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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチモード無線ネットワークにおけるリソース管理方法であって、
　前記マルチモード無線ネットワークが、広帯域伝送リンクおよび集中基地局のサイトを
共有する異なるモードから成る複数のモバイル通信ネットワークを備え、前記複数のモバ
イル通信ネットワークの前記集中基地局が、共通の基地局制御装置または共通の無線ネッ
トワーク制御装置に接続されている、前記リソース管理方法において、
　モバイル端末が３つ以上のモードから成るモバイル通信ネットワークをサポートすると
き、実際のトラフィックと前記ネットワークの運用状態がサポート可能なトラフィックと
の間の差異、および前記モバイル端末が存在する１つのモバイル通信ネットワークのセル
が占有するシステムリソースが第１の閾値より少ない場合、前記モバイル端末は別のモバ
イル通信ネットワークに切り替えられ、
　単一モードモバイル端末により発生するセルのトラフィックが第２の閾値より多いとき
、前記セルが占有するシステムリソースは増加する
ことを特徴とするリソース管理方法。
【請求項２】
　前記ネットワーク内の各セルに利用可能なシステムリソースは、所定の運用ポリシー、
または前記第１の閾値及び第２の閾値のいずれかに従って変更され、前記ネットワーク間
のハンドオーバの優先順序は静的に構成されるかまたは動的に変更されることを特徴とす
る請求項１に記載のリソース管理方法。
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【請求項３】
　前記の所定の運用ポリシーは、前記複数のモバイル通信ネットワーク間のトラフィック
分布、課金ポリシーおよびユーザレベルのうち少なくとも１つのファクタまたはそれらの
組合せを含むことを特徴とする請求項２に記載のリソース管理方法。
【請求項４】
　マルチモード無線ネットワークにおけるトラフィック誘導方法であって、
　前記マルチモード無線ネットワークが、広帯域伝送リンクおよび集中基地局のサイトを
共有する異なるモードから成る複数のモバイル通信ネットワークを備え、前記複数のモバ
イル通信ネットワークの前記集中基地局が、共通の基地局制御装置または共通の無線ネッ
トワーク制御装置に接続されている、前記トラフィック誘導方法において、
　モバイル端末が前記複数のモバイル通信ネットワークの１つにアクセスするとき、前記
モバイル端末は自身のマルチモードサポート機能を前記基地局制御装置または前記無線ネ
ットワーク制御装置に報告し、前記モバイル端末によりアクセスされる前記基地局は自身
の現在のリソース占有量を前記基地局制御装置または前記無線ネットワーク制御装置に報
告するステップと、
　前記モバイル端末がマルチモードをサポートする場合、前記基地局制御装置または前記
無線ネットワーク制御装置が、実際のトラフィックと、所定の運用ポリシー下にある現在
のセル及び前記ネットワークの運用状態によってサポートされるトラフィックとの間の差
異が所定の閾値より少ないか否かを判定するステップと、
　前記判定の結果が真である場合、前記基地局制御装置または前記無線ネットワーク制御
装置が前記モバイル端末に命令を送信するステップと、
　前記命令に従って、前記モバイル端末が前記の現在のネットワークから退出し、前記命
令により指定されたモバイル通信ネットワークに再アクセスするステップとを備えること
を特徴とするトラフィック誘導方法。
【請求項５】
　前記命令はさらに、前記命令が指定する前記モバイル通信ネットワークにアクセスする
ために要求される情報を備えることを特徴とする請求項４に記載のトラフィック誘導方法
。
【請求項６】
　前記複数のネットワーク内の各セルに利用可能な前記システムリソースは、前記所定の
運用ポリシーまたは前記所定の閾値に従って変更され、前記ネットワーク間のハンドオー
バの優先順序は静的に構成されるかまたは動的に変更されることを特徴とする請求項４ま
たは５に記載のトラフィック誘導方法。
【請求項７】
　前記の所定の運用ポリシーは、前記複数のモバイル通信ネットワーク間のトラフィック
分布、課金ポリシーおよびユーザレベルのうち少なくとも１つのファクタまたはそれらの
組合せを含むことを特徴とする請求項４または５に記載のトラフィック誘導方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイル通信システムにおける分散基地局の分野に関し、特に、リモート無線
ユニットを有する集中基地局アーキテクチャにおいて多数のモードの無線アクセスネット
