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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置から無線信号を受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された前記無線信号に基づいて前記基地局装置との通信に関す
る情報である通信情報を取得する通信情報取得部と、
　自装置の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部によって取得された前記位置情報と前記通信情報取得部によって取
得された前記通信情報とを無線信号によって前記基地局装置に送信する送信部と、
　を備え、
　前記通信情報取得部は、
　前記受信部によって受信された前記無線信号から前記基地局装置との通信に使用される
周波数チャネルを示す周波数チャネル情報を抽出し、抽出した前記周波数チャネル情報を
前記通信情報として取得し、
　前記送信部によって前記基地局装置に送信された前記位置情報と前記周波数チャネル情
報とは、前記基地局装置によってデータ管理装置に送信され、複数の前記基地局装置のそ
れぞれから送信された前記位置情報と前記周波数チャネル情報とに基づいて前記データ管
理装置が前記基地局装置から送信された無線信号が受信される位置を前記周波数チャネル
情報ごとに特定するために使用される、
　移動局装置。
【請求項２】
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　前記通信情報取得部は、
　前記基地局装置との無線信号による通信における通信品質を測定し、測定した前記通信
品質を示す通信品質情報を前記通信情報として取得する、
　請求項１に記載の移動局装置。
【請求項３】
　前記通信情報取得部は、
　前記通信品質情報が閾値よりも高いと判断した場合には、前記通信品質情報を前記通信
情報として取得せず、
　前記送信部は、
　前記位置情報と前記通信情報とを無線信号によって前記基地局装置に送信しない、
　請求項２に記載の移動局装置。
【請求項４】
　前記通信情報取得部は、
　前記受信部によって前記基地局装置から受信された無線信号の受信電力強度または前記
無線信号の信号対干渉雑音比を前記通信品質として測定する、
　請求項２に記載の移動局装置。
【請求項５】
　前記通信情報取得部は、
　前記受信部によって前記基地局装置から受信された無線信号に含まれるデータ量と前記
無線信号を受信した時刻とを取得し、取得した前記データ量と前記時刻とに基づいて所定
時間あたりのデータ量を受信平均スループットとして算出し、算出した前記受信平均スル
ープットを前記通信品質として測定する、
　請求項２に記載の移動局装置。
【請求項６】
　ユーザから通信品質情報の入力を受け付ける入力部をさらに備え、
　前記通信情報取得部は、
　前記入力部によって前記ユーザから入力が受け付けられた前記通信品質情報を前記通信
情報として取得する、
　請求項１に記載の移動局装置。
【請求項７】
　前記送信部によって前記基地局装置に送信された前記位置情報と前記通信品質情報とは
、前記基地局装置によってデータ管理装置に送信され、複数の前記基地局装置のそれぞれ
から送信された前記位置情報と前記通信品質情報とに基づいて前記データ管理装置が前記
通信品質の低い位置を特定するために使用される、
　請求項２に記載の移動局装置。
【請求項８】
　前記移動局装置が前記位置情報と前記通信情報とのうち少なくともいずれか一方に前記
移動局装置を識別するための情報である移動局識別情報を付加して前記基地局装置に送信
する場合には、前記移動局識別情報が前記基地局装置によって削除されて前記データ管理
装置に送信される、
　請求項７に記載の移動局装置。
【請求項９】
　記憶部と、
　前記送信部によって前記位置情報と前記通信情報とが無線信号によって送信できなかっ
た場合に、前記位置情報と前記通信情報とを前記記憶部に記憶させ、前記基地局装置との
通信が可能になったことを検出した場合に、前記記憶部から前記位置情報と前記通信情報
とを取得する再送信制御部と、
　をさらに備え、
　前記送信部は、
　前記再送信制御部によって取得された前記位置情報と前記通信情報とを無線信号によっ
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て前記基地局装置に送信する、
　請求項１に記載の移動局装置。
【請求項１０】
　前記送信部が前記位置情報と前記通信情報とを無線信号によって前記基地局装置に送信
した場合には、前記移動局装置と前記基地局装置とにおける無線信号による通信のために
前記移動局装置のユーザに課される料金が減額される、
　請求項１に記載の移動局装置。
【請求項１１】
　前記通信情報取得部は、
　前記受信部によって前記基地局装置から受信された無線信号の受信電力強度または前記
無線信号の信号対干渉雑音比を通信品質として測定し、測定した前記通信品質を示す通信
品質情報をさらに取得し、
　前記送信部は、
　前記通信品質情報を無線信号によって前記基地局装置にさらに送信する、
　請求項１に記載の移動局装置。
【請求項１２】
　移動局装置に無線信号を送信する送信部と、
　基地局装置から前記無線信号を受信する受信部と、前記受信部によって受信された前記
無線信号に基づいて前記基地局装置との通信に関する情報である通信情報を取得する通信
情報取得部と、自装置の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置情報
によって取得された前記位置情報と前記通信情報取得部によって取得された前記通信情報
とを無線信号によって前記基地局装置に送信する送信部と、を備え、前記通信情報取得部
は、前記受信部によって受信された前記無線信号から前記基地局装置との通信に使用され
る周波数チャネルを示す周波数チャネル情報を抽出し、抽出した前記周波数チャネル情報
を前記通信情報として取得し、前記送信部によって前記基地局装置に送信された前記位置
情報と前記周波数チャネル情報とは、前記基地局装置によってデータ管理装置に送信され
、複数の前記基地局装置のそれぞれから送信された前記位置情報と前記周波数チャネル情
報とに基づいて前記データ管理装置が前記基地局装置から送信された無線信号が受信され
る位置を前記周波数チャネル情報ごとに特定するために使用される、移動局装置から、前
記無線信号によって前記位置情報と前記通信情報とを受信する受信部と、
　を備える、基地局装置。
【請求項１３】
　基地局装置と移動局装置とを有する無線通信システムであって、
　前記移動局装置は、
　前記基地局装置から無線信号を受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された前記無線信号に基づいて前記基地局装置との通信に関す
る情報である通信情報を取得する通信情報取得部と、
　自装置の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報によって取得された前記位置情報と前記通信情報取得部によって取得され
た前記通信情報とを無線信号によって前記基地局装置に送信する送信部と、
