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(57)【要約】
【課題】簡易に設定できる基地局、基地局の設定に利用
できる端末装置、及び基地局設定方法を提供することで
ある。
【解決手段】一実施形態による基地局装置は、ユーザ端
末と無線通信する無線機能部と、前記ユーザ端末と無線
通信する無線送受信部と、前記無線送受信部を介して、
前記ユーザ端末から設定値を受信して、前記無線機能部
を設定する制御部とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末と無線通信する無線機能部と、
　前記ユーザ端末と無線通信する無線送受信部と、
　前記無線送受信部を介して、前記ユーザ端末から設定値を受信して、前記無線機能部を
設定する制御部と、
を有する基地局装置。
【請求項２】
　認証情報を記憶するデータ保管部と、
　前記データ保管部に記憶された認証情報に基づき、前記無線通信部を介して、前記ユー
ザ端末と認証を行う認証部とをさらに有する、請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記無線送受信部を介して、前記ユーザ端末からキャリア認証情報を受
信して、前記認証部に設定する、請求項２に記載の基地局装置。
【請求項４】
　キャリア装置と無線通信する通信機能部と、
　基地局装置と無線通信する無線送受信部と、
　前記通信機能部を介して、基地局装置の設定要求を前記キャリア装置に送信し、前記基
地局装置の設定値及びキャリア認証情報を前記キャリア装置から受信するとともに、前記
無線送受信部を介して、受信した前記設定値及びキャリア認証情報を前記基地局装置に送
信する制御部と、
を有するユーザ端末装置。
【請求項５】
　位置情報を取得する位置情報取得部をさらに有し、
　前記制御部は、前記基地局装置の設定要求とともに前記位置情報を前記キャリア装置に
送信し、前記位置情報に基づく前記基地局装置の設定値を受信し、前記基地局装置に送信
する、
請求項４に記載のユーザ端末装置。
【請求項６】
　周辺セル情報を取得する周辺セル情報取得部をさらに有し、
　前記制御部は、前記基地局装置の設定要求とともに前記周辺セル情報を前記キャリア装
置に送信し、前記周辺セル情報に基づく前記基地局装置の設定値を受信し、前記基地局装
置に送信する、請求項４または５に記載のユーザ端末装置。
【請求項７】
　ユーザ端末装置がキャリア装置に基地局装置の識別情報を含む設定要求を送信する段階
と、
　前記キャリア装置が、前記識別情報に基づき前記基地局装置の設定値及びキャリア認証
情報を生成し、前記ユーザ端末装置に送信する段階と、
　前記ユーザ端末装置が前記基地局装置に、受信した前記設定値及びキャリア認証情報を
送信する段階とを有する基地局設定方法。
【請求項８】
　前記基地局装置に認証情報を記憶する段階と、
　前記認証情報に基づき、前記基地局装置と前記ユーザ端末装置との間で認証を行う段階
とをさらに有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ端末装置が位置情報を取得する段階をさらに有し、
　前記ユーザ端末装置は、設定要求を送信する段階において、取得した前記位置情報を含
む前記設定要求を送信し、
　前記キャリア装置は、前記設定値及びキャリア認証情報を生成する段階において、前記
位置情報に基づき前記設定値を生成する、請求項７または８に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記ユーザ端末装置が周辺セル情報を取得する段階をさらに有し、
　前記ユーザ端末装置は、設定要求を送信する段階において、取得した前記周辺セル情報
を含む前記設定要求を送信し、
　前記キャリア装置は、前記設定値及びキャリア認証情報を生成する段階において、前記
周辺セル情報に基づき前記設定値を生成する、請求項７乃至９いずれか一項に記載の方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話用基地局に関する。本発明の適用の１例として、例えば、超小型基地
局装置、端末装置、及び超小型基地局設定方法が含まれてよい。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話の基地局には、通話エリアが半径数１００ｍ～数１０ｋｍと広いいわゆるマク
ロセルが使用されている。また、マクロセル同士の境界領域、ビルの中、地下街など、電
波が届きにくい場所をカバーするために、マクロセルよりも通話エリアが狭いいわゆるナ
ノセル（またはピコセル）が使用されている。
【０００３】
　さらに、家庭やオフィスでの使用を想定した、通話エリアが半径数１０ｍ程度と非常に
狭いフェムトセル（超小型基地局）が導入されつつある。現在のところ関係省令による制
約により、フェムトセル（超小型基地局）といえども１局ごとに総務省の認可が必要であ
る。しかし、フェムトセル（超小型基地局）には個人レベルでの使用を想定して簡易な設
定と運用が求められており、法整備が待たれている。法整備後には：
（１）購入時にキャリアに対する使用者名と設置場所の登録、
（２）キャリア対する設置場所の通知（正しい場所に設置されているかどうかキャリアが
確認）、
（３）設置されたフェムトセル（超小型基地局）が正規のものかどうか確認する認証処理
の実施、及び
（４）周囲の電波状況の検知、及びキャリアへの通知（キャリアは使用周波数等の各種設
定値を返却する）
を条件として個人レベルでのフェムトセル（超小型基地局）の設定が可能になると考えら
れている。
【０００４】
　基地局が、ＧＰＳから位置情報を入手してＩＰネットワークを介して基地局制御装置に
通知し、基地局制御装置が、予め記憶されている拡散符号データと位置情報から使用可能
な拡散符号を特定して基地局に送信することで、拡散符号の自律的な割り当てを行うこと
が知られている。
【特許文献１】特開２００６－３２４８３１
