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(57)【要約】
【課題】異常発生時にも通信サービスの提供を継続し得
る移動通信システムを提供する。
【解決手段】移動通信システムは、各基地局から、稼働
状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそれぞれ
収集する手段と、各基地局に関する無線接続可能な他の
基地局に関する設定情報を取得する取得手段と、上記基
地局情報に基づいて、複数の基地局の中から、基地局制
御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び基地局制御
装置と個別に通信可能なライブ基地局を特定し、上記設
定情報に基づいて、基地局間の無線接続により実現され
る、当該孤立基地局から当該ライブ基地局までの緊急伝
送路を決定し、当該緊急伝送路を形成するための緊急伝
送路情報を衛星通信を用いて複数の基地局へ送信する手
段とを含む伝送路制御サーバと、伝送路制御サーバから
衛星通信を介して受信された緊急伝送路情報で示される
他の基地局と無線接続を確立する手段とを含む複数の基
地局とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局と、当該複数の基地局の各
々と個別に接続され当該複数の基地局を通信交換局に接続する基地局制御装置と、当該複
数の基地局と衛星通信を介して通信可能な伝送路制御サーバと、を含む移動通信システム
において、
　前記伝送路制御サーバは、
　　前記各基地局から、各基地局の稼働状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそ
れぞれ収集する稼働情報収集手段と、
　　前記各基地局に関する無線接続可能な他の基地局に関する設定情報を取得する設定情
報取得手段と、
　　前記稼働情報収集手段により収集された基地局情報に基づいて、前記複数の基地局の
中から、前記基地局制御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び前記基地局制御装置と
個別に通信可能なライブ基地局を特定し、前記設定情報取得手段により取得された設定情
報に基づいて、基地局間の無線接続により実現される、当該孤立基地局から当該ライブ基
地局までの緊急伝送路を決定し、当該緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を衛星
通信を用いて前記複数の基地局へ送信する伝送路決定手段と、
　を備え、
　前記複数の基地局はそれぞれ、
　　自基地局の稼働状況を検出する稼働状況検出手段と、
　　前記稼働状況検出手段により検出された稼働状況の情報を含む基地局情報を衛星通信
を用いて前記伝送路制御サーバへ送信する稼働状況送信手段と、
　　前記伝送路制御サーバから衛星通信を介して受信された前記緊急伝送路情報で示され
る少なくとも１つの他の基地局と無線接続を確立する基地局間伝送手段と、
　を備え、
　前記複数の基地局の少なくとも１つの孤立基地局は、
　　前記基地局間伝送手段により確立された無線接続を用いて、自基地局の無線エリア内
の移動端末に関するトラフィックをライブ基地局へ無線送信する基地局処理手段と、
　を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　前記伝送路決定手段は、まず、前記設定情報に孤立基地局を含む複数のライブ基地局の
中の、他のライブ基地局の前記設定情報に含まれない第１孤立基地局を前記設定情報に含
むライブ基地局と、当該第１孤立基地局との間の接続を決定し、次に、当該第１孤立基地
局との接続が決定されたライブ基地局を除いた、他のライブ基地局及び当該第１孤立基地
局を候補にして、未決定の孤立基地局と接続する基地局を決定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記基地局処理手段は、自基地局が孤立基地局であり、かつ、前記基地局間伝送手段に
より確立された第１の無線接続を介して他の基地局からのトラフィックが受信された場合
には、自基地局の無線エリア内の移動端末に関するトラフィック及び前記他の基地局から
のトラフィックを前記基地局間伝送手段により確立された第２の無線接続を介して更に異
なる他の基地局へ送信し、自基地局がライブ基地局であり、かつ、前記基地局間伝送手段
により確立された無線接続を介して他の基地局からのトラフィックが受信された場合には
、自基地局の無線エリア内の移動端末に関するトラフィック及び前記他の基地局からのト
ラフィックを前記基地局制御装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記基地局間伝送手段は、
　　前記少なくとも１つの他の基地局と無線接続を確立するための送信アンテナ及び受信
アンテナの指向性主軸の方向を変える可動手段と、
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　　前記伝送路制御サーバから衛星通信を介して前記緊急伝送路情報と共に受信されるア
ンテナ制御情報に基づいて、前記可動手段に、前記送信アンテナ及び前記受信アンテナの
指向性主軸の方向を変えさせるアンテナ制御手段と、
　を含み、
　前記伝送路制御サーバは、
　　前記伝送路決定手段により決定された緊急伝送路を形成する基地局ペアに関する送信
アンテナ及び受信アンテナの位置情報を取得し、取得された位置情報に基づいて、当該基
地局ペアに関する送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向を決定し、決定され
た方向を示す前記アンテナ制御情報を生成するアンテナ情報生成手段、
　を更に備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の移動通信システ
ム。
【請求項５】
　前記基地局間伝送手段は、
　　前記受信アンテナにおける前記少なくとも１つの他の基地局からの信号の受信感度を
検出する受信感度検出手段、
　を更に含み、
　前記伝送路制御サーバの前記稼働情報収集手段は、前記各基地局から、前記受信感度情
報を衛星通信を用いてそれぞれ収集し、
　前記伝送路制御サーバの前記アンテナ情報生成手段は、前記稼働情報収集手段により収
集された受信感度情報に基づいて、各基地局における前記送信アンテナ及び前記受信アン
テナの指向性主軸の方向を補正し、補正された方向を示す前記アンテナ制御情報を生成し
、
　前記アンテナ制御手段は、前記受信感度検出手段により検出された受信感度情報を衛星
通信を用いて前記伝送路制御サーバへ送信し、当該受信感度情報の送信に応じて前記伝送
路制御サーバから衛星通信を介して受信されたアンテナ制御情報に基づいて、前記可動手
段に、前記送信アンテナ及び前記受信アンテナの指向性主軸の方向を変えさせる、
　ことを特徴とする請求項４に記載の移動通信システム。
【請求項６】
　少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局の各々と衛星通信を介して
通信可能な伝送路制御サーバにおいて、
　　前記各基地局から、各基地局の稼働状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそ
