慮することが好ましい。
【００４３】
　制御セルの送信電力を各候補値に変更したと仮定した場合の各ＵＥ（ＵＥ測定情報）の
サービングセルは、送信電力変更後に最も受信電力が高くなると予測される無線セルとし
て予測することができる。具体的には、制御セルの送信電力の変更量分だけ制御セルの受
信電力のみが変化すると仮定した上で、送信電力変更後の各無線セルの受信電力を予測す
れば良い。一例として、ＵＥ測定情報取得部１０が、ＵＥによって測定された無線セル毎
の下り信号の受信電力をＵＥ測定情報として取得した場合について説明する。
【００４４】
　制御セルの送信電力を各候補値に変更したと仮定した場合の無線品質（ＳＩＮＲ）は、
制御セルの送信電力の変更量分だけ制御セルの受信電力のみが変化すると仮定した上で、
「サービングセル（すなわち受信電力の予測値が最も高くなる無線セル）の受信電力の予
測値」と「サービングセル以外の無線セルの受信電力の予測値の総和＋熱雑音」との比を
、ＵＥ測定情報毎に算出すれば良い。なお、一般的には無線セルのトラフィック負荷が高
いほど当該無線セルからの受信電力は高くなる。そのため、無線セルの受信電力を当該無
線セルのトラフィック負荷に応じて重み付けした値を、当該無線セルの受信電力として用
いても良い。このとき、制御セルの送信電力を各候補値に変更したと仮定した場合の無線
セル毎のトラフィック負荷は、次に述べる平均リソース割当ＵＥ数と同様に、例えば、制
御セルの送信電力を各候補値に変更する前と、変更したと仮定した場合とのＵＥ測定情報
数の比を用いて予測することができる。トラフィック負荷としては、無線セル毎の無線リ
ソース使用率、例えば、リソースブロック使用率や電力使用率などを用いれば良い。
【００４５】
　ステップＳ１０７では、無線パラメータ制御装置１のリソース割当通信数予測部１３は
、制御セルの無線パラメータを当該候補値に変更したと仮定した場合の無線セル毎のリソ
ース割当通信数を予測する。一例として、リソース割当通信情報取得部１１が、各無線セ
ルから平均リソース割当ＵＥ数を取得した場合について説明する。リソース割当通信情報
取得部１１が取得した無線セルＡの平均リソース割当ＵＥ数をＸ、制御セルの送信電力を
各候補値に変更したと仮定した場合の無線セルＡの平均リソース割当ＵＥ数の予測値をＸ
'、制御セルの送信電力を各候補値に変更したと仮定した場合の無線セルＡのＵＥ数の変
化率をＲとすると、Ｘ'＝Ｘ×Ｒとして予測することができる。ここで、無線セルＡのＵ
Ｅ数の変化率（Ｒ）は、ＵＥ測定情報取得部１０が取得したＵＥ測定情報を用いて予測す
ることができる。具体的には、まず、ＵＥ測定情報毎に無線セルＡをサービングセルとす
るＵＥ測定情報の数（Ｎ１）を算出する。続いて、送信電力の変更量分だけ制御セルの受
信電力のみが変化すると仮定した上で、制御セルの送信電力を各候補値に変更した場合の
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無線セルＡをサービングセルとするＵＥ測定情報の数（Ｎ２）を算出する。例えば、無線
セルＡが制御セルに隣接セルする無線セルである場合、制御セルの送信電力が減少するこ
とによって、制御セルの送信電力変更後に無線セルＡの受信電力が最も高くなると予測さ
れるＵＥ測定情報の数（Ｎ２）、すなわち無線セルＡがサービングセルになると予測され
るＵＥ測定情報の数（Ｎ２）は、制御セルの送信電力変更前に無線セルＡをサービングセ
ルとするＵＥ測定情報の数（Ｎ１）よりも増加する。このとき、無線セルＡのＵＥ数の変
化率（Ｒ）は、Ｒ＝Ｎ２／Ｎ１として予測することができる。
【００４６】
　ステップＳ１０８では、無線パラメータ制御装置１の通信品質予測部１４は、無線品質
予測部１２による無線品質の予測結果とリソース割当通信数予測部１３によるリソース割
当通信数の予測結果とをもとに、制御セルの無線パラメータを各候補値に変更したと仮定
した場合の通信品質を予測する。通信品質の予測についても、無線品質の予測の場合と同
様に、ＵＥ測定情報取得部１０が取得したＵＥ測定情報毎に行えば良い。通信品質の予測
方法の一例として、無線品質予測部１２がＵＥ測定情報毎のＳＩＮＲを予測し、リソース
割当通信数予測部１３が無線セル毎の平均リソース割当ＵＥ数を予測した場合に、通信品
質予測部１４が通信品質としてＵＥのスループット予測する方法について説明する。まず
、通信品質予測部１４は、無線品質予測部１２によって予測されたＵＥ測定情報毎のＳＩ
ＮＲを用いて、全システム帯域使用時のスループット（ＴＰｍａｘ）をＵＥ測定情報毎に
予測する。例えば、無線通信の分野で良く知られているシャノン理論を用いて、
【００４７】
　ＴＰｍａｘ＝ＢＷ×ｌｏｇ２（１＋ＳＩＮＲ）×α・・・（式１）
【００４８】
　として算出する。ここで、ＢＷはシステム帯域幅、αは受信機の実装等に依存して生じ
る理論限界からの劣化量を示す係数であり、例えば、０．６といった値を用いれば良い。
ＴＰｍａｘを予測するための別の手法として、シャノン理論を用いる代わりに、あらかじ
めＳＩＮＲに対する通信速度の表を作成しておき、これを参照しても良い。次に、制御セ