【特許文献２】特開２００７－２６６７８５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　簡易に設定できる基地局、基地局の設定に利用できる端末装置、及び基地局設定方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態による基地局装置は、ユーザ端末と無線通信する無線機能部と、前記ユーザ
端末と無線通信する無線送受信部と、前記無線送受信部を介して、前記ユーザ端末から設
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定値を受信して、前記無線機能部を設定する制御部とを有する。
【０００７】
　他の実施形態によるユーザ端末装置は、キャリア装置と無線通信する通信機能部と、基
地局装置と無線通信する無線送受信部と、前記通信機能部を介して、基地局装置の設定要
求を前記キャリア装置に送信し、前記基地局装置の設定値及びキャリア認証情報を前記キ
ャリア装置から受信するとともに、前記無線送受信部を介して、受信した前記設定値及び
キャリア認証情報を前記基地局装置に送信する制御部とを有する。
【０００８】
　さらに他の実施形態による基地局設定方法は、ユーザ端末装置がキャリア装置に基地局
装置の識別情報を含む設定要求を送信する段階と、前記キャリア装置が、前記識別情報に
基づき前記基地局装置の設定値及びキャリア認証情報を生成し、前記ユーザ端末装置に送
信する段階と、前記ユーザ端末装置が前記基地局装置に、受信した前記設定値及びキャリ
ア認証情報を送信する段階とを有する。
【０００９】
　尚、基地局装置として、先に説明したような超小型基地局装置と称されるようなマクロ
セルに対して小さいセル半径を構成する基地局装置を用いてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　端末装置を利用して基地局の設定簡易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図面を参照して実施形態を詳しく説明する。同一の構成要素には同じ参照符号を付した
。
【００１２】
　まず、基地局の例として、先に説明した超小型基地局を例に挙げて、その設定方法を説
明する。もちろん、他のタイプの基地局に適用する場合もある。図１は、一般的な超小型
基地局設定方法を説明するための図である。図１に示した構成１００は、超小型基地局装
置１１０、販売店装置１３０、キャリア装置１４０、インターネットサービスプロバイダ
（ＩＳＰ）システム１５０、及びユーザ端末１６０を含む。
【００１３】
　販売店は、超小型基地局装置を販売する際に、その超小型基地局装置の使用者（管理者
）名、設置場所の住所等のデータ（登録データ）を、販売店装置１３０のデータ登録部１
３１を用いて、キャリア装置１４０の超小型基地局データベース１４１に登録する。
【００１４】
　また、販売店は、登録データ及び認証先情報を入れたＵＳＩＭカード（ＩＣカード）１
１１を超小型基地局１１０に挿入する。
【００１５】
　使用者は、超小型基地局１１０を設置後、電源を投入するとＵＳＩＭカード内の認証先
情報に基づきＩＳＰシステム１５０を経由してキャリア装置１４０の認証サーバ１４２へ
接続して認証を行う。その際、キャリア装置１４０は、超小型基地局１１０のＩＰアドレ
スやエリアコード等を調べることで、超小型基地局装置１１０が設定された住所（設置住
所）を割り出す。
【００１６】
　キャリア装置１４０は、設置住所が超小型基地局装置データベース１４１に登録された
登録データの住所と一致していることを確認後、超小型基地局１１０の無線ネットワーク
部１１３に、超小型基地局装置１１０の周囲の電波状況を確認させる。その結果得られた
電波状況と設置場所の情報から、超小型基地局１１０に設定する値（設定値）をキャリア
装置１４０が計算し、ＲＡＮ／ＣＮ設備１４３及び超小型基地局にその設定値を送信し、
適用させる。
【００１７】
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　設定後、超小型基地局１１０は使用可能になり、ユーザ端末１６０と通信可能となる。
【００１８】
　しかし、図１を参照して説明した一般的な超小型基地局設定方法には、次のような問題
がある。
【００１９】
　第１に、位置情報が必ずしも正確ではない。位置情報をＩＰアドレス、ＩＳＰのエリア
コード等から得る仕組みのため、設置場所の正確な特定が困難であり、かつスイッチやル
ータ等を使用したＩＰ転送によるＩＰアドレスのなりすましが可能であり、遠隔地で使用
されても検知することができない。
【００２０】
　第２に、使用者（管理者）の認証処理がない。上記方法では、認証はキャリア装置１４
０と超小型基地局１１０との間で行われており、使用者（管理者）本人が設置しているか
どうかの確認ができない。また、一旦正しい設置場所に設置されても、他者が設置場所を
変更した場合等にはその検知ができない。上記のなりすましとの組み合わせにより設置場
所の自由な変更が可能である。また、使用者（管理者）の認証機能を実装する場合、超小
型基地局装置内に実装する場合には、認証のためのハードウェア及びユーザインタフェー
スを実装する必要がある。また、ネットワーク経由で認証を受ける場合は、パーソナルコ
ンピュータ等による制御が必要になる。
【００２１】
　第３に、超小型基地局内に電波検知の機能実装が必要である。電波状況の測定のための
設備／機能が超小型基地局内に必要であり、超小型基地局装置の開発／製造コストの増加
が考えられる。
【００２２】
　位置情報が必ずしも正確ではないとの第１の問題を解決するため、一実施形態では、ユ
ーザ端末に実装されたＧＰＳを用い、正確な位置情報を取得することができる。
【００２３】
　また、使用者（管理者）との認証処理がないとの第２の問題を解決するため、他の実施
形態では、ユーザ端末に実装された認証の仕組み（パスワード、バイオメトリクス認証）
により認証を実施して、使用者（管理者）を認証することができる。この場合、ユーザ端
末に設けられた認証ハードウェア及びユーザインタフェースを使用できるため、超小型基