れぞれ収集する稼働情報収集手段と、
　　前記各基地局に関する無線接続可能な他の基地局に関する設定情報を取得する設定情
報取得手段と、
　　前記稼働情報収集手段により収集された基地局情報に基づいて、前記複数の基地局の
中から、各基地局を通信交換局にそれぞれ接続させる基地局制御装置と個別に通信不可能
な孤立基地局及び当該基地局制御装置と個別に通信可能なライブ基地局を特定し、前記設
定情報取得手段により取得された設定情報に基づいて、基地局間の無線接続により実現さ
れる、当該孤立基地局から当該ライブ基地局までの緊急伝送路を決定し、当該緊急伝送路
を形成するための緊急伝送路情報を衛星通信を用いて前記複数の基地局へ送信する伝送路
決定手段と、
　を備えることを特徴とする伝送路制御サーバ。
【請求項７】
　少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局の各々と衛星通信を介して
通信可能なコンピュータにより実行される通信方法において、
　前記コンピュータが、
　　前記各基地局から、各基地局の稼働状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそ
れぞれ収集するステップと、
　　前記各基地局に関する無線接続可能な他の基地局に関する設定情報を取得するステッ
プと、



(4) JP 2012-160933 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

　　前記収集された基地局情報に基づいて、前記複数の基地局の中から、各基地局を通信
交換局にそれぞれ接続させる基地局制御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び当該基
地局制御装置と個別に通信可能なライブ基地局を特定するステップと、
　　前記取得された設定情報に基づいて、基地局間の無線接続により実現される、前記孤
立基地局から前記ライブ基地局までの緊急伝送路を決定するステップと、
　　前記緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を衛星通信を用いて前記複数の基地
局へ送信するステップと、
　を実行することを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムの通信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、自然災害時の被災者の安否情報提供システム（下記特許文献１参照）、複数の気
象情報を収集するシステム（下記特許文献２参照）のような情報伝達システムが存在する
。このような情報伝達システムでは、固定電話回線網や携帯電話通信網等の公衆通信網を
介して情報伝達が行われる。
【０００３】
　しかしながら、情報伝達を公衆通信網を利用して行う情報伝達システムでは、無線基地
局の故障や通信線の断線等のような公衆通信網に異常が生じた場合、情報伝達が正常に実
行できなくなるという問題点があった。公衆網の異常は、例えば、災害発生時に生じる。
【０００４】
　このような問題点に対応し、下記特許文献３では、公共設備に設置された無線通信装置
間で直接的に無線通信を行うことで、災害発生時の通信伝送路を確保するシステムが提案
されている。このシステムによれば、公衆通信網を介さずに情報を伝達することが出来る
ため、公衆網が損壊した場合でも情報伝達が可能である。また、下記特許文献４では、複
数の可搬型無線アクセスポイントで簡易携帯網を構成し、衛星携帯電話を経由してその簡
易携帯網を他の回線網に接続することにより、既存の通信インフラが機能していない災害
地域内であってもＩＰ携帯電話同士の通話を可能とするシステムが提案されている。下記
特許文献５では、災害時に公衆電話回線網が被害を受けた場合等に対応するべく、通信衛
星を介してセンタ局と複数の可搬型地球局とが相互に通信を行う衛星通信システムが提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３４２８５９号公報
【特許文献２】特開２００５－１００１３０号公報
【特許文献３】特開２０１０－８１００５号公報
【特許文献４】特開２００８－２６３２８２号公報
【特許文献５】特開平０８－３１６８９７号公報
【特許文献６】特開平１１－２８５０４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のような従来手法は、既存の公衆網とは別の新たな通信網（例えば、簡易携帯網等
）を用いることにより、既存の公衆網を介さない伝送経路で、異常時の情報伝達を可能と
する。この手法を実現するためには、異常時のバックアップのための通信網を新たに設け
る必要があるため、コストがかかる。例え、災害が発生した場合であっても、公衆網の機
能が全て停止してしまう可能性は低いため、公衆網が完全に利用不能になるわけではない
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。
【０００７】
　本発明の目的は、上述のような問題点に鑑み、簡易な構成により、異常発生時にも通信
サービスの提供を継続し得る移動通信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】
　本発明の各態様では、上述した課題を解決するために、それぞれ以下の構成を採用する
。
【０００９】
　第１の態様は、少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局と、当該複
数の基地局の各々と個別に接続され当該複数の基地局を通信交換局に接続する基地局制御
装置と、当該複数の基地局と衛星通信を介して通信可能な伝送路制御サーバと、を含む移
動通信システムに関する。第１の態様では、上記伝送路制御サーバは、各基地局から、各
基地局の稼働状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそれぞれ収集する稼働情報収
集手段と、各基地局に関する無線接続可能な他の基地局に関する設定情報を取得する設定
情報取得手段と、上記稼働情報収集手段により収集された基地局情報に基づいて、複数の
基地局の中から、基地局制御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び基地局制御装置と
個別に通信可能なライブ基地局を特定し、上記設定情報取得手段により取得された設定情
報に基づいて、基地局間の無線接続により実現される、当該孤立基地局から当該ライブ基
地局までの緊急伝送路を決定し、当該緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を衛星
通信を用いて複数の基地局へ送信する伝送路決定手段と、を備える。また、複数の基地局
はそれぞれ、自基地局の稼働状況を検出する稼働状況検出手段と、この稼働状況検出手段
により検出された稼働状況の情報を含む基地局情報を衛星通信を用いて伝送路制御サーバ
へ送信する稼働状況送信手段と、伝送路制御サーバから衛星通信を介して受信された上記
緊急伝送路情報で示される少なくとも１つの他の基地局と無線接続を確立する基地局間伝
送手段と、を備える。また、複数の基地局の少なくとも１つの孤立基地局は、上記基地局
