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(57)【要約】
　本発明は、無線通信網の構成要素である基地局、制御
局などを効率よく管理するための構成要素管理システム
及びその方法に関する。
　本発明による無線通信網の構成要素管理システムは、
運用者との整合機能を遂行するグラフィックユーザーイ
ンターフェース部、上記グラフィックユーザーインター
フェース部からコマンドを受信し該コマンドをソケット
ハンドラーに伝送するコマンド管理部、及び上記コマン
ド管理部から伝送されたコマンドを構成要素管理サーバ
ーに伝送するソケットハンドラーを含む構成要素管理ク
ライアント、及び上記構成要素管理クライアントとの整
合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部、無線
通信網の構成要素との整合機能を遂行する構成要素イン
ターフェース部、及び上記システムフロントエンド機能
部から伝送されたコマンドを処理して上記無線通信網の
構成要素に対する構成管理機能、障害管理機能、ダウン
ロード管理機能、診断及びテスト管理機能、統計管理機
能、性能管理機能の少なくとも一つを遂行するシステム
バックエンド機能部を含む構成要素管理サーバーを備え
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信網の構成要素管理システムであって、
　運用者との整合機能を遂行するグラフィックユーザーインターフェース部、該グラフィ
ックユーザーインターフェース部からコマンドを受信し該コマンドをソケットハンドラー
に伝送するコマンド管理部、及び該コマンド管理部から伝送されたコマンドを構成要素管
理サーバーに伝送するソケットハンドラーを含む構成要素管理クライアントと、
　前記構成要素管理クライアントとの整合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部
、無線通信網の構成要素との整合機能を遂行する構成要素インターフェース部、及び前記
システムフロントエンド機能部から伝送されたコマンドを処理して前記無線通信網の構成
要素に対する構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機能、診断及びテスト管理
機能、統計管理機能、性能管理機能の少なくとも一つを遂行するシステムバックエンド機
能部を含む構成要素管理サーバーと、
　を備える無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項２】
　前記構成要素管理サーバーのシステムフロントエンド機能部は、前記構成要素管理クラ
イアントから伝送されたコマンドを分類して、前記コマンドが単純処理コマンドである場
合に前記構成要素インターフェース部に伝送し、前記コマンドが複合処理コマンドである
場合に前記システムバックエンド機能部に伝送することを特徴とする請求項１に記載の無
線通信網の構成要素管理システム。
【請求項３】
　前記構成要素インターフェース部は、前記システムフロントエンド機能部よりコマンド
を受信し、該コマンドを無線通信網の当該構成要素に伝送するコマンドレシーバーを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項４】
　前記構成要素管理サーバーは、ネットワーク管理システム（ＮＭＳ：Ｎｅｔｗｏｒｋ 
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）との整合機能を遂行するＮＭＳインターフェース
部を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項５】
　前記構成要素インターフェース部は、ＴＣＰインターフェースと、ＳＮＭＰインターフ
ェースと、ＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースの少なくとも一つを備えることを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項６】
　無線通信網の構成要素管理サーバーであって、
　構成要素管理クライアントに接続されたＧＵＩアダプタを備え、前記構成要素管理クラ
イアントとの整合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部と、
　前記構成要素管理クライアントから受信したコマンドに応答して前記構成要素に対する
構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機能、診断及びテスト管理機能の少なく
とも一つの機能を遂行するシステムバックエンド機能部と、
　前記無線通信網の構成要素にコマンドを伝送し、前記構成要素からメッセージ及び前記
機能の遂行に必要な各データを受信する構成要素インターフェース部と、
　を含む無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項７】
　無線通信網のネットワーク管理システムのＥＭＳマネージャーと連動するＥＭＳエージ
ェントを備え、前記ネットワーク管理システムとの整合機能を遂行するＮＭＳインターフ
ェース部を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバ
ー。
【請求項８】
　前記ＮＭＳインターフェース部は、ＯＳＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙ
ｓｔｅｍ）と連動するＯＳＳインターフェースを含み、該ＯＳＳインターフェースは、前
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記ＮＭＳインターフェース部から分離自在に構成されることを特徴とする請求項７に記載
の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項９】
　前記システムフロントエンド機能部は、前記構成要素インターフェース部を介して伝送
されるメッセージを受信してログファイルとして格納し管理するログ管理モジュールを含
むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１０】
　前記システムフロントエンド機能部は、前記構成要素管理クライアントから伝送された
コマンドを分類して前記システムバックエンド機能部または前記構成要素インターフェー
ス部に伝送するユーザーインターフェースモジュールを含むことを特徴とする請求項６に
記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１１】
　前記ユーザーインターフェースモジュールは、前記システムバックエンド機能部から伝
送されたイベントを構成要素管理クライアントに伝送するイベントハンドラーと、前記構
成要素インターフェース部から受信したメッセージのメッセージフォーマットを変形して
前記構成要素管理クライアントに伝送するフォーマッタの少なくとも一つを含むことを特
徴とする請求項１０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１２】
　前記ユーザーインターフェースモジュールは、前記構成要素管理クライアントから伝送
されたコマンドが単純処理コマンドである場合に該コマンドを前記構成要素インターフェ
ース部に伝送し、前記構成要素管理クライアントから伝送されたコマンドが複合処理コマ
ンドである場合に該コマンドを前記システムバックエンド機能部に伝送するディスパッチ
ャーを含むことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１３】
　前記システムバックエンド機能部は、前記ユーザーインターフェースモジュールから複
合処理コマンドを受信し処理するコマンド制御モジュールを含むことを特徴とする請求項
６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１４】
　前記コマンド制御モジュールは、バッチジョブのリクエストによってデータベースから
予め登録されたコマンドを順次に読み出すバッチプロセッサを含むことを特徴とする請求
項１３に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１５】
　前記コマンド制御モジュールは、前記ディスパッチャーとの関連コマンドを送受信する
マネージャープロセッサを含むことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信網の構成要
素管理サーバー。
【請求項１６】
　前記システムバックエンド機能部は、
　前記構成要素の構成管理機能を遂行する構成管理モジュールと、
　前記構成要素の障害管理機能を遂行する障害管理モジュールと、
　前記構成要素のダウンロード管理機能を遂行するダウンロード管理モジュールと、
　前記構成要素の診断及びテスト管理機能を遂行する診断及びテスト管理モジュールと、
　の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理
サーバー。
【請求項１７】
　前記ダウンロード管理モジュールは、前記構成要素インターフェース部に直接接続され
た前記無線通信網の構成要素に対するソフトウェア及び構成ファイルを管理し、前記ソフ
トウェア及び構成ファイルを前記無線通信網の構成要素に直接ダウンロードすることを特
徴とする請求項１６に記載の構成要素管理サーバー。
【請求項１８】
　前記モジュールは、それぞれ前記構成要素インターフェース部から受信したデータを処
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理するデータプロセッサ、及び前記ユーザーインターフェースモジュールのディスパッチ
ャーから受信したコマンドを処理するコマンドプロセッサを含むことを特徴とする請求項
１６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１９】
　前記モジュールは、シャドウメモリ（Ｓｈａｄｏｗ Ｍｅｍｏｒｙ）を利用したメッセ
ージキュー（Ｍｅｓｓａｇｅ Ｑｕｅｕｅ）通信を遂行することを特徴とする請求項１６
に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２０】
　前記システムバックエンド機能部は、
　前記構成要素の統計管理機能を遂行する統計管理モジュール、及び
　前記構成要素の性能管理機能を遂行する性能管理モジュールの少なくとも一つを含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２１】