地局内に認証ハードウェア及びユーザインタフェースを追加的に設ける必要がなく、パー
ソナルコンピュータ等の複雑な操作も必要ない。
【００２４】
　また、超小型基地局内に電波検知の機能実装が必要であるとの第３の問題を解決するた
め、さらに他の実施形態では、ユーザ端末に実装された電波検知機能を用いて、超小型基
地局周囲の電波状況を調査することができる。
【００２５】
　このように、超小型基地局装置の製造／開発にかかるコストを低減させるため、実施形
態に応じて、超小型基地局装置の各種機能をユーザ端末に実装されている機能により代替
することで、超小型基地局への機能実装を不要とする。そのため、一実施形態では、超小
型基地局装置にユーザ端末とのインタフェースに用いる近距離通信機能を設け、超小型基
地局の設定完了前でもユーザ端末と通信を可能にする。ここで、近距離通信機能とは、利
用に総務省の認可が必要でない通信エリアが非常に狭い通信機能であり、ＲＦＩＤ、ブル
ートゥース（登録商標）、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、ＺｉｇＢｅｅ（ＩＥＥＥ８０２．１
５．４）等の無線方式を含むが、これに限定はされない。
【００２６】
　一実施形態による超小型基地局装置、その設定方法、及びその設定に用いるユーザ端末
装置等を詳しく説明する。図２は、一実施形態による超小型基地局設定システムを説明す
るための図である。図２に示した超小型基地局設定システム２００は、超小型基地局装置
２１０、超小型基地局装置設定用のユーザ端末２２０、販売店装置２３０、キャリア装置
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２４０、ＩＳＰ２５０、及び一般の（必ずしも超小型基地局装置設定用ではない）ユーザ
端末２６０を含む。
【００２７】
　１．販売店が超小型基地局を販売する際の動作
　図３は、図２に示したシステム２００における各構成要素の動作シーケンスの一部を示
すシーケンス図である。
【００２８】
　販売店は、超小型基地局装置２１０を販売する際に、販売する超小型基地局装置２１０
の使用者（管理者）名、設置住所、認証情報（例えば、パスワードやバイオメトリクス認
証用データ等）（以下、使用者名、設置住所、認証情報をまとめて登録情報と呼ぶ）を、
販売店装置２３０のデータ登録部２３１に入力する（ステップＳ１）。入力された情報は
、データ登録部２３１からキャリア装置２４０の販売店向けデータ送受信部２４２に送信
され（ステップＳ２）、超小型基地局データベース部２４３に登録される（ステップＳ３
）。
【００２９】
　送信される登録情報のデータフォーマットの一例を図４に示した。図４に示した登録情
報のデータフォーマット４００は、項目４１０と値４２０とを含む。項目４１０には使用
者（管理者）名、設置住所、及び認証情報のフィールドがあり、それぞれ値ABCD、AAA県B
BB市1-2-3、及び1234を有している。本実施形態では、認証情報はパスワードとしたが、
他の実施形態では、認証情報はバイオメトリクス情報（例えば、指紋情報等）であっても
よい。
【００３０】
　また、一例として、キャリア装置２４０の超小型基地局データベース部２４３のデータ
フォーマットを図５に示した。図５に示したデータフォーマット５００は、超小型基地局
ＩＤ５１０、使用者（管理者）名５２０、設置住所５３０、認証情報５４０、接続先情報
（サービス用）５５０、接続先情報（設定用）５６０、及び設定値５７０を含む。図５か
ら、例えば、超小型基地局ＩＤ「０００１」として、使用者「ABCD」、設置住所「AAA県B
BB市1-2-3」、認証情報「1234」、接続先情報（サービス用）「XX.XX.XX.XX」、及び接続
先情報「YY.YY.YY.YY」が登録されていることが分かる。ここで、超小型基地局ＩＤ５１
０は、各超小型基地局装置に固有の識別情報（ＩＤ）であり、超小型基地局データベース
を参照する際に使用する。本実施形態では登録順に若い番号を割り当てている。他の実施
形態では、これとは相違する方法で識別情報の割り当ててもよい。使用者（管理者）名５
２０、設置住所５３０、及び認証情報５４０は、販売店装置２３０から送信された登録情
報に対応する。接続先情報（サービス用）５５０は、超小型基地局装置２１０が設定後に
ＩＳＰ２５０経由でキャリア装置２４０に接続するときに利用する接続先情報（例えば、
ＩＰアドレス／ポート番号等）である。接続先情報（設定用）５６０は、超小型基地局２
１０を、ユーザ端末２２０を利用して設定を行うときの接続先情報（例えば、ＩＰアドレ
ス／ポート番号等）である。設定値５７０は、後で説明する通り、キャリア装置２４０の
設定値算出部２４４によって算出された設定値が入る。超小型基地局装置の登録時点では
データは入力されていない。
【００３１】
　なお、サービス時及び設定時ともに、接続先が一拠点しかない場合はすべての超小型基
地局装置に対して同一の接続先でよいが、都道府県等に応じて接続先を変える場合は、設
置住所を基に接続先を変更してもよい。前者の場合は、その同一の接続先に対応する値を
データベースに入力済の状態にしておいてもよい。後者の場合は、設置住所を登録すると
きにその設置住所に応じた値を接続先データベース（図示せず）から選択して、超小型基
地局データベース２４３に書き込むことができる。接続先データベース（図示せず）のデ
ータフォーマットの一例を図６に示した。図６に示したデータフォーマット６００は、項
目６１０、接続先情報（サービス用）６２０、接続先情報（設定用）６３０を有している
。
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【００３２】
　キャリア装置２４０における登録情報の登録が完了すると、超小型基地局ＩＤ、接続先
情報、及び認証情報（以下、超小型基地局ＩＤ、接続先情報、及び認証情報をまとめて書
き込み情報と呼ぶ）がキャリア装置２４０の超小型基地局データベース部２４３から販売