間伝送手段により確立された無線接続を用いて、自基地局の無線エリア内の移動端末に関
するトラフィックをライブ基地局へ無線送信する基地局処理手段と、を備える。
【００１０】
　第２の態様は、少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局の各々と衛
星通信を介して通信可能な伝送路制御サーバに関する。第２の態様に係る伝送路制御サー
バは、各基地局から、各基地局の稼働状況情報を含む基地局情報を衛星通信を用いてそれ
ぞれ収集する稼働情報収集手段と、各基地局に関する無線接続可能な他の基地局に関する
設定情報を取得する設定情報取得手段と、上記稼働情報収集手段により収集された基地局
情報に基づいて、複数の基地局の中から、各基地局を通信交換局にそれぞれ接続させる基
地局制御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び当該基地局制御装置と個別に通信可能
なライブ基地局を特定し、上記設定情報取得手段により取得された設定情報に基づいて、
基地局間の無線接続により実現される、当該孤立基地局から当該ライブ基地局までの緊急
伝送路を決定し、当該緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を衛星通信を用いて前
記複数の基地局へ送信する伝送路決定手段と、を備える。
【００１１】
　第３の態様は、少なくとも１つの他の基地局と無線接続可能な複数の基地局の各々と衛
星通信を介して通信可能なコンピュータにより実行される通信方法に関する。第３の態様
に係る通信方法では、当該コンピュータが、各基地局から、各基地局の稼働状況情報を含
む基地局情報を衛星通信を用いてそれぞれ収集するステップと、各基地局に関する無線接
続可能な他の基地局に関する設定情報を取得するステップと、当該収集された基地局情報
に基づいて、複数の基地局の中から、各基地局を通信交換局にそれぞれ接続させる基地局
制御装置と個別に通信不可能な孤立基地局及び当該基地局制御装置と個別に通信可能なラ
イブ基地局を特定するステップと、当該取得された設定情報に基づいて、基地局間の無線
接続により実現される、孤立基地局からライブ基地局までの緊急伝送路を決定するステッ
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プと、上記緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を衛星通信を用いて複数の基地局
へ送信するステップと、を実行する。
【００１２】
　なお、本発明の別態様としては、上記第２の態様の構成をコンピュータに実現させるプ
ログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録したコンピュータが読み取り可
能な記憶媒体であってもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　上記各態様によれば、簡易な構成により、異常発生時にも通信サービスの提供を継続し
得る移動通信システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】移動通信システムの構成例を概念的に示す図。
【図２】伝送路制御サーバの構成例を概念的に示すブロック図。
【図３】第１実施形態における基地局の構成例を概念的に示すブロック図。
【図４】第１実施形態における伝送路制御サーバ及び基地局の動作例を示すシーケンス図
。
【図５】緊急伝送路の決定処理の例を示すフローチャート。
【図６】第２実施形態における伝送路制御サーバの構成例を概念的に示すブロック図。
【図７】第２実施形態における基地局の構成例を概念的に示すブロック図。
【図８】第２実施形態における伝送路制御サーバ及び基地局の動作例を示すシーケンス図
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の各実施形態についてそれぞれ説明する。なお、以下に挙げる各実施形態
はそれぞれ例示であり、本発明は以下の各実施形態の構成に限定されない。
【００１６】
　［第１実施形態］
　〔システム構成〕
　図１は、移動通信システムの構成例を概念的に示す図である。本実施形態における移動
通信システム１は、複数の基地局１０、伝送路制御サーバ２０、基地局制御装置３０等を
有する。
【００１７】
　複数の基地局１０は、図１では、１０（＃１）、１０（＃２）、１０（＃３）及び１０
（＃４）として示されている。以降、これらは、特に区別する必要がある場合を除き、基
地局１０と表記される。基地局１０は、ＢＳ（Base Station）、ＣＳ（Cell Station）、
ＢＴＳ（Base Transceiver Station）、ノードＢ等とも呼ばれる。基地局１０は、無線通
信エリア内に存在するユーザ移動端末５と無線通信を行い、ユーザ移動端末５を移動通信
システム１に接続させる。また、基地局１０は、少なくとも１つの他の基地局と無線接続
可能に構成される。
【００１８】
　ユーザ移動端末５は、携帯電話、携帯ＰＣ（Personal Computer）等のような一般的な
ユーザ端末である。以降、ユーザ移動端末５は、ユーザ端末５と表記する。ユーザ端末５
は、いずれか１つの基地局１０と無線リンクを確立することにより、移動通信システム１
により提供される所定の通信（通話）サービスを受ける。本実施形態は、ユーザ移動端末
５の構成及び移動通信システム１から提供されるサービスを限定しない。
【００１９】
　基地局制御装置３０は、複数の基地局１０の各々と個別に接続され、当該複数の基地局
１０をそれぞれ通信交換局（図１に示すＭＰＥ（Multimedia Processing Equipment）３
又はＭＳＣ（Mobile Switching Center）４等）に接続する。基地局制御装置３０は、Ｂ
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ＳＣ（Base Station Controller）、ＲＮＣ（Radio Network Controller）等と呼ばれる
。以降、基地局制御装置３０は、図１に示されるように、ＢＳＣ３０と表記する場合があ
る。
【００２０】
　ＢＳＣ３０は、基地局１０からユーザ端末５に関するトラフィックを受け、そのトラフ
ィックの対象となる通信交換局へそのトラフィックを中継する。例えば、当該トラフィッ
クが従来の通話呼信号であれば、ＢＳＣ３０は、ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone 
Networks）８の交換局であるＭＳＣ４に当該呼信号を送る。一方、当該トラフィックがＩ
Ｐ（Internet Protocol）電話、ＩＰ通信等の通信呼信号であれば、ＢＳＣ３０は、ＩＰ
コアネットワーク７の交換局であるＭＰＥ３に当該呼信号を送る。なお、ＢＳＣ３０にお
ける、基地局１０から送られるトラフィックに対する処理内容は、周知な技術であればよ
く、本実施形態はそれを限定しない。
【００２１】
　ＢＳＣ３０は、通信交換局から送られたトラフィックを受信すると、そのトラフィック
の宛先となるユーザ端末５が無線接続される基地局１０へそのトラフィックを送る。この
