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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ複数の移動端末を収容する複数の基地局と，
　前記複数の基地局のうちの所定数毎の基地局をそれぞれ収容する複数の第１の基地局制
御装置と，
　前記複数の第１の基地局制御装置を収容する第２の基地局制御装置を有し，
　前記複数の第１の基地局制御装置の各々は，移動端末を識別する情報対応に，前記移動
端末が従属する基地局の識別情報を記憶する移動端末データベースと，前記基地局のアド
レスを記憶する局データベースを有し，
　前記複数の基地局は，超小型基地局であって，前記複数の第１の基地局制御装置は，超
小型基地局制御装置であり，更に
　前記第２の基地局制御装置は，コアネットワークに接続され，
　前記移動端末データベースに記憶される移動端末を識別する情報対応に，前記移動端末
が従属する基地局の識別情報は，前記移動端末から前記第２の基地局制御装置に信号が送
信される際の送信データフォーマットに基づき抽出され，
　前記移動端末から前記第２の基地局制御装置に信号が送信される際，前記第１の基地局
制御装置は，前記基地局と前記第１の基地局制御装置間の伝送方式がＩＰパケットによる
場合，送信元アドレスを前記基地局及び，送信先アドレスを前記第１の基地局制御装置と
し，
　更に，前記第１の基地局制御装置は，送信先アドレスを前記第２の基地局制御装置宛て
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に付け替えて，前記基地局から受信したデータを送信する，
　ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　複数の移動端末を収容する複数の基地局とコアネットワークに接続される一の基地局制
御装置を有する移動通信システムにおいて，前記コアネットワークに接続される一の基地
局制御装置とは別個に設けられ，前記複数の基地局のうちの所定数毎の基地局をそれぞれ
収容する複数の基地局制御装置であって，
　前記複数の基地局制御装置のそれぞれは，前記移動端末を識別する情報対応に，前記移
動端末が従属する基地局の識別情報を記憶する移動端末データベースと，前記基地局のア
ドレスを記憶する局データベースを有し，
　前記複数の基地局は，超小型基地局であって，前記超小型基地局に対応する超小型基地
局制御装置であり，
　前記移動端末データベースに記憶される移動端末を識別する情報対応に，前記移動端末
が従属する基地局の識別情報は，前記移動端末から信号が送信される際の送信データフォ
ーマットに基づき抽出され，
　前記移動端末から前記コアネットワークに接続される一の基地局制御装置に信号が送信
される際，前記基地局との間の伝送方式がＩＰパケットによる場合，送信元アドレスを前
記基地局及び，送信先アドレスを当該基地局制御装置とし，
　更に，当該基地局制御装置は，送信先アドレスを前記コアネットワークに接続される一
の基地局制御装置宛てに付け替えて，前記基地局から受信したデータを送信する，
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、基地局と基地局制御装置を有する移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　W-CDMA(Wideband Code Division Multiple System)方式の移動通信システムの普及は、
顕著であり、W-CDMA方式の移動通信システムの人口カバー率も１００％に近い状態となっ
ている。一方、屋内でのW-CDMA方式の移動通信システムのカバー率は未だ高くはない。な
ぜならば、屋外から電波が屋内には入り難く、且つ屋内用基地局を設置運用するためには
コストが掛かるなどの理由による。
【０００３】
　そうした環境において、ごく近年において、フェムト・セル（Femto Cell）と呼ばれる
、既存基地局に較べて超小型の基地局（ＢＴＳ：Base Transceiver Station）装置が登場
した。かかる超小型の基地局（以降、超小型ＢＴＳ装置と表記する）は、家庭やオフィス
での利用を想定したもので、W-CDMA方式に対応しており、４ユーザ程度の同時通信を可能
にしており、価格も安価である。
【０００４】
　この様な超小型ＢＴＳ装置を、既存の基地局でカバーしきれていない高層ビルや地下施
設に配置することで運用コストを上げずに屋内カバー率を向上できる。
【０００５】
　しかしながら、基地局を制御するためには図１に示す一般的な移動通信システムにおい
て、コアネットワークＣＮに接続する基地局制御 (ＲＮＣ：Radio Network Controller) 
装置(以下、ＲＮＣ装置と表記する)１で、基地局ＢＴＳ＃１、＃２．．．＃ｎを収容する
ことが必要である。しかし、一つのＲＮＣ装置１により制御可能な基地局ＢＴＳ＃１、＃
２．．．＃ｎの数には上限があり、その基地局数はおよそ数百である。
【０００６】
　公知技術として、第１に特許文献１に記載の発明がある。
【０００７】
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　特許文献１に記載の発明は、フェムトセルを用いる通信方式である。しかし、フェムト
セルの接続について、特にＲＮＣ装置と基地局との接続については言及していない。
【０００８】
　さらに、別も特許文献２に記載の発明がある。かかる第２の発明として、移動端末同士
が近隣にグループを構成し、複数の移動端末が擬似的に１台の端末のように基地局と音声
及びパケットの送受信を行うことが示される。しかし、ネットワーク側からの移動端末の
「見せ方」に関する技術であり、基地局の管理方法については言及が無い。
【特許文献１】特開平４-３３７９９７号公報
