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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能で且つネットワークと接続する小型の基
地局本体部と、この基地局本体部の各部の動作を制御する主制御部とを備えた小型基地局
装置において、
　前記基地局本体部が、当該基地局本体部の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し予め装備し
た記憶部に記憶させる位置情報取得手段と、前記ネットワークに接続され周辺基地局の拡
散符号を管理する拡散符号管理装置に対して前記基地局本体部の識別情報および位置情報
を送信する位置情報送信手段と、前記基地局本体部の位置情報に対応して前記拡散符号管
理装置から送られてくる周辺基地局の拡散符号を受信する拡散符号受信手段と、この受信
した拡散符号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己の基地局本体部
に割り当てると共にこれを登録するために前記拡散符号管理装置へ送信する拡散符号割当
手段とを備えたことを特徴とする小型基地局装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の小型基地局装置において、
　前記基地局本体部が接続されるネットワークが、ＩＰネットワークであることを特徴と
した小型基地局装置。
【請求項３】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能な小型基地局とＩＰネットワークを介し
て接続され前記小型基地局を管理する拡散符号管理装置を備えた基地局登録管理システム
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において、
　前記拡散符号管理装置が、
　前記小型基地局から送られてくる当該基地局の識別番号と位置情報とを受信すると共に
この位置情報に対応した一又は二以上の周辺基地局の拡散符号を登録データベースを検索
して取り出すと共に前記基地局へ送信する拡散符号検索送信機能と、
　前記周辺基地局が使用していない拡散符号が前記小型基地局から送られて来た場合に当
該拡散符号が前記周辺基地局が使用している拡散符号と干渉引例するか否かを判定する拡
散符号不干渉判定機能と、
　この小型基地局からの拡散符号が前記周辺基地局の拡散符号と干渉しないと判定された
場合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理機能と、を備えていることを特徴とした基
地局登録管理システム。
【請求項４】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能で且つネットワークと接続する小型の基
地局本体部と、この基地局本体部の各構成部分の動作を制御する主制御部とを備え、前記
基地局本体部の位置情報を予め別に設置された拡散符号管理装置へ送信し登録する基地局
登録方法であって、
　前記基地局本体部の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し予め基地局本体部に装備した記憶
部に記憶させる位置情報取得工程と、
　前記ネットワークに接続され各基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置に対して
前記基地局本体部の識別情報および位置情報を送信する位置情報送信工程と、
　前記基地局本体部の位置情報に対応して前記拡散符号管理装置から送られてくる周辺基
地局が使用する拡散符号を受信する拡散符号受信工程と、
　この受信した前記拡散符号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己
の基地局本体部用として割り当てると共に登録用として識別情報と共に前記拡散符号管理
装置へ送信する拡散符号割り当て工程とを備えたことを特徴とする基地局登録方法。
【請求項５】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能な小型基地局とＩＰネットワークを介し
て接続され前記小型基地局を含め周辺基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置を備
え、前記小型基地局からの位置情報を前記拡散符号管理装置へ登録し管理する基地局登録
管理方法であって、
　前記小型基地局から送られてくる当該基地局の識別番号と位置情報とを受信すると共に
この位置情報に対応した一又は二以上の周辺基地局の拡散符号を予め装備した登録データ
ベースを検索して取り出して前記超小型基地局へ送信する拡散符号検索送信工程と、
　前記周辺基地局が使用していない拡散符号が前記小型基地局から送られて来た場合に当
該拡散符号が前記周辺基地局が使用している拡散符号と干渉引例するか否かを判定する拡
散符号不干渉判定工程と、
　この小型基地局からの拡散符号が前記周辺基地局の拡散符号と干渉しないと判定された
場合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理工程と、を備えていることを特徴とした基
地局登録管理方法。
【請求項６】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能な小型基地局とＩＰネットワークを介し
て接続され前記小型基地局を含め周辺基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置を備
え、前記小型基地局の位置情報を前記拡散符号管理装置へ登録し管理する基地局登録管理
方法であって、
　前記小型基地局が当該小型基地局の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し予め装備した記憶
部に記憶させる位置情報取得工程と、
　前記小型基地局が前記拡散符号管理装置に対して前記小型基地局にかかる識別情報およ
び位置情報を送信する位置情報送信工程と、
　前記拡散符号管理装置が、前記小型基地局から送られてくる当該基地局の識別番号と位
置情報とを受信すると共にこの位置情報に対応した一又は二以上の周辺基地局の拡散符号
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を予め装備した登録データベースを検索して取り出して前記小型基地局へ送信する拡散符
号検索送信工程と、
　前記小型基地局にあって、前記拡散符号管理装置から送られてくる周辺基地局の拡散符
号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己の小型基地局用として割り
当てると共に、前記拡散符号管理装置へ識別情報と共に送信する拡散符号割り当て工程と
、
　前記拡散符号管理装置にあって、前記周辺基地局が使用していない拡散符号が前記小型
基地局から送られて来た場合に当該拡散符号が前記周辺基地局が使用している拡散符号と
干渉するか否かを判定する拡散符号不干渉判定工程と、
　この拡散符号管理装置にあって、前記小型基地局からの拡散符号が前記周辺基地局の拡
散符号と干渉しないと判定された場合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理工程と、