ような通常時（正常時）のＢＳＣ３０における、通信交換局から送られるトラフィックに
対する処理内容は、周知な技術であればよく、本実施形態はそれを限定しない。
【００２２】
　ＢＳＣ３０は、通信不可能状態の基地局１０が存在する場合には、その通信不可能状態
の基地局１０へ送るべきトラフィックを伝送路制御サーバ２０からの指示に対応する基地
局１０（中継付きライブ基地局）へ送る。なお、本実施形態は、ＭＰＥ３、ＭＳＣ４等の
ような通信交換局の処理を限定しないため、ここではそれらの説明を省略する。
【００２３】
　伝送路制御サーバ２０は、ＢＳＣ３０や基地局１０を管理するためのネットワーク（例
えば、図１に示す公衆網９）を介して、ＢＳＣ３０等に通信可能に接続される。以降、伝
送路制御サーバ２０は、単に制御サーバ２０とも表記される。制御サーバ２０は、通信衛
星２を介した衛星通信により、複数の基地局１０と無線通信することができる。
【００２４】
　〔装置構成〕
　以下、第１実施形態における伝送路制御サーバ２０及び基地局１０の各構成例について
それぞれ説明する。図２は、伝送路制御サーバ２０の構成例を概念的に示すブロック図で
ある。
【００２５】
　制御サーバ２０は、図２に示すように、衛星通信部２０１、稼働情報収集部２０２、設
定情報取得部２０３、災害検出部２０４、伝送路決定部２０７等を有する。ハードウェア
構成として、制御サーバ２０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモリ
（ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ハードディスク等）
、入出力インタフェース等を有する。
【００２６】
　制御サーバ２０は、例えば、メモリに記憶されるプログラムがＣＰＵにより実行される
ことで上記各処理部を実現する。衛星通信部２０１は、通信衛星２との間でやりとりする
電波を送受する衛星アンテナ、当該電波を変調及び復調する送受信器等を含む衛星通信装
置、この衛星通信装置と他の処理部との間のインタフェースとして機能する処理部等から
構成されるようにしてもよい。なお、本実施形態は、上記各処理部の実現手法を制限しな
い。
【００２７】
　衛星通信部２０１は、他の処理部からの指示により、複数の基地局１０との間で、通信
衛星２を介した衛星通信を行う。なお、本実施形態は、通信衛星２を介した衛星通信の手
法を限定するものではないため、ここではその詳細説明を省略する。
【００２８】
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　稼働情報収集部２０２は、各基地局１０から、各基地局の稼働状況情報を含む基地局情
報を当該衛星通信を用いてそれぞれ収集する。当該基地局情報は、所定の周期又は任意の
タイミングで各基地局１０から送信されてもよいし、伝送路制御サーバ２０からの要求に
応じて各基地局１０から送信されてもよい。例えば、稼働情報収集部２０２は、災害検出
部２０４により災害の発生が検知された場合に、基地局情報の送信要求を送信する。なお
、稼働状況情報の詳細については後述する。
【００２９】
　災害検出部２０４は、災害発生情報（災害発生信号）を取得し、稼働情報収集部２０２
へそれを通知する。災害発生情報は、例えば、公衆網９等のネットワークを介して接続さ
れる、国土交通省や気象庁等の公共機関のサーバ装置から取得される。災害発生情報は、
ユーザインタフェース（図示せず）を介してオペレータから入力されてもよいし、伝送路
制御サーバ２０が有する検出器により独自に検知されてもよい。
【００３０】
　設定情報取得部２０３は、各基地局１０に関する無線接続可能な他の基地局に関する設
定情報を取得する。例えば、基地局１０（＃２）が基地局１０（＃１）及び１０（＃３）
と無線接続可能である場合には、基地局１０（＃２）の設定情報には、基地局１０（＃１
）及び１０（＃３）を特定し得る各基地局識別情報がその優先度と共にそれぞれ設定され
る。当該設定情報は、制御サーバ２０のメモリに予め格納されていてもよいし、稼働情報
収集部２０２により収集される基地局情報に含まれていてもよい。取得された設定情報は
、伝送路決定部２０７へ送られる。
【００３１】
　伝送路決定部２０７は、稼働情報収集部２０２により収集された基地局情報の稼働状況
情報に基づいて、複数の基地局１０の中から、ＢＳＣ３０と通信不可能な孤立基地局、及
び、ＢＳＣ３０と通信可能なライブ基地局を特定する。更に、伝送路決定部２０７は、設
定情報取得部２０３により取得された設定情報に基づいて、基地局１０間の無線接続によ
り実現される、当該孤立基地局から当該ライブ基地局までの緊急伝送路を決定する。伝送
路決定部２０７は、当該緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報を生成し、この緊急
伝送路情報を送信するように衛星通信部２０１へ指示する。
【００３２】
　伝送路決定部２０７は、緊急伝送路を以下のように決定する。伝送路決定部２０７は、
まず、設定情報に孤立基地局を含む複数のライブ基地局の中の、他のライブ基地局の設定
情報に含まれない第１孤立基地局を設定情報に含むライブ基地局を選択し、この選択され
たライブ基地局と当該第１孤立基地局との間の接続を決定する。次に、伝送路決定部２０
７は、当該第１孤立基地局との接続が決定されたライブ基地局を除いた、他のライブ基地
局及び当該第１孤立基地局を候補にして、未決定の孤立基地局と接続する基地局を決定す
る。なお、緊急伝送路の具体的決定手法については動作例の項において説明する。
【００３３】
　上記緊急伝送路情報には、少なくとも１つの緊急伝送路を形成するための情報が含まれ
る。緊急伝送路は、基地局間が無線接続されることにより形成される経路であって、孤立
基地局の無線エリア内のユーザ端末５に関するトラフィックを伝送するための経路である
。よって、緊急伝送路を形成するための情報は、無線接続される基地局のペアを示す、基
地局識別情報のペアを少なくとも１つ含む。
【００３４】
　よって、緊急伝送路に含まれるライブ基地局は、他の孤立基地局から送られるトラフィ
ックをＢＳＣ３０に中継することが要求される。このように要求されるライブ基地局を中
継付きライブ基地局とも表記する。一方、緊急伝送路に含まれる孤立基地局は、自身の無
線エリア内のユーザ端末５に関するトラフィックをＢＳＣ３０に対してではなく、当該緊
急伝送路に含まれるライブ基地局に対して送信することが要求される。
【００３５】
　更に、緊急伝送路に複数の孤立基地局が含まれる場合には、当該複数の孤立基地局の中
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の少なくとも１つの孤立基地局は、他の孤立基地局から送られるトラフィックをライブ基
地局へ中継すること、及び、自身の無線エリア内のユーザ端末５に関するトラフィックを
ＢＳＣ３０に対してではなく、当該緊急伝送路に含まれるライブ基地局に対して送信する
ことが要求される。このような孤立基地局を中継付き孤立基地局とも表記する。
【００３６】
　図３は、第１実施形態における基地局１０の構成例を概念的に示すブロック図である。
基地局１０は、図３に示すように、衛星通信部１０１、稼働状況検出部１０２、稼働状況
送信部１０３、基地局間伝送部１０６、基地局処理部１０７等を有する。基地局１０を構