【特許文献２】特開２００４－１７９９８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、超小型ＢＴＳ装置を多数(例えば、数千台)収容するためには、新たな収容
方法が必要である。
【００１０】
　かかる点に鑑みて、本発明の目的は、超小型ＢＴＳ装置を多数個配置可能とする基地局
収容方法及び、移動通信システムを提供することにある。これにより屋内でのカバー率を
向上させることが可能となる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　超小型ＢＴＳ装置を多数用い、カバー範囲を高める。その際、多数の超小型ＢＴＳ装置
を制御するために、ＲＮＣ装置からは多数の超小型ＢＴＳ装置を１台の通常のＢＴＳ装置
と見せるように超小型ＢＴＳ制御装置を用いる。
【００１２】
　その際に、ＲＮＣ装置側からは通常のＢＴＳ装置が一台収容されていると見せる必要が
あるため、超小型ＢＴＳ制御装置は多数の超小型ＢＴＳ装置の制御を行う必要がある。
【００１３】
　かかる必要な制御は、基地局と基地局制御装置を有する移動通信システムとして、それ
ぞれ複数の移動端末を収容する複数の基地局と、前記複数の基地局のうちの所定数毎の基
地局をそれぞれ収容する複数の第１の基地局制御装置と、前記複数の第１の基地局制御装
置を収容する第２の基地局制御装置を備える。そして、前記複数の第１の基地局制御装置
の各々は、移動端末を識別する情報対応に、前記移動端末が従属する基地局の識別情報を
記憶する移動端末データベースと、前記基地局のアドレスを記憶する局データベースを有
する構成とすることにより可能である。
【００１４】
　そして、一態様として、前記複数の基地局は、超小型基地局であって、前記複数の第１
の基地局制御装置は、超小型基地局制御装置であり、更に前記第２の基地局制御装置は、
コアネットワークに接続されるように構成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に図面に従い実施例を説明する。
【００１６】
　図２は、移動通信システムの実施例を示す図である。
【００１７】
　複数の基地局ＢＴＳ（＃１～＃ｎ）は、それぞれに複数の移動端末が従属する。複数の
基地局ＢＴＳ（＃１～＃ｎ）は、例としてそれぞれに高々数台の移動端末が従属される超
小型基地局が適用される。
【００１８】
　複数の基地局ＢＴＳ（＃１～＃ｎ）の所定数毎に対応する第１の基地局制御装置２（＃
１～＃Ｎ）に接続される。かかる第１の基地局制御装置２は、複数備えられ、それぞれ例
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として超小型基地局制御装置（超小型ＢＴＳ制御装置）が適用される。
【００１９】
　さらに、複数の第１の基地局制御装置である超小型ＢＴＳ制御装置２（＃１～＃Ｎ）は
、一の第２の基地局制御装置（ＲＮＣ装置）１に接続される。かかる第２の基地局制御装
置である一のＲＮＣ装置１は、既存の基地局制御装置であって、コアネットワークＣＮに
接続される。
【００２０】
　図３Ａ，図３Ｂは、図２におけるＲＮＣ装置１、超小型ＢＴＳ制御装置２、及び超小型
ＢＴＳ装置３のそれぞれの構成例及び、接続例を示す図である。図３Ａは，ＲＮＣ装置１
と超小型ＢＴＳ制御装置２間の接続、図３Ｂは超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装
置３間の接続を示す。
【００２１】
　図３Ａにおいて、コアネットワーク（ＣＮ：core network：図３Ａ、Ｉ）は、W-CDMA網
のＲＮＣ装置１（図３Ａ、II）より上位のネットワーク装置の総称であり、加入者情報の
管理、各ネットワーク装置の監視/管理、他ネットワーク網との接続等を行う。
【００２２】
　ＲＮＣ装置１は、基地局を制御する装置であり、各基地局に呼制御プレーン（C-Plane
）データ（NBAPデータ含む)、ユーザ情報伝送プレーン（U-Plane）データ等の信号を配信
する。
【００２３】
　超小型ＢＴＳ制御装置２（図３Ａ、III）は、複数台の超小型ＢＴＳ装置３をインタネ
ット等のネットワーク１００を通して収容することが可能な装置であり、ＲＮＣ装置１と
の間のインタフェース（ＩＦ）は、通常の基地局装置との間のインタフェースと同等であ
る。
【００２４】
　超小型ＢＴＳ制御装置２の機能部として、ＲＮＣ間インタフェースＩＦ２０、C-Plane
データ処理部２１、U-Planeデータ処理部２２、NBAP信号処理部２３、データ保管部２４
、及びNode間インタフェースＩＦ２５を有する。
【００２５】
　ＲＮＣ間インタフェースＩＦ２０は、ＲＮＣ装置１との間のインタフェース（ＩＦ）で
あり、C-Planeデータ(NBAPデータ含む)、U-Planeデータ等の信号を送受信する。
[C-Planeデータ処理部２１]
　C-Planeデータ処理部２１は、ＲＮＣ装置１から送信される移動端末１０(図３Ｂ、Ｖ)
に関する呼制御信号を受信し、移動端末番号を識別した上で該当の移動端末１０が従属す
る超小型ＢＴＳ装置３に呼制御信号の送信を行う。また、超小型ＢＴＳ装置３から送信さ
れたC-PlaneデータをＲＮＣ装置１に送信する。
【００２６】
　さらに、C-Planeデータ処理部２１の各機能部について以下に説明する。
【００２７】
　個別チャネル信号送受信部２１０は、ＲＮＣ装置１と送受される呼制御信号のうち、個
別チャネルに関する信号を送受信する。
【００２８】
　共通チャネル信号送受信部２１１は、ＲＮＣ装置１と送受される呼制御信号のうち、共
通チャネルに関する信号を送受信する。
【００２９】
　報知チャネル信号受信部２１２は、ＲＮＣ装置１と送受される呼制御信号のうち、報知
チャネルに関する信号を送受信する。
【００３０】
　ページング信号受信部２１３は、ＲＮＣ装置１と送受される呼制御信号のうち、ページ
ング(呼び出し)チャネルに関する信号を送受信する。
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【００３１】