ルの送信電力の変更量分だけ制御セルの受信電力のみが変化すると仮定した上で、制御セ
ルの送信電力変更後のサービングセルをＵＥ測定情報毎に予測する。リソース割当通信数
予測部１３が予測した当該サービングセルの平均リソース割当ＵＥ数の予測結果をＸ'と
すると、制御セルの送信電力を変更したと仮定した場合の当該ＵＥ測定情報のスループッ
ト（ＴＰ）は、
【００４９】
　ＴＰ＝ＴＰｍａｘ／Ｘ' ・・・（式２）
【００５０】
　として予測することができる。なお、このような平均リソース割当ＵＥ数によって除算
する処理は、ＬＴＥに用いられるＯＦＤＭＡ方式のように、周波数リソースを複数のＵＥ
間で分配する場合や、時間リソースを複数のＵＥ間で分配する場合に適用可能である。一
方で、Ｗ－ＣＤＭＡのように、周波数帯域を共有する複数のＵＥをコードによって分離す
る場合、平均リソース割当ＵＥ数の影響はＳＩＮＲに反映され、当該ＵＥ測定情報のスル
ープット（ＴＰ）はＴＰｍａｘと同一になる。
【００５１】
　ステップＳ１１０では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、無
線パラメータの候補値毎に予測された通信品質をもとに、通信品質の改善が期待される無
線パラメータの候補値を選択する。例えば、ＵＥ測定情報毎に予測された通信品質の平均
値、またはＵＥ測定情報毎に予測された通信品質の中から抽出された特定の通信品質値を
用いることができる。特定の通信品質値の例としては、無線セルの境界部（セルエッジ）
の品質指標として用いられることが多い、通信品質のＣＤＦ（Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）の下位５％値や１０％値を用いれば良い。
また、通信品質のＵＥ間のばらつきを最小化するために、ＵＥ測定情報毎に予測された通
信品質の分散や標準偏差を用いても良い。無線パラメータ決定部１５は、無線パラメータ
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の候補値毎にこうした通信品質の評価値を少なくとも一つ算出し、当該評価値が最も改善
する無線パラメータの候補値を選択する。具体例としては、スループットの平均値が最も
改善する無線パラメータの候補値を選択する方法や、スループットの平均値を維持しつつ
、スループットの下位５％値が最も改善する無線パラメータの候補値を選択するといった
方法を適用することができる。
【００５２】
　ステップＳ１１１では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、制
御セルに対してステップＳ１１０で選択した無線パラメータの候補値を適用するように無
線基地局に指示する。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、無線パラメータ制御装置１に、制御セルを管理する無線基地
局（制御基地局）と、周辺セルを管理する無線基地局（周辺基地局）とが接続されている
形態について述べたが、本発明はこれに限定されない。例えば、周辺基地局の一部あるい
は全てが無線パラメータ制御装置１には接続されず、代わりに、制御基地局と周辺基地局
とが通信回線（不図示）によって接続される形態であっても構わない。この場合、制御基
地局は、通信回線を介して周辺セルのＵＥ測定情報およびリソース割当通信情報の少なく
ともいずれか一方を取得し、無線パラメータ制御装置１に通知する。無線パラメータ制御
装置１は、制御セルあるいは周辺セルのＵＥ測定情報およびリソース割当通信情報を用い
て、制御セルの無線パラメータを決定すれば良い。
【００５４】
　また、本実施の形態では、無線品質の予測や通信品質の予測を、ＵＥ測定情報取得部１
０が取得したＵＥ測定情報毎に行う例について説明したが、本発明はこれに限定されない
。例えば、ＵＥ測定情報取得部１０が取得した複数のＵＥ測定情報について、同一のＵＥ
から取得したＵＥ測定情報には同一のＵＥＩＤが設定されている場合について説明する。
このような場合、同一のＵＥＩＤが設定されている複数のＵＥ測定情報を平均化処理し、
平均化処理されたＵＥ測定情報毎に無線品質の予測や通信品質の予測を行ってもよい。
【００５５】
　上述したように、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１は、ＵＥによって測定
及び報告された無線品質と無線セル毎のリソース割当通信情報とをもとに、無線セルの無
線パラメータを変更したと仮定した場合のスループットを予測し、スループットの改善が
期待される無線パラメータの値を決定する。このため、本実施の形態によれば、ＵＥのス
ループットが改善する無線パラメータを決定することができる。
【００５６】
　＜発明の実施の形態２＞
　本発明を実施するための第２の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