　を備え、
　前記通信情報取得部は、
　前記受信部によって受信された前記無線信号から前記基地局装置との通信に使用される
周波数チャネルを示す周波数チャネル情報を抽出し、抽出した前記周波数チャネル情報を
前記通信情報として取得し、
　前記送信部によって前記基地局装置に送信された前記位置情報と前記周波数チャネル情
報とは、前記基地局装置によってデータ管理装置に送信され、複数の前記基地局装置のそ
れぞれから送信された前記位置情報と前記周波数チャネル情報とに基づいて前記データ管
理装置が前記基地局装置から送信された無線信号が受信される位置を前記周波数チャネル
情報ごとに特定するために使用され、
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　前記基地局装置は、
　前記移動局装置に無線信号を送信する送信部と、
　前記移動局装置から無線信号によって前記位置情報と前記通信情報とを受信する受信部
と、
　を備える、無線通信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置、基地局装置および無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
（セルラー無線通信システムにおけるデータレートの変動）
　セルラー無線通信システム（以下、単に「無線通信システム」とも言う。）でデータ通
信を行う場合、移動局装置（以下、単に「移動局」とも言う。）が位置する場所に応じて
、提供されうる伝送帯域は変動することが通常である。これは、移動局が基地局装置（以
下、単に「基地局」とも言う。）の近傍に位置していれば高い受信ＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ
　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）を期待することができ、１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔ
ｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、６４ＱＡＭなどという高いスル
ープットを提供可能な変調方式を使うことができるのに対し、移動局が基地局から遠い場
所に位置している際には、低い受信ＳＮＲで通信しなければならず、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａ
ｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）やＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐ
ｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）といった低いオーダーの変調方式を使わざるを得
ないためである。このように通信品質が変動する環境において、ユーザにストレスを与え
ないようにするための方法論としては、様々な方法が提案されている。
【０００３】
　例えば、通信を開始するに先立ち、基地局から通信品質確認データが配布され、通信品
質が悪いか否かを通信の事前に判断するといった方法が公開されている（例えば、特許文
献１参照）。また、移動局が自分の位置情報とデータレート推定情報とを基地局との間で
やりとりして、ユーザに対して提供されるデータレートの推定値を表示する方法などが公
開されている（例えば、特許文献２参照）。
 
【０００４】
　このほか、リアルタイム通信時に通信品質が悪くなりそうな場合に、アラーム情報を端
末局に配布するシステムが知られ（例えば、特許文献３参照）、配信要求をリアルタイム
サービスとそうでないものに分類し、ネットワークが配信要求を満たすことが可能である
かを判断する方法（例えば、特許文献４参照）などが知られている。
【０００５】
（セルラー無線通信システムをオペレートする側の考察）
　一方、データ通信の接続サービス提供事業者としては、ユーザが満足するように基地局
を配置することが肝要である。実際の電波伝搬は、シャドウイングと呼ばれる建物などの
影響を大きく受けるため、例えば、等間隔に基地局を配置しても、ユーザが訪れる全ての
エリアに電波を適切に届けることは困難であり、例えば、どの基地局からの信号もうまく
届かない場所や、逆に複数の基地局からの信号が届きすぎてしまい、信号が干渉してしま
う場所が発生してしまうことが多い。サービス提供事業者は、このような場所をなるべく
減らすように基地局を配置していく必要があり、例えば、計算機上で事前に電波の到達具
合をシミュレートし、どこに基地局を配置するかなどを検討する必要がある（例えば、特
許文献５や、特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１２７１０８号公報
【特許文献２】特開２００２－３５３８７６号公報
【特許文献３】特開２００６－３５２６２０号公報
【特許文献４】特表２００８－５３６４０９号公報
【特許文献５】特開２００１－９４５０２号公報
【特許文献６】特表２００４－５１０３７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述のとおり、通信品質が変動する環境においてユーザにストレスを与
えないようにするための方法論は様々な方法が提案されてはいるものの、これらのような
アプローチでは本質的に通信品質を上げることは困難であり、かつ改善につながる度合い
は小さかった。
【０００８】
　また、計算機上で事前に電波の到達具合をシミュレートし、どこに基地局を配置するか
を把握しようとしても、計算機上で出力される計算結果と現実とのギャップが存在するた
め、問題となるエリアは出てきてしまう。さらに、どの場所でユーザが大量のデータ通信
を行うか、といった情報は動的に変動するため、計算機上でのシミュレーションにも限界
がある。
【０００９】
　このように、サービスエリアに穴があるといった問題が発生すると、ユーザは、サービ
ス提供事業者に電話をして、「どこそこではつながりが悪かった」などといったクレーム
をあげるなどし、サービスの改善を求める必要がある。また、サービス提供事業者として
も、わざわざこのようなクレームに対応し、さらにクレームされた内容を実地検証でその
度合いを確認し基地局配置の検討を行う必要があるなど、満足できるサービスエリアの構
築には手間がかかることが多かった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、移動局装置を携帯するユーザがどの場所においてサービスに満足していないかといっ
た情報を、効率的にかつ自動的に抽出することが可能な、新規かつ改良された技術を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、基地局装置から無線信号を受
信する受信部と、受信部によって受信された無線信号に基づいて基地局装置との通信に関
する情報である通信情報を取得する通信情報取得部と、自装置の位置を示す位置情報を取