　移動端末情報取得部２１４は、個別チャネル信号送受信部２１０及び共通チャネル信号
送受信部２１１で送受される個別/共通チャネルの信号をトレースし、移動端末１０に設
定される個別チャネルの設定情報を検出し、データ保管部２４の移動端末データベース２
４０に記録する。逆に移動端末１０の呼処理が終了した際には、移動端末情報取得部２１
４は、移動端末データベース２４０から個別チャネルの設定情報を削除する。
【００３２】
　宛先変更部２１５Ａ，２１５Ｂは、ＲＮＣ装置１から送信されたデータに対し、データ
保管部２４の移動端末データベース２４０を基にユーザＩＤ（UE-ID：User Equipment ID
entification)と移動端末１０の従属する超小型ＢＴＳ装置３を判別し、データ保管部２
４の局データ２４１を基に該当の超小型ＢＴＳ装置３の宛先にデータを送信する。
【００３３】
　また、超小型ＢＴＳ装置３(図３Ｂ，IV)からの受信データについては、データの宛先を
ＲＮＣ装置１の宛先に変更し、再送する。
【００３４】
　信号複製/宛先変更部２１６は、報知信号を接続される全超小型ＢＴＳ装置３に送信さ
せる必要があるので、受信した信号を複製し、データ保管部２４の局データ２４１に記載
された宛先に対して送信する。
【００３５】
　信号整形/宛先変更部２１７は、ページング信号受信部２１３により受信されたページ
ング信号から、接続されている超小型ＢＴＳ装置３に従属されている移動端末１０に関す
るページングを抜き出し、超小型ＢＴＳ装置３単位でのページング信号に整形し、宛先を
各超小型ＢＴＳ装置３宛に変更し送信する。
【００３６】
　[U-Planeデータ処理部２２]
　U-Planeデータ処理部２２は、ＲＮＣ装置１から送信される移動端末１０に関するU-Pla
neデータを受信し、移動端末番号を識別した上で該当の移動端末１０の従属する超小型Ｂ
ＴＳ装置３に受信データの送信を行う。また、超小型ＢＴＳ装置３から送信されたU-Plan
eデータをＲＮＣ装置１に送信する。
【００３７】
　かかるU- Planeデータ処理部２２の各機能部について以下に説明する。
【００３８】
　個別チャネル信号送受信部２２０は、個別チャネルのU-Planeデータを送受信する。
共通チャネル信号送受信部２２１は、共通チャネルのU-Planeデータを送受信する。
【００３９】
　宛先変更部２２２Ａ，２２２Ｂは、ＲＮＣ装置１から送信されたデータに対し、データ
保管部２４の移動端末データベース２４０を基にユーザＩＤと移動端末１０の従属する超
小型ＢＴＳ装置３を判別し、データ保管部２４の局データ２４１を基に該当の超小型ＢＴ
Ｓ装置３の宛先にデータを送信する。また、宛先変更部２２２Ａ，２２２Ｂは、超小型Ｂ
ＴＳ装置３からの受信データについては、データの宛先をＲＮＣ装置１の宛先に変更し、
再送信する。
【００４０】
　[NBAP信号処理部２３]
 NBAP信号処理部２３は、C-Plane信号のうち、基地局制御に関する信号であるNBAP信号に
ついて処理を行う。かかるNBAP信号処理部２３のNBAP信号送受信部２３０は、NBAP信号を
送受信する。
【００４１】
　宛先変更部２３１は、ＲＮＣ装置１から送信されたデータに対し、データ保管部２４の
移動端末データベース２４０及びデータ保管部２４の局データ２４１を基に対象の超小型
ＢＴＳ装置３を判別し、該当の超小型ＢＴＳ装置３の宛先にデータを送信する。また、超
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小型ＢＴＳ装置３からの受信データについては、データの宛先をＲＮＣ装置１の宛先に変
更し、再送信する。
【００４２】
　[データ保管部２４]
　データ保管部２４は、移動端末データベース２４０及び局データ２４１の二種類のデー
タを保管する。
【００４３】
　移動端末データベース２４０は、移動端末１０の識別子(ユーザＩＤ：UE-ID)及び、そ
の移動端末１０のＩＰアドレス、その移動端末１０の従属する超小型ＢＴＳ装置３の識別
ＩＤ等を格納したデータベースである。この移動端末データベース２４０は、超小型ＲＮ
Ｃ制御装置２における、図示しない移動端末情報取得部によって検出され、随時更新記録
される。
【００４４】
　局データベース２４１は、超小型ＢＴＳ装置３の識別ＩＤ及びＩＰアドレス、対応セル
番号等が記録されているデータベースであり、システムの設置時に記録される。
【００４５】
　[Node間インタフェースＩＦ２５]
　Node間インタフェースＩＦ２５は、超小型ＢＴＳ装置３との間のインタフェースＩＦで
あり、C-Planeデータ(NBAPデータ含む)、U-Planeデータ等の信号を送受信する。
【００４６】
　次に、超小型ＢＴＳ制御装置２とインタネット網１００で接続される超小型ＢＴＳ装置
３(図３、ＩＶ)についてその構成例を説明する。
【００４７】
　超小型ＢＴＳ装置３は、複数の移動端末１０を収容する基地局（ＢＴＳ：Base Transce
iver Station)であり、通常の基地局との差異は、以下の通りである。
・収容できる移動端末の数が少ない(１０台程度)。通常の基地局には数百台の移動端が接
続収容可能である。
・セル数が少ない(１セル程度)。通常の基地局では、３～２４セル程度である。
・電波カバー範囲が狭い(数１０ｍ程度)。通常の基地局では、３ｋｍ程度である。
【００４８】
　超小型ＢＴＳ装置３は、Node間インタフェースＩＦ３０、C-Planeデータ処理部３１、U
-Planeデータ処理部３２、NBAP信号処理部３３、無線処理部３４を有する。
【００４９】
　次に、上記の超小型ＢＴＳ装置３を構成する各機能部の詳細を説明する。
【００５０】
　［Node間インタフェースＩＦ３０］
　超小型ＢＴＳ制御装置２との間のインタフェースＩＦであり、C-Planeデータ(NBAPデー
タ含む)、U-Planeデータ等の信号を送受信する。
【００５１】
　［C-Planeデータ処理部３１］
　超小型ＢＴＳ装置３のC-Planeデータ処理部３１は、超小型ＢＴＳ制御装置２から送信