成するこれら各処理部は、ハードウェア要素、又は、ソフトウェア要素、或いは、それら
の組み合わせよりそれぞれ実現される。
【００３７】
　ハードウェア構成要素とは、例えば、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ゲートアレイ、論理ゲートの組み合わせ
、信号処理回路、アナログ回路等のようなハードウェア回路である。ソフトウェア構成要
素とは、１又は複数のメモリ上のデータ（プログラム）が１又は複数のプロセッサ（例え
ば、ＣＰＵ、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）等）で実行されることにより実現され
る、タスク、プロセス、関数のようなソフトウェア部品（断片）である。本実施形態は、
上記各処理部の実現手法を限定しない。
【００３８】
　衛星通信部１０１は、通信衛星２との間でやりとりする電波を送受する衛星アンテナ、
当該電波を変調及び復調する送受信器等を含む衛星通信装置、この衛星通信装置と他の処
理部との間のインタフェースとして機能する処理部等から構成されるようにしてもよい。
衛星通信部１０１は、他の処理部からの指示により、制御サーバ２０との間で、通信衛星
２を介した衛星通信を行う。
【００３９】
　稼働状況検出部１０２は、自身（基地局１０）の稼働状況を検出し、検出された稼働状
況を示す信号を稼働状況送信部１０３へ送る。なお、稼働状況の具体的検出手法には、周
知の技術が利用されればよいため、ここでは説明を省略する。
【００４０】
　稼働状況送信部１０３は、稼働状況検出部１０２からの信号に基づいて、自身の稼働状
況を示す稼働状況情報を生成し、衛星通信部１０１にその稼働状況情報を含む基地局情報
を送信するように指示する。稼働状況情報には、自身の基地局１０に関する、基地局識別
情報、稼働状況を示すデータが含まれる。稼働状況を示すデータには、自基地局の現状の
稼働状況を特定する情報として、ライブ基地局、孤立基地局、異常基地局等を特定し得る
情報が含まれる。
【００４１】
　稼働状況送信部１０３は、稼働状況検出部１０２からの信号に基づいて、自身の稼働状
況を特定する。例えば、基地局１０とＢＳＣ３０との間のリンク（以降、接続回線とも表
記する）の異常が検出されている場合には、稼働状況送信部１０３は、自基地局を孤立基
地局に決定する。また、他の基地局１０と無線接続するための処理部である基地局間伝送
部１０６の異常、当該接続回線の異常等が検出されている場合には、稼働状況送信部１０
３は、自基地局を異常基地局に決定する。異常基地局とは、緊急伝送路の形成による救済
が及ばない基地局を意味する。なお、稼働状況を示すデータに、異常箇所、異常内容等を
含む詳細な異常データを含ませるようにしてもよい。
【００４２】
　稼働状況検出部１０２及び稼働状況送信部１０３は、任意のタイミング又は周期的に動
作してもよいし、制御サーバ２０から衛星通信を介して送られる基地局情報の送信要求が
衛星通信部１０１で受信されたことを契機に動作するようにしてもよい。
【００４３】
　基地局間伝送部１０６は、衛星通信部１０１で受信される、制御サーバ２０からの緊急
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伝送路情報に含まれる緊急伝送路を実現するために、必要に応じて、少なくとも１つの他
の基地局と無線接続を確立する。無線接続を確立する対象となる他の基地局は、自基地局
１０のための設定情報に含まれる他の基地局を候補にする。
【００４４】
　基地局間伝送部１０６は、例えば、送信アンテナ、受信アンテナ、無線処理部等を含む
基地局間伝送装置、この基地局間伝送装置と他の処理部との間のインタフェースとして機
能する処理部等から構成される。この場合、送信アンテナは、上記設定情報に設定された
他の基地局方向への指向性を持つ信号を送出し、受信アンテナは、上記設定情報に設定さ
れた他の基地局からの信号を受信する。
【００４５】
　複数の基地局１０は、ユーザ端末５と無線通信するための通信エリア等に応じて、所定
位置にそれぞれ配置される。つまり、各基地局１０は、相互に無線接続する目的で配置さ
れているわけではないため、例え、基地局間伝送部１０６の送受信アンテナを用いたとし
ても、地理的な条件（距離等）等から、無線通信可能な範囲には限界がある。そこで、本
実施形態では、予め、設定情報に、各基地局１０に関する無線接続可能な他の基地局に関
する情報が設定される。この設定情報では、各他の基地局に関しそれぞれ優先順位が付加
されている。優先順位は、各基地局の無線条件や伝送容量の負荷分散等に基づいて設定さ
れる。例えば、無線接続可能な他の基地局のうち無線条件が良好な基地局から順に高い優
先度が付与される。
【００４６】
　基地局処理部１０７は、制御サーバ２０からの緊急伝送路情報及び稼働状況送信部１０
３により上述のように生成された自基地局の稼働状況データに基づいて、自基地局の要求
タイプを、ライブ基地局、孤立基地局、中継付きライブ基地局、中継付き孤立基地局、異
常基地局等のいずれか１つに特定する。
【００４７】
　例えば、自基地局の稼働状況がライブ基地局であり、緊急伝送路に自基地局の基地局識
別情報が含まれている場合には、基地局処理部１０７は、自基地局を中継付きライブ基地
局に決定する。また、自基地局の稼働状況がライブ基地局であり、緊急伝送路に自基地局
の基地局識別情報が含まれていない場合には、基地局処理部１０７は、自基地局を通常の
ライブ基地局に決定する。
【００４８】
　自基地局の稼働状況が孤立基地局であり、緊急伝送路において、自基地局の基地局識別
情報とペアに設定されている他の基地局識別情報が複数存在する場合、基地局処理部１０
７は、自基地局を中継付き孤立基地局に決定する。また、自基地局の稼働状況が孤立基地
局であり、緊急伝送路において、自基地局の基地局識別情報とペアに設定されている他の
基地局識別情報が１つ存在する場合、基地局処理部１０７は、自基地局を通常の孤立基地
局に決定する。また、自基地局の稼働状況が異常基地局であれば、基地局処理部１０７は
、自基地局を異常基地局に決定する。
【００４９】
　基地局処理部１０７は、特定された自基地局の要求タイプに応じて以下のように処理を
切り替える。
【００５０】
　基地局処理部１０７は、自基地局が通常のライブ基地局である場合には、基地局に関す
る周知の処理（以降、周知の基地局処理と表記する）を実行する。当該周知の基地局処理
とは、自身の無線エリア内に存在するユーザ端末５から送信された無線信号を受信し、こ
の無線信号に対応するトラフィックを生成し、このトラフィックを当該接続回線に乗せて
ＢＳＣ３０へ送信する処理、ＢＳＣ３０からトラフィックを受信し、このトラフィックに
対応する無線信号を生成し、この無線信号を自身の無線エリア内に存在するユーザ端末５
へ送信する処理等を含む。ここで、トラフィックとは、音声、データ等のようなユーザプ
レーン信号と、制御プレーン信号とを含む。
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【００５１】
　基地局処理部１０７は、自基地局が中継付きライブ基地局である場合には、上記周知の
基地局処理に加えて、基地局間伝送部１０６により確立された無線接続を介して他の基地