店装置２３０のデータ書き込み部２３２に、販売店向けデータ送受信部２４２及びデータ
登録部２３１を介して送信される（ステップＳ４）。販売店装置２３０のデータ書き込み
部２３２は、書き込み情報を超小型基地局２１０のデータ保管部２１５に書き込む（ステ
ップＳ５）。本実施形態では、データ書き込み部２３２が超小型基地局装置２１０のデー
タ保管部２１５に書き込み情報を直接書き込む。他の実施形態では、データ書き込み部２
３２がＵＳＩＭカード等の記憶媒体に書き込み情報を書き込み、この記憶媒体を超小型基
地局装置２１０の記憶媒体挿入部（図示せず）に挿入してもよい。この場合、記憶媒体及
び記憶媒体挿入部がデータ保管部２１５に相当する。書き込み情報の一例を図７に示す。
図７に示したデータフォーマット７００は、項目７１０と値７２０とを有する。項目７１
０には、超小型基地局ＩＤ、接続先情報（サービス用）、接続先情報（設定用）、及び認
証情報があり、それぞれ図５に示した超小型基地局データベースの超小型基地局ＩＤ「０
００１」に対応する値が入っている。ここで、説明を容易にするため認証情報はパスワー
ドとしたが、他の実施形態では、認証情報はバイオメトリクスデータ（指紋情報等）であ
ってもよい。
【００３３】
　２．ユーザが購入した超小型基地局の電源起動時の動作
　使用者（管理者）は、超小型基地局２１０を設置し、電源投入する。超小型基地局２１
０は、電源を投入すると、起動シーケンスが動作し、近距離無線送受信部２１４がウェイ
クアップし、他の装置との近距離無線の送受信が可能な状態になる。
【００３４】
　ここで、近距離無線とは、長期型基地局よりも通信エリアがさらに狭く、その利用に関
係当局の許認可が必要ない無線通信方式であり、超小型基地局２１０の設定を行うために
一時的に超小型基地局２１０とユーザ端末装置２２０とを接続するためのものである。近
距離無線には、例えばＲＦＩＤやブルートゥース（登録商標）などの無線通信方式が含ま
れる。本実施形態では近距離無線を利用するが、他の実施形態では、ＩｒＤＡ等の光によ
る通信でもよく、ＵＳＢなど有線による通信であってもよい。
【００３５】
　３．ユーザ端末と超小型基地局の認証、及びユーザ端末での位置情報及び電波状況の測
定動作
　図８は、図２に示したシステム２００における各構成要素の動作シーケンスの、図３に
続く一部を示すシーケンス図である。
【００３６】
　ユーザ端末２２０のデータ処理及び制御部２２２は、超小型基地局装置２１０のデータ
処理及び制御部２１３に、近距離無線送受信部２２１と近距離無線部送受信部２１４とを
介して認証要求を行う（ステップＳ１０）。この認証要求で送信されるコマンドの一例を
図９に示す。図９に示した認証要求のデータフォーマット９００は、項目９１０と値９２
０とを含む。項目９１０には、コマンド名と理由とが含まれており、この例では、コマン
ド名が「認証要求」、理由が「超小型基地局接続設定」となっている。
【００３７】
　この認証要求に応じて、超小型基地局装置２１０のデータ処理及び制御部２１３は認証
部２１６に認証を指示する（ステップＳ１１）。認証部２１６は、認証動作を開始し（ス
テップＳ１２）、データ保管部２１５から認証情報を取得する（ステップＳ１３～１４）
。認証部２１６は、データ保管部２１５から取得した認証情報をユーザ端末２２０の認証
部２２４に送信し、認証を指示する（ステップＳ１５）。認証の指示に応じて、ユーザ端
末２２０の認証部２２４は、ユーザの認証処理を開始する（ステップＳ１６）。認証部２
２４は、必要に応じて使用者（管理者）に認証情報であるパスワードやバイオメトリクス
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情報を、ユーザインタフェース部２２３を介して取得することができる（ステップＳ１７
～１８）。
【００３８】
　認証時にユーザ端末２２０のユーザインタフェース部に表示される画面の例を図１０に
示した。図１０に示した画面１０１０には、「超小型基地局セットアップ中　パスワード
を入力して下さい」とのメッセージ１０１１と、入力したパスワードが「＊＊＊＊」と表
示されたボックス１０１２と、認証開始を指示するボタン１０１３とが表示される。バイ
オメトリクス認証を用いる他の実施形態では、画面１０２０に、「超小型基地局セットア
ップ中　指紋認証を行います　下の四角内に右の人差し指をかざして下さい」とのメッセ
ージ１０２１と、人差し指をかざすボックス１０２２と、人差し指をかざした結果、認証
中であることを示すメッセージ１０２３とが表示される。
【００３９】
　また、認証の結果を示す画面の例を図１１に示した。認証が成功した場合、画面１１１
０が表示され、「超小型基地局セットアップ中　認証が成功しました。」とのメッセージ
１１１１と、これを確認するボタン１１１２とが表示される。また、認証が失敗した場合
、画面１１２０が表示され、「超小型基地局セットアップ中　認証が失敗しました。」と
のメッセージ１１２１と、再度認証を求めるボタン１１２２と、認証手続きを終了するボ
タン１１２３とが表示される。
【００４０】
　ユーザ端末２２０の認証部２２４は、ユーザの認証が成功すると、その旨を超小型基地
局装置２１０の認証部２１６に通知する（ステップＳ２０）。認証部２１６はユーザが認
証されたことを確認して（ステップＳ２１）、その旨をデータ処理及び制御部２２２に通
知する（ステップＳ２２）。
【００４１】
　中小型基地局装置２１０とユーザ端末２２０との間で認証が完了すると、ユーザ端末２
２０のデータ処理及び制御部２２２が、超小型基地局装置２１０のデータ処理及び制御部
２１３に対して、データ保管部２１５に書き込まれた書き込み情報（すなわち、超小型基
地局装置ＩＤ、接続先情報、及び認証情報）の送信要求を行う（ステップＳ２３）。送信
要求のデータフォーマットの一例を図１２に示した。図１２のデータフォーマット１２０
０は、項目１２１０としてコマンド名と理由とを含む。また、その項目１２１０に対応す
る値１２２０として、それぞれ「データ送信要求」と「位置及び電波測定」とを含む。超
小型基地局装置２１０のデータ処理及び制御部２１３はデータ保管部２１５に書き込まれ