得する位置情報取得部と、位置情報取得部によって取得された位置情報と通信情報取得部
によって取得された通信情報とを無線信号によって基地局装置に送信する送信部と、を備
える、移動局装置が提供される。
【００１２】
　通信情報取得部は、基地局装置との無線信号による通信における通信品質を測定し、測
定した通信品質を示す通信品質情報を通信情報として取得することとしてもよい。
【００１３】
　通信情報取得部は、通信品質情報が閾値よりも高いと判断した場合には、通信品質情報
を通信情報として取得せず、送信部は、位置情報と通信情報とを無線信号によって基地局
装置に送信しないこととしてもよい。
【００１４】
　通信情報取得部は、受信部によって基地局装置から受信された無線信号の受信電力強度
または無線信号の信号対干渉雑音比を通信品質として測定することとしてもよい。
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【００１５】
　通信情報取得部は、受信部によって基地局装置から受信された無線信号に含まれるデー
タ量と無線信号を受信した時刻とを取得し、取得したデータ量と時刻とに基づいて所定時
間あたりのデータ量を受信平均スループットとして算出し、算出した受信平均スループッ
トを通信品質として測定することとしてもよい。
【００１６】
　移動局装置は、ユーザから通信品質情報の入力を受け付ける入力部をさらに備え、通信
情報取得部は、入力部によってユーザから入力が受け付けられた通信品質情報を通信情報
として取得することとしてもよい。
【００１７】
　送信部によって基地局装置に送信された位置情報と通信品質情報とは、基地局装置によ
ってデータ管理装置に送信され、複数の基地局装置のそれぞれから送信された位置情報と
通信品質情報とに基づいてデータ管理装置が通信品質の低い位置を特定するために使用さ
れることとしてもよい。
【００１８】
　移動局装置が位置情報と通信情報とのうち少なくともいずれか一方に移動局装置を識別
するための情報である移動局識別情報を付加して基地局装置に送信する場合には、移動局
識別情報が基地局装置によって削除されてデータ管理装置に送信されることとしてもよい
。
【００１９】
　移動局装置は、記憶部と、送信部によって位置情報と通信情報とが無線信号によって送
信できなかった場合に、位置情報と通信情報とを記憶部に記憶させ、基地局装置との通信
が可能になったことを検出した場合に、記憶部から位置情報と通信情報とを取得する再送
信制御部と、をさらに備え、送信部は、再送信制御部によって取得された位置情報と通信
情報とを無線信号によって基地局装置に送信することとしてもよい。
【００２０】
　送信部が位置情報と通信情報とを無線信号によって基地局装置に送信した場合には、移
動局装置と基地局装置とにおける無線信号による通信のために移動局装置のユーザに課さ
れる料金が減額されることとしてもよい。
【００２１】
　通信情報取得部は、受信部によって受信された無線信号から基地局装置との通信に使用
される周波数チャネルを示す周波数チャネル情報を抽出し、抽出した周波数チャネル情報
を通信情報として取得することとしてもよい。
【００２２】
　通信情報取得部は、受信部によって基地局装置から受信された無線信号の受信電力強度
または無線信号の信号対干渉雑音比を通信品質として測定し、測定した通信品質を示す通
信品質情報をさらに取得し、送信部は、通信品質情報を無線信号によって基地局装置にさ
らに送信することとしてもよい。
【００２３】
　送信部によって基地局装置に送信された位置情報と周波数チャネル情報とは、基地局装
置によってデータ管理装置に送信され、複数の基地局装置のそれぞれから送信された位置
情報と周波数チャネル情報とに基づいてデータ管理装置が基地局装置から送信された無線
信号が受信される位置を周波数チャネル情報ごとに特定するために使用されることとして
もよい。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、移動局装置を携帯するユーザがどの場所において
サービスに満足していないかといった情報を、効率的にかつ自動的に抽出することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】同実施形態に係る周波数リソースの利用例を示す図である。
【図３】同実施形態に係る基地局が送信する信号種別についてまとめた図である。
【図４】弱信号エリアとセル干渉エリアについて説明するための図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る移動局のハードウェア構成について示す図である。
【図６】同実施形態に係る移動局の機能構成について示す図である。
【図７】同実施形態に係る基地局のハードウェア構成について示す図である。
【図８】同実施形態に係る基地局の機能構成について示す図である。
【図９】同実施形態に係る移動局において実行される処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図１０】セッション開始から終了までの処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】データ管理装置が存在する無線通信システムの構成例を示す図である。
【図１２】パケットの構成例について示す図である。
【図１３】中継局が存在する無線通信システムの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１実施形態
　　１－１．　本実施形態に係る無線通信システムの概要
　　１－２．　弱信号エリアとセル干渉エリア
　　１－３．　移動局のハードウェア構成例
　　１－４．　移動局の機能構成例
　　１－５．　基地局のハードウェア構成例
　　１－６．　基地局の機能構成例
　　１－７．　移動局における処理（通信品質の測定と通達）
　　１－８．　移動局における処理のその他の例
　　１－９．　セッションに関する説明
　　１－１０．移動局における処理（利用周波数チャネルの測定と通達）
　　１－１１．ネットワーク側における処理（通信品質の集計）
　　１－１２．ネットワーク側における処理（利用周波数チャネルの測定と通達）
　　１－１３．課金とのリンク
　２．変形例
　３．まとめ
【００２８】
　＜１．第１実施形態＞
　［１－１．　本実施形態に係る無線通信システムの概要］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図１
に示すように、移動局１００が、ビルの屋上などに設置された基地局２００と無線にて通
信を行い、基地局２００が外部のネットワーク４０との接続を行うようなシステムは、セ
ルラー無線通信システムとして知られている。いわゆる携帯電話システムなどはこのシス
テムの一例である。
【００２９】
　無線通信システム１においては、サービス提供事業者が基地局２００を多数設置し、移
動局１００がどこに存在していてもいずれかの基地局２００と接続できるようにサービス
エリアを展開する。図１はこの様子を示している。図１において、サービスエリア２０は