される移動端末１０に関する呼制御信号を受信し、当該移動端末１０に送信を行う。また
、移動端末１０から超小型ＢＴＳ装置３に送信されたC-Planeデータを超小型ＢＴＳ制御
装置２に送信する。
【００５２】
　かかるC-Planeデータ処理部３１内の機能部の動作は次のようである。
【００５３】
　個別チャネル信号送受信部３１０は、超小型ＢＴＳ制御装置２と送受される呼制御信号
のうち、個別チャネルに関する信号を送受信する。
【００５４】



(7) JP 5194915 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

　共通チャネル信号送受信部３１１は、超小型ＢＴＳ制御装置２と送受される呼制御信号
のうち、共通チャネルに関する信号を送受信する。
【００５５】
　報知チャネル信号受信部３１２は、超小型ＢＴＳ制御装置２から送信される呼制御信号
のうち、報知チャネルに関する信号を送受信する。
【００５６】
　ページング信号受信部３１３は、超小型ＢＴＳ制御装置から送信される呼制御信号のう
ち、ページング(呼び出し)チャネルに関する信号を送受信する。
【００５７】
　［U-Planeデータ処理部３２］
　U-Planeデータ処理部３２は、超小型ＢＴＳ制御装置２から送信される移動端末１０に
関するU-Planeデータを受信し、移動端末１０に送信を行う。また、移動端末１０から送
信されたU-Planeデータを超小型ＢＴＳ制御装置２に送信する。
【００５８】
　U-Planeデータ処理部３２内の個別チャネル信号送受信部３２０は、個別チャネルのU-P
laneデータを送受信する。さらに、共通チャネル信号送受信部３２１は、共通チャネルの
U-Planeデータを送受信する。
【００５９】
　［NBAP信号処理部３３］
　NBAP信号処理部３３は、C-Plane信号のうち、基地局制御に関する信号である、NBAP信
号について処理を行うものである。
【００６０】
　NBAP信号処理部３３内のNBAP信号送受信部３３０は、NBAP信号を送受信する。NBAP信号
処理部３３１は、実際にNBAP信号を処理する部分(信号終端部)である。
【００６１】
　［無線送受信処理部 (RF/ベースバンド処理部)３４］
　無線送受信処理部３４は、移動端末１０とのインタフェースであり、C-Planeデータ、U
-Planeデータ等の信号を送受信する。
【００６２】
　［移動端末１０］
　移動端末１０はユーザの使用する端末であり、呼処理の終端部分である。
【００６３】
　次に上記した移動通信システムの実施例構成における信号処理の流れについて説明する
。
【００６４】
　信号処理の流れとして次の４つの動作に分類される。
［（１）移動端末１０からの発信等の呼制御処理］
［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］
［（３）移動端末１０への報知情報処理］
［（４）超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間のNBAP処理］
　上記４つの信号処理動作の詳細をそれぞれ以下に説明する。
【００６５】
　［（１）移動端末１０からの発信等の呼制御処理］として、移動端末１０とＲＮＣ装置
１ (もしくはそれより上位の装置)間で行われる発信等の呼制御処理を行う。その際、超
小型ＢＴＳ装置３及び超小型ＢＴＳ制御装置２において、各種信号の処理を行う。
【００６６】
　図４Ａ、図４Ｂは、［（１）移動端末１０からの発信等の呼制御処理］における各装置
間のシーケンス例を示す図である。
【００６７】
　図４Ａにおいて参照記号Ｓi～Ｓvは移動端末１０からＲＮＣ装置１への信号の移動を示
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す。
【００６８】
　Ｓi：移動端末１０から発信に関する信号が超小型ＢＴＳ装置３の無線処理部３４を通
して論理チャネル/トランスポートチャネルに対応した機能部、即ち、C-Plain又はU-Plai
nデータ処理部３１，３２に送信される。
【００６９】
　送信される信号のMAC Data PDUのヘッダ形式は、図５に示すように６通りあり、論理チ
ャネル及びトランスポートチャネルの種類によって図６に示す表のように使い分ける。
【００７０】
　図６の表において、欄Ｖに図５に示す参照番号（１）～（６）と対応する項目に同じ番
号が示されている。さらに、図７は、図５のヘッダの構成要素の目的を対応して示す図で
ある。図４Ａに戻り説明する。
【００７１】
　Ｓii：超小型ＢＴＳ装置３は、上記Ｓiで送られる信号を論理チャネル/トランスポート
チャネルに対応した機能部であるC-Plane又はU-Planeデータ処理部３１／３２で受信する
。ついで、受信されるMACフォーマットの信号を超小型ＢＴＳ装置３は、Node間インタフ
ェースＩＦ３０を通して超小型ＢＴＳ制御装置２のNode間インタフェースＩＦ２５に送信
する。このとき伝送されるMACフォーマットは上記Ｓiで説明したと同様で、図５に示すよ
うである。
【００７２】
　さらに、このとき、超小型ＢＴＳ装置３と超小型ＢＴＳ制御装置２間の伝送方式がＩＰ
パケットの場合、送信元アドレスは超小型ＢＴＳ装置３、送信先アドレスは超小型ＢＴＳ
制御装置２となるようにアドレスが付加される。
【００７３】
　Ｓiii：ついで、超小型ＢＴＳ制御装置２は上記Ｓiiにおける送信信号をNode間インタ
フェースＩＦ２５で受信し、論理チャネル/トランスポートチャネルに対応した宛先変更
部２１５Ａ／Ｂ又は２２２Ａ／Ｂに送信する。
【００７４】
　ここで、超小型ＢＴＳ制御装置２とＲＮＣ装置１との間の伝送方式がＩＰパケットの場
合、送信元アドレスは超小型ＢＴＳ制御装置２、送信先アドレスはＲＮＣ装置１と変更し
て、上位の送受信部２１０～２１２，２２０、２２１に送信する。
【００７５】
　Ｓiv：上記Ｓiiiの処理の間、移動端末情報取得部２１４は、送信されたデータから移