た書き込み情報を読み出し（ステップＳ２４～２５）、データ処理及び制御部２２２に送
信する（ステップＳ２６）。ここで送信される情報は、図７に示したものと同様である。
【００４２】
　言うまでもなく、超小型基地局装置２１０とユーザ端末２２０との間の通信は、近距離
無線送受信部２１４と近距離無線送受信部２２１とを介して、近距離無線方式により行わ
れている。
【００４３】
　一方、ユーザ端末２２０のデータ処理及び制御部２２２は、ＧＰＳ部２２５に対してＧ
ＰＳデータ（位置情報）の測定を指示する（ステップＳ２７）。ＧＰＳ部２２５は、位置
情報を測定し（ステップＳ２８）、測定した位置情報をデータ処理及び制御部２２２に返
す（ステップＳ２９）。位置情報の一例を図１３に示した。図１３に示した位置情報１３
００には、項目１３１０として、緯度、経度、測地系、及び測位レベルが含まれ、これら
に対する値１３２０として、それぞれ「N 35°27’ 9.326”」、「E
139°38’22.493”」、「WGS84」、及び「3」が含まれている。ここで、緯度は測定した
緯度を示す。経度は測定した経度を示す。測地系は計測に使用した測地系を示す。例えば
、ＷＧＳ８４はＧＰＳで使用している測地系である。測位レベルは測定した際の感度を、
例えば１～５段階評価したものである。
【００４４】



(9) JP 2009-302977 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

　また、データ処理及び制御部２２２は、電波測定部２２６に対して周囲の電波状況（周
辺セル情報）の取得を指示する（ステップＳ３０～３２）。電波状況の一例を図１４に示
した。図１４に示した電波状況１４００は、基地局名１４１０、セル名１４２０、及び電
波強度値１４３０を含む。例えば、基地局「ＮｏｄｅＢ０１」のセル「０１」の電波強度
値は「－１００ｄＢｍ」であることを示している。
【００４５】
　なお、電波状況の測定方法は通信方式ごとに異なり、例えばＷ－ＣＤＭＡ方式の場合、
周辺セル情報自体はＲＡＮ装置のＲＮＣ（Radio　Network　Controller）から送信され、
ユーザ端末はそのリストに基づき電波強度を測定する。
【００４６】
　４．キャリアがフェムトの動作に必要な設定値を作成する動作
　図１５は、図２に示したシステム２００における各構成要素の動作シーケンスの、図８
に続く一部を示すシーケンス図である。
【００４７】
　ユーザ端末２２０はキャリア装置２４０に接続して、超小型基地局装置２１０の設定要
求をする。具体的には、ユーザ端末２２０のデータ処理及び制御部２２２が、超小型基地
局装置２１０から取得した接続先情報（設定用）に基づき、無線機能部２２７を介して、
接続先のキャリア装置２４０に接続し、超小型基地局装置２１０の設定要求を行う（ステ
ップＳ４０）。また、データ処理及び制御部２２２は、接続先キャリア装置２４０のデー
タ処理及び制御部２４６に対して、超小型基地局装置２１０から取得した書き込み情報、
ＧＰＳ部２２５で取得した位置情報、及び電波測定部２２６で取得した周辺セル情報を送
信する。設定要求のデータフォーマットの一例を図１６に示す。図１６に示したデータフ
ォーマット１６００は、項目１６１０としてコマンド名、値１６２０として「超小型基地
局設定要求」を含んでいる。
【００４８】
　キャリア装置２４０において、データ処理及び制御部２４６は、設定要求を受けた超小
型基地局２１０が超小型基地局データベース部２４３に登録されているか確認する（ステ
ップＳ４１～４４）。また、データ処理及び制御部２４６は、地図データ部２４５に位置
情報であるＧＰＳデータ（緯度／経度）を送信し、その位置情報に対応する住所を割り出
し、その住所と超小型基地局データベース部２４３に登録された住所とが一致しているか
確認する（ステップＳ４５～４７）。ＧＰＳデータからの住所の割り出しには、緯度／経
度と全国の住所データが関連付けられたマップデータ等を利用する。登録住所のマッチン
グをする際は、ＧＰＳの測定誤差を考慮し、ある程度の余裕（例えば、±１０ｍ）を持た
せて決定することができる。他の実施形態では、ＧＰＳの測定レベルに応じて余裕値を決
めることもできる。
【００４９】
　住所情報と位置測定結果が異なっていた場合は、位置確認ができないとしてユーザ端末
に通知する（図示せず）。
【００５０】
　住所情報と位置測定結果が一致した場合（ステップＳ４８）、データ処理及び制御部２
４６は、設定値算出部２４４に対してユーザ端末２２０から受信した位置情報及び周辺セ
ル情報（すなわち、ＧＰＳデータ（緯度／経度）及び電波状況）を送信し（ステップＳ４
９）、超小型基地局に対する設定値（周波数、送信出力、スクランブリングコードやチャ
ネライゼーションコード等のコード）を算出させ（ステップＳ５０）させる。設定値算出
部２４４は算出した設定値をデータ処理及び制御部２４６に返す（ステップＳ５１）。
【００５１】
　設定値算出方法としては、例えば、現状の基地局の設置場所と緯度／経度が関連付けら
れたマップデータから、当該超小型基地局周辺の未使用周波数／スクランブリングコード
／チャネライゼーションコードを割り出し、検出されたセルの周波数を確認し、さらに周
囲の電波状況を確認し、当該超小型基地局の電波出力を決定することができる。決定され
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た設定値は、設定値算出部４４４のマップデータにも反映される。設定値の一例を図１７
に示した。図１７に示した設定値１７００は、項目１７１０とである周波数、送信出力、
スクランブリングコード、及びチャネライゼーションコードと、各項目に対する値１７２
０とを含む。本実施形態では、Ｗ－ＣＤＭＡ方式を前提として、その場合に必要なパラメ
ータであるスクランブリングコード及びチャネライゼーションコードを設定する。他の通
信方式を利用する他の実施形態では、その通信方式に合ったパラメータを設定すればよい
。
【００５２】