局から送られてきたトラフィックを当該接続回線に乗せてＢＳＣ３０へ送信し、かつ、Ｂ
ＳＣ３０から送られてきた他の基地局のためのトラフィックを当該無線接続を介して他の
基地局へ転送する処理を実行する。よって、中継付きライブ基地局の基地局処理部１０７
は、当該接続回線に、自身の無線エリア内に存在するユーザ端末５に関するトラフィック
及び他の基地局からのトラフィックを乗せる。
【００５２】
　基地局処理部１０７は、自基地局が通常の孤立基地局である場合には、上記周知の基地
局処理が以下のように変更された処理を実行する。具体的には、基地局処理部１０７は、
自身の無線エリア内に存在するユーザ端末５から送信された無線信号に対応するトラフィ
ックを、接続回線に乗せてＢＳＣ３０へ送信することなく、無線接続を介して他の基地局
へ送信する。また、基地局処理部１０７は、他の基地局から無線接続を介して転送されて
きたトラフィックを受信し、このトラフィックに対応する無線信号を自身の無線エリア内
に存在するユーザ端末５へ送信する。
【００５３】
　基地局処理部１０７は、自基地局が中継付き孤立基地局である場合には、自基地局が孤
立基地局である場合の上記処理に加えて、以下の処理を実行する。即ち、基地局処理部１
０７は、第１の無線接続を介して第１の基地局から送られてきたトラフィックを第２の無
線接続を介して第２の基地局へ送信し、かつ、第２の基地局から第２の無線接続を介して
送られてきた第１の基地局のためのトラフィックを第１の無線接続を介して第１の基地局
へ送信する。
【００５４】
　〔動作例〕
　図４は、第１実施形態における伝送路制御サーバ２０及び基地局１０の動作例を示すシ
ーケンス図である。
【００５５】
　制御サーバ２０において、災害検出部２０４が災害発生情報を取得する（Ｓ４１）と、
稼働情報収集部２０２が、基地局情報を収集するために、基地局情報の送信要求を通信衛
星２を介した衛星通信を用いて各基地局１０宛てに送信する（Ｓ４２）。その要求には、
災害発生情報が含まれていてもよい。
【００５６】
　各基地局１０では、当該衛星通信により基地局情報の送信要求が受信されると、稼働状
況検出部１０２が、自基地局１０の稼働状況を検出する（Ｓ４３）。稼働状況送信部１０
３は、稼働状況検出部１０２からの検出信号に基づいて、稼働状況情報を生成する（Ｓ４
４）。この稼働状況情報には、自基地局１０に関する、基地局識別情報、及び、稼働状況
データが含まれている。稼働状況データによれば、各基地局１０がライブ基地局、孤立基
地局又は異常基地局であることを特定することができる。このような稼働状況情報は、基
地局１０自身で保持されると共に、基地局情報として、衛星通信部１０１を介して、衛星
通信により制御サーバ２０へ送信される（Ｓ４５）。
【００５７】
　制御サーバ２０では、衛星通信部２０１を介して、稼働情報収集部２０２が各基地局１
０からの基地局情報をそれぞれ取得する（Ｓ４６）。収集された基地局情報は、伝送路決
定部２０７に参照可能となるように制御サーバ２０で保持される。このとき、設定情報取
得部２０３は、各基地局１０に関する設定情報をそれぞれ取得している。この設定情報に
は、各基地局１０に関する無線接続可能な他の基地局の基地局識別情報が格納されている
。
【００５８】
　伝送路決定部２０７は、稼働情報収集部２０２により収集された基地局情報の稼働状況
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情報、及び、設定情報取得部２０３により取得された設定情報に基づいて、緊急伝送路を
決定する（Ｓ４７）。伝送路決定部２０７は、決定された緊急伝送路を形成するための緊
急伝送路情報を生成し（Ｓ４８）、この緊急伝送路情報を衛星通信部２０１を介して衛星
通信により各基地局１０へ送信する（Ｓ４９）。緊急伝送路情報には、少なくとも１つの
緊急伝送路を形成するための情報として、基地局識別情報の少なくとも１つのペアが格納
される。
【００５９】
　各基地局１０では、基地局間伝送部１０６が、衛星通信部１０１を介して受信された緊
急伝送路情報に基づいて、必要に応じて、少なくとも１つの他の基地局と無線接続を確立
する（Ｓ５０）。具体的には、基地局間伝送部１０６は、緊急伝送路情報に、自基地局の
基地局識別情報を含む緊急伝送路が含まれている場合に、無線接続をすべき相手となる他
の基地局１０を特定し、この特定された他の基地局１０との間で無線接続を確立する。
【００６０】
　続いて、基地局処理部１０７は、制御サーバ２０からの緊急伝送路情報及び稼働状況送
信部１０３により自基地局１０の稼働状況データ（Ｓ４４）に基づいて、自基地局１０の
要求タイプを、ライブ基地局、孤立基地局、中継付きライブ基地局、中継付き孤立基地局
、異常基地局等のいずれか１つに特定する（Ｓ５１）。以降、基地局処理部１０７は、特
定された自基地局１０の要求タイプに応じてトラフィックの送受信処理を行う。
【００６１】
　このとき、基地局処理部１０７は、当該無線接続により正常に基地局間通信ができてい
ることを確認すると（Ｓ５２）、その旨を制御サーバ２０へ衛星通信を用いて送信する（
Ｓ５３）。
【００６２】
　図５は、緊急伝送路の決定処理の例を示すフローチャートである。
　伝送路決定部２０７は、稼働情報収集部２０２により収集された基地局情報の稼働状況
情報に基づいて、各基地局１０を孤立基地局又はライブ基地局にそれぞれ分類する（Ｓ６
１）。
【００６３】
　伝送路決定部２０７は、このような分類情報と、設定情報取得部２０３により取得され
た各基地局１０の設定情報とに基づいて、設定情報に孤立基地局を持つ基地局を比較対象
として抽出する（Ｓ６２）。これにより、無線接続可能な他の基地局の少なくとも１つが
孤立基地局である全ての基地局が抽出される。
【００６４】
　伝送路決定部２０７は、比較対象として抽出された基地局が存在するか否か、言い換え
れば、比較対象の基地局の中に、設定情報に孤立基地局を持つ基地局が存在するか否かを
判定する（Ｓ６３）。もし、比較対象の基地局の中に、設定情報に孤立基地局を持つ基地
局が存在しない場合には（Ｓ６３；ＮＯ）、処理が終了される。
【００６５】
　伝送路決定部２０７は、比較対象の基地局の中に、設定情報に孤立基地局を持つ基地局
が存在する場合には（Ｓ６３；ＹＥＳ）、更に、比較対象の基地局の中に、他の比較対象
基地局の設定情報に含まれない孤立基地局を設定情報に持つ基地局が存在するか否かを判
定する（Ｓ６４）。言い換えれば、比較対象の基地局の中に、同じ孤立基地局を設定情報
に含む複数の基地局が存在するか否かが判定される。
【００６６】
　伝送路決定部２０７は、他の比較対象基地局の設定情報に含まれない孤立基地局を設定
情報に持つ基地局が存在する場合（Ｓ６４；ＹＥＳ）、その基地局とその孤立基地局との
間の接続を決定する（Ｓ６５）。一方、伝送路決定部２０７は、他の比較対象基地局の設
定情報に含まれない孤立基地局を設定情報に持つ基地局が存在しない場合（Ｓ６４；ＮＯ
）、他の比較対象基地局と同じ孤立基地局を設定情報に持つ複数の比較対象基地局のうち
、優先度が最も高い比較対象基地局とその孤立基地局との間の接続を決定する（Ｓ６６）
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。
【００６７】
　伝送路決定部２０７は、上述のように接続が決定されると、決定された比較対象基地局