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、基地局２００と通信を行うことが想定されているエリアを示している。このように、基
地局２００がサービスを提供することができるエリアはセルなどと呼ばれる。移動局１０
０は、例えば、サービスエリア２０Ｅ内に位置するときは基地局２００Ｅと接続を行い、
サービスエリア２０Ｄに位置するときには基地局２００Ｄと接続を行う。このように、移
動局１００の位置する場所に応じて接続する基地局２００を変更することで、移動局１０
０が移動した場合であっても基地局２００との接続がとぎれないようになっている。
【００３０】
　このようなシステムにおいては、例えば、サービスエリア２０の端のあたりでは、移動
局１００は複数の基地局２００からの信号を受信できる。そのために、同じ周波数チャネ
ルを使用する各基地局２００からサービスが提供されるサービスエリア２０同士が重なら
ないように各基地局２００を配置することがある。この例について図２を用いて説明する
。
【００３１】
　図２は、周波数リソースの利用例を示す図であり、サービス提供事業者に割り当てられ
た周波数リソースがどのように利用されるかを模式的に示した図である。多くの無線通信
システム１においては、別々の周波数帯を上りチャネル（移動局１００から基地局２００
方向のチャネル）と下りチャネル（基地局２００から移動局１００方向のチャネル）に割
り当てるＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）と呼ばれる方
式が採用されている。さらに、上りチャネル、下りチャネルは、共にさらに細分化され、
ある基地局２００ではその一部のみが利用されるよう周波数チャネルが配分される。この
ように、同一の周波数帯域が隣接する基地局２００で利用されないように基地局２００を
計画的に配置することで、混信などが発生しないように制御されている。
【００３２】
　無線通信システム１に関する情報は、例えば、桑原守二監修“ディジタル移動通信”Ｉ
ＳＢＮ－４－９０５５７７－２６－８などに詳しく記されているので、詳細はこれら文献
を参照していただきたい。基地局２００は、予め当該基地局２００での利用が定められた
周波数帯において、移動局１００との通信に必要な信号を送受信している。
【００３３】
　図３は、基地局が送信する信号種別についてまとめた図である。基地局２００は、まず
、移動局１００に対して、基地局２００が存在する旨、ならびに基地局２００の基準時刻
を知らせる目的で、同期信号を定期的に送信している。移動局１００は、この同期信号を
受信することにより、周囲に基地局２００がいることを検出し、さらにどのタイミングで
信号を受信すると制御信号を受信できるかなどの情報を抽出する。
【００３４】
　基地局２００は、さらに、リファレンス信号を既知のパタンで定期的に送信しており、
リファレンス信号は、情報が変調されたシンボルの伝送路推定などに用いられる。基地局
２００は、このほか、制御情報を移動局１００に通達するための制御チャネルを送信して
いる。制御チャネルは、同期信号により得られたタイミング情報とリファレンス信号によ
り得られる伝送路推定結果とを頼りに復調・受信が可能な信号である。移動局１００は、
この制御チャネルを受信することにより、基地局２００の概要情報などを抽出することが
できる。
【００３５】
　制御チャネルとしては、複数種の制御チャネルが定義されており、移動局１００は、ま
ず、制御形式識別チャネルを受信することにより、当セルにおいては制御チャネルがどの
周波数帯域でどのタイミングで送信されてくるのかといった基本情報を入手する。移動局
１００は、この基本情報に基づき、下り制御チャネルを受信する。これにより、移動局１
００は、システム・パラメタなどを得て、当該基地局２００と通信が可能か、通信を行う
べきか、などを判断する。移動局１００は、当該基地局２００と実際に通信を行う場合に
は、トラヒックチャネルの割り当て要求を基地局２００に通達し、基地局２００からトラ
ヒックチャネルが割り当てられることになる。
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【００３６】
　このような無線通信システム１において使用される信号フォーマットなどについては、
例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）や、３ＧＰＰ
　ＴＳ　３６．２１３　（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐ
ｒｏｊｅｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ）などに詳しく記されているので、詳細はこれら
の文献を参照していただきたい。
【００３７】
　［１－２．　弱信号エリアとセル干渉エリア］
　図４は、弱信号エリアとセル干渉エリアについて説明するための図である。前述したよ
うに、データ通信の接続サービス提供事業者としては、ユーザが満足するように基地局２
００を配置することが肝要である。実際の電波伝搬は、シャドウイングと呼ばれる建物な
どの影響を大きく受けるため、例えば、等間隔に基地局２００を配置しても、ユーザが訪
れる全てのエリアに電波を適切に届けることは困難であり、例えば、どの基地局２００か
らの信号もうまく届かない場所（例えば、図４に示した弱信号エリア２１）や、逆に複数
の基地局２００からの信号が届きすぎてしまい、信号が干渉してしまう場所（例えば、図
４に示したセル間干渉エリア２２）が発生してしまうことが多い。サービス提供事業者は
、このような場所をなるべく減らすように基地局２００を配置していく必要がある。
【００３８】
　［１－３．　移動局のハードウェア構成例］
　図５は、本実施形態に係る移動局のハードウェア構成について示す図である。図５を用
いて、本実施形態に係る移動局のハードウェア構成について説明する。移動局１００は、
典型的には携帯電話端末のような形状が想定されるが、携帯電話端末に限定されるもので
はない。移動局１００は、無線信号処理部７３０を備えている。無線信号処理部７３０は
、基地局２００との通信を行うための信号処理や、どの基地局２００、どの事業者のネッ
トワークと接続するかなどといった、通信を行うために必要な信号処理を行うモジュール
である。このモジュールで処理された信号は、アンテナ７１０を介して通信相手である基
地局２００と送受信される。
 
【００３９】
　移動局１００は、不揮発性メモリ７６０を備えている。移動局１００には、さらに、Ｃ
ＰＵ７４０が搭載されており、無線信号処理部７３０を介して送受信された信号や不揮発
性メモリ７６０から取り出された信号は、このＣＰＵ７４０においてディジタル信号処理
が施され、例えば、画像情報などの様々な形に加工された信号として取り扱われる。この
信号は、出力装置７８０から出力（ディスプレイからの出力やスピーカからの出力など）
がなされる。また、入力装置７７０（入力ボタン、テンキー、タッチパネルなど）を介し
て、ユーザからの指示の入力を受け付け、その指示に応じてＣＰＵ７４０が不揮発性メモ