図４は、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１の構成例を示す図である。本実施
の形態に係る無線パラメータ制御装置１は、無線セル品質情報取得部１６と品質劣化検出
部１７を備える点で、本発明の第１の実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１と異な
る。
【００５７】
　無線セル品質情報取得部１６は、各無線セルから無線セル品質情報を取得する。無線セ
ル品質情報は、当該無線セルにて行われた無線通信の品質を示す情報であり、例えば、無
線通信の異常切断率や、ハンドオーバ失敗率、システムスループット、平均ユーザスルー
プット、無線リソース使用率、パケット転送遅延などが挙げられる。無線基地局は、通常
、このような情報を１５分単位や３０分単位などで集計・記録しており、ネットワークの
品質監視等に用いている。
【００５８】
　品質劣化検出部１７は、無線セル品質情報取得部１６が取得した無線セル品質情報をも
とに、無線セルの品質劣化を検出する。例えば、無線通信の異常切断率やハンドオーバ失
敗率が許容値を超過したか否か、システムスループットや平均ユーザスループットが許容
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値を下回ったか否か、トラフィックの輻輳が生じていないかといった判定を行う。また、
品質劣化検出部１７は、品質劣化が検出された場合に、無線パラメータ決定部１５に対し
て、無線パラメータの変更を行うように指示する。
【００５９】
　次に、本実施の形態に係る無線パラメータ決定処理の具体的な処理例について説明する
。
【００６０】
　無線パラメータ制御装置１は、制御セルの無線パラメータ変更後に無線セルの品質劣化
を検出した場合に、制御セルの無線パラメータを元の状態に戻すロールバック処理を行う
。
【００６１】
　本実施の形態の動作を図５Ａ及び図５Ｂのフローチャートを参照して説明する。なお、
ここでは説明の一例として、図３に示した本発明の第１の実施の形態に係る無線パラメー
タ決定処理の変形例として説明するが、それに限定されない。後述する他の実施の形態と
組み合わせても良い。
【００６２】
　図３に示した本発明の第１の実施の形態に係る無線パラメータ決定処理との差異は、図
５Ｂに無線セル品質情報を取得する処理（ステップＳ２００）、品質劣化を判定する処理
（ステップＳ２０１）、及び制御セルの無線パラメータを元に戻す処理（ステップＳ２０
２）とを含む点である。
【００６３】
　ステップＳ２００では、無線パラメータ制御装置１の無線セル品質情報取得部１６は、
ステップＳ１１１にて制御セルの無線パラメータを変更した後、各無線セルから無線セル
品質情報を取得する。
【００６４】
　ステップＳ２０１では、無線パラメータ制御装置１の品質劣化検出部１７は、各無線セ
ルについて品質劣化が発生しているか否かを判定する。例えば、上述の通り、異常切断率
やハンドオーバ失敗率が許容値を超過したか否か、システムスループットや平均ユーザス
ループットが許容値を下回ったか否か、トラフィックの輻輳が生じていないかといった判
定を行う。なお、品質劣化検出部１７は、必ずしも無線セル品質情報を用いて品質劣化を
検出する必要はなく、無線セル品質情報の代わりにＵＥ測定情報を用いて品質劣化を検出
しても良い。例えば、スループットの実測値をＵＥから取得し、ＵＥから取得したスルー
プットの平均値、あるいは下位５％値といった指標によって品質劣化を判断しても良い。
あるいは、ＵＥ測定情報から、サービングセルとその周辺セルとの無線品質の差を算出し
、差が小さいＵＥ（つまり、無線セルの境界付近に存在するＵＥ）の数あるいは割合によ
って品質劣化を判断しても良い。品質劣化が検出された場合にはステップＳ２０２へと進
み、品質劣化が検出されなかった場合にはステップＳ２００へと戻る。
【００６５】
　ステップＳ２０２では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、品
質劣化検出部１７によって検出された品質劣化が制御セルの無線パラメータの変更によっ
て生じたとみなし、制御セルの無線パラメータを変更前の値に戻すように無線基地局に対
して指示する。
【００６６】
　なお、上記では、品質劣化検出部１７によって品質劣化が検出された場合の動作例とし
て、制御セルの無線パラメータを変更前の値に戻す場合について説明したが、これに限定
されない。品質劣化検出部１７によって品質劣化が検出された場合に、制御セルの無線パ
ラメータを変更前の値に戻す代わりに、他の値を選択しなおしても良い。例えば、ステッ
プ１０５からステップＳ１０９にて無線パラメータの候補値毎に通信品質を予測した結果
、通信品質の改善が期待される無線パラメータの候補値が複数存在する場合には、当該複
数の無線パラメータの候補値（無線パラメータセットと呼ぶ）を記憶しておく。そして、
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ステップＳ１１１にて制御セルの無線パラメータをＰ１という値に変更した結果、品質劣