　前記モジュールは、それぞれ前記構成要素インターフェース部から受信したデータを処
理してデータベースローダーに伝送するデータプロセッサ、及び前記データプロセッサか
ら伝送されたデータをデータベースに格納するデータベースローダーを含むことを特徴と
する請求項２０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２２】
　前記構成要素インターフェース部は、ＴＣＰ通信を支援するＴＣＰインターフェース、
ＳＮＭＰ通信を支援するＳＮＭＰインターフェース、及びＦＴＰ／ＴＦＴＰ通信を支援す
るＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースを含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信
網の構成要素管理サーバー。
【請求項２３】
　前記構成要素インターフェース部は、前記コマンドを送受信するコマンドレシーバーを
含み、該コマンドレシーバーは、ＴＣＰ、ＳＮＭＰ、ＦＴＰ／ＴＦＴＰ通信の少なくとも
一つの通信を支援することを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サー
バー。
【請求項２４】
　前記構成要素インターフェース部は、
　無線通信網の構成要素の追加及び削除を管理するネットワーク構成要素ハンドラーと、
　前記無線通信網の構成要素の活性（ａｌｉｖｅ）有無を検査するネットワーク構成要素
活性検査器と、
　前記無線通信網の構成要素から受信したメッセージを前記システムフロントエンド機能
部に伝送するブロードキャストセンダーの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項
６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２５】
　前記無線通信網の構成要素は、基地局と制御局を含み、前記基地局と制御局は、前記構
成要素インターフェース部に直接接続されたことを特徴とする請求項６に記載の無線通信
網の構成要素管理サーバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信網の構成要素管理システムに係り、より詳しくは、無線通信網の構
成要素である基地局、制御局などを効率よく管理するための構成要素管理システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子／通信技術の発達に伴い、移動通信、ポータブル・インターネットなどのよ
うに無線通信網（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）を利用した様々な通信サービスが
提供されている。無線通信網は、図１に示すように、ネットワーク構成要素（ｎｅｔｗｏ



(5) JP 2010-500843 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

ｒｋ ｅｌｅｍｅｎｔ）として携帯端末（ＰＳＳ：Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ Ｓｔａｔｉｏｎ）、基地局（ＲＡＳ：Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｓｔａｔｉｏｎ）、
制御局（ＡＣＲ：Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｏｕｔｅｒ）などを含み、ここで、携
帯端末は、無線通信チャンネルを介して基地局と通信を行なうことにより、基地局と連動
する制御局から提供される様々な通信サービスを利用することができる。
【０００３】
　これら構成要素の具体的機能について説明すれば、例えば、無線通信網においてポータ
ブル・インターネットサービスを提供するために、携帯端末は、ポータブル・インターネ
ット無線接続機能、ＩＰ基盤サービス接続機能、ＩＰ移動性機能、端末／ユーザー認証及
びセキュリティ機能、マルチキャストサービス受信機能、他の網との連動機能などを遂行
する。そして、基地局は、ポータブル・インターネット無線接続機能、無線資源管理及び
制御機能、移動性（ハンドオフ）支援機能、認証及びセキュリティ機能、サービス品質管
理機能、ダウンリンクマルチキャスト機能、課金及び統計情報生成と通報機能などを遂行
し、制御局は、ＩＰルーティング及び移動性管理機能、認証及びセキュリティ機能、サー
ビス品質管理機能、課金サービス提供機能、制御局内の基地局間移動性制御機能、資源管
理及び制御機能などを遂行する。
【０００４】
　一方、ポータブル・インターネットサービスを安定して提供するためには、ネットワー
クの構成要素（ｎｅｔｗｏｒｋ ｅｌｅｍｅｎｔ）である制御局及び基地局に対する管理
が必要であり、例えば、構成（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）管理、障害（Ｆａｕｌｔ）
管理、状態（Ｓｔａｔｕｓ）管理、セキュリティ（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）管理、ダウンロー
ド（Ｄｏｗｎｌｏａｄ）管理、統計（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）管理、診断及びテスト（Ｄ
ｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ＆ Ｔｅｓｔ）管理、性能（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）管理などを
効率よく遂行することができる構成要素管理システムが求められる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前述したような要求に応じるためになされたものであって、その目的は、無
線通信サービスを安定して提供するためにネットワーク構成要素である基地局、制御局な
どを効率よく管理する無線通信網の構成要素管理システムを提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、構成要素管理サーバーを各機能毎にモジュール化して実現し、こ
れらを物理的に分離配置することにより、後からの機能の追加及び変更が容易となるよう
にしたモジュール化構造の構成要素管理サーバーを提供することにある。
【０００７】
　本発明のまた他の目的は、構成要素管理サーバーと構成要素管理クライアントのコマン
ド伝送及び制御経路を効率よく実現し、構成要素管理サーバー内のロードを軽減させるこ
とができる構成要素管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明による無線通信網の構成要素管理システムは、運用
者との整合機能を遂行するグラフィックユーザーインターフェース部と、該グラフィック
ユーザーインターフェース部からコマンドを受信し該コマンドをソケットハンドラーに伝
送するコマンド管理部、及び該コマンド管理部から伝送されたコマンドを構成要素管理サ
ーバーに伝送するソケットハンドラーとを含む構成要素管理クライアント、及び上記構成
要素管理クライアントとの整合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部と、無線通
信網の構成要素との整合機能を遂行する構成要素インターフェース部、及び上記システム
フロントエンド機能部から伝送されたコマンドを処理して前記無線通信網の構成要素に対
する構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機能、診断及びテスト管理機能、統
計管理機能、性能管理機能の少なくとも一つを遂行するシステムバックエンド機能部とを
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含む構成要素管理サーバーと、からなることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明による無線通信網の構成要素管理サーバーは、構成要素管理クライアント
に接続されたＧＵＩアダプタを備え、上記構成要素管理クライアントとの整合機能を遂行
するシステムフロントエンド機能部と、上記構成要素管理クライアントから受信したコマ
ンドに応答して上記構成要素に対する構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機
能、診断及びテスト管理機能の少なくとも一つの機能を遂行するシステムバックエンド機
能部、及び上記無線通信網の構成要素にコマンドを伝送し、上記構成要素からメッセージ
及び上記機能の遂行に必要な各データを受信する構成要素インターフェース部と、を含む
ことを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、上記構成要素管理サーバーは、無線通信網のネットワーク管理システムの
ＥＭＳマネージャーと連動するＥＭＳエージェントを備え、上記ネットワーク管理システ
ムとの整合機能を遂行するＮＭＳインターフェース部を更に含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、無線通信網にネットワーク構成要素を管理する構成要素管理システム
を備えることによりネットワーク構成要素である基地局、制御局などを効率よく管理し、
無線通信サービスを安定して提供することができるという効果を奏する。
【００１２】
　また、本発明によれば、構成要素管理サーバーを構成する要素を機能毎にモジュール化
して実現し、これらを物理的に分離配置することにより、後からの機能の追加及び変更を
容易にするという効果を奏する。
【００１３】
　さらに、本発明によれば、構成要素管理サーバーと構成要素管理クライアントの情報伝
送及び制御経路を効率よく実現し、構成要素管理サーバー内のロードを軽減させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明による無線通信網の階層構造を例示する図である。
【図２】本発明による構成要素管理システムと他のシステムとの連動関係を説明する図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による構成要素管理サーバーの詳細構成図である。
【図４】本発明による構成要素管理サーバーにおいて構成要素管理のためのコマンドを処
理する方法のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による構成要素管理クライアントの詳細構成図である。