リ７６０に記憶されているプログラムをＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）７５０に展開して実行することも可能である。また、ユーザからの指示に応じてＣ
ＰＵ７４０が不揮発性メモリ７６０に記憶されているアプリケーションをＲＡＭ７５０に
展開して実行したり、通信を開始させたり終了させたりすることができる。
【００４０】
　移動局１００は、位置情報を取得できるハードウェア構成を備えることとしてもよい。
しかし、移動局１００がどのような手法で位置情報を取得するかについては限定されない
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。例えば、ＧＰＳレシーバのような装置を搭載することで位置情報を取得することとして
もよいし、セルラー無線通信システムの信号を用いて位置を特定する方法（例えば、特表
２００４－５３２５７６号公報参照）や、基地局２００から送信される無線信号に含まれ
る基地局識別情報によって位置を特定する方法、これらを組み合わせた方法によって移動
局１００の位置を推測することとしてもよい。位置情報取得手段によって、移動局１００
は、現時点の位置情報を入手することが可能である。
【００４１】
　［１－４．移動局の機能構成例］
　図６は、本実施形態に係る移動局の機能構成について示す図である。図６を用いて、本
実施形態に係る移動局の機能構成について説明する。図６に示すように、移動局１００は
、受信部１１０、制御部１２０、送信部１３０、入力部１４０、記憶部１５０、出力部１
６０などを備える。
【００４２】
　受信部１１０は、基地局２００から無線信号を受信する機能を有するものである。例え
ば、アンテナなどによって構成されるものであり、受信部１１０を構成するアンテナは、
送信部１３０を構成するアンテナと同一のものであってもよいし、別個のものであっても
よい。
【００４３】
　制御部１２０は、通信情報取得部１２１、位置情報取得部１２２、再送信制御部１２３
などを備えるものである。また、制御部１２０は、移動局１００が有する各機能ブロック
の動作を制御する機能を有するものである。制御部１２０は、例えば、ＣＰＵなどによっ
て構成されるものであり、不揮発性メモリによって記憶されているプログラムがＣＰＵに
よってＲＡＭに展開され、ＲＡＭに展開されたプログラムがＣＰＵによって実行されるこ
とによってその機能が実現されるものである。
【００４４】
　送信部１３０は、無線信号を送信する機能を有するものである。送信部１３０は、例え
ば、アンテナなどによって構成されるものであり、送信部１３０を構成するアンテナは、
受信部１１０を構成するアンテナと同一のものであってもよいし、別個のものであっても
よい。
【００４５】
　記憶部１５０は、データを記憶する機能を有するものである。記憶部１５０は、データ
を記憶する機能を有するものであれば、そのハードウェア構成は特に限定されるものでは
ないが、例えば、不揮発性メモリなどによって構成されるものである。
【００４６】
　出力部１６０は、音声データや画像データに基づいて音声や画像などを出力する機能を
有するものである。出力部１６０は、例えば、スピーカ、ディスプレイ装置などによって
構成されるものである。
【００４７】
　通信情報取得部１２１は、受信部１１０によって受信された無線信号に基づいて基地局
２００との通信に関する情報である通信情報を取得する機能を有する。通信情報には様々
なものが想定される。通信情報取得部１２１は、例えば、基地局２００との無線信号によ
る通信における通信品質を測定し、測定した通信品質を示す通信品質情報を通信情報とし
て取得することとしてもよい。また、通信情報取得部は、例えば、受信部１１０によって
受信された無線信号から基地局２００との通信に使用される周波数チャネルを示す周波数
チャネル情報を抽出し、抽出した周波数チャネル情報を通信情報として取得することとし
てもよい。
【００４８】
　位置情報取得部１２２は、自装置の位置を示す位置情報を取得する機能を有するもので
ある。前述したように、位置情報の取得の仕方は特に限定されるものではない。位置情報
取得部１２２は、例えば、ＧＰＳレシーバのような装置を搭載することで位置情報を取得
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することとしてもよいし、セルラー無線通信システムの信号を用いて位置を特定する方法
や、基地局２００から送信される無線信号に含まれる基地局識別情報によって位置を特定
する方法、これらを組み合わせた方法によって移動局１００の位置を推測することとして
もよい。送信部１３０は、位置情報取得部１２２によって取得された位置情報と通信情報
取得部１２１によって取得された通信情報とを無線信号によって基地局２００に送信する
。
【００４９】
　通信情報取得部１２１は、通信品質情報が閾値よりも高いと判断した場合には、通信品
質情報を通信情報として取得せず、送信部１３０は、位置情報と通信情報とを無線信号に
よって基地局２００に送信しないこととしてもよい。
【００５０】
　通信品質には様々なものが想定される。通信情報取得部１２１は、例えば、受信部１１
０によって基地局２００から受信された無線信号の受信電力強度または無線信号の信号対
干渉雑音比を通信品質として測定することとしてもよい。また、通信情報取得部１２１は
、受信部１１０によって基地局２００から受信された無線信号に含まれるデータ量と無線
信号を受信した時刻とを取得し、取得したデータ量と時刻とに基づいて所定時間あたりの
データ量を受信平均スループットとして算出し、算出した受信平均スループットを通信品
質として測定することとしてもよい。
【００５１】
　通信品質情報は、実際に通話を行ったユーザから入力されることとしてもよい。入力部
１４０は、ユーザから通信品質情報の入力を受け付ける機能を有するものである。通信情
報取得部１２１は、入力部１４０によってユーザから入力が受け付けられた通信品質情報
を通信情報として取得することとしてもよい。
【００５２】
　送信部１３０によって位置情報と通信情報とが無線信号によって送信できない場合も想
定される。その場合には、再送信制御部１２３は、位置情報と通信情報とを記憶部１５０
に記憶させ、基地局２００との通信が可能になったことを検出した場合に、記憶部１５０
から位置情報と通信情報とを取得することとすればよい。送信部１３０は、再送信制御部
１２３によって取得された位置情報と通信情報とを無線信号によって基地局２００に送信
する。
【００５３】
　通信情報取得部１２１は、受信部１１０によって基地局２００から受信された無線信号
の受信電力強度または無線信号の信号対干渉雑音比を通信品質として測定し、測定した通
信品質を示す通信品質情報をさらに取得することとしてもよい。その場合には、送信部１
３０は、通信品質情報を無線信号によって基地局２００にさらに送信することとしてもよ
い。
【００５４】
　送信部１３０によって基地局２００に送信された位置情報と通信品質情報とは、基地局
２００によってネットワーク４０を介してデータ管理装置４００に送信されることとして
もよい。その場合には、例えば、データ管理装置４００は、複数の基地局２００のそれぞ
れから送信された位置情報と通信品質情報とに基づいて通信品質の低い位置を特定するた