化検出部１７によって品質劣化が検出された場合には、無線パラメータ決定部１５は無線
パラメータセットからＰ１以外の無線パラメータの値を選択して、制御セルへと適用する
ことができる。
【００６７】
　上述したように、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１は、制御セルの無線パ
ラメータを変更した後に、無線セルの品質を監視し、品質劣化が発生した場合には、無線
パラメータを元に戻す、あるいは他の値に設定しなおすことができる。そのため、制御セ
ルの無線パラメータを変更した後に、環境変化等の理由によって期待通りの通信品質が得
られなかった場合であっても、その品質劣化の影響を最低限に留めることが可能となる。
【００６８】
　＜発明の実施の形態３＞
　本発明を実施するための第３の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１は図４と同一である。また、品質劣化検出
部１７は、品質劣化検出に関する情報をＵＥ測定情報取得部１０及びリソース割当通信情
報取得部１１へと通知するようにしてもよい。
【００６９】
　本実施の形態においては、無線パラメータ制御装置１は、運用中の無線セルの品質劣化
を検出し、当該品質劣化をトリガとして、無線パラメータの決定処理を開始する。本実施
例の動作を図６Ａ及び図６Ｂのフローチャートを参照して説明する。図３に示した本発明
の第１の実施の形態に係る無線パラメータ決定処理との差異は、制御セルの無線パラメー
タを初期値に設定する処理（図３のステップＳ１００）の代わりに、図６Ａに無線セル品
質情報を取得する処理（ステップＳ２００）、品質劣化を判定する処理（ステップＳ２０
１）、制御セルを選択する処理（ステップＳ２０３）とを含む点である。
【００７０】
　ステップＳ２００では、無線パラメータ制御装置１の無線セル品質情報取得部１６は、
各無線セルから無線セル品質情報を取得する。
【００７１】
　ステップＳ２０１では、無線パラメータ制御装置１の品質劣化検出部１７は、各無線セ
ルについて品質劣化が発生しているか否かを判定する。ステップＳ２００およびステップ
Ｓ２０１は、本発明の第２の実施の形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００７２】
　品質劣化検出部１７によって品質劣化が検出された場合にはステップＳ２０３へと進み
、品質劣化が検出されなかった場合にはステップＳ２００へと戻る。
【００７３】
　ステップＳ２０３では、無線パラメータ制御装置１の無線パラメータ決定部１５は、品
質劣化検出部１７によって検出された品質劣化を解消するために無線パラメータを変更す
べき無線セル（制御セル）を選択する。例えば、品質劣化が検出された無線セルを制御セ
ルとして選択すれば良い。また、品質劣化が検出された無線セルに隣接する無線セルの中
から制御セルを選択しても良い。また、広域なエリアをカバーするマクロセルの中に、比
較的な狭いエリアをカバーするピコセルが配置されたヘテロジーニアスネットワーク（Ｈ
ｅｔＮｅｔ：Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）環境においては、マクロセ
ルにて品質劣化が検出された場合に、当該マクロセル内に配置されたピコセルを制御セル
として選択しても良い。また、制御セルの候補となる無線セル（制御候補セル）、例えば
、品質劣化が検出された無線セルおよび当該無線セルに隣接する無線セル、のそれぞれに
ついて、独立に無線パラメータの決定処理を行っても良い。この場合、制御候補セル毎に
求められた最適な無線パラメータの値とそのときに期待される通信品質とから、最も通信
品質の改善が期待される制御候補セルと無線パラメータの値の組み合わせを選択し、選択
した制御候補セルに対して、選択した無線パラメータの値を適用すれば良い。
【００７４】
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　なお、図６Ａ及び図６Ｂに示したフローチャートでは、ステップＳ２０１において品質
劣化を検出した後に、ステップＳ１０１にてＵＥに対して無線品質の測定および報告を指
示しているが、これに限定されない。すなわち、無線品質の測定および報告を品質劣化の
発生有無によらずに常に実施するようにＵＥに対して指示しておいても良い。当然ながら
、図５Ａ及び図５Ｂに示した本発明の第２の実施の形態に係る無線パラメータ決定処理と
組み合わせても良い。
【００７５】
　＜発明の実施の形態４＞
　本発明を実施するための第４の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
第４の実施の形態は、無線パラメータ制御装置１の機能配置が、本発明の第１乃至第３の
実施の形態とは異なる。
【００７６】
　図７に本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１を含む無線通信網の構成例を示す