　データ処理及び制御部２４６は、超小型基地局認証部２４１に対して、超小型基地局２
１０を認証するために必要なキャリア認証情報（パスワード等）を要求する（ステップＳ
５２）。超小型基地局認証部２４１は、データ処理及び制御部２４６に対して要求された
キャリア認証情報を返す（ステップＳ５３）。キャリア認証情報の一例を図１８に示した
。図１８に示した認証情報１８００は、項目１８１０として認証情報を含み、値１８２０
としてその値を含んでいる。
【００５３】
　データ処理及び制御部２４６は、設定値算出部２４４が算出した設定値と、超小型基地
局認証部２４１から取得したキャリア認証情報とを、ユーザ端末２２０のデータ処理及び
制御部２２２に送信する（ステップＳ５４）。送信されるコマンドの一例を図１９に示す
。図１９に示すコマンド１９００は、項目１９１０としてコマンド名及び認証結果と、各
項目に対応する値１９２０として「設定値返却」及び「認証ＯＫ」とを含む。
【００５４】
　５．超小型基地局に対して設定を行い、超小型基地局のサービスを開始する動作
　図２０は、図２に示したシステム２００における各構成要素の動作シーケンスの、図１
５に続く一部を示すシーケンス図である。
【００５５】
　ユーザ端末２２０のデータ処理及び制御部２２２は、キャリア装置２４０から設定値と
キャリア認証情報とを受信すると（ステップＳ６０）、これらの情報を超小型基地局装置
２１０のデータ処理及び制御部２１３に送信する（ステップＳ６１）。
【００５６】
　超小型基地局装置２１０において、データ処理及び制御部２１３は、キャリア認証情報
を認証部２１６に送り（ステップＳ６２）、設定値を無線機能部２１１に送る（ステップ
Ｓ６３）。
【００５７】
　次に、データ処理及び制御部２１３は、データ保管部２１５から（サービス用）接続先
情報を読み出し（ステップＳ６４～６６）、ＩＳＰ２５０を介したキャリア装置２４０へ
の接続を開始する（ステップＳ６７）。具体的には、データ処理及び制御部２１３は、有
線機能部２１２を用いて、ＩＳＰ２５０のゲートウェイ部２５１を介して、キャリア装置
２４０の超小型基地局認証部２４１に接続する（ステップＳ６８）。超小型基地局装置２
１０の認証部２１６とキャリア装置２４０の超小型基地局認証部２４１とが認証を実施す
る（ステップＳ６９～７１）。認証が完了したことがデータ処理及び制御部２１３に通知
される（ステップＳ７２）。
【００５８】
　この認証完了後、超小型基地局装置２１０は、無線機能部２１１が使用可能となり、携
帯電話の基地局として動作可能となる（ステップＳ７３）。つまり、超小型基地局２１０
は、無線機能部２１１を介してユーザ端末２２０やユーザ端末２６０（一般）と通信可能
となる。
【００５９】
　一実施形態による超小型基地局装置設定方法を説明した。ここで、図２の構成２００に
含まれる各構成要素をさらに詳細に説明する。
【００６０】
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　超小型基地局装置２１０は、無線機能部２１１、有線機能部２１２、データ処理及び制
御部２１３、近距離無線送受信部２１４、データ保管部２１５、認証部２１６を有する。
超小型基地局装置２１０は、図１を参照して説明した超小型基地局装置１１０と、近距離
無線送受信部２１４を有する点、及び無線機能部２１１に電波測定機能がない点で異なっ
ている。無線機能部２１１は、超小型基地局２１０の設定が完了した後のサービス時にユ
ーザ端末２１０、２６０と無線通信を行う部分である。電波測定機能は有していなくても
よい。サービス時には、ＷＣＤＭＡ／ＧＳＭ／ＥＤＧＥ／ＣＤＭＡ２００１ｘ（１ｘＥＶ
－ＤＯ）／ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ等の無線方式で、ユーザ端末２２０、２６０と通信するこ
とができる。有線機能部２１２は、ＩＳＰ２５０（及びその先のキャリア装置２４０）と
のインタフェース機能を提供する。ＩＳＰ２５０との接続は任意であり、例えばイーサネ
ット（登録商標）（１０Ｍｂｐｓ／１００Ｍｂｐｓ／１０００Ｍｂｐｓ）や無線ＬＡＮな
どである。データ処理及び制御部２１３は、超小型基地局２１０を設置する際に超小型基
地局装置２１０の各構成要素における処理を制御する。近距離無線送受信部２１４は、超
小型基地局装置設定用のユーザ端末２２０の近距離無線送受信部２２１と、ＲＦＩＤ、ブ
ルートゥース（登録商標）、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、ＺｉｇＢｅｅ（ＩＥＥＥ８０２．
１５．４）等の無線方式を用いて各種データを送受信する。データ保管部２１５は、販売
店装置２３０から書き込まれるデータを保存する機能部である。データ保管部２１５は、
一実施形態では、超小型基地局装置２１０本体に実装したフラッシュメモリ等の不揮発性
メモリであってもよく、他の実施形態では、超小型基地局装置２１０に設けられた挿入部
（図示せず）にＵＳＩＭ（Universal　Subscriber　Identity　Module）等のＩＣカード
を挿入してもよい。認証部２１６は、ユーザ端末２２０及びキャリア装置２４０と認証手
続きを行う。認証情報やキャリア認証情報などの認証に必要なデータは、データ保管部２
１５に記憶されており、必要に応じて読み出しを行う。
【００６１】
　ユーザ端末２２０は、近距離無線送受信部２２１、データ処理及び制御部２２２、ユー
ザインタフェース部２２３、認証部２２４、ＧＰＳ部２２５、電波測定部２２６、及び無
線機能部２２７を有する。近距離無線送受信部２２１は、超小型基地局装置２１０の近距
離無線部送受信部２１４と各種データを送受信する。データ処理及び制御部２２２は、超
小型基地局装置２１０を設定する際にデータの処理及び各構成要素の制御を行う。ユーザ
インタフェース部２２３は、使用者（管理者）とのインタフェースであり、認証時のパス
ワード入力等の画面指示、ユーザ入力を行うものである。認証部２２４は、超小型基地局
２１０の認証部２１６と認証を行う。認証方法としては、パスワード認証、バイオメトリ