めに使用することとしてもよい。
【００５５】
　移動局１００が位置情報と通信情報とのうち少なくともいずれか一方に移動局１００を
識別するための情報である移動局識別情報を付加して基地局２００に送信する場合には、
移動局識別情報が基地局２００によって削除されてデータ管理装置４００に送信されるこ
ととしてもよい。
【００５６】
　また、後述するように、サービス提供事業者は、通信情報を報告する移動局１００に対
しては、通信料金を割り引くなどのインセンティブをユーザに与えることにより、ユーザ
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からの情報の提供を促進することができる。すなわち、送信部１３０が位置情報と通信情
報とを無線信号によって基地局２００に送信した場合には、移動局１００と基地局２００
とにおける無線信号による通信のために移動局１００のユーザに課される料金が減額され
ることとしてもよい。また、料金の算出や減額は、料金算出装置によって行われることと
してもよい。
【００５７】
　送信部１３０によって基地局２００に送信された位置情報と周波数チャネル情報とは、
基地局２００によってネットワーク４０を介してデータ管理装置４００に送信されること
としてもよい。その場合には、データ管理装置４００は、複数の基地局２００のそれぞれ
から送信された位置情報と周波数チャネル情報とに基づいて、基地局２００から送信され
た無線信号が受信される位置を周波数チャネル情報ごとに特定することとしてもよい。
【００５８】
　［１－５．基地局のハードウェア構成例］
　図７は、本実施形態に係る基地局のハードウェア構成について示す図である。図７を用
いて、本実施形態に係る基地局のハードウェア構成について説明する。基地局２００は、
無線信号処理部８３０を備えている。無線信号処理部８３０は、移動局１００との通信を
行うための信号処理を行うモジュールである。このモジュールで処理された信号は、アン
テナ８１０を介して通信相手である移動局１００と送受信される。
【００５９】
　基地局２００は、ＲＡＭ８５０、不揮発性メモリ８６０などを備えている。基地局２０
０には、さらに、ＣＰＵ８４０が搭載されており、ＣＰＵ８４０が不揮発性メモリ８６０
に記憶されているプログラムをＲＡＭ８５０に展開して実行することも可能である。
【００６０】
　基地局２００は、さらに通信装置８９０を備えている。通信装置８９０は、ネットワー
ク４０と接続されており、通信装置８９０は、ネットワーク４０を経由してデータ管理装
置４００と通信を行うことが可能である。その他、通信装置８９０は、ネットワーク４０
に接続された他の装置とネットワーク４０を介して通信を行うことが可能である。
【００６１】
　［１－６．基地局の機能構成例］
　図８は、本実施形態に係る基地局の機能構成について示す図である。図８を用いて、本
実施形態に係る基地局の機能構成について説明する。図８に示すように、基地局２００は
、受信部２１０、制御部２２０、送信部２３０、記憶部２５０、通信部２７０などを備え
る。
【００６２】
　受信部２１０は、移動局１００から無線信号によって位置情報と通信情報とを受信する
機能を有するものである。受信部２１０は、例えば、アンテナなどによって構成されるも
のであり、受信部２１０を構成するアンテナは、送信部２３０を構成するアンテナと同一
のものであってもよいし、別個のものであってもよい。
【００６３】
　制御部２２０は、受信部２１０によって受信された無線信号から位置情報と通信情報と
を取得し、取得した位置情報と通信情報とを通信部２７０に出力する機能を有する。制御
部２２０は、基地局２００が有する各機能ブロックの動作を制御する機能を有するもので
ある。制御部２２０は、例えば、ＣＰＵなどによって構成されるものであり、不揮発性メ
モリによって記憶されているプログラムがＣＰＵによってＲＡＭに展開され、ＲＡＭに展
開されたプログラムがＣＰＵによって実行されることによってその機能が実現されるもの
である。
【００６４】
　送信部２３０は、移動局１００に無線信号を送信する機能を有するものである。送信部
２３０は、例えば、アンテナなどによって構成されるものであり、送信部２３０を構成す
るアンテナは、受信部２１０を構成するアンテナと同一のものであってもよいし、別個の
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ものであってもよい。
【００６５】
　記憶部２５０は、データを記憶する機能を有するものである。記憶部２５０は、例えば
、不揮発性メモリなどによって構成されるものである。
【００６６】
　通信部２７０は、ネットワーク４０を介してネットワーク４０に接続された他の装置と
通信を行う機能を有するものである。通信部２７０は、例えば、制御部２２０から出力さ
れた位置情報と通信情報とをネットワークを介してデータ管理装置４００に送信する。通
信部２７０は、例えば、通信装置などによって構成されるものである。
【００６７】
　［１－７．移動局における処理（通信品質の測定と通達）］
　図９は、移動局において実行される処理の流れを示すフローチャートである。図９を参
照して、移動局１００において実行される処理の流れについて説明する。移動局１００が
アプリケーションを起動するなどし、通信を行う試みがなされると、アプリケーションの
通信状況に対するモニタを開始する（ステップＳ１０１）。このモニタは、無線通信手順
にて行われることとしてもよいし、ＣＰＵ７４０で行われることとしてもよい。このモニ
タにより監視される通信品質の項目としては、下記（１）～（７）に示すようなものが想
定される。
【００６８】
　（１）基地局２００からの送信信号の受信強度または受信ＳＩＮＲ
　（２）基地局２００との間の通信に用いられた伝送レート
　（３）移動局１００における送信バッファ量（送信待ちデータ量）
　（４）移動局１００から送信されるデータの流量（平均送信スループット）
　（５）基地局２００から伝送されるデータの流量（平均受信スループット）
　（６）アプリケーションのタスクが待ち状態が通信待ち状態である状態の時間（データ
伝送がボトルネックとなっている時間に相当）
　（７）アプリケーションがバッファアンダーフローを発生した回数（アプリケーション
に支障をきたした回数に相当）
【００６９】
　アプリケーションが起動している間、このモニタは上記の通信品質の測定を行い（通信
状況の監視を続け）、アプリケーションが終了するなどして通信が終了すると、当該通信
の品質が集計され、通信品質情報が取得される（ステップＳ１０２）。なお、アプリケー
ションの終了には、ユーザからの強制終了コマンドなどにより終了する場合も含まれる。
通信品質の集計は、例えば、アプリケーションのセッション切断がトリガとなる。
【００７０】
　その後、移動局１００は、取得した通信品質情報（集計された通信品質）を、所定の閾
値と比較し、通信品質が閾値を下回った場合には（ステップ１０３で「Ｙｅｓ」）、当該
場所における通信品質が不十分であったとみなし、位置情報を取得し（ステップＳ１０４
）、現時点の時刻情報を取得し（ステップＳ１０５）、測定した通信品質の測定結果をデ