動端末１０を特定できる情報、即ちUE-ID、アドレス、個別チャネル情報等を取得する。
ついで、取得した移動端末１０を特定できる情報をデータ保管部２４の移動端末データベ
ース２４０に記録する。ただし、同様のデータが記録済みの場合は記録しない。差異があ
る場合はアップデートする。
【００７６】
　送信データのフォーマットはＳｉで示した図５に示したとおりMAC Data PDUのヘッダ形
式の６通りであり、移動端末１０を特定する情報は、例えば、図８の表に示す如きMAC Da
ta PDU内の移動端末を特定する情報要素が対応付けられる。
【００７７】
　なお、図８に示す対応関係は一例であり、その他の方法(MAC SDU内のページング用の移
動端末ＩＤを使用)においてＩＤを取得した場合は移動端末データベース２４０に記録す
る。
【００７８】
　また、超小型ＢＴＳ制御装置２と、ＲＮＣ装置１間の伝送方式がＩＰパケットの場合、
送信元アドレス及びポート番号も移動端末データベース２４０に記録する。また、送信デ
ータ内に、個別チャネル(C-Plane/U-Plane)を新たに設定する情報があった場合は、設定
された個別チャネルのUE-ID、IPアドレス、ポート番号を移動端末データベース２４０に
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記録する。
【００７９】
　かかる移動端末データベース２４０の記録フォーマットは、一例として図９に示す如く
構成される。
【００８０】
　また、送信データ内に、個別チャネル(C-Plane/U-Plane)を削除する情報があった場合
は、削除された個別チャネルの情報を移動端末データベース２４０から削除する。ただし
、全ての個別アドレスの情報が削除されても、データベース２４０からUE-ID自体の情報(
図９の第１列の欄)は削除しない。
【００８１】
　Ｓv：Ｓiiのデータを受信した各チャネル信号送受信部は、ＲＮＣ間インタフェースＩ
Ｆ２０を通してＲＮＣ装置１宛てに送信先アドレスを付け替えてＲＮＣ装置１に受信デー
タを送信する。
【００８２】
　図４Ｂは、ＲＮＣ装置１から移動端末１０への信号の流れ（Ｓvi～Ｓx）を説明する図
である。図４Ｂに従い説明する。
【００８３】
　Ｓvi：ＲＮＣ装置１から送信された信号は、超小型ＢＴＳ制御装置２内のRNC間インタ
フェースＩＦ２０を通り、論理チャネル/トランスポートチャネルに対応したチャネル送
受信部２１０/２１１,２２０/２２１で受信し、宛先変更部２１５Ａ/Ｂ、２２２Ａ/Ｂに
送信される。
【００８４】
　Ｓvii：Ｓviでの送信信号を受信した宛先変更部２１０/２１１,２２０/２２１は、上記
のＳiiiにおけると同等の処理を行う。
【００８５】
　Ｓviii：ＳviiによりユーザＩＤ（UE-ID）が特定できるため、小型ＢＴＳ制御装置２と
小型ＢＴＳ装置３間の伝送方式がＩＰパケットの場合、送信元アドレス及びポート番号を
小型ＢＴＳ制御装置２の情報に変更し、送信先アドレス及びポート番号を移動端末データ
ベース２４０に記録されているアドレスに変更する。その際、複数の個別チャネルアドレ
スがある場合、受信データのポート番号を用いて判別する。
【００８６】
　Ｓix：Ｓviiiで更新したデータを、Node間インタフェースＩＦ２５を通して超小型ＢＴ
Ｓ装置３に送信する。
【００８７】
　Ｓx：超小型ＢＴＳ装置はＳiで送られた信号をNode間インタフェースＩＦ３０を通して
、論理チャネル/トランスポートチャネルに対応した機能部３１/３２で受信し、無線処理
部３０を通して移動端末１０に送信する。
【００８８】
　［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］として、ＲＮＣ装置１から送信され
るページング（Paging）信号を各超小型ＢＴＳ装置３に送信する処理を行う。ここでのペ
ージング（Paging）信号は、３GPPでのRRCメッセージの「Paging Type1(TM:PCCH)」等に
相当する。
【００８９】
　図１０は、［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］における各装置間のシー
ケンス例を示す図である。図１０において参照記号ＳIi～ＳIviiはＲＮＣ装置１から移動
端末１０への信号の移動を示す。
【００９０】
　ＳIi:ＲＮＣ装置１から、ページング信号が超小型ＢＴＳ制御装置２内のRNC間インタフ
ェースＩＦ２０を介して、C-planeデータ処理部２１のページング信号受信部２１３を通
して信号整形／宛先変更部２１７に送信される。
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【００９１】
　ページング信号のイメージは図１１に示す如くである。図１１において、ＭＡＣ ＳＤ
Ｕ内部を示し、ページングヘッダ（I）に続き、複数の端末ＩＤ(UE-ID)（II）が示されて
いる。
【００９２】
　ＳIii:信号整形/宛先変更部２１７で、上記のページング信号をデコードし、図１１の
ページング信号における端末ＩＤを抽出する。
【００９３】
　ＳIiii：ＳIiiで抽出された複数の端末ＩＤ（UE-ID）をデータ保管部２４の移動端末デ
ータベース２４０と照合し、該当する端末ＩＤ（UE-ID）の移動端末１０が含まれている
場合は、該当の移動端末１０の従属する超小型ＢＴＳ装置３のアドレスを取得する。
【００９４】
　例えば、端末ＩＤがUE=000001の場合、図９に示した移動端末データベース２４０の記
録フォーマットの例から超小型ＢＴＳ制御装置３のアドレスは「10.10.10.1」と判る。
【００９５】
　ＳIiv：ＳIiiiで取得された超小型ＢＴＳ装置３毎に従属する移動端末１０をソート(分
離)し、超小型ＢＴＳ装置３対応にページング信号を作成する。
【００９６】
　ソート後のイメージは図１２に示す如くである。図１１のページング信号イメージに対
応する元データ（１）に対して、超小型ＢＴＳ装置３ごとのアドレス(ポート番号)がペー