ワークを採用する際にリソースをディスパッチする方法と、無線アクセスネットワーク間
でトラフィックを割り当てる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル通信システムにおいては、図１ａに示すように、基地局ＢＴＳはワイヤレス信
号を送受信および処理する。従来の基地局はベースバンド処理サブシステム１、無線周波
数（ＲＦ）サブシステム２およびアンテナ３を備える。ＢＴＳは複数のアンテナを有する
複数のセル４をカバーすることができる。基地局（ＢＴＳ）の各々は各インタフェース経
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由で、基地局制御装置（ＢＳＣ）または無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）に接続され
る。このようにして、図１ｂに示すように無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）が形成さ
れる。
【０００３】
　図２は別の分散基地局、即ちリモート無線ユニットを有する集中基地局のアーキテクチ
ャを示す。従来の基地局と比較して、リモート無線ユニットを有する上記の基地局は多数
の利点を有する。その利点は、複数のマイクロセルを有する従来の基地局に基づいてマク
ロセルを置換することが可能で、その結果、その局は様々な無線環境に対してより適応可
能となり、システムの容量およびカバレッジなどの無線の性能が改善されること、集中ア
ーキテクチャにより、従来の基地局におけるソフトハンドオーバよりもソフト的なソフト
ハンドオーバの実行が可能となり、それによりさらなる処理利得が得られること、また集
中アーキテクチャにより、ベースバンド信号に対する高価な処理リソースを複数のセルが
共有する共通リソースプールに置き、それにより統計的多重化の利益を得ることおよびシ
ステムのコストを削減することである。上記の技術は、ＰＣＴ特許出願ＷＯ９００５４３
２の「通信システム」、米国特許第５６５７３７４号の「集中基地局および分散アンテナ
装置を有するセルラーシステム」、米国特許第６３２４３９１号の「集中制御および信号
処理を有するセルラー通信」、中国特許第１４６４６６６号の「光ファイバで結合したリ
モート無線ユニットを有する、ソフトウェアの定義された無線基地局およびその同期方法
」、および中国特許第１４７１３３１号の「モバイル通信用の基地局システム」、および
米国特許第２００３０１７１１１８号の「セルラー無線伝送装置およびセルラー無線伝送
方法」で開示されている。
【０００４】
　図２に示すように、リモート無線ユニットを有する集中基地局は、中央に整列した中央
チャネル処理サブシステム６と、広帯域伝送リンク８またはネットワークを通してサブシ
ステム６に接続するリモート無線ユニット７とを備える。中央チャネル処理サブシステム
は、チャネル処理リソースプール９、信号ルーティングおよび割り当てユニット１０など
を備える。ここで、中央処理リソースプール９は多数のスタックされたチャネル処理装置
１１を備え、ベースバンド信号処理などを行う。信号ルーティングおよび割り当て装置１
０は、セル内の異なるトラフィックに基づいてチャネル処理リソースを動的に割り当て、
セル間の効率的な処理リソースの共有を実現する。信号ルーティングおよび割り当て装置
１０は、図２に示すように、中央チャネル処理サブシステム６の外側で独立したデバイス
として実装するか、または中央チャネル処理サブシステム６の内部で実装してもよい。リ
モート無線ユニット７は、送信チャネル（図示せず）用のＲＦ電力増幅器、受信チャネル
（図示せず）用の低雑音増幅器、アンテナ１２および他の機能的な装置を備える。中央チ
ャネル処理サブシステム６とリモート無線ユニット７との間のリンク８は、光ファイバ、
銅線ケーブルおよびマイクロ波などの伝送媒体で典型的に実現され、信号伝送モードはサ
ンプリングされたデジタル信号または変調アナログ信号であってもよく、その信号はベー
スバンド信号、中間周波数信号または無線周波数信号であってもよい。セルの異なるトラ
フィックに基づいたチャネル処理リソースの動的割り当ての方法は、米国特許第６３５３
６００号の「集中基地局アーキテクチャを採用したＣＤＭＡにおける動的セクタ化」およ
び米国特許第６５９４４９６号の「集中基地局アーキテクチャにおける適応容量管理」に
おいて開示されている。
【０００５】
　リモート無線ユニットを有する集中基地局において、中央チャネル処理サブシステム６
とリモート無線ユニット７との間の広帯域伝送リンク８およびアンテナ１２は、無線アク