ータとしてとりまとめ、位置情報、時刻情報に測定結果を付加して、測定結果として基地
局２００に通達する（ステップＳ１０６）。ここでは、通信品質情報の通達は通信品質が
不十分であった場合にのみ行われる場合を例にとって説明するが、通信品質情報の通達は
、通信品質が十分であったか否かに関わらずセッション毎に行われる場合もある。時刻情
報には、セションの開始時刻と終了時刻が記載される場合がある。時刻情報は、例えば、
データ管理装置４００にてデータを集計する際に使用される。
【００７１】
　以上の説明では、移動局１００がアプリケーションを起動したときに、基地局２００と
通信を行うことができる場合を想定したが、移動局１００が基地局２００の電波を捉えら
れない場所にいる場合も想定される。その場合には、この情報を基地局２００に即座に伝
えることはできない。このように、移動局１００が測定結果を通達しようとしたものの基
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地局２００との間で通信リンクを設立できなかった場合には、上記測定結果を記録してお
き、後に基地局２００と通信リンクが設立できる状況になったときに、記録しておいた上
記測定結果を基地局２００へと通達することとしてもよい。
【００７２】
　このように、移動局１００において測定された通信品質情報を基地局２００側に通達す
ることによって、基地局２００側では、どの場所で通信品質が悪いと認識されているかに
関する情報を自動的に入手することが可能となる。
【００７３】
　［１－８．　移動局における処理のその他の例］
　上記の説明においては、通信品質が十分であったか否かは、上記（１）～（７）で示し
たパラメタのいずれかを所定の閾値と比較した結果により判断される（ステップＳ１０３
）こととしたが、このほか、所望の通信品質を満たしているかの判断基準は、移動局１０
０からユーザに対して、通信品質が満足できたか否かを問いかけ、ユーザから入力された
結果に基づいて決定されることとしてもよい。この場合、移動局１００は、セション終了
時に出力装置７８０から、ユーザに対して、今回のセションが満足できるものであったか
否かを問いかける表示などを行う。これに対して、ユーザの感じた通信品質の満足度が入
力装置７７０を介してユーザから入力される。この満足度が通信品質情報として採用され
、上記と同様の形式で測定結果として基地局２００に通達されることとしてもよい。
【００７４】
　また、このほか、通信品質情報と閾値と比較した結果ではなく、測定した品質が良いも
のであるか否かによらずに、通信品質情報を基地局２００に送信することとしてもよい。
その場合には、通信品質情報と閾値とを比較する処理を省略することも可能である。基地
局２００への送信対象を通信品質情報と閾値と比較した結果とするか、ユーザによって入
力された通信品質情報とするか、測定結果して得られた通信品質情報とするかについては
、基地局２００から移動局１００に対して指示することが可能であるとこととしてもよい
。
【００７５】
　［１－９．　セッションに関する説明］
　図１０は、セッション開始から終了までの処理の流れを示すフローチャートである。図
１０を参照して、移動局によるセッションの開始から終了までの処理の流れについて説明
する。
【００７６】
　上記の説明におけるセッションは、アプリケーションの起動または再開により開始し、
アプリケーションの完了あるいは中断によって終了する。アプリケーションが起動される
と、まず、このアプリケーションにかかわるセションが開始（設立）される（ステップＳ
２０１）。この設立されたセションで所望のアプリケーション・データの送受信が行われ
（ステップＳ２０２）、得られたデータに基づいてアプリケーションが動作などを行う（
ステップＳ２０３）。
【００７７】
　アプリケーションによる動作がここで既に完了すれば（ステップＳ２０４で「Ｙｅｓ」
）、当該アプリケーションにかかわるセションは閉じられて終了となる（ステップＳ２０
６）。一方、アプリケーションによる動作が完了しなかった場合には（ステップＳ２０４
で「Ｎｏ」）、アプリケーションの中断やタイムアウトなどが発生しない限り（ステップ
Ｓ２０５で「Ｎｏ」）、データの転送（ステップＳ２０２）とアプリケーションの動作（
ステップＳ２０３）が繰り返されることとなる。一方、アプリケーションの中断やタイム
アウトなどが発生した場合には（ステップＳ２０５で「Ｙｅｓ」）、アプリケーション自
体が終了していなくてもセションは一度閉じられて終了となる（ステップＳ２０６）。
【００７８】
　［１－１０．移動局における処理（利用周波数チャネルの測定と通達）］
　移動局１００は、アプリケーションの通信状況を監視するモニタを起動すると、上記に
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記した処理のほかに、当該場所にて利用されている周波数資源の情報を抽出して通信品質
情報の一部として通達する場合もある。
【００７９】
　図２などを使って説明したように、セルラーシステムにおいては、隣接する基地局２０
０の間では異なる周波数チャネルが利用されるが、時として遠くの基地局２００の信号も
受信することができてしまうが故にセル間干渉が発生する場合がある。本実施形態におい
ては、通信状況の監視モニタ起動に伴いセル間干渉などが発生しているか否かを測定する
わけである。
【００８０】
　移動局１００は、通信を行う基地局２００との間で通信状態を保ちながら、他の基地局
２００の同期信号の受信を試みて、周辺の基地局２００の存在を確認する。各基地局２０
０は自局のタイミング情報を報知するための同期信号を送信しているため、移動局１００
が信号を受信できる範囲に基地局２００が存在する場合には、移動局１００はその基地局
２００を発見することができる。移動局１００は、周辺の基地局２００の同期信号を受信
できた場合には、さらに同期信号を基準とする予め定められた時刻で送信されてきている
各種制御信号をデコードし、当該基地局２００が利用している周波数チャネル情報を入手
する。さらに、移動局１００は、受信信号のうち特定の周辺の基地局２００から送信され
てきていると特定できる信号（例えば、同期信号や制御信号など）を取り出して、当該基
地局２００から送信されてくる信号の受信電力強度を測定する。
【００８１】
　移動局１００は、図９に示したような手順に基づき、通信品質情報を基地局２００に対
して送信する際に、上記の手順で入手した周辺の基地局２００で利用している周波数チャ
ネルの情報と当該基地局２００からの受信電力強度情報を付加して通達する。このような
情報を基地局２００に伝達することによって、基地局２００側では、どの場所で周辺の基
地局２００（や後述する中継局３００）の信号が受信されており、干渉元となりうるのか
といった情報を自動的に入手することが可能となる。
【００８２】
　［１－１１．ネットワーク側における処理（通信品質の集計）］
　上記の手順によって通信品質情報が移動局１００から基地局２００へと伝達されると、
基地局２００は多数の移動局１００から通達されたこれらの情報を集計すべくデータを処
理する。
【００８３】