ジングヘッダの後ろに付けられる(図１２、（２）)。
【００９７】
　ＳIv:さらに、上記ＳIivで超小型ＢＴＳ装置のアドレスが取得されなかった未照合の移
動端末ＩＤ（UE-ID）がある場合は、ページング信号においてＳIivでソートされた移動端
末ＩＤ（UE-ID）の後ろに前記の未照合の移動端末ＩＤ（UE-ID）を追加する。
【００９８】
　追加後のイメージは図１３に示す如くである。図１３において、図１２のソート後のフ
ォーマットイメージ(図１３，（２）)に対して、未照合の複数の移動端末ＩＤ（UE-ID）
が付加されている(図１３，（３）)。これにより、付加された未照合の複数の移動端末Ｉ
Ｄ（UE-ID）は、ＳIiiiで照合された移動端末ＩＤ（UE-ID）が従属する超小型ＢＴＳ装置
の範囲で、ブロードキャストされる。 
【００９９】
　ＳIvi：ここで、上記ＳIvのとおり、未照合の複数の移動端末ＩＤ（UE-ID）の処理方法
として、照合された移動端末ＩＤ（UE-ID）の従属する超小型ＢＴＳ装置のアドレスに対
してのみに未照合の複数の移動端末ＩＤ（UE-ID）を追加してブロードキャストされる。
【０１００】
　さらに、照合された移動端末ＩＤ（UE-ID）が従属していない超小型ＢＴＳ装置に属す
る着信がある場合が想定される。
【０１０１】
　したがって、ページング処理を完全とするために、ＳIiiiで取得された超小型ＢＴＳ装
置リスト（図１２参照）に含まれていない超小型ＢＴＳ装置のアドレスを所得する。そし
て、上記ＳIviで取得された超小型ＢＴＳ装置のアドレスに対してブロードキャストされ
るように未照合の複数の移動端末ＩＤ（UE-ID）を追加する。
【０１０２】
　図１４は、ＳIviで取得された超小型ＢＴＳ装置のアドレスに対して未照合の複数の移
動端末ＩＤ（UE-ID）が付加されたフォーマットイメージを示す。
【０１０３】
　ＳIvii：図１０に戻り、長小型BTS制御装置２は、上記ＳIvで未照合の移動端末ＩＤ(UE
-ID)が付加された図１３、図１４に示すページング信号を、Node間インタフェースＩＦ２
５を介して対象の超小型ＢＴＳ装置３に送信する。超小型ＢＴＳ装置３は、受信されるペ
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ージング信号をページング信号送受信部３１３から対応の移動端末に送信する。
【０１０４】
　［（３）移動端末１０への報知情報処理］として、ＲＮＣ装置１から送信される報知チ
ャネル信号を各超小型ＢＴＳ装置３に送信する処理を行う。
【０１０５】
　図１５は、［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］における各装置間のシー
ケンス例を示す図である。
【０１０６】
　ＳIIi：ＲＮＣ装置１から報知チャネル信号を超小型ＢＴＳ制御装置２内のRNC間インタ
フェースＩＦ２０を介して報知チャネル信号受信部２１２に送信する。
【０１０７】
　ＳIIii：報知チャネル信号受信部２１２で報知信号の受信に基づき、信号複製/宛先変
更部２１２においてデータ保管部２４の局データ２４１内の超小型ＢＴＳ装置３のＩＰア
ドレスを取得する。
【０１０８】
　ＳIIiii：そして取得したＩＰアドレス分だけ報知信号を複製する。
【０１０９】
　ＳIIiv：複製した報知信号を局データ内の超小型ＢＴＳ装置３の取得した全ＩＰアドレ
スに対してNode間インタフェースＩＦ２５を介して送信する。
【０１１０】
　ＳIIv：超小型ＢＴＳ装置３は、Node間インタフェースＩＦ３０を介して報知チャネル
信号送信部３１２にて受信した超小型ＢＴＳ装置３は、従属している全移動端末１０に向
けて無線処理部３４を介して送信を行う。
【０１１１】
　［（４）超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間のNBAP処理］として、ＲＮＣ
装置１から送信されるNBAP信号を各超小型ＢＴＳ装置３に送信する処理を行う。
【０１１２】
　ここで、NBAP信号は、ＲＮＣ装置１と基地局（NodeB)間の信号を処理するためのプロト
コルである。NBAP信号の代表的なものとしては、「Radio Link Setup Request」、「Radi
o Link Setup Response」、「Establish Request」、「Establish Confirm」、「Radio L
ink Deletion Request」、「Radio Link Deletion Response」等がある。
【０１１３】
　これらの信号は、移動端末１０の呼処理の過程で発生する信号である(主に基地局と移
動端末１０間のベアラ追加/削除等の制御に使用する)。そのため、移動端末１０の呼処理
とこれらのNBAP信号とを関連付けるために、NBAP信号内の移動端末１０の識別子ＩＤに関
係する情報を特定し、移動端末１０が従属する超小型ＢＴＳ装置３にNBAP信号をルーティ
ングする必要がある。
【０１１４】
　よって、以下に説明する処理内容では、NBAP信号の処理を適切に実現するために、NBAP
信号データ内から移動端末１０の情報を取り出す処理を行っている。
【０１１５】
　図１６Ａ，図１６Ｂは、［（４）超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間のNB
AP処理］における各装置間のシーケンス例を示す図である。
【０１１６】
　図１６Ａは、ＲＮＣ装置１から超小型ＢＴＳ装置３への信号の移動を示す（ＳIIIi～Ｓ
IIIv）。図１６Ｂは、超小型ＢＴＳ装置３からＲＮＣ装置１への信号の移動を示す（ＳII
Ivi～ＳIIIviii）。
【０１１７】
　ＳIIIi：図１６Ａにおいて、ＲＮＣ装置１から送信されたNBAP信号は、超小型ＢＴＳ制
御装置２内のRNC間インタフェースＩＦ２０を通り、NBAP信号処理部２３内のNBAP信号送



(12) JP 5194915 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