セスネットワークの無線特性によって直接影響を受けることはない。従って、様々なモー
ドのモバイル通信システムが１つの領域に配置されるとき、広帯域伝送リンク８、局のサ
イトおよびＢＳＣまたはＲＮＣなどを共有することができ、それによってシステム構築の
期間の短縮化およびコスト削減を大幅に達成することができる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、複数のモバイル通信システム、または異なるモードから成る複数のモバ
イル通信システムが広帯域伝送リンクおよびＢＳＣまたはＲＮＣなどを共有する場合、リ
ソース要件の競合の問題およびリソース利用の効率性の問題が明らかに生じることになる
。
【０００７】
　上記の問題を解決するため、本発明の目的は、マルチモード無線ネットワークにおける
リソース管理方法とトラフィック誘導方法とを提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によると、マルチモード無線ネットワークは、広帯域伝送リンクおよび
集中基地局のサイトを共有する異なるモードから成る複数のモバイル通信ネットワークを
備え、複数のモバイル通信ネットワークの集中基地局は、共通基地局制御装置または共通
無線ネットワーク制御装置に接続される。マルチモード無線ネットワークにおけるリソー
ス管理の方法は、モバイル端末のマルチモードサポート機能、セルのトラフィック、複数
のネットワークの運用ポリシーおよびリアルタイムな運用状態のうちの少なくとも１つの
ファクタまたはそれらの組合せに従って、異なるモバイル通信ネットワーク間でのリアル
タイムなハンドオーバをモバイル端末に実行させること、または複数のモバイル通信ネッ
トワーク間のリソース割り当てをリアルタイムに調整することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の別態様によると、マルチモード無線ネットワークにおけるトラフィック誘導方
法は、以下のステップを備える。即ち、モバイル端末が複数のモバイル通信ネットワーク
の１つにアクセスするとき、モバイル端末は自身のマルチモードサポート機能を基地局制
御装置または無線ネットワーク制御装置に報告し、モバイル端末によりアクセスされる基
地局は自身の現在のリソース占有量を基地局制御装置または無線ネットワーク制御装置に
報告するステップ、モバイル端末がマルチモードをサポートする場合、基地局制御装置ま
たは無線ネットワーク制御装置が、そのシステムにより設定された運用ポリシーに従って
、モバイル端末を別のモバイル通信ネットワークに誘導する必要があるか否かを判定する
ステップ、誘導する必要がある場合、基地局制御装置または無線ネットワーク制御装置が
モバイル端末に命令を送信するステップ、その命令に従って、モバイル端末が現在のネッ
トワークから退出し、その命令により指定されたモバイル通信ネットワークに再アクセス
するステップである。
【００１０】
　本発明の好適な実施形態を、以下の例示的な付属図面と関連して示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
システムアーキテクチャ
　図３は、リモート無線ユニットを有する集中基地局を採用するときの、異なるモードか
ら成る無線ネットワーク間での基地局共有を示す図である。この基地局共有は、マイクロ
セルおよびピコセルに関するアプリケーションに特に適用可能である。説明の便宜上、図
３においては、ＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多重アクセス）およびＰＨＳ（パーソナルハ
ンドセットシステム）システムを例として取り上げている。しかしながら、本発明はこれ
らの２つのモードのモバイル通信システムに限定されず、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ／Ｇ
ＰＲＳ、ＵＴＲＡ　ＴＤＤなどの他のシステムに拡張してもよい。本発明の方法および原
理は、他のモードを有するモバイル通信システムにも適用可能である。また、本発明は３
つ以上のモードを有する任意のモバイル通信システムにも適用可能である。
【００１２】
　図３に示すＷＣＤＭＡおよびＰＨＳシステムは、同じ広帯域伝送リンク、局のサイトお
よびいくつかの他の設備を共有するが、無線インタフェースのモードが異なるなどの理由
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で、それぞれの集中基地局およびリモート無線ユニットを有する。システム間の潜在的な
干渉を回避するため、それらは一般的に自身のアンテナをそれぞれ使用し、適切な手段を