を比較対象から除外し、決定された孤立基地局をライブ基地局として比較対象に加えた後
（Ｓ６７）、再度、処理（Ｓ６３）以降を実行する。
【００６８】
　〔第１実施形態における作用及び効果〕
　このように第１実施形態では、制御サーバ２０において災害発生情報が取得されると、
制御サーバ２０により、各基地局１０から稼働状況情報がそれぞれ収集される。そして、
各基地局１０の稼働状況、及び、各基地局１０の無線接続可能な他の基地局に関する情報
に応じて、基地局間の無線接続により実現される孤立基地局からライブ基地局までの緊急
伝送路が決定される。
【００６９】
　この緊急伝送路を形成するための緊急伝送路情報が衛星通信により制御サーバ２０から
各基地局１０へ送信され、基地局１０間で無線接続が確立されることにより、制御サーバ
２０で決定された緊急伝送路が実現される。これにより、災害等によりＢＳＣ３０と個別
に通信することができなくなった孤立基地局は、自無線エリア内のユーザ端末５に関する
トラフィックを、自基地局１０とＢＳＣ３０との間の接続回線ではなく、当該緊急伝送路
を用いてＢＳＣ３０との間で送受することができるようになる。
【００７０】
　従って、第１実施形態によれば、基地局間の無線接続を用いた緊急伝送路を実現するこ
とにより、例え、災害等により、ＢＳＣ３０と通信できず孤立した基地局１０（孤立基地
局）が生じた場合であっても、その孤立基地局の無線エリア内に存在するユーザ端末５へ
の通信サービスの提供を継続させることができる。当該緊急伝送路は、各基地局１０の基
地局間伝送部１０６により実現されるため、第１実施形態によれば、新たなノードを用い
て形成される新たな通信網を設けることなく、簡易な構成により、上述のような効果を得
ることができる。
【００７１】
　また、制御サーバ２０と各基地局１０との間の通信には、衛星通信が利用されるため、
公衆網９等に異常が生じた場合であっても、その通信を継続することができる。更に、各
基地局１０から収集された稼働状況情報に基づいて当該緊急伝送路が決定されるため、他
のノードと通信することができないような異常基地局が存在する場合であっても、そのよ
うな異常基地局を除いた中で最適な緊急伝送路を決定することができる。
【００７２】
　また、上述の緊急伝送路決定手法では、当該緊急伝送路が、ライブ基地局がいずれか１
つの孤立基地局と無線接続され、孤立基地局が最大２つの他の基地局と無線接続されるよ
うに、決定される。よって、第１実施形態によれば、緊急伝送路を利用する場合であって
も、１つのライブ基地局にトラフィックが集中する事態を防ぐことができるため、安定し
てサービス提供の継続をすることができる。
【００７３】
　［第２実施形態］
　以下、制御サーバ２０が、各基地局１０の基地局間伝送部１０６が有する送信アンテナ
及び受信アンテナの指向性主軸の方向を制御する形態を第２実施形態として説明する。以
降、第２実施形態における移動通信システム１について第１実施形態と異なる内容を中心
に説明する。なお、第１実施形態と同様の内容については適宜省略する。
【００７４】
　図６は、第２実施形態における伝送路制御サーバ２０の構成例を概念的に示すブロック
図である。第２実施形態における制御サーバ２０は、第１実施形態の構成に加えて、アン
テナ情報生成部２０８及び基地局情報データベース（ＤＢ）２０９を更に有する。これら
処理部についても、メモリに記憶されるプログラムがＣＰＵにより実行されることで実現
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される。
【００７５】
　基地局情報ＤＢ２０９は、各基地局１０のアンテナ情報をそれぞれ格納する。アンテナ
情報には、各基地局１０の基地局間伝送部１０６が持つ送信アンテナ及び受信アンテナの
位置情報（緯度、経度、高さ等）が含まれる。以降、各基地局１０の基地局間伝送部１０
６が持つ送信アンテナ及び受信アンテナを、各基地局１０の送信アンテナ及び受信アンテ
ナと表記する場合もある。
【００７６】
　アンテナ情報生成部２０８は、伝送路決定部２０７により緊急伝送路が決定されると、
その緊急伝送路を形成する基地局１０のペアに関し、基地局間伝送部１０６の送信アンテ
ナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向をそれぞれ決定する。これにより、当該基地局１
０のペアが相互に高感度で無線接続されるように、一方の基地局１０の送信アンテナの指
向性主軸の方向と、他方の基地局１０の受信アンテナの指向性主軸の方向とが決定される
。具体的には、一方の基地局１０の送信アンテナの指向性主軸の方向が、他方の基地局１
０の受信アンテナの指向性主軸の方向と一致させられる。
【００７７】
　アンテナ情報生成部２０８は、この決定にあたり、当該基地局ペアに関する送信アンテ
ナ及び受信アンテナの位置情報を基地局情報ＤＢ２０９から取得し、この位置情報を用い
る。アンテナ情報生成部２０８は、決定された送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主
軸の方向を示すアンテナ制御情報を生成し、このアンテナ制御情報を自身で保持すると共
に衛星通信部２０１へ送る。
【００７８】
　また、アンテナ情報生成部２０８は、稼働情報収集部２０２により収集された受信感度
情報に基づいて、上述のように決定され保持されるアンテナ制御情報で示されるアンテナ
の指向性主軸の方向を補正する。アンテナ情報生成部２０８は、補正されたアンテナの指
向性主軸の方向を示すアンテナ制御情報を生成し、このアンテナ制御情報を自身で保持す
ると共に衛星通信部２０１へ送る。
【００７９】
　これにより、当該アンテナ制御情報は、衛星通信部２０１により、伝送路決定部２０７
から送られる緊急伝送路情報と共に通信衛星２を介して各基地局１０へ送信される。
【００８０】
　稼働情報収集部２０２は、第１実施形態の内容に加えて、各基地局１０から受信感度情
報を衛星通信を用いてそれぞれ収集する処理を行う。この受信感動情報は、各基地局１０
の受信アンテナでの受信感度を示す。受信感度には、受信レベル、信号対雑音比（ＳＮＲ
）等が利用される。当該受信感度情報の収集は、緊急伝送路通信の稼働の通知を受けた以
降、所定周期又は任意のタイミングで実行される。
【００８１】
　図７は、第２実施形態における基地局１０の構成例を概念的に示すブロック図である。
図７に示すように、第２実施形態における基地局１０では、第１実施形態の構成に加えて
、基地局間伝送部１０６が、可動部１１１、アンテナ制御部１１２、受信感度検出部１１
３等を有する。これら処理部についても、ハードウェア要素、又は、ソフトウェア要素、
或いは、それらの組み合わせによりそれぞれ実現される。
【００８２】
　可動部１１１は、アンテナ制御部１１２からの信号に応じて、基地局間伝送部１０６の
送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向を変える。例えば、可動部１１１は、
各アンテナを支持する可動軸と、可動軸に動力を与える電動アクチュエータ等から構成さ
れる。なお、本実施形態は、可動部１１１の具体的実現形態を限定しない。
【００８３】
　アンテナ制御部１１２は、制御サーバ２０から衛星通信部１０１を介して緊急伝送路情
報と共に受信されるアンテナ制御情報に基づいて、可動部１１１に、送信アンテナ及び受