【図６】本発明による構成要素管理サーバーの内部インターフェースを例示する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付した図面及び好適な実施形態を参照して本発明について詳しく説明する。な
お、下記の説明では、本発明の要旨を不要に曖昧にし得る公知の機能及び構成についての
詳細な説明は省略した。
【００１６】
　先ず、本発明による無線通信網の階層構造について説明すれば、図１に示すように、ネ
ットワーク構成要素の運用環境の設定、有無線資源管理、状態確認などのためのアクセス
ネットワーク領域（Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｄｏｍａｉｎ）と、移動通信／ポータ
ブル・インターネットサービスの提供、加入者管理などのためのサービスプロバイダー領
域（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ Ｄｏｍａｉｎ）に分けられる。そして、アクセス
ネットワーク領域は、ネットワーク構成要素階層（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｅｌｅｍｅｎｔ ｌａ
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ｙｅｒ：ＮＥＬ）（Ｌ１）及び構成要素管理階層（Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ ｌａｙｅｒ：ＥＭＬ）（Ｌ２）からなり、サービスプロバイダー領域は、ネットワー
ク管理階層（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｌａｙｅｒ：ＮＭＬ）（Ｌ３）、サ
ービス管理階層（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｌａｙｅｒ：ＳＭＬ）（Ｌ４）
及びビジネス管理階層（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｌａｙｅｒ：ＢＭＬ）
（Ｌ５）からなる。
【００１７】
　ネットワーク構成要素階層（Ｌ１）には、携帯端末（ＰＳＳ）７００、基地局（ＲＡＳ
）４００、制御局（ＡＣＲ）３００などのようにネットワークを構成する構成要素（Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ Ｅｌｅｍｅｎｔ）が位置し、構成要素管理階層（Ｌ２）には、上記携帯端末
（ＰＳＳ）、基地局（ＲＡＳ）、制御局（ＡＣＲ）などを管理する構成要素管理サーバー
（Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｅｒｖｅｒ：ＥＭＳ　Ｓｅｒ
ｖｅｒ）１００及び構成要素管理クライアント（ＥＭＳ Ｃｌｉｅｎｔ）２００が位置す
る。
【００１８】
　一方、構成要素管理サーバー１００は、ネットワーク管理階層（Ｌ３）に位置するネッ
トワーク管理システム（ＮＭＳ：Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）
５００に接続され、サービスプロバイダーがネットワーク管理システムを介してネットワ
ーク構成要素を管理できるようにする。
【００１９】
　図２は、本発明による構成要素管理システムと他のシステムとの連動関係を説明する図
である。
　本発明による構成要素管理システムは、構成要素管理サーバー（ＥＭＳサーバー）１０
０と構成要素管理クライアント（ＥＭＳクライアント）２００を含み、構成要素管理サー
バー１００は、制御局３００、基地局４００などのネットワーク構成要素と直接連動しこ
れを管理する機能を遂行し、構成要素管理クライアント２００は、運用者が構成要素管理
サーバーを介して制御局３００、基地局４００などを統合的にモニタリングし制御できる
ようにユーザーインターフェースを提供する。
【００２０】
　先ず、構成要素管理サーバー１００について説明すれば、図２に示すように、本発明に
よる構成要素管理サーバーは、システム資源管理部１１０、システムバックエンド機能部
１２０、システムフロントエンド機能部１３０、構成要素インターフェース部１４０、Ｎ
ＭＳインターフェース部１５０、データベース部１６０などを含む。
【００２１】
　システム資源管理部１１０は、システムバックエンド機能部、システムフロントエンド
機能部、構成要素インターフェース部、ＮＭＳインターフェース部及びデータベース部と
連動して、システム初期化、システム資源管理、システムメンテナンスなどの機能を遂行
する。具体的には、周期的にまたは運用者の要求に応じて構成要素管理サーバーのＣＰＵ
負荷率、メモリ使用率、ファイルシステム使用率、ネットワーク利用率などに関するデー
タを収集し照会して構成要素管理サーバーを全般的に管理し、構成要素管理サーバーにお
いて使用するデータベースの使用現況を収集してデータベースを管理し、構成要素管理サ
ーバーのすべての応用プロセスに対する状態照会、駆動中止、再駆動などの機能を遂行す
る。また、プロセッサが任意にダウンしたり、各種の使用率が予め設定しておいた閾値を
超えると、アラーム発生情報を構成要素管理クライアントに伝送し、逆に閾値以下に落ち
ると、アラーム解除情報を構成要素管理クライアントに伝送することで運用者に知らせる
。
【００２２】
　システムバックエンド機能部１２０は、運用者のコマンドを処理するコマンド制御（Ｃ
ｏｍｍａｎｄ ｃｏｎｔｒｏｌ）機能やネットワーク構成要素である基地局、制御局など
に対する構成（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）管理、障害（Ｆａｕｌｔ）管理、ダウンロ
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ード（Ｄｏｗｎｌｏａｄ）管理、診断及びテスト（Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ＆ Ｔｅｓｔ
）管理、統計（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）管理、性能（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）管理など
の機能を遂行する。
【００２３】
　システムフロントエンド機能部１３０は、構成要素管理クライアントと連動して運用者
との整合機能及びログ（Ｌｏｇ）管理機能を遂行する。図２に示すように、システムフロ
ントエンド機能部は、構成要素管理クライアント２００のＴＣＰソケットアダプタに接続
されるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）アダプタを備え、こ
れを介して、構成要素管理クライアントからコマンドを受けたり、または、構成要素から
のイベントを構成要素管理クライアントに伝送したりする。
【００２４】
　構成要素インターフェース部１４０は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局な
どとの整合機能を遂行する。例えば、構成要素インターフェース部は、ＴＣＰ（Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ Ｔｒａｎｓ
ｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／ＴＦＴＰ（Ｔｒｉｖｉａｌ ＦＴＰ）などを用いて基地局及
び制御局とメッセージ、データなどをやり取りする。
【００２５】
　ＮＭＳインターフェース部１５０は、構成要素管理サーバーの上位システムであるネッ
トワーク管理システム（ＮＭＳ）との整合機能を遂行する。このために、ＮＭＳインター
フェース部はＥＭＳエージェントを含み、ネットワーク管理システムは上記ＥＭＳエージ
ェントに接続されたＥＭＳマネージャーを介して構成要素管理サーバーを管理する。ＥＭ
ＳマネージャーとＥＭＳエージェント間では、ＳＯＡＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｏｂｊｅｃｔ Ａ
ｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いた通信を遂行することが好ましい。また、ＮＭＳ
インターフェース部は、サービス事業者のＯＳＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ 
Ｓｙｓｔｅｍ）と連動するためにＯＳＳインターフェースを含んでよい。ＯＳＳインター
フェースは、ＮＭＳインターフェースから分離自在に構成され、サービス事業者がＯＳＳ
を備えているか否かに応じて、実際の実行時に選択的に適用することができる。
【００２６】
　データベース部１６０は、システム資源管理部及びシステムバックエンド機能部などと
連動し、構成要素管理サーバーにより管理される各構成要素（基地局、制御局など）に関
するパッケージ情報、構成情報、障害情報、統計情報、履歴情報などを格納する機能を遂
行する。
【００２７】
　図３は、本発明の好適な実施形態による構成要素管理サーバーを示し、以下では、図３
を参照して本発明による構成要素管理サーバーについてより詳しく説明する。参考として
、図３では、図面が複雑化することを回避するために構成要素管理クライアント及びネッ
トワーク構成要素に係る事項を主に示し、システム資源管理部とＮＭＳインターフェース
部は図示していない。
【００２８】
　説明の便宜のためにシステムフロントエンド機能部１３０について先に説明することに
する。本実施形態によるシステムフロントエンド機能部は、運用者との整合機能を遂行す
るユーザーインターフェースモジュール１３１とログ管理機能を遂行するログ管理モジュ
ール１３２を含む。
【００２９】
　ユーザーインターフェースモジュール１３１は、構成要素管理クライアントから運用者
のコマンドを受信し、該受信したコマンドをシステムバックエンド機能部または構成要素
インターフェース部に伝送する。ユーザーインターフェースモジュールは、該コマンドに
対する応答を受信し、該受信した応答を当該構成要素管理クライアントに伝送する。また
、ネットワーク構成要素からリアルタイムで伝送されるイベントを受信し、該イベントを
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構成要素管理クライアントに伝送する機能を遂行する。このために、ユーザーインターフ
ェースモジュールは、ＧＵＩアダプタ（ＧＵＩ ａｄａｐｔｏｒ）１３１ａ、ディスパッ
チャー（ｄｉｓｐａｔｃｈｅｒ）１３１ｂ、イベントハンドラー（ｅｖｅｎｔ ｈａｎｄ
ｌｅｒ）１３１ｃ、ブロードキャストレシーバー１３１ｄ、フォーマッタ（Ｆｏｒｍａｔ