とる。その手段として例えば、アンテナ間で合理的な空間を維持すること、異なる高さに
アンテナを設置すること、ＲＦのフロントエンドに保護フィルタを設置することなどがあ
る。
【００１３】
　図３に示した方法で、オペレータが同一の領域に異なるモードの複数のモバイル通信シ
ステムを構築する典型的な状況は、広く使用されているＧＳＭおよびＰＨＳネットワーク
のように、１つまたは複数のモバイル通信システムが領域内で十分に動作している場合で
ある。長期の動作のため、システムはシステム容量およびカバレッジに関しては、十分に
動作する。この時点で、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＵＴＲＡ　ＴＤＤなどの第３世
代モバイル通信ネットワークのような新世代のモバイル通信ネットワークに移行するため
、図３に示すような方法で、既存システムがリモート無線ユニットを有する集中基地局を
採用する場合、広帯域伝送リンクおよび局のサイトのような設備を共有することで、オペ
レータは新規のモバイル通信ネットワークをセットアップすることができる。それにより
システムの構築期間を大幅に短縮すること、およびコストを大幅に削減することができる
。
【００１４】
　システムのコスト制限により、新規に確立したモバイル通信ネットワークは通常、初期
には完全なカバレッジおよび最大システム容量に到達できない。しかしながら、オペレー
タが既存システム内でリモート無線ユニットを有する集中基地局を採用した場合、広帯域
伝送リンクおよび局のサイトに対してそれ以上投資する必要はない。さらに、リモート無
線ユニットおよびアンテナは、実質はシステム容量には関係なく、主に無線カバレッジに
対する要件に左右され、新規モバイル通信ネットワーク確立に対するオペレータの最初の
懸念はシステム容量よりも十分な無線カバレッジを保障することにある。従って、オペレ
ータは新世代のモバイル通信ネットワーク用の末端の無線ユニットおよびアンテナを、確
立の初期段階で１度投資することでセットアップすることができ、その後予算と初期の目
標容量に従って、集中基地局、基地局制御装置（または無線ネットワーク制御装置）、コ
アネットワークおよび伝送ネットワークを含む他の部分をセットアップすることができる
。
【００１５】
　新世代のモバイル通信ネットワークが上述のようにセットアップされるとき、重要なこ
とは、集中基地局の処理リソース（以降、「システムリソース」と称する）を合理的に割
り当てることである。なぜならば、集中基地局などのシステム装置は、限られたシステム
容量に従って構成され、集中基地局の処理リソースは、基地局制御装置（または無線ネッ
トワーク制御装置）、コアネットワークおよび伝送ネットワークのシステム構成と整合す
るからである。本発明を、以下でデュアルモード（ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳ）システムを例に
とって詳細に説明する。この例において、ＷＣＤＭＡは既存のＰＨＳネットワーク基盤上
にセットアップされることになる。ＷＣＤＭＡネットワークは、最初には相対的に小さな
容量を有し、ＰＨＳネットワークは十分な容量およびカバレッジを有するため、ＷＣＤＭ
Ａにおけるシステムリソースの割り当てが重要な点である。
【００１６】
リソース管理方法
　リモート無線ユニットを有する集中基地局アーキテクチャにより、複数のセル間でリソ
ースを動的に割り当てることができる。特に、リモート無線ユニットを有する集中基地局
アーキテクチャを採用することで、本発明に従ったシステムリソースのディスパッチ方法
によりセルが占有するシステムリソースを増加させるとき、要求される処理リソースを集
中基地局のリソースプールから取得することができる。他方、本発明に従ったシステムリ
ソースのディスパッチ方法によりセルが占有するシステムリソースを減少させるとき、節
約したシステムリソースを他のセルへの再ディスパッチ用に集中基地局のリソースプール
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に配置することができる。従って本発明によると、ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳのシステムリソー
スを、これに限らないが、以下のファクタの１つまたはそれらの組合せに基づいて柔軟に
ディスパッチすることができる。
【００１７】
　１．セルにアクセスするユーザが所有するユーザ装置（ＵＥ）のマルチモードサポート
機能に従って、即ち、ＵＥが単一モード、即ちＷＣＤＭＡ、またはデュアルモード、即ち
ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳモードのいずれをサポートするかを区別することで、ＷＣＤＭＡ／Ｐ
ＨＳのシステムリソースをディスパッチすること。
【００１８】
　２．セルのトラフィックまたはセルの負荷に従って、ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳのシステムリ
ソースをディスパッチすること。
【００１９】
　３．ＷＣＤＭＡおよびＰＨＳネットワークの間のトラフィック分布、課金ポリシー、ユ
ーザのレベル（または優先度）などのオペレータのポリシーに従って、ＷＣＤＭＡ／ＰＨ
Ｓのシステムリソースをディスパッチすること。
【００２０】
　４．障害が発生したか否か、または何らかのデバイスが更新されたか否かなどのＷＣＤ
ＭＡおよびＰＨＳのリアルタイムな運用状態に従って、ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳのシステムリ
ソースをディスパッチすること。
【００２１】
　リモート無線ユニットおよび共通の広帯域伝送リンクおよび局のサイトを有するＷＣＤ
ＭＡ／ＰＨＳデュアルモードの集中基地局に対して、上記のファクタおよび下記のルール
に従って、ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳのシステムリソースを柔軟にディスパッチすることが望ま
しい。
【００２２】
　本発明に従った好適な実施形態において、ＷＣＤＭＡ／ＰＨＳデュアルモードをサポー
トするモバイル端末をユーザが使用する場合、モバイル端末が存在するＷＣＤＭＡセル内
に十分なシステムのリソースがないとき、そのユーザはＰＨＳネットワークに切り替えら
れてＷＣＤＭＡの処理リソースを節約し、そのユーザに対するサービスが中断されないこ
とを保障する。システムの利用可能なリソースは、システムによってサポート可能なトラ
フィックを判定し、システムのハードウェアリソースおよびネットワークの運用状態のよ
うなファクタに左右される。ネットワークの運用状態は、何らかの障害が発生したか否か
、または何らかのデバイスが更新されたか否かを含む。例えば、システムが機能しなくな
る、または何らかのデバイスが更新されるとき、その処理能力は一時的に低減することに
なる。現在のトラフィックがシステムのサポートできる最大トラフィックに近い場合、言
い換えると、それらの差異が閾値より少ない場合、そのシステムのリソースは不十分と見
なされ、上記の切り替えが行われることになる。
【００２３】
　本発明に従った別の好適な実施形態において、ＷＣＤＭＡをサポートする単一モードモ
バイル端末により生じるＷＣＤＭＡセル内のトラフィックまたは負荷が大きい場合、相対
的により多くのＷＣＤＭＡのシステムリソースをそのセルにディスパッチしてもよい。Ｗ
ＣＤＭＡをサポートする単一モードモバイル端末は、ＰＨＳネットワークにアクセスでき
ないため、相対的により多くのシステムリソースをそのセルにディスパッチして、ＷＣＤ
ＭＡをサポートする単一モードモバイル端末がサービスを受けることを保障すべきである
。従って、ＷＣＤＭＡをサポートする単一モードモバイル端末によりセル内で生じるトラ
フィックが閾値より多いとき、セルが占有するシステムリソースは増加する。
【００２４】
　本発明に従ったさらに別の好適な実施形態において、オペレータは、異なるモバイル通
信ネットワーク間トラフィックの割り当てスキーム、課金ポリシーおよびユーザのレベル
のうち、少なくとも１つのファクタまたはその組み合せを含む運用ポリシーに従って、Ｗ
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ＣＤＭＡ／ＰＨＳのシステムリソースをディスパッチしてもよい。これらのポリシーは、
運用収益の最大化、ＷＣＤＭＡとＰＨＳネットワークとの間の移行ポリシー、ＷＣＤＭＡ
とＰＨＳネットワークとの間の対象ユーザの分布などをオペレータが考慮して判定する。
例えば、システムリソースが許せば、オペレータは運用収益を最大化することを望む。シ
ステムリソースの特定条件において収益を最大化することは、各ネットワークに特定のト
ラフィック分布を行うことを意味する。それは当業者に公知の最適化問題であって、その
説明は省略する。さらなるファクタを、２つのネットワーク間のトラフィック分布を判定
する際に考慮に入れてもよい。例えば、ＷＣＤＭＡネットワークをＰＨＳネットワーク基
盤上に確立する初期段階において、ユーザにＷＣＤＭＡネットワークを使用することを奨
励する必要があるかもしれない。その後、ＷＣＤＭＡネットワークに対していくらかの優