クス認証等を利用する。ＧＰＳ部２２５は、データ処理及び制御部２２２の要求によって
現在地のＧＰＳデータを取得する。電波測定部２２６は、ユーザ端末が実装している無線
機能の一部である電波測定機能を提供する。電波測定部２２６は、電波を受信した周辺の
各基地局のセル番号やその電波強度値を含む周辺セル情報を取得する。無線機能部２２７
は、既存のユーザ端末の無線機能部分であり、キャリア装置２４０のＲＡＮ／ＣＮ部２４
７とユーザ端末２２０とをインタフェースする。無線機能部２２７は、超小型基地局装置
２１０の無線機能部２１１と同様にＷＣＤＭＡ／ＧＳＭ／ＥＤＧＥ／ＣＤＭＡ２００１ｘ
（１ｘＥＶ－ＤＯ）／ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ等の無線方式でキャリア装置２４０と通信を行
うことができる。
【００６２】
　販売店装置２３０は、データ登録部２３１とデータ書き込み部２３２を有する。データ
登録部２３１は、販売店が超小型基地局装置２１０を販売する際に、使用者（管理者）の
情報をキャリア装置２４０内の超小型基地局データベース部２４３に登録する。登録する
情報は、例えば、使用者（管理者）名、設置住所、認証情報（パスワードもしくはバイオ
メトリクス認証用データ）である。データ書き込み部２３２は、超小型基地局装置２１０
のデータ保管部２１５へデータを書き込む。書き込み内容としては、超小型基地局データ
ベース部２４３から発行された超小型基地局ＩＤと接続先情報及びデータ登録部２３１の
認証情報等である。
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【００６３】
　キャリア装置２４０について、超小型基地局認証部２４１は、超小型基地局２１０がＩ
ＳＰ２５０経由でキャリア装置２４０に接続する際に認証を行う。認証に必要な情報（キ
ャリア認証情報）は、超小型基地局のセットアップの過程でユーザ端末２２０から超小型
基地局２１０に送信される。認証後は、超小型基地局２１０からのデータはＲＡＮ／ＣＮ
部２４７に送信される。販売店向けデータ送受信部２４２は、販売店装置２３０のデータ
登録部２３１と超小型基地局データベース部２４３をインタフェースする。超小型基地局
データベース部２４３は、販売店等で販売されているすべての超小型基地局を管理してい
るデータベースである。格納されている内容は、使用者（管理者）名、設置住所、認証情
報（パスワードもしくはバイオメトリクス認証用データ）、超小型基地局ＩＤ、接続先情
報、設定値（周波数、送信出力、スクランブリングコードやチャネライゼーションコード
等のコード）等である。設定値算出部２４４は、ユーザ端末２２０から送信された電波状
況及びユーザ端末２２０が送信したＧＰＳデータ（緯度／経度）を基に、超小型基地局に
対する設定値（周波数、送信出力、スクランブリングコードやチャネライゼーションコー
ド等のコード）を算出する。地図データ部２４５は、ユーザ端末２２０が送信したＧＰＳ
データ（緯度／経度）を基に住所情報を算出し、算出結果は超小型基地局データベース部
２４３に記録された住所情報と比較するために使用される。データ処理及び制御部２４６
は、超小型基地局を設置する際のデータ処理及び各構成要素の制御を行う。ＲＡＮ／ＣＮ
部２４７は通常の移動体通信を実現するための設備群である。ＲＡＮ（Radio　Access　N
etwork）部は無線通信に関係した設備で、ハンドオーバ制御等を実現する。またＣＮ（Co
re　Network）部は全国の各拠点を繋げる上位の設備群で、他網との相互接続や、電話番
号等の情報管理、課金管理等を実現する。
【００６４】
　ＩＳＰ２５０について、ゲートウェイ部２５１部は、超小型基地局２１０とキャリア装
置２４０を繋げるために接続するＩＳＰ（Internet　Service　Provider）のゲートウェ
イ（Gateway）である。
【００６５】
　（一般）ユーザ端末２６０は、超小型基地局サービスを利用できる端末装置である。も
ちろん、超小型基地局装置２１０の設定に用いるユーザ端末２２０も超小型基地局サービ
スを利用できることはいうまでもない。
【００６６】
　上記の実施形態では、位置情報及び周辺セル情報を取得するために、ユーザ端末２２０
のＧＰＳ部２２５及び電波測定部２２６を使用した。他の実施形態では、超小型基地局装
置２１０にＧＰＳ部及び／または電波測定部を設け、これにより位置情報及び／または周
辺セル情報を取得して、これらの情報を、ユーザ端末２２０を介して無線通信で、または
ＩＳＰ２５０を介して有線通信でキャリア装置２４０に送信してもよい。
【００６７】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は特定の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形
及び変更が可能である。
【００６８】
　以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）　ユーザ端末と無線通信する無線機能部と、
　前記ユーザ端末と無線通信する無線送受信部と、
　前記無線送受信部を介して、前記ユーザ端末から設定値を受信して、前記無線機能部を
設定する制御部とを有する基地局装置。
（付記２）　認証情報を記憶するデータ保管部と、
　前記データ保管部に記憶された認証情報に基づき、前記無線通信部を介して、前記ユー
ザ端末と認証を行う認証部とをさらに有する、付記１に記載の基地局装置。
（付記３）　前記制御部は、前記無線送受信部を介して、前記ユーザ端末からキャリア認
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証情報を受信して、前記認証部に設定する、付記２に記載の基地局装置。
（付記４）　前記認証部は、前記キャリア認証情報に基づきキャリア装置と認証を行い、
　前記キャリア装置との認証後に前記キャリア装置と有線通信する有線機能部をさらに有
する、付記３に記載の超小型基地局装置。