ｔｅｒ）１３１ｅ、ログセンダー（Ｌｏｇ ｓｅｎｄｅｒ）１３１ｆを含む。
【００３０】
　新規な構成要素管理クライアントがＴＣＰを介して構成要素管理サーバーに接続したと
き、上記ＧＵＩアダプタ１３１ａは、新規な構成要素管理クライアントが接続可能なＩＰ
アドレスを持っているか否か、新規な構成要素管理クライアントが接続可能なＩＰアドレ
スの範囲内にあるか否か、または、新規な構成要素管理クライアントが同時接続者の数を
超えているか否かなどを検査し、その後、新規な構成要素管理クライアントの構成要素管
理サーバーへの接続を許可する。上記ＧＵＩアダプタ１３１ａは、構成要素管理クライア
ントの正常または異常終了の際、当該構成要素管理クライアントに関するセッション情報
を削除する。そして、構成要素管理クライアントから伝送される運用者コマンドをディス
パッチャーに伝送し、必要に応じて、整形化された入力フォーマットの画面またはログ出
力のためにフォーマッタに伝送する。なお、ディスパッチャーを介してネットワーク構成
要素から運用者コマンドに関する応答を受信し、該応答を構成要素管理クライアントに伝
送する。
【００３１】
　ディスパッチャー１３１ｂは、ＧＵＩアダプタに接続され、ＧＵＩアダプタを介して構
成要素管理クライアントから受信したコマンドを分類してシステムバックエンド機能部ま
たは構成要素インターフェース部に伝送する。ディスパッチャー１３１ｂは、運用者コマ
ンドに対する応答を受信し、該応答をＧＵＩアダプタを介して構成要素管理クライアント
に伝送する。具体的に、ディスパッチャーは、構成要素管理クライアントから受信したコ
マンドが一つの構成要素に関する単純処理コマンドである場合、該コマンドを構成要素イ
ンターフェース部のコマンドレシーバーに伝送し、上記コマンドが隣接セル登録のように
多くの構成要素に関連しているかまたはデータベースに予め登録された多くのコマンドを
読み出して処理すべきバッチコマンドの遂行のような複合処理コマンドである場合、応答
をシステムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールに伝送する。参考として、本発
明における「単純処理コマンド」とは、構成要素の状態照会／変更コマンド、構成要素の
パラメータ照会／変更コマンド、その他、照会コマンドなどのようにシステムバックエン
ド機能部の遂行を不要とするコマンドのことをいい、これは、ユーザーインターフェース
モジュールから構成要素インターフェース部に直接伝送されるため、サーバーの負荷を軽
減することができる。逆に、「複合処理コマンド」とは、運用者コマンドの遂行のために
システムバックエンド機能部の少なくとも一つの機能モジュールの動作を必要とするコマ
ンドのことをいう。
【００３２】
　イベントハンドラー１３１ｃは、システムにおいて発生したイベントをシステムバック
エンド機能部の障害管理モジュールのデータプロセッサから受信し、該受信したイベント
を構成要素管理クライアントに伝送する。また、イベントハンドラー１３１ｃは、運用者
により設定された性能閾値を超えたときに発生するＱｏＳアラームメッセージを統計管理
モジュールと性能管理モジュールから受信し、該受信したメッセージを構成要素管理クラ
イアントに伝送する。一方、ブロードキャストレシーバー１３１ｄは、構成要素インター
フェース部のブロードキャストセンダーからメッセージを受信し、該メッセージをフォー
マッタに伝送し、フォーマッタ１３１ｅは、ブロードキャストレシーバーまたはディスパ
ッチャーからメッセージを受信し、該受信したメッセージのフォーマットを変形（ＣＬＩ
コマンドにより整形化された入出力メッセージフォーマッティング）して、運用者画面出
力のために該フォーマットしたメッセージをログセンダー１３１ｆに伝送するとともに、
ログファイルの格納のためにログ管理モジュールのレシーバーに伝送する。
【００３３】
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　ログ管理モジュール（Ｌｏｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｍｏｄｕｌｅ）１３２は、構成要
素インターフェース部を介して伝送される各種のメッセージを受信し、該受信したメッセ
ージをログファイル（Ｌｏｇ Ｆｉｌｅ）として格納し管理する機能を遂行する。このた
めに、ログ管理モジュールは、レシーバー（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ）１３２ａ、ロガー（Ｌｏ
ｇｇｅｒ）１３２ｂ、ファインダ（Ｆｉｎｄｅｒ）１３２ｃを含む。レシーバー１３２ａ
は、ユーザーインターフェースモジュールのフォーマッタ１３１ｅからのメッセージを受
信し、該受信したメッセージをロガーに伝送し、ロガー１３２ｂは、該受信したメッセー
ジに基づいてログファイルを生成して格納し管理する。一方、ログファイルに格納された
情報が必要である場合、ファインダ１３２ｃがそれを検索して読み出す。
【００３４】
　システムバックエンド機能部１２０は、ネットワーク構成要素を管理する構成要素管理
サーバーの具体的な動作または機能を遂行するもので、コマンド制御（Ｃｏｍｍａｎｄ 
ｃｏｎｔｒｏｌ）モジュール、構成（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）管理モジュール、障
害（Ｆａｕｌｔ）管理モジュール、ダウンロード（Ｄｏｗｎｌｏａｄ）管理モジュール、
診断及びテスト（Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ＆ Ｔｅｓｔ）管理モジュール、統計（Ｓｔａ
ｔｉｓｔｉｃｓ）管理モジュール、性能（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）管理モジュールなど
を含む。
【００３５】
　先ず、コマンド制御モジュール１２１は、構成要素管理クライアントが予め登録してお
いたバッチ処理コマンドをデータベースから読み込み、該コマンドを当該ネットワーク構
成要素に伝送し、その後、該コマンドに対する応答を受信し、該応答を構成要素管理クラ
イアントに提供する機能を遂行する。このために、コマンド制御モジュールは、マネージ
ャープロセッサ（Ｍａｎａｇｅｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１２１ａ、バッチプロセッサ（
Ｂａｔｃｈ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１２１ｂ、スケジューラ（Ｓｃｈｅｄｕｌｅｒ）１２
１ｃを含む。ユーザーインターフェースモジュールのディスパッチャーから運営者のバッ
チジョブに関するリクエストを受信すると、マネージャープロセッサ１２１ａは、該リク
エストをバッチプロセッサに伝送する。その後、マネージャープロセッサは、バッチプロ
セッサからバッチジョブに属した個別コマンドをディスパッチャーに伝送し、当該ネット
ワーク構成要素により生成されたコマンドに対する応答をディスパッチャーから受信し、
該応答をデータベースに格納できるようにバッチプロセッサに伝送し、最終コマンドの遂
行が終わると、バッチ遂行終了応答をユーザーインターフェースモジュールに伝送する。
バッチプロセッサ１２２ｂは、マネージャープロセッサまたはスケジューラからのバッチ
ジョブ（Ｂａｔｃｈ Ｊｏｂ）のリクエストに対し、データベースから予め登録しておい
たコマンドを順次読み込み、当該ネットワーク構成要素に該コマンドを伝送することでジ
ョブを遂行する。一方、スケジューラは、所定の時間になると、データベースに格納され
ているバッチジョブを読み込んでバッチプロセッサに伝送し、バッチプロセッサは、該ジ
ョブに係るコマンドを当該ネットワーク構成要素に伝送する。
【００３６】
　構成管理モジュール１２２は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などの物理
的形状管理、運営パラメータの設定、隣接セル／隣接基地局／隣接制御局の設定などの機
能を遂行する。具体的に、構成管理モジュールは、構成要素管理クライアントから受信し
た構成関連リクエストメッセージに対し、当該基地局または制御局からの処理結果を構成
要素インターフェース部を介してイベントメッセージの形式で受信し、これをデータベー
スに格納可能なデータに変更してデータベースに格納し、ネットワーク構成要素の実装状
態（Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ）や管理状態（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ Ｓ
ｔａｔｅ）が変更された場合、状態変更メッセージをユーザーインターフェースモジュー
ルを介して構成要素管理クライアントに伝送する。上記物理的形状管理には、制御局／基
地局の増減設置、基地局のＦＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）／セクタ
ー（Ｓｅｃｔｏｒ）／カード（Ｃａｒｄ）の増減設置などがあり、運営パラメータの設定
には、システムタイマー（Ｓｙｓｔｅｍ Ｔｉｍｅｒ）パラメータ、アップリンク（Ｕｐ



(11) JP 2010-500843 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

ｌｉｎｋ）／ダウンリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ）チャンネルに対するＯＦＤＭＡ ＰＨＹ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｌａｙｅｒ）及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ ｌａｙｅｒ）パラメータ、セキュリティ関連ＰＫＭ（Ｐｒｉｍａｒｙ Ｋｅｙ Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ）パラメータ、ＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｓｅｒｖｉｃｅ）のため
のサービスクラス（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌａｓｓ）パラメータ、各種のＲＦ（Ｒａｄｉｏ 
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）パラメータ、ＩＰプール（Ｐｏｏｌ）、ＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ
 Ｈｏｓｔ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パラメータ、過負荷閾値な
どがある。
【００３７】
　障害管理モジュールは、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などからリアルタ
イムで障害情報を受信した後、可視、可聴情報を発生する機能を遂行する。具体的には、
構成要素インターフェース部を介して基地局、制御局などから障害の種類（ハードウェア
の特定部分またはソフトウェアの特定機能など）に相応する障害発生メッセージを受信し
、または障害解除メッセージ受信すれば、該メッセージをデータベースに格納し、上記障
害発生メッセージまたは障害解除メッセージをユーザーインターフェースモジュールを介
して構成要素管理クライアントにブロードキャスティングすることによりアラーム機能を
遂行する。
【００３８】
　ダウンロード管理モジュールは、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などで用
いるソフトウェア（ＯＳ ＆ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）と構成ファイル（Ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ Ｆｉｌｅ）を当該ネットワーク構成要素にダウンロードし、上記ネットワ
ーク構成要素で実行される構成ファイルをバックアップする機能を遂行する。具体的には
、運用者要求やシステムの初期化時または予約ジョブ登録を通じてネットワーク構成要素
毎に使用されるソフトウェア及び構成ファイルを当該構成要素にダウンロードし、その履
歴情報をデータベースに格納する。上記ソフトウェア及び構成ファイルは、構成要素管理
クライアントのパッケージ管理モジュールにおいて登録することができる。そして、運用
者要求や予約ジョブ登録を通じて当該ネットワーク構成要素で現在遂行中のソフトウェア
及びネットワーク構成要素に格納されている構成ファイルを構成要素管理サーバーにバッ
クアップ（Ｂａｃｋｕｐ）し、その履歴情報をデータベースに格納する。
【００３９】
　診断及びテスト管理モジュールは、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などの
システム資源に対してテストを行い、障害有無を判断する機能を遂行する。具体的には、
運用者の予約テスト設定によって当該時間に基地局、制御局などの資源に対してテストを
行い、不安全な資源が発見されると、それをユーザーインターフェースモジュールを介し
て運用者に知らせる。そして、新規な装置や取り替えられた装置がある場合、サービスを
遂行する前に当該装置に対する機能テストを行い、既に動作している構成要素である場合
、当該システムに対する診断を始める前にその資源に対してはサービスを中断させる。
【００４０】
　一方、前述した構成管理モジュール、障害管理モジュール、ダウンロード管理モジュー
ル、診断及びテスト管理モジュールは、それぞれレシーバー（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ）、デー
タプロセッサ（Ｄａｔａ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、コマンドプロセッサ（Ｃｏｍｍａｎｄ 
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）を含んでなる（図３参照）。各機能モジュールにおけるレシーバー
は、構成要素インターフェース部のルーターから関連データを受信し、該受信したデータ
をデータプロセッサに伝送する。また、データプロセッサは、レシーバーからのデータを
当該モジュールの機能に符合するように処理し、該結果データをデータベースに格納する
。そして、各機能モジュールにおけるコマンドプロセッサは、ユーザーインターフェース
モジュールのディスパッチャーからのコマンドを処理し、構成管理、障害管理、ダウンロ
ード管理、診断及びテスト管理機能を遂行する。
【００４１】
　統計管理モジュールは、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などのサービス及
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び障害に関する統計関連データを周期的（例えば、６０分）に収集し、所定期間毎（毎日
、毎週、毎月など）に統計データを生成する機能を遂行する。具体的には、構成要素イン
ターフェース部を介して基地局、制御局などから性能データ及び障害データを受信し、所
定期間毎に性能統計データ（例えば、ハンドオーバー統計、呼処理及びトラフィック統計
、無線チャンネル品質統計、装備プロセッサ負荷統計など）及び障害統計データを生成し
てデータベースに格納し、統計データが性能閾値を超えると、ＱｏＳアラームを生成し、
該ＱｏＳアラームをユーザーインターフェースモジュールのイベントハンドラーに伝送す
る。
【００４２】
　性能管理モジュールは、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などに対する性能
関連データを周期的（例えば、５分）に収集しモニタリングする機能を遂行する。具体的
には、性能関連データが入っている５分統計ファイルを基地局、制御局などから受信して
モニタリング項目データを抽出した後、予め設定された閾値を適用して性能モニタリング
データを生成する。そして、上記性能モニタリングデータをデータベースに格納して管理
し、上記性能モニタリングデータが閾値を超えた場合、ＱｏＳアラームメッセージを生成
して履歴として格納し、該メッセージをユーザーインターフェースモジュールを介して構
成要素管理クライアントに伝送する。上記性能関連データには、基地局及び制御局のプロ
セッサＣＰＵ負荷率、トラフィック伝送率／エラー率、接続された携帯端末の数、ハンド
オーバー失敗率などが含まれてよい。
【００４３】
　一方、前述した統計管理モジュール及び性能管理モジュールは、それぞれレシーバー（
Ｒｅｃｅｉｖｅｒ）、データプロセッサ（Ｄａｔａ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、データベー
スローダー（ＤＢ Ｌｏａｄｅｒ）を含んでなり（図３参照）、各機能モジュールにおけ
るレシーバーは、構成要素インターフェース部のルーターから関連データを受信し、該受
信したデータをデータプロセッサに伝送する機能を遂行し、各データプロセッサは、これ
を当該モジュールの機能に符合するように処理し、該処理データをデータベースローダー
に伝送し、データベースローダーは、データプロセッサで処理されたデータをデータベー
スに格納する。
【００４４】
　以下では、構成要素インターフェース部１４０について説明する。前述したように、構
成要素インターフェース部１４０は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などと
様々な通信プロトコル方式（ＴＣＰ、ＳＮＭＰ、ＦＴＰ／ＴＦＴＰなど）によって直接接
続されており、データを収集し、データを受信し、運用者リクエストやコマンドを伝送す
る機能を遂行する。このために、構成要素インターフェース部は、ネットワーク構成要素
との通信のためのＴＣＰインターフェース１４１、ＳＮＭＰインターフェース１４２、Ｆ
ＴＰ／ＴＦＴＰインターフェース１４３、コマンドレシーバー１４４、ネットワーク構成
要素ハンドラー１４５、ネットワーク構成要素活性検査器１４６、ブロードキャストセン
ダー１４７、統計情報コレクタ１４８ａ、パーサー１４８ｂ、ルーター１４９などを含む
。
【００４５】
　先ず、ネットワーク構成要素との通信のためのインターフェースとしては、ＴＣＰイン
ターフェース、ＳＮＭＰインターフェース、ＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースなどが挙
げられる。
【００４６】
　ＴＣＰインターフェース１４１は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などと
の通信のためにＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
を用いるインターフェースである。構成要素管理サーバーは、ＴＣＰインターフェースを
介してネットワーク構成要素に対して運用、管理、メンテナンスのためのリクエスト／応
答メッセージなどを送受信し、障害情報と状態情報などを受信する。本発明では、迅速な
メッセージの伝送とメッセージ遺失防止などのためにＴＣＰ基盤のＩＰＣ（Ｉｎｔｅｒ 
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Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）通信を行うように実現される。
【００４７】
　ＳＮＭＰインターフェース１４２は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局など
との通信のためにＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）を用いるインターフェースである。このために、構成要素管理サーバー（
具体的には、構成要素インターフェース部）はＳＮＭＰマネージャーを含み、当該ネット
ワーク構成要素はＳＮＭＰエージェントを含む。ＳＮＭＰマネージャーは、ネットワーク
構成要素のＳＮＭＰエージェントに「Ｇｅｔ／Ｇｅｔ Ｎｅｘｔ／Ｇｅｔ Ｂｕｌｋ／Ｓｅ
ｔ」コマンドを伝送した後、該コマンドに対する応答を受信して構成要素の状態と設定情
報などを収集し、構成要素のＳＮＭＰエージェントからイベントとアラーム情報を「Ｔｒ
ａｐ」を介して受信する。また、ＳＮＭＰマネージャーは、ＭＩＢ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｂａｓｅ）同期化モジュール（図示せず）からのリクエスト
に応じてＳＮＭＰエージェントのＭＩＢを収集し同期化させる。
【００４８】
　ＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェース１４３は、ネットワーク構成要素である基地局、制
御局などとの通信のためにＦＴＰ（Ｆｉｌｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／Ｔ
ＦＴＰ（Ｔｒｉｖｉａｌ ＦＴＰ）を用いるインターフェースである。構成要素管理サー
バーは、ソフトウェアファイルの伝送、構成情報ファイルの伝送、統計データファイルの