遇価格が設定され、デュアルモードをサポートするモバイル端末が、リソースが許す限り
優先的にＷＣＤＭＡネットワークにアクセスするよう切り替えられる。別の例として、対
象ユーザの特性と２つのネットワーク間の対象ユーザの分布とから、ユーザのレベルを判
定してもよい。代替として、サービス契約で明言されているサービス品質から、ユーザの
レベルを判定してもよいし、もしくは直接契約してもよい。従って、異なるレベルのユー
ザが、対応するネットワークを優先的に利用してもよい。
【００２５】
　上記の実施形態をＰＨＳネットワークおよびＷＣＤＭＡネットワークを例として取り上
げて説明したが、本発明は他のモバイル通信ネットワークに対しても適用可能であり、共
存するネットワークの数は２つに制限されず、より多くであってもよいことは留意すべき
である。
【００２６】
　運用ポリシーを様々な方法で実装してもよい。各ネットワーク内のセルに利用可能なシ
ステムリソースを変更することを除いて、前記の閾値を静的に構成するか、または動的に
変更することにより、運用ポリシーを実装してもよい。さらに、３つ以上のモバイル通信
ネットワークがあるとき、ネットワーク間での切り替えの優先順序を判定してもよい。
【００２７】
　上記で指摘したように、上述の実施形態を任意に組合せて、新規の実施形態を得ること
ができることは明らかである。
【００２８】
トラフィック誘導方法
　本発明の別の態様によると、上記のルールにより要求されるＷＣＤＭＡ／ＰＨＳシステ
ムリソースのディスパッチを達成するために、システム間のネットワーク主導ハンドオー
バのポリシーを採用することで、トラフィックを誘導してもよい。本発明に従ったトラフ
ィック誘導方法を、ＷＣＤＭＡからＰＨＳへのハンドオーバを例として取り上げて説明す
る。
【００２９】
　図４に示すように、ＵＥが無線アクセスネットワークにアクセスするとき（ステップＳ
１）、即ち、ＲＲＣ（無線リソース制御）リンクが確立されるとき、ＲＮＣはＵＥにその
マルチモードサポート機能を報告するよう要求することになる（ステップＳ２１）。同時
に、基地局も現在の処理リソース占有量をＲＮＣに報告する（ステップＳ２２）。その後
、システムにより設定された運用ポリシーに従って、ＲＮＣは、ＵＥをＰＨＳネットワー
クに誘導する必要があるか否かを判定することができる（ステップＳ３）。誘導する必要
がある場合、ＲＮＣはＵＥに、指定されたＰＨＳネットワークに再アクセスするよう命令
することになる（ステップＳ４）。この命令に応答して、ＵＥは既に確立したＲＮＣリン
クを切断してＷＣＤＭＡから退出し、指定されたＰＨＳネットワークに再アクセスする（
ステップＳ５）。さらに、命令ステップにおいて、ＰＨＳネットワークにアクセスすると
きに要求される情報、例えばＰＨＳネットワークのシステムパラメータがＵＥに送信され
、ＰＨＳシステムにアクセスするのに必要な時間を短縮することができる。
【００３０】
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　他の態様は、上述した「リソース管理方法」におけるものと同じであり、その説明は省
略する。
【００３１】
　もちろん、モバイル端末がＰＨＳネットワークにアクセスするときに誘導を実行しても
よく、その結果、適切な条件においてＷＣＤＭＡにアクセスするようデュアルモード機能
を有するモバイル端末を誘導してもよい。
【００３２】
　同様に、その実施形態において、モバイル通信ネットワークの数は２つに制限されず、
もちろん、モバイル通信ネットワークはＷＣＤＭＡネットワークおよびＰＨＳネットワー
クに制限されない。
【００３３】
　上述の説明は、本発明が保護する範囲に制限されるものとして考えられるべきではない
。むしろ、本発明の本質から逸脱しない全ての変更および等価物が、本発明の精神および
範囲に含まれるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１ａ】従来の基地局を示す概略図である。
【図１ｂ】従来の無線アクセスネットワークを示す概略図である。
【図２】リモート無線ユニットを有する集中基地局を示す構造図である。
【図３】リモート無線ユニットを有する集中基地局アーキテクチャを採用するときの、基
地局を共有する異なるモードを有する無線ネットワークを示す概略図である。
【図４】本発明のトラフィック誘導方法を示すフローチャートである。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図４】
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