（付記５）　キャリア装置と無線通信する通信機能部と、
　基地局装置と無線通信する無線送受信部と、
　前記通信機能部を介して、基地局装置の設定要求を前記キャリア装置に送信し、前記基
地局装置の設定値及びキャリア認証情報を前記キャリア装置から受信するとともに、前記
無線送受信部を介して、受信した前記設定値及びキャリア認証情報を前記基地局装置に送
信する制御部とを有するユーザ端末装置。
（付記６）　位置情報を取得する位置情報取得部をさらに有し、
　前記制御部は、前記基地局装置の設定要求とともに前記位置情報を前記キャリア装置に
送信し、前記位置情報に基づく前記基地局装置の設定値を受信し、前記基地局装置に送信
する、付記５に記載のユーザ端末装置。
（付記７）　周辺セル情報を取得する周辺セル情報取得部をさらに有し、
　前記制御部は、前記基地局装置の設定要求とともに前記周辺セル情報を前記キャリア装
置に送信し、前記周辺セル情報に基づく前記基地局装置の設定値を受信し、前記基地局装
置に送信する、付記５に記載のユーザ端末装置。
（付記８）　前記基地局装置と認証を行う認証部をさらに有する、付記５に記載のユーザ
端末装置。
（付記９）　ユーザ端末装置がキャリア装置に基地局装置の識別情報を含む設定要求を送
信する段階と、
　前記キャリア装置が、前記識別情報に基づき前記基地局装置の設定値及びキャリア認証
情報を生成し、前記ユーザ端末装置に送信する段階と、
　前記ユーザ端末装置が前記基地局装置に、受信した前記設定値及びキャリア認証情報を
送信する段階とを有する基地局設定方法。
（付記１０）　前記基地局装置に認証情報を記憶する段階と、
　前記認証情報に基づき、前記基地局装置と前記ユーザ端末装置との間で認証を行う段階
とをさらに有する、付記９に記載の方法。
（付記１１）　前記ユーザ端末装置が位置情報を取得する段階をさらに有し、
　前記ユーザ端末装置は、設定要求を送信する段階において、取得した前記位置情報を含
む前記設定要求を送信し、
　前記キャリア装置は、前記設定値及びキャリア認証情報を生成する段階において、前記
位置情報に基づき前記設定値を生成する、付記９に記載の方法。
（付記１２）　前記基地局装置の設置住所を前記キャリア装置に登録する段階と、
　前記キャリア装置が、前記位置情報が前記登録した設置住所と一致するか判断する段階
とをさらに有する、付記１１に記載の方法。
（付記１３）　前記ユーザ端末装置が周辺セル情報を取得する段階をさらに有し、
　前記ユーザ端末装置は、設定要求を送信する段階において、取得した前記周辺セル情報
を含む前記設定要求を送信し、
　前記キャリア装置は、前記設定値及びキャリア認証情報を生成する段階において、前記
周辺セル情報に基づき前記設定値を生成する、付記９に記載の方法。
（付記１４）　前記基地局装置と前記ユーザ端末装置との間の通信は近距離通信方式によ
る、付記９に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】一般的な超小型基地局設定方法を説明するための図である。
【図２】一実施形態による超小型基地局設定システムを説明するための図である。
【図３】図２に示したシステムにおける各構成要素の動作の一部を示すシーケンス図であ
る。
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【図４】登録情報の一例を示す図である。
【図５】超小型基地局データベースの一例を示す図である。
【図６】接続先データベースの一例を示す図である。
【図７】書き込み情報の一例を示す図である。
【図８】図２に示したシステムにおける各構成要素の動作の一部を示す、図３に続くシー
ケンス図である。
【図９】認証要求コマンドの一例を示す図である。
【図１０】認証情報要求時におけるユーザインタフェース部の画面の一例を示す図である
。
【図１１】認証結果通知時におけるユーザインタフェース部の画面の一例を示す図である
。
【図１２】送信要求コマンドの一例を示す図である。
【図１３】位置情報の一例を示す図である。
【図１４】周辺セル情報の一例を示す図である。
【図１５】図２に示したシステムにおける各構成要素の動作の一部を示す、図８に続くシ
ーケンス図である。
【図１６】設定要求コマンドの一例を示す図である。
【図１７】設定値の一例を示す図である。
【図１８】キャリア認証情報の一例を示す図である。
【図１９】設定値返却コマンドの一例を示す図である。
【図２０】図２に示したシステムにおける各構成要素の動作の一部を示す、図１５に続く
シーケンス図である。
【符号の説明】
【００７０】
１１０　超小型基地局
１１１　ＵＳＩＭ等
１１２　有線ネットワーク
１１３　無線ネットワーク
１３０　販売店装置
１３１　データ登録部
１３２　データ書き込み部
１４０　キャリア装置
１４１　超小型基地局データベース部
１４２　認証／ゲートウェイ部
１４３　ＲＡＮ／ＣＮ部
１５０　ＩＳＰ
１６０　ユーザ端末
２１０　超小型基地局
２１１　無線機能部
２１２　有線機能部
２１３　データ処理及び制御部
２１４　近距離無線送受信部
２１５　データ保管部
２１６　認証部
２２０　ユーザ端末
２２１　近距離無線送受信部
２２２　データ処理及び制御部
２２３　ユーザインタフェース部
２２４　認証部
２２５　ＧＰＳ部
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２２６　電波測定部
２２７　無線機能部
２３０　販売店装置
２３１　データ登録部
２３２　データ書き込み部
２４０　キャリア装置
２４１　超小型基地局認証部
２４２　販売店向けデータ送受信部
２４３　超小型基地局データベース部
２４４　設定値算出部
２４５　地図データ部
２４６　データ処理及び制御部
２４７　ＲＡＮ／ＣＮ部
２５０　ＩＳＰ
２５１　ゲートウェイ部
２６０　ユーザ端末（一般）
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】
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