伝送などと主にデータ量の多いファイルの伝送にＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースを用
いる。図３では、円滑な運用のために構成要素管理サーバーが別途のサブサーバー（ｓｕ
ｂ ｓｅｒｖｅｒ）の形態でＦＴＰ／ＴＦＴＰサーバーを備えたことを示している。
【００４９】
　コマンドレシーバー（Ｃｏｍｍａｎｄ Ｒｅｃｅｉｖｅｒ）１４４は、ユーザーインタ
ーフェースモジュールから運用者のコマンドを受信し、該コマンドを当該ネットワーク構
成要素に伝送する機能を遂行する。具体的には、ユーザーインターフェースモジュールの
ディスパッチャーは、構成要素管理クライアントからコマンドを受信すれば、それを分類
してシステムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールまたは構成要素インターフェ
ース部のコマンドレシーバーに伝送する。前述したように、システムバックエンド機能部
の処理を必要とする複合処理コマンドである場合は、該複合処理コマンドをコマンド制御
モジュールに伝送し、システムバックエンド機能部の処理を必要としない単純処理コマン
ドである場合は、該単純処理コマンドがコマンドレシーバーに直接伝送される。すると、
コマンドレシーバーは、ＴＣＰインターフェースまたはＳＮＭＰインターフェースのうち
の好適のインターフェースを介してネットワーク構成要素にコマンドを伝送し、該コマン
ドに対する応答を受信してユーザーインターフェースモジュールのディスパッチャーに伝
送する。一方、コマンドレシーバーは、既存に通信していたインターフェース（例えば、
ＴＣＰインターフェース、ＳＮＭＰインターフェース）に異常がある場合、ネットワーク
構成要素との通信が可能な他のインターフェースに変更してコマンドを伝送する。
【００５０】
　図４は、構成要素管理サーバーにおいてコマンドが処理される過程をまとめたフローチ
ャートであって、これについて簡略に説明すれば、先ず、ユーザーインターフェースモジ
ュールのＧＵＩアダプタは、構成要素管理クライアントからコマンドを受信し、これをデ
ィスパッチャーに伝送する（Ｓ４１０）。すると、ユーザーインターフェースモジュール
のディスパッチャーは、上記受信したコマンドを予め設定された基準に基づいて分類する
（Ｓ４２０）。上記分類基準は、運用者によって設定及び変更可能なものであって、本実
施形態では、前述したようにシステムバックエンド機能部の遂行を必要とする複合処理コ
マンドとシステムバックエンド機能部の遂行を必要としない単純処理コマンドの２つに大
別した。しかし、これは例示的な区分に過ぎず、コマンドの種類と等級などを予め設定す
ることにより利用可能な経路を予め設定することができる。ユーザーインターフェースモ
ジュールのディスパッチャーは、上記コマンドが単純処理コマンドである場合、これを構
成要素インターフェース部のコマンドレシーバーに伝送し、上記コマンドが複合処理コマ
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ンドである場合、これをシステムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールに伝送す
る。一方、システムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールは、ディスパッチャー
から受信したコマンドを処理し、また上記コマンドの一部コンテンツが構成要素に伝送さ
れる必要性がある場合は、該コマンドを構成要素インターフェース部のコマンドレシーバ
ーに伝送する（Ｓ４３０）。構成要素インターフェース部のコマンドレシーバーは、ユー
ザーインターフェースモジュールからのコマンドを当該ネットワーク構成要素に伝送する
（Ｓ４４０）。そして、構成要素インターフェース部は、上記ネットワーク構成要素から
コマンドに対する応答を受信すれば、これをユーザーインターフェースモジュールに伝送
する。最後に、ユーザーインターフェースモジュールは、上記応答を構成要素管理クライ
アントに伝送することで該応答を運用者に知らせる（Ｓ４５０）。
【００５１】
　再び図３を参照すれば、ネットワーク構成要素ハンドラー（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｅｌｅｍ
ｅｎｔ Ｈａｎｄｌｅｒ）１４５は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などの
追加／削除を管理する機能を遂行する。具体的には、構成要素管理クライアントからのコ
マンドによって基地局または制御局を追加し、または削除する場合、当該基地局または制
御局と構成要素管理サーバーとのＴＣＰまたはＳＮＭＰ基盤の接続を断続すればよい。そ
して、当該基地局または制御局のデータと構成要素管理サーバーのデータとを同期化する
。
【００５２】
　ネットワーク構成要素活性検査器（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ａｌｉｖｅ Ｃｈ
ｅｃｋｅｒ）１４６は、ネットワーク構成要素である基地局、制御局などの活性（Ａｌｉ
ｖｅ）有無を周期的に検査し、構成要素とのＴＣＰまたはＳＮＭＰ基盤のメッセージ通信
のリンク状態を感知し、該結果メッセージを障害管理モジュールに知らせる機能を遂行す
る。具体的には、構成要素管理サーバーが管理している基地局、制御局などに対して周期
的に予め設定された活性保持メッセージ（Ｋｅｅｐ Ａｌｉｖｅ Ｍｅｓｓａｇｅ）通信を
用いて構成要素の状態を検査し、構成要素の状態検査の結果、通信不能または通信が再開
された場合、障害発生または障害解除に関するメッセージを障害管理モジュールに伝送す
る。
【００５３】
　ブロードキャストセンダー（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ Ｓｅｎｄｅｒ）１４７は、ＴＣＰイ
ンターフェースを介してネットワーク構成要素から受信したメッセージを各機能モジュー
ルに伝送するために、該メッセージをユーザーインターフェースモジュールのブロードキ
ャストレシーバーに伝送する。
【００５４】
　統計情報収集器１４８ａは、ＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースを介して受信した統計
ファイル（例えば、５分統計ファイル、６０分統計ファイル）を読み込み、ライン（Ｌｉ
ｎｅ）単位でパーサー１４８ｂに伝送し、パーサー１４８ｂは、それを詳細統計項目単位
に分析してルーターに伝送する。
【００５５】
　ルーター（Ｒｏｕｔｅｒ）１４９は、ＴＣＰインターフェース、ＳＮＭＰインターフェ
ース、パーサーなどを介してネットワーク構成要素から受信したメッセージまたはデータ
をシステムバックエンド機能部の当該機能モジュールにルーティングする機能を遂行する
。このために、構成要素インターフェース部は、構成関連データを構成管理モジュールに
ルーティングする構成管理ルーター、障害関連データを障害管理モジュールにルーティン
グする障害管理ルーター、構成要素からアップロードされるデータをダウンロード管理モ
ジュールにルーティングするダウンロード管理ルーター、診断及びテスト関連データを診
断及びテスト管理モジュールにルーティングする診断及びテスト管理ルーター、統計関連
データを統計管理モジュールにルーティングする統計管理ルーター、性能関連データを性
能モニタリングモジュールにルーティングする性能モニタリングルーターを含む。
【００５６】
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　図５は、本発明の好適な実施形態による構成要素管理クライアントを示しており、以下
では、図５を参照して本発明による構成要素管理クライアントについて説明する。
　同図に示すように、構成要素管理クライアント２００は、ユーザーインターフェース部
２１０、アップデート管理部２２０、イベント管理部２３０、コマンド管理部２４０、デ
ータベースハンドラー２５０、ソケットハンドラー２６０などを含む。
【００５７】
　先ず、グラフィックユーザーインターフェース部２１０は、ユーザーまたは運用者との
整合機能を遂行する。グラフィックユーザーインターフェース部は、項目毎のＧＵＩコン
ポーネントと当該データを管理するデータモデルで構成され、ＧＵＩコンポーネントは、
データモデルを当該画面に好適にレンダリング（ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ）して示す機能を遂
行し、データモデルは、装備またはシステムの構成情報、状態情報、履歴情報などに関す
るデータを格納する機能を遂行する。グラフィックユーザーインターフェース部は、外部
的にはＧＵＩコンポーネントを通じてグラフィックユーザーインターフェースを提供し、
内部的にはアップデート管理部、イベント管理部、コマンド管理部とデータモデルを通じ
てインターフェースを実現する。参考として、図５では、ビュー（Ｖｉｅｗ）２１１、構
成（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）２１２、パッケージ（Ｐａｃｋａｇｅ）２１３、アラ
ーム（Ａｌａｒｍ）２１４、レポート（Ｒｅｐｏｒｔ）２１５、ツール（Ｔｏｏｌｓ）２
１６、運営支援（Ａｄｍｉｎ）２１７などに関するグラフィックユーザーインターフェー
スを例示する。
【００５８】
　アップデート管理部２２０は、ネットワーク構成要素をモニタリングして装備の詳細な
履歴及び状態を周期的に収集し反映する機能を遂行する。このために、アップデート管理
部は、タイマー（Ｔｉｍｅｒ）２２１、マネージャープロセッサ（Ｍａｎａｇｅｒ Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｏｒ）２２２、ディスパッチャー（Ｄｉｓｐａｔｃｈｅｒ）２２３などを含む
。アップデート管理部は、性能の最適化のために現在窓で活性化されているＧＵＩと関連
データモデルのみを集中的にアップデートするように実現されることが好ましく、アップ
デートされたデータモデルのデータは、イベント処理により当該ＧＵＩコンポーネントに
反映される。
【００５９】
　イベント管理部２３０は、ネットワーク構成要素から障害情報及び状態変更情報を構成
要素管理サーバーを介してリアルタイムで受信し、障害の発生または障害解除イベント時
にアラームを生成または解除することで可視、可聴警報を発生または解除する。このため
に、イベント管理部は、レシーバー（ｒｅｃｅｉｖｅｒ）２３１とマネージャープロセッ
サ（Ｍａｎａｇｅｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２３３を含む。レシーバー２３１は、ソケッ