。図７に示す通り、無線パラメータ制御装置１の機能は、無線基地局２の機能の一部とし
て配置されても良い。無線基地局２間は、有線回線あるいは無線回線等の通信回線５を介
して接続されており、各無線基地局２にて取得したＵＥ測定情報やリソース割当通信情報
の一部あるいは全てを他の無線基地局２に対して送信したり、他の無線基地局から受信し
たりすることができる。なお、無線基地局２間の通信回線５は、仮想的な回線であっても
よく、上位ネットワーク側の装置（不図示）を経由して無線基地局２間が間接的に接続さ
れていても良い。
【００７７】
　本実施の形態のように無線パラメータ制御装置１が無線基地局２の一部として機能配置
された場合であっても、無線パラメータ制御装置１の構成は、本発明の第１乃至第３の実
施の形態と同様の構成をとることができる。各無線基地局２は、自身が管理する無線セル
３から取得したＵＥ測定情報およびリソース割当通信情報と、通信回線５を介して周辺セ
ルから取得可能なＵＥ測定情報およびリソース割当通信情報との少なくともいずれか一方
を用いて無線パラメータを決定すれば良い。
【００７８】
　上述したように、本実施の形態に係る無線パラメータ制御装置１は、ＵＥ測定情報やリ
ソース割当通信情報を集中管理するための装置が不要である。そのため、各無線基地局が
自律的に無線パラメータを制御することが可能となる。
【００７９】
　上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、こ
れに限定されるものではない。本発明は、任意の処理を、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
【００８０】
　また、上述したプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（ｎｏ
ｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）を用
いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体
は、様々なタイプの実体のある記録媒体（ｔａｎｇｉｂｌｅ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｍｅｄｉ
ｕｍ）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例えばフレキシ
ブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（例えば光磁気
ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／
Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯ
Ｍ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　ＰＲＯＭ）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ））を含む。また、プログラムは、様々なタイプの
一時的なコンピュータ可読媒体（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａ
ｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュー
タ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒
体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコン
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【産業上の利用可能性】
【００８１】
　以上説明したように、本発明は、無線セルの無線パラメータの制御に有用であり、特に
、無線セルのカバレッジを最適化することによってＵＥのスループットの改善を図る場合
に適している。
【００８２】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様
々な変更をすることができる。
【００８３】
　この出願は、２０１１年９月２９日に出願された日本出願特願２０１１－２１５０９４
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００８４】
　１　無線パラメータ制御装置
　２　無線基地局
　３　無線セル
　４　ＵＥ
　５　通信回線
　１０　ＵＥ測定情報取得部
　１１　リソース割当通信情報取得部
　１２　無線品質予測部
　１３　リソース割当通信数予測部
　１４　通信品質予測部
　１５　無線パラメータ決定部
　１６　無線セル品質情報取得部
　１７　品質劣化検出部
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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