受信部２３０で受信し、宛先変更部２３１に送信される。
【０１１８】
　図１７は、NBAP信号のフォーマットイメージであり、超小型ＢＴＳ装置３と超小型ＢＴ
Ｓ制御装置２間の伝送方式がインターネット網１００を介して送受されるＩＰパケットの
場合である。
【０１１９】
　ＳIIIii：ＳIIIiの信号を受信した宛先変更部２３１は、NBAPデータをデコードし、移
動端末１０を特定できる情報を取得し、データ保管部２４の移動端末データベース２４０
から、該当の移動端末１０を抽出する。
【０１２０】
　ＳIIIiii：抽出された移動端末１０の従属している超小型ＢＴＳ装置３のＩＰアドレス
及びポート番号を移動端末データベース２４０から取得する。
【０１２１】
　ＳIIIiv：ＳIIIiiiで取得したNBAP信号のＩＰアドレス及びポート番号に基づき、ＳIII
iiで抽出した超小型ＢＴＳ装置のものに置き換え、Node間インタフェースＩＦ２５を通し
て超小型ＢＴＳ装置３に送信する。
【０１２２】
　ＳIIIv：超小型ＢＴＳ装置３はNode間インタフェースＩＦ３０を通して、ＳIIIiiで取
得した超小型ＢＴＳ装置のものに置き換えられたＩＰアドレス及びポート番号を、NBAP信
号処理部３３のNBAP信号送受信部３３０で受信し、NBAP信号処理部３３１で処理を行う。
【０１２３】
　ＳIIIvi：図１６Ｂに移行して、超小型ＢＴＳ装置３のNBAP処理部３３内のNBAP信号処
理部３３１の処理結果により、NBAP信号処理部３３１は、NBAP信号送受信部３３０を通し
て、超小型ＢＴＳ制御装置２内のNBAP信号処理部２３に対して、NBAP信号を送信する。
【０１２４】
　ＳIIIvii：ＳIIIviで送信されたNBAP信号を受信したNBAP信号処理部３３内の宛先変更
部２３１により、NBAP信号の宛先をＲＮＣ装置１のアドレスに変更する。すなわち、宛先
変更部２３１は超小型ＢＴＳ装置３から受信したNBAP信号の送信元アドレスを超小型ＢＴ
Ｓ制御装置２に、送信先アドレスをＲＮＣ装置１に変更する。これにより、NBAP信号送受
信部２３０を通して送信する。
【０１２５】
　ＳIIIviii：NBAP信号送受信部２３０は、受信したNBAP信号をRNC間インタフェースＩＦ
２０を介して、ＲＮＣ装置１に送信する。
【０１２６】
　上記したように、本発明により、既存のWCDMAシステムに改修を入れることなく、低コ
スト(超小型ＢＴＳ制御装置のみ追加)で、超小型ＢＴＳ装置３を多数収容することが可能
となる。
【０１２７】
　（付記１）
　それぞれ複数の移動端末を収容する複数の基地局と、
　前記複数の基地局のうちの所定数毎の基地局をそれぞれ収容する複数の第１の基地局制
御装置と、
　前記複数の第１の基地局制御装置を収容する第２の基地局制御装置を有し、
　前記複数の第１の基地局制御装置の各々は、移動端末を識別する情報対応に、前記移動
端末が従属する基地局の識別情報を記憶する移動端末データベースと、前記基地局のアド
レスを記憶する局データベースを有する、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【０１２８】
　（付記２）
　請求項１において、
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　前記複数の基地局は、超小型基地局であって、前記複数の第１の基地局制御装置は、超
小型基地局制御装置であり、更に
　前記第２の基地局制御装置は、コアネットワークに接続される、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【０１２９】
　（付記３）
　請求項２において、
　前記移動端末データベースに記憶される移動端末を識別する情報対応に、前記移動端末
が従属する基地局の識別情報は、前記移動端末から前記第２の基地局制御装置に信号が送
信される際の送信データフォーマットに基づき抽出される、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【０１３０】
　（付記４）
　請求項３において、
　前記移動端末から前記第２の基地局制御装置に信号が送信される際、前記第１の基地局
制御装置は、前記基地局と前記第１の基地局制御装置間の伝送方式がＩＰパケットによる
場合、送信元アドレスを前記基地局及び、送信先アドレスを前記第１の基地局制御装置と
し、
　更に、前記第１の基地局制御装置は、送信先アドレスを前記第２の基地局制御装置宛て
に付け替えて、前記基地局から受信したデータを送信する、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【０１３１】
　（付記５）
　数の移動端末を収容する複数の基地局とコアネットワークに接続される一の基地局制御
装置を有する移動通信システムにおいて、前記コアネットワークに接続される一の基地局
制御装置とは別個に設けられ、前記複数の基地局のうちの所定数毎の基地局をそれぞれ収
容する複数の基地局制御装置であって、
　前記複数の基地局制御装置のそれぞれは、前記移動端末を識別する情報対応に、前記移
動端末が従属する基地局の識別情報を記憶する移動端末データベースと、前記基地局のア
ドレスを記憶する局データベースを有する、
　ことを特徴とする基地局制御装置。
【０１３２】
　（付記６）
　請求項５において、
　前記複数の基地局は、超小型基地局であって、前記超小型基地局に対応する超小型基地
局制御装置であることを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３３】
　（付記７）
　請求項６において、
　前記移動端末データベースに記憶される移動端末を識別する情報対応に、前記移動端末
が従属する基地局の識別情報は、前記移動端末から信号が送信される際の送信データフォ
ーマットに基づき抽出される、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３４】