トハンドラー２６０を介して構成要素管理サーバーから送られてくるイベントを受信して
マネージャープロセッサ（２３３）に伝送し、マネージャープロセッサ２３３は、送られ
てきたイベントを処理してグラフィックユーザーインターフェース部２１０に伝送する。
【００６０】
　コマンド管理部２４０は、運用者コマンドをキュー（Ｑｕｅｕｅ）処理してソケットハ
ンドラーに伝送し、コマンドに対する遂行応答をソケットハンドラーから受信してグラフ
ィックユーザーインターフェース部に伝送する機能を遂行する。このために、コマンド管
理部２４０は、トランシーバー（Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）２４１及びマネージャープロ
セッサ（Ｍａｎａｇｅｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２４２を含む。マネージャープロセッサ
２４２は、グラフィックユーザーインターフェース部から運用者コマンドを受信してキュ
ー（Ｑｕｅｕｅ）処理を施し、コマンドキューから個別コマンドを取り出してトランシー
バーに伝送する。トランシーバーは、ソケットハンドラーを介して構成要素管理サーバー
に運用者コマンドを伝送し、同様に、コマントに対する応答を受信してマネージャープロ
セッサに伝送する。
【００６１】
　データベースハンドラー（ＤＢ Ｈａｎｄｌｅｒ）２５０は、ネットワーク構成要素の
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情報、状態、履歴などのデータを取り込んでアップデート管理部に伝送する機能を遂行す
る。このために、データベースハンドラーは、データベースアダプタ（ＤＢ Ａｄａｐｔ
ｏｒ）２５１とデータベースラッパー（ＤＢ Ｗｒａｐｐｅｒ）２５２を含み、上記デー
タベースアダプタ２５１は、構成要素管理サーバーのデータベース部からネットワーク構
成要素の情報を獲得し且つデータベース部に対してデータを追加、削除、変更し、データ
ベースラッパー２５２は、データベース部から獲得したデータを管理部毎にラッピング（
Ｗｒａｐｐｉｎｇ）する。
【００６２】
　ソケットハンドラー（Ｓｏｃｋｅｔ Ｈａｎｄｌｅｒ）２６０は、構成要素管理サーバ
ーに運用者コマンドを伝送し、アラームイベントとコマンド処理応答などを受信して当該
管理部に伝送する機能を遂行する。本発明では、構成要素管理サーバーとの通信のために
ＴＣＰを用い、図５では、ＴＣＰソケットアダプタ２６１を介して構成要素管理サーバー
に接続された構造を示している。
【００６３】
　図６は、前述した構成要素管理サーバーの内部インターフェースを例示する図である。
参考として、図６では、図面の簡略化のために構成要素管理サーバーのシステム資源管理
部、システムバックエンド機能部、システムフロントエンド機能部、構成要素インターフ
ェース部、ＮＭＳインターフェース部などに備えられたプロセッサを中心に相互間のイン
ターフェースを示しており、また、インターフェースの区分のために必要な最小のプロセ
ッサだけを示している。このため、構成要素管理サーバーを構成する実際のプロセッサの
数は異なることがあり、例えば、システムバックエンド機能部のように各機能モジュール
毎にプロセッサを備える場合、同じレベルのプロセッサは同じインターフェースを使用す
る。
【００６４】
　図６を参照すれば、本発明による構成要素管理サーバーにおいて使用する内部インター
フェースは４つに大別されており、これに関する定義は次のとおりである。
　先ず、構成要素管理サーバーと構成要素管理クライアント間の通信のためのインターフ
ェースとして「Ｕインターフェース」を使用し、これは、構成要素管理クライアントによ
り伝送されたメッセージがシステム機能部を経由せずユーザーインターフェース部から構
成要素インターフェース部に直接伝送される場合であってＴＣＰ通信を用いる。
【００６５】
　そして、システムバックエンド機能部とシステムフロントエンド機能部または構成要素
インターフェース部間の通信のためのインターフェースとしては「Ｆインターフェース」
を使用し、本実施形態では同様にＴＣＰ通信を用いる。
【００６６】
　一方、構成要素管理サーバーの内部プロセッサ間の通信のためのインターフェースとし
ては「Ｐインターフェース」を使用する。本実施形態において、構成要素管理サーバーの
内部プロセッサ、特にシステムバックエンド機能部の各機能モジュール内のプロセッサは
、シャドウメモリ（Ｓｈａｄｏｗ Ｍｅｍｏｒｙ）を利用したメッセージキュー（Ｍｅｓ
ｓａｇｅ Ｑｕｅｕｅ）通信を行い、これによって相互間に処理すべきデータなどを共有
することで迅速なデータの呼び出しが可能である。
【００６７】
　最後に、構成要素管理サーバー内部のマネージャープロセッサとサーブプロセッサ間の
インターフェースとして「Ｈインターフェース」を使用する。これは、ＵＤＰ（Ｕｓｅｒ
 Ｄａｔａｇｒａｍ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信を用いる。
【００６８】
　参考として、上記構成要素管理サーバーは、サーバー－クライアントアーキテクチャー
を基盤に実現し、クライアントは、Ｊａｖａを基盤に開発することで特定のＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）に対する従属性がないようにし、また、マルチ－ティアモ
デル（Ｍｕｌｔｉ－Ｔｉｅｒ Ｍｏｄｅｌ：Ｃｌｉｅｎｔ Ｔｉｅｒ／Ｂｕｓｉｎｅｓｓ 
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Ｌｏｇｉｃ Ｔｉｅｒ／Ｄａｔａｂａｓｅ Ｔｉｅｒ）とＭＶＣ（Ｍｏｄｅｌ－Ｖｉｅｗ－
Ｃｏｎｔｒｏｌ）アーキテクチャーを充実に実現することでシステムの拡張や分散配置、
システム機能に対する要求変更などに対し迅速且つ柔軟に対処できるようにすることが好
ましい。例えば、上記構成要素管理サーバーのシステムバックエンド機能部の各機能モジ
ュールは、個別にまたは幾つのモジュールをグループ化して物理的に分離された別途のサ
ブサーバー形態で実現することもできる。
【００６９】
　以上、本発明を好適な実施形態を参照して詳しく説明したが、本発明はその技術的思想
や必須特徴を変更せずに他の具体的な形態に実施することができるため、本発明の属する
技術分野における当業者であれば、以上で記述した実施形態はすべての面において例示的
なものに過ぎず、本発明を限定するためのものではないことが理解できるであろう。
また、本発明の範囲は上記詳細な説明よりは特許請求の範囲によって特定され、特許請求
の範囲の意味及び範囲、そしてその等価概念から導き出せるすべての変更または変形形態
も本発明の範囲に含まれるものと理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月24日(2009.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図４は、構成要素管理サーバーにおいてコマンドが処理される過程をまとめたフローチ
ャートであって、これについて簡略に説明すれば、先ず、ユーザーインターフェースモジ
ュールのＧＵＩアダプタは、構成要素管理クライアントからコマンドを受信し、これをデ
ィスパッチャーに伝送する（Ｓ４１０）。すると、ユーザーインターフェースモジュール
のディスパッチャーは、上記受信したコマンドを予め設定された基準に基づいて分類する
（Ｓ４２０）。上記分類基準は、運用者によって設定及び変更可能なものであって、本実
施形態では、前述したようにシステムバックエンド機能部の遂行を必要とする複合処理コ
マンドとシステムバックエンド機能部の遂行を必要としない単純処理コマンドの２つに大
別した。しかし、これは例示的な区分に過ぎず、コマンドの種類と等級などを予め設定す
ることにより利用可能な経路を予め設定することができる。ユーザーインターフェースモ
ジュールのディスパッチャーは、上記コマンドが単純処理コマンドである場合、これを構
成要素インターフェース部のコマンドレシーバーに伝送し、上記コマンドが複合処理コマ
ンドである場合、これをシステムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールに伝送す
る。一方、システムバックエンド機能部のコマンド制御モジュールは、ディスパッチャー
から受信したコマンドを処理し、また上記コマンドの一部コンテンツが構成要素に伝送さ
れる必要性がある場合は、該コマンドを構成要素インターフェース部のコマンドレシーバ
ーに伝送する（Ｓ４３０）。構成要素インターフェース部のコマンドレシーバーは、ユー
ザーインターフェースモジュールからのコマンドを当該ネットワーク構成要素に伝送する
（Ｓ４４０）。そして、構成要素インターフェース部は、上記ネットワーク構成要素から
コマンドに対する応答を受信すれば、これをユーザーインターフェースモジュールに伝送
する（Ｓ４５０）。最後に、ユーザーインターフェースモジュールは、上記応答を構成要
素管理クライアントに伝送することで該応答を運用者に知らせる（Ｓ４６０）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　参考として、上記構成要素管理サーバーは、サーバー－クライアントアーキテクチャー
を基盤に実現し、クライアントは、Ｊａｖａ（登録商標）を基盤に開発することで特定の
ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）に対する従属性がないようにし、また、マル
チ－ティアモデル（Ｍｕｌｔｉ－Ｔｉｅｒ Ｍｏｄｅｌ：Ｃｌｉｅｎｔ Ｔｉｅｒ／Ｂｕｓ
ｉｎｅｓｓ Ｌｏｇｉｃ Ｔｉｅｒ／Ｄａｔａｂａｓｅ Ｔｉｅｒ）とＭＶＣ（Ｍｏｄｅｌ
－Ｖｉｅｗ－Ｃｏｎｔｒｏｌ）アーキテクチャーを充実に実現することでシステムの拡張
や分散配置、システム機能に対する要求変更などに対し迅速且つ柔軟に対処できるように
することが好ましい。例えば、上記構成要素管理サーバーのシステムバックエンド機能部
の各機能モジュールは、個別にまたは幾つのモジュールをグループ化して物理的に分離さ
れた別途のサブサーバー形態で実現することもできる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信網の構成要素管理システムであって、
　運用者との整合機能を遂行するグラフィックユーザーインターフェース部、該グラフィ
ックユーザーインターフェース部からコマンドを受信し該コマンドをソケットハンドラー
に伝送するコマンド管理部、及び該コマンド管理部から伝送されたコマンドを構成要素管
理サーバーに伝送するソケットハンドラーを含む構成要素管理クライアントと、