　図１１に示したように、基地局２００は、通信品質情報を取りまとめるデータ管理装置
４００へと接続されており、データ管理装置４００は、複数の基地局２００から集められ
た不特定多数の移動局１００から通達された通信品質情報を集計する。集計は、通信品質
情報に含まれている場所情報をインデックスとして行われ、主にどの場所においてユーザ
の通信品質が低下しがちであるかをとりまとめる。サービス提供事業者は、この情報をも
とに、今後どの場所に新たな基地局２００（や後述する中継局３００、説明の簡略化のた
め基地局２００と呼ぶが中継局３００も含まれる）を配置すべきかを判断し、必要に応じ
て新規に基地局２００を設置する。
【００８４】
　なお、新たに基地局２００が設置されたり、基地局２００における送信電力や基地局２
００で利用する周波数帯域幅を変更したりした場合、当該基地局２００が担当するエリア
に属する場所における通信品質情報の集計は一度リセットし、新規のセル構成における通
信品質の集計を新たにスタートさせる。
【００８５】
　移動局１００と基地局２００の間でやりとりされる通信品質情報がパケット化されてい
る場合には、図１２に示したように、データ部（通信品質情報）に第１ヘッダ部が付加さ
れており、当該ヘッダには移動局１００を識別するコード（移動局識別情報）が含まれて
いる。基地局２００は、この情報をデータ管理装置４００に転送するに先立ち、第１ヘッ
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ダ部から移動局識別情報を取り除いた新たなヘッダ情報（第２ヘッダ部）を生成する。基
地局２００は、第２ヘッダ部をデータ部（通信品質情報）に付加した状態でデータ管理装
置４００に情報を転送する。このようにすることで、データ管理装置４００へと転送され
る通信品質情報から移動局１００やユーザを特定できなくなり、データ管理装置４００に
おいてどの移動局１００がいつどこに居たかを特定できないようにする。
【００８６】
　［１－１２．ネットワーク側における処理（利用周波数チャネルの測定と通達）］
　移動局１００から報告される通信品質情報に周辺の基地局２００で利用している周波数
チャネルの情報や当該基地局２００からの受信電力強度情報が含まれている場合、上記し
たデータ管理装置４００では、不特定多数の移動局１００から通達された周波数チャネル
の利用状況などを同様に集計し、どの場所において利用周波数チャネルが移動局１００に
認識されているかをとりまとめる。この情報をもとに、どの基地局２００においてどの周
波数チャネルを利用すべきかを判断することができ、必要に応じて基地局２００で利用す
る周波数チャネルを変更したりする。
【００８７】
　なお、新たに基地局２００が設置されたり、基地局２００における送信電力や基地局２
００で利用する周波数帯域幅を変更したりした場合、当該基地局２００が担当するエリア
に属する場所における集計情報は一度リセットし、新規のセル構成における通信品質の集
計を新たにスタートさせる。
【００８８】
　［１－１３．課金とのリンク］
　上記の通信品質情報（または周波数チャネル情報）の報告は、サービス提供事業者にと
ってみると重要な情報であり、できるだけ広くの移動局１００から情報を収集したいと考
えるが、移動局１００のユーザによってはこの報告を行いたくないと思うものがいるかも
しれない。そこで、サービス提供事業者は、通信品質情報（または周波数チャネル情報）
を報告する移動局１００に対しては、通信料金を割り引くなどのインセンティブをユーザ
に与えることにより、ユーザからの情報の提供を促進することができる。すなわち、移動
局１００によって、通信品質情報（または周波数チャネル情報）の通達を行うものと行わ
ないものが存在するが、通信品質情報（または周波数チャネル情報）を通達する移動局１
００に対しては、基地局２００との接続料金を割り引くというものである。通達１件ごと
に割り引くといった形態も考慮されるべきである。また、このような料金を算出する料金
算出装置を提供することも可能である。
【００８９】
　このほか、図９のステップＳ１０３の判断で利用した閾値を複数用意し、ユーザの料金
プランに応じて、判断に用いる閾値を変更する場合もある。この場合、料金プランが高額
であればあるほど、閾値が高く設定され、より高いスループットで通信が行われないと品
質が不十分であると判断されるようバイアスされることになる。
【００９０】
　＜２．変形例＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９１】
　例えば、上記の説明においては、無線通信システム１の移動局１００は、基地局２００
とのみ通信することを例示して説明してきたが、本実施形態が想定する無線通信システム
１はこれに限定されることはなく、基地局２００のカバーするサービスエリア２０を延長
するなどの目的で中継局３００が設置される場合においても同様の方法が用いられる。図
１３を用いて、中継局３００が存在する形態について説明する。
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　基地局２００Ａは、任意の移動局１００Ａと接続して通信路を提供すると同時に、中継
局３００Ａとも接続し、中継局３００Ａとの間でも通信路を提供する。中継局３００Ａは
、自身が通信セッションのエンドポイントとして動作することがあるかもしれないが、そ
れに加えて、他の移動局１００Ｂと接続し通信路を提供する。このような形態をとること
で、移動局１００Ｂは、中継局３００Ａを介して基地局２００Ａとの間で通信を行うこと
が可能となる。この場合、中継局３００Ａは、移動局１００Ｂに対してはあたかも自身が
基地局２００Ａであるかのように振る舞い、基地局２００Ａが送信する同期信号や制御信
号などを送信する。これを受信した移動局１００Ｂは、中継局３００Ａを基地局２００と
認識して通信路を設定する。
【００９３】
　したがって、中継局３００が介在する無線通信システム１においては、本実施形態にお
いて説明してきた「基地局２００」を「中継局３００」と置き換えても同様の効果が期待
できる。
【００９４】
　＜３．まとめ＞
　本実施形態によれば、移動局装置を携帯するユーザがどの場所においてサービスに満足
していないかといった情報を、効率的にかつ自動的に抽出することができるようになる。
さらに、これらの情報を集計することにより、サービス提供事業者は、サービス品質を向
上させるためには、どの場所に新たな基地局を配置すべきであるかといった検討をより少
ない手間で行うことができるようになる。
【符号の説明】
【００９５】
　１　　　無線通信システム
　４０　　ネットワーク
　１００　移動局
　１１０　受信部
　１２０　制御部
　１２１　通信情報取得部
　１２２　位置情報取得部
　１２３　再送信制御部
　１３０　送信部
　１４０　入力部
　１５０　記憶部
　１６０　出力部
　２００　基地局
　２１０　受信部
　２２０　制御部
　２３０　送信部
　２５０　記憶部
　２７０　通信部
　３００　中継局
　４００　データ管理装置
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