　（付記８）
　請求項７において、
　前記移動端末から前記コアネットワークに接続される一の基地局制御装置に信号が送信
される際、前記基地局との間の伝送方式がＩＰパケットによる場合、送信元アドレスを前
記基地局及び、送信先アドレスを当該基地局制御装置とし、
　更に、当該基地局制御装置は、送信先アドレスを前記コアネットワークに接続される一
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の基地局制御装置宛てに付け替えて、前記基地局から受信したデータを送信する、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３５】
　（付記９）
　請求項８において、
　前記移動端末と前記基地局制御装置及び前記コアネットワーク間に於いて、移動端末と
の呼制御信号を送受信可能な、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３６】
　（付記１０）
　請求項８において、
　前記移動端末と前記基地局制御装置及び前記コアネットワーク間に於いて、移動端末と
のユーザデータ信号を送受信可能な、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３７】
　（付記１１）
　請求項８において、
　前記移動端末と前記基地局制御装置及び前記コアネットワーク間に於いて、超小型基地
局制御装置に従属する移動端末全体に送信する為の報知データを送信可能な、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３８】
　（付記１２）
　請求項８において、
　前記超小型基地局と前記基地局制御装置間に於いて、超小型基地局への基地局制御信号
を送受信可能な、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１３９】
　（付記１３）
　請求項８において、
　前記超小型基地局制御装置に送信されるページング信号を、前記移動端末データベース
を基に、前記超小型基地局に従属する前記移動端末に対してのみ送信するよう、ページン
グ信号を最適化して超小型基地局に送信する、
　ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【０１４０】
　（付記１４）
　請求項１２において、
　前記移動端末データベースに無い移動端末のページング信号があった際は、従属する前
記超小型基地局全てに対し、当該移動端末宛てのページング信号を送信する、
ことを特徴とする超小型基地局制御装置。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】一般的な移動通信システムを示す図である。
【図２】移動通信システムの実施例を示す図である。
【図３Ａ】図２におけるＲＮＣ装置１と超小型ＢＴＳ制御装置２間の接続を示す図である
。
【図３Ｂ】図２における超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間の接続を示す図
である。
【図４Ａ】［（１）移動端末１０からの発信等の呼制御処理］における各装置間のシーケ
ンス例であり、移動端末１０からＲＮＣ装置１への信号の移動を示す図である。
【図４Ｂ】［（１）移動端末１０からの発信等の呼制御処理］における各装置間のシーケ
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【図５】送信される信号のMAC Data PDUのヘッダ形式の例を示す図である。
【図６】図５に示すように６通りのMAC Data PDUのヘッダ形式の使い分けを示す図である
。
【図７】図５のヘッダの構成要素の目的を対応して示す図である。
【図８】MAC Data PDU内の移動端末を特定する情報要素の対応付けを示す図である。
【図９】移動端末データベース２４０の記録フォーマットの一例を示す図である。
【図１０】［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］における各装置間のシーケ
ンス例を示す図である。
【図１１】ページング信号のイメージを示す図である。
【図１２】ソート後のページング信号のイメージを示す図である。
【図１３】ページング信号においてソートされた移動端末ＩＤ（UE-ID）の後ろに未照合
の移動端末ＩＤ（UE-ID）を追加する例を示す図である。
【図１４】超小型ＢＴＳ装置のアドレスに対して未照合の複数の移動端末ＩＤ（UE-ID）
が付加されたフォーマットイメージを示す図である。
【図１５】［（２）移動端末１０へのページング(着信)処理］における各装置間のシーケ
ンス例を示す図である。
【図１６Ａ】［（４）超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間のNBAP処理］にお
ける各装置間のシーケンス例であり、ＲＮＣ装置１から超小型ＢＴＳ装置３への信号の移
動を示す図である。
【図１６Ｂ】［（４）超小型ＢＴＳ制御装置２と超小型ＢＴＳ装置３間のNBAP処理］にお
ける各装置間のシーケンス例であり、超小型ＢＴＳ装置３からＲＮＣ装置１への信号の移
動を示す図である。
【図１７】NBAP信号のフォーマットイメージを示す図である。
【符号の説明】
【０１４２】
ＣＮ　コアネットワーク
１　　基地局制御（ＲＮＣ）装置
２　　超小型基地局制御装置
２０　ＲＮＣ間インフェース
２１　データ処理部
２２　U-Planeデータ処理部
２３　NBAP信号処理部
２４　データ保管部
３　　超小型基地局装置
２５、３０　ノード間インフェース
３１　C-Planeデータ送受信部
３２　U-Planeデータ送受信部
３３  無線処理部
１０　移動端末
１００　ネットワーク網
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