　前記構成要素管理クライアントとの整合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部
、無線通信網の構成要素との整合機能を遂行する構成要素インターフェース部、及び前記
システムフロントエンド機能部から伝送されたコマンドを処理して前記無線通信網の構成
要素に対する構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機能、診断及びテスト管理
機能、統計管理機能、性能管理機能の少なくとも一つを遂行するシステムバックエンド機
能部を含む構成要素管理サーバーと、
　を備える無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項２】
　前記構成要素管理サーバーのシステムフロントエンド機能部は、前記構成要素管理クラ
イアントから伝送されたコマンドを分類して、前記コマンドが単純処理コマンドである場
合に前記構成要素インターフェース部に伝送し、前記コマンドが複合処理コマンドである
場合に前記システムバックエンド機能部に伝送することを特徴とする請求項１に記載の無
線通信網の構成要素管理システム。
【請求項３】
　前記構成要素インターフェース部は、前記システムフロントエンド機能部よりコマンド
を受信し、該コマンドを無線通信網の当該構成要素に伝送するコマンドレシーバーを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項４】
　前記構成要素管理サーバーは、ネットワーク管理システム（ＮＭＳ：Ｎｅｔｗｏｒｋ 
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）との整合機能を遂行するＮＭＳインターフェース
部を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項５】
　前記構成要素インターフェース部は、ＴＣＰインターフェースと、ＳＮＭＰインターフ
ェースと、ＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースの少なくとも一つを備えることを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信網の構成要素管理システム。
【請求項６】
　無線通信網の構成要素管理サーバーであって、
　構成要素管理クライアントに接続されたＧＵＩアダプタを備え、前記構成要素管理クラ
イアントとの整合機能を遂行するシステムフロントエンド機能部と、
　前記構成要素管理クライアントから受信したコマンドに応答して前記構成要素に対する
構成管理機能、障害管理機能、ダウンロード管理機能、診断及びテスト管理機能の少なく
とも一つの機能を遂行するシステムバックエンド機能部と、
　前記無線通信網の構成要素にコマンドを伝送し、前記構成要素からメッセージ及び前記
機能の遂行に必要な各データを受信する構成要素インターフェース部と、
　を含む無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項７】
　無線通信網のネットワーク管理システムのＥＭＳマネージャーと連動するＥＭＳエージ
ェントを備え、前記ネットワーク管理システムとの整合機能を遂行するＮＭＳインターフ
ェース部を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバ
ー。
【請求項８】
　前記ＮＭＳインターフェース部は、ＯＳＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙ
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ｓｔｅｍ）と連動するＯＳＳインターフェースを含み、該ＯＳＳインターフェースは、前
記ＮＭＳインターフェース部から分離自在に構成されることを特徴とする請求項７に記載
の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項９】
　前記システムフロントエンド機能部は、前記構成要素インターフェース部を介して伝送
されるメッセージを受信してログファイルとして格納し管理するログ管理モジュールを含
むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１０】
　前記システムフロントエンド機能部は、前記構成要素管理クライアントから伝送された
コマンドを分類して前記システムバックエンド機能部または前記構成要素インターフェー
ス部に伝送するユーザーインターフェースモジュールを含むことを特徴とする請求項６に
記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１１】
　前記ユーザーインターフェースモジュールは、前記システムバックエンド機能部から伝
送されたイベントを構成要素管理クライアントに伝送するイベントハンドラーと、前記構
成要素インターフェース部から受信したメッセージのメッセージフォーマットを変形して
前記構成要素管理クライアントに伝送するフォーマッタの少なくとも一つを含むことを特
徴とする請求項１０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１２】
　前記ユーザーインターフェースモジュールは、前記構成要素管理クライアントから伝送
されたコマンドが単純処理コマンドである場合に該コマンドを前記構成要素インターフェ
ース部に伝送し、前記構成要素管理クライアントから伝送されたコマンドが複合処理コマ
ンドである場合に該コマンドを前記システムバックエンド機能部に伝送するディスパッチ
ャーを含むことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１３】
　前記システムバックエンド機能部は、前記ユーザーインターフェースモジュールから複
合処理コマンドを受信し処理するコマンド制御モジュールを含むことを特徴とする請求項
１２に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１４】
　前記コマンド制御モジュールは、バッチジョブのリクエストによってデータベースから
予め登録されたコマンドを順次に読み出すバッチプロセッサを含むことを特徴とする請求
項１３に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１５】
　前記コマンド制御モジュールは、前記ディスパッチャーとの関連コマンドを送受信する
マネージャープロセッサを含むことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信網の構成要
素管理サーバー。
【請求項１６】
　前記システムバックエンド機能部は、
　前記構成要素の構成管理機能を遂行する構成管理モジュールと、
　前記構成要素の障害管理機能を遂行する障害管理モジュールと、
　前記構成要素のダウンロード管理機能を遂行するダウンロード管理モジュールと、
　前記構成要素の診断及びテスト管理機能を遂行する診断及びテスト管理モジュールと、
　の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理
サーバー。
【請求項１７】
　前記ダウンロード管理モジュールは、前記構成要素インターフェース部に直接接続され
た前記無線通信網の構成要素に対するソフトウェア及び構成ファイルを管理し、前記ソフ
トウェア及び構成ファイルを前記無線通信網の構成要素に直接ダウンロードすることを特
徴とする請求項１６に記載の構成要素管理サーバー。
【請求項１８】
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　前記モジュールは、それぞれ前記構成要素インターフェース部から受信したデータを処
理するデータプロセッサ、及び前記システムフロントエンド機能部のディスパッチャーか
ら受信したコマンドを処理するコマンドプロセッサを含むことを特徴とする請求項１６に
記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項１９】
　前記モジュールは、シャドウメモリ（Ｓｈａｄｏｗ Ｍｅｍｏｒｙ）を利用したメッセ
ージキュー（Ｍｅｓｓａｇｅ Ｑｕｅｕｅ）通信を遂行することを特徴とする請求項１６
に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２０】
　前記システムバックエンド機能部は、
　前記構成要素の統計管理機能を遂行する統計管理モジュール、及び
　前記構成要素の性能管理機能を遂行する性能管理モジュールの少なくとも一つを含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２１】
　前記モジュールは、それぞれ前記構成要素インターフェース部から受信したデータを処
理してデータベースローダーに伝送するデータプロセッサ、及び前記データプロセッサか
ら伝送されたデータをデータベースに格納するデータベースローダーを含むことを特徴と
する請求項２０に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２２】
　前記構成要素インターフェース部は、ＴＣＰ通信を支援するＴＣＰインターフェース、
ＳＮＭＰ通信を支援するＳＮＭＰインターフェース、及びＦＴＰ／ＴＦＴＰ通信を支援す
るＦＴＰ／ＴＦＴＰインターフェースを含むことを特徴とする請求項６に記載の無線通信
網の構成要素管理サーバー。
【請求項２３】
　前記構成要素インターフェース部は、前記コマンドを送受信するコマンドレシーバーを
含み、該コマンドレシーバーは、ＴＣＰ、ＳＮＭＰ、ＦＴＰ／ＴＦＴＰ通信の少なくとも
一つの通信を支援することを特徴とする請求項６に記載の無線通信網の構成要素管理サー
バー。
【請求項２４】
　前記構成要素インターフェース部は、
　無線通信網の構成要素の追加及び削除を管理するネットワーク構成要素ハンドラーと、
　前記無線通信網の構成要素の活性（ａｌｉｖｅ）有無を検査するネットワーク構成要素
活性検査器と、
　前記無線通信網の構成要素から受信したメッセージを前記システムフロントエンド機能
部に伝送するブロードキャストセンダーの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項
６に記載の無線通信網の構成要素管理サーバー。
【請求項２５】
　前記無線通信網の構成要素は、基地局と制御局を含み、前記基地局と制御局は、前記構
成要素インターフェース部に直接接続されたことを特徴とする請求項６に記載の無線通信
網の構成要素管理サーバー。
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