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信アンテナの指向性主軸の方向を変えさせる。アンテナ制御部１１２の制御により、基地
局間伝送部１０６の送信アンテナ及び受信アンテナの指向性軸の方向は、アンテナ制御情
報で示される方向に向けられる。
【００８４】
　受信感度検出部１１３は、所定の周期又は任意のタイミングで、基地局間伝送部１０６
の受信アンテナにおける他の基地局からの信号の受信感度を検出する。この受信感度の検
出手法については周知な技術が利用されればよいため、ここでは説明を省略する。受信感
度検出部１１３は、検出された受信感度を示す受信感度情報を生成し、衛星通信部１０１
を介して衛星通信により、制御サーバ２０へ送信する。
【００８５】
　〔動作例〕
　図８は、第２実施形態における伝送路制御サーバ２０及び基地局１０の動作例を示すシ
ーケンス図である。図８では、第１実施形態と同じ内容については図４と同じ符号が付さ
れている。以降、第２実施形態の動作例について第１実施形態と異なる内容を中心に説明
する。
【００８６】
　第２実施形態においても、第１実施形態と同様に処理（Ｓ４１）から処理（Ｓ４８）ま
でが実行される。
【００８７】
　制御サーバ２０において、伝送路決定部２０７が緊急伝送路情報を生成すると（Ｓ４８
）、アンテナ情報生成部２０８が、その緊急伝送路を形成する基地局１０の各ペアに関し
、基地局間伝送部１０６の送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向をそれぞれ
決定する。アンテナ情報生成部２０８は、決定された送信アンテナ及び受信アンテナの指
向性主軸の方向を示すアンテナ制御情報を各基地局１０に関しそれぞれ生成する（Ｓ８１
）。生成されたアンテナ制御情報は、緊急伝送路情報と共に、衛星通信部２０１を介して
各基地局１０へ送信される（Ｓ８２）。
【００８８】
　各基地局１０では、基地局間伝送部１０６が、当該緊急伝送路及び当該アンテナ制御情
報を受信すると、アンテナ制御部１１２が、アンテナ制御情報に基づいて、可動部１１１
に、送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向を変えさせる（Ｓ８３）。これに
より、各基地局１０の送信アンテナ及び受信アンテナの指向性主軸の方向は、無線接続さ
れる他の基地局１０からの信号の受信感度が高まる方向に向けられる。結果、緊急伝送路
情報で示される基地局間で無線接続が確立され（Ｓ５０）、当該緊急伝送路が実現される
。
【００８９】
　以降、第１実施形態と同様に、処理（Ｓ５１）から処理（Ｓ５３）までが実行される。
【００９０】
　緊急伝送路通信の稼働を制御サーバ２０へ通知した後、各基地局１０では、任意のタイ
ミングで、受信感度検出部１１３が、基地局間伝送部１０６の受信アンテナにおける他の
基地局からの信号の受信感度を検出し、検出された受信感度を示す受信感度情報を生成す
る（Ｓ８４）。受信感度検出部１１３は、生成された受信感度情報を衛星通信部１０１を
介して制御サーバ２０へ送信する（Ｓ８５）。
【００９１】
　制御サーバ２０では、稼働情報収集部２０２が各基地局１０から衛星通信により送信さ
れた受信感度情報を受信すると、アンテナ情報生成部２０８は、受信された受信感度情報
に基づいて、受信感度が高まると推定される方向に、既に保持されるアンテナ制御情報で
示されるアンテナの指向性主軸の方向を補正する。アンテナ情報生成部２０８は、補正さ
れたアンテナの指向性主軸の方向を示すアンテナ制御情報を各基地局１０に関しそれぞれ
生成する（Ｓ８６）。アンテナ情報生成部２０８は、生成されたアンテナ制御情報を衛星
通信部２０１を介して各基地局１０へ送信する（Ｓ８７）。
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【００９２】
　各基地局１０では、基地局間伝送部１０６がこのアンテナ制御情報を受信し、アンテナ
制御部１１２が、このアンテナ制御情報に基づいて、可動部１１１に、送信アンテナ及び
受信アンテナの指向性主軸の方向を変えさせる（Ｓ８８）。
【００９３】
　〔第２実施形態における作用及び効果〕
　上述したように、第２実施形態では、制御サーバ２０により、緊急伝送路が決められる
と共に、その緊急伝送路を実現する基地局間無線接続のための送信アンテナ及び受信アン
テナの指向性軸方向が決められ、基地局１０の可動部１１１及びアンテナ制御部１１２に
より、当該指向性軸方向がその決められた方向に調整される。また、緊急伝送路が実現さ
れ運用されている間、各基地局１０では当該無線接続における受信感度が監視され、この
受信感度が制御サーバ２０に送られることにより、制御サーバ２０により当該受信感度に
応じた当該指向性軸方向の調整が行われる。
【００９４】
　従って、第２実施形態によれば、基地局間無線接続のための送信アンテナ及び受信アン
テナの指向性軸方向が高い受信感度となるように調整されるため、緊急伝送路における受
信品質を高めることができる。結果、第２実施形態によれば、異常発生時における緊急伝
送路を用いた通信形態であっても、通信サービスの提供を高品質な状態で継続させること
ができる。
　［変形例］
　上述の各実施形態では、図４及び図８に示すように、災害発生情報が伝送路制御サーバ
２０で取得されたことを契機に、緊急伝送路が決定及び実現される例を示したが、これら
の処理は、基地局１０で稼働状況として異常が検出されたことを契機に実行されるように
してもよい。この場合には、図４及び図８のシーケンスにおける処理（Ｓ４１）の代わり
に、伝送路制御サーバ２０が異常が発生した基地局１０からの基地局情報を受信する処理
を実行すればよい。その後は、他の基地局１０を対象に、処理（Ｓ４２）から処理（Ｓ４
５）が実行されればよい。
【００９５】
　なお、上述の説明で用いた複数のフローチャートでは、複数のステップ（処理）が順番
に記載されているが、本実施形態で実行される処理ステップの実行順序は、その記載の順
番に制限されない。本実施形態では、図示される処理ステップの順番を内容的に支障のな
い範囲で変更することができる。また、上述の各実施形態及び各変形例は、内容が相反し
ない範囲で組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００９６】
　１　移動通信システム
　２　通信衛星
　５　ユーザ移動端末（ユーザ端末）
　１０　基地局
　２０　伝送路制御サーバ（制御サーバ）
　３０　基地局制御装置（ＢＳＣ）
　１０１、２０１　衛星通信部
　１０２　稼働状況検出部
　１０３　稼働状況送信部
　１０６　基地局間伝送部
　１０７　基地局処理部
　１１１　可動部
　１１２　アンテナ制御部
　１１３　受信感度検出部
　２０２　稼働情報収集部



(17) JP 2012-160933 A 2012.8.23

　２０３　設定情報取得部
　２０４　災害検出部
　２０７　伝送路決定部
　２０８　アンテナ情報生成部
　２０９　基地局情報データベース（ＤＢ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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