を備えていることを特徴とした基地局登録管理方法。
【請求項７】
　家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能な小型基地局の位置情報を当該小型基地
局からネットワークを介して接続された拡散符号管理装置へ登録用として送信処理するた
めの位置情報登録用プログラムであって、
　前記小型基地局側で、当該小型基地局の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し前記小型基地
局の記憶部に記憶せしめる位置情報取得処理機能、
　前記ネットワークに接続され各基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置に対して
前記小型基地局の識別情報および位置情報を送信処理する位置情報送信処理機能、
　前記小型基地局からの位置情報に対応して前記拡散符号管理装置から送られてくる周辺
基地局が使用している拡散符号を受信処理する拡散符号受信処理機能、
　この受信した前記拡散符号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己
の小型基地局用として割り当てると共に、登録用として前記識別情報と共に前記拡散符号
管理装置へ送信処理する拡散符号特定機能、
をコンピュータに実行させることを特徴とした位置情報登録用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家庭用、コンシューマー向けの基地局で持ち運びが可能な程度の小型基地局
に関し、とくに、小型基地局装置、基地局登録管理システム、登録方法、登録管理方法、
および登録用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在使用されている携帯端末と交換局と通話を中継する基地局装置は、設置する際して
工事をすることが必要であり、また、その位置情報を設定するには、マニュアルによって
設定しなければならない。
【０００３】
　ところで、基地局装置が野外のいたるところで設置されたとしても、基地局装置でカバ
ーできるエリアには限界がある。例えば、家の特定の一室において携帯端末がつながり難
いという場合がある。そこで、携帯端末がつながり難い箇所に、利用者によって設置可能
で且つ使いやすい家庭用の小型の基地局装置の基地局装置設定システムが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２８１５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されている基地局装置設定システムでは、無線基地局
情報登録装置が基地局装置から受信した設定要求メッセージに応じて、周囲の基地局に影
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響を与えない拡散符号列を決定し、この決定した拡散符号列を小型の基地局装置に供給す
るので、設置される小型の基地局装置が自律的に拡散符号を割り当てることができないと
いう不都合があった。
【０００６】
　本発明は、上述した不都合を改善し、自律的に拡散符号を割り当てるが可能な家庭用の
小型基地局装置、基地局登録管理システム、登録方法、登録管理方法、および位置情報登
録用プログラムを提供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる小型基地局装置は、家庭用、コンシューマー
向けの持ち運びが可能で且つネットワークと接続する小型の基地局本体部と、この基地局
本体部の動作を制御する主制御部とを備えている。そして、前述した基地局本体部が、当
該基地局本体部の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し当該基地局本体部に予め装備された記
憶部に記憶させる位置情報取得手段と、前記ネットワークに接続され周辺基地局の拡散符
号を管理する拡散符号管理装置に対して前記基地局本体部の識別情報および位置情報を送
信する位置情報送信手段と、前記基地局本体部の位置情報に対応して前記拡散符号管理装
置から送られてくる周辺基地局が使用する拡散符号を受信する拡散符号受信手段と、この
受信した拡散符号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己の基地局本
体部に割り当てると共にこれを登録するために識別情報と共に前記拡散符号管理装置へ送
信する拡散符号割当て手段とを備えたことを特徴とする（請求項１）。
【０００８】
　このようにすると、上述した小型基地局側の拡散符号割当て手段により、拡散符号管理
装置から送られてくる周辺基地局の拡散符号に基づいて周辺基地局が使用していない拡散
符号を、小型基地局自身で自律的に割り当てることができ、これがため、拡散符号の特定
および登録処理が簡素化され、これにより、周囲基地局との交信を容易に且つ有効に成し
得ることとなる。
　ここで、前述した小型基地局本体部が接続されるネットワークを、ＩＰ（Internet Pro
tocol ）ネットワークとしてもよい（請求項２）。
【０００９】
　又、本発明にかかる基地局登録管理システムは、家庭用、コンシューマー向けの持ち運
びが可能な小型基地局とＩＰ（Internet Protocol ）ネットワークを介して接続され前記
基地局の動作を管理する拡散符号管理装置を備えている。
　そして、前述した拡散符号管理装置が、前記小型基地局から送られてくる当該基地局の
識別番号と位置情報とを受信すると共にこの位置情報に対応した一又は二以上の周辺基地
局の拡散符号を登録データベースを検索して取り出すと共に前記基地局へ送信する拡散符
号検索送信機能と、前記周辺基地局が使用していない拡散符号が前記小型基地局から送ら
れて来た場合に当該拡散符号が前記周辺基地局が使用している拡散符号と干渉引例するか
否かを判定する拡散符号不干渉判定機能と、この小型基地局からの拡散符号が前記周辺基
地局の拡散符号と干渉しないと判定された場合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理
機能と、を備えていることを特徴とする（請求項３）。
【００１０】
　これにより、拡散符号管理装置側では、小型基地局から送られてくる割り当てられた拡
散符号を迅速に且つ確実に登録し管理することができ、周辺基地局との干渉を有効に且つ
確実に回避することができる。
【００１１】
　更に、本発明にかかる基地局登録方法は、家庭用，コンシューマー向けの持ち運びが可
能で且つネットワークと接続する超小型の基地局本体部と、この基地局本体部の動作を制
御する主制御部とを備えた小型基地局における当該小型基地局の位置情報を予め別に設置
された拡散符号管理装置へ登録するようにしたもので、前記基地局本体部の位置情報をＧ
ＰＳ衛星から取得し当該基地局本体部に予め装備された記憶部に記憶させる位置情報取得
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工程と、前記ネットワークに接続され各基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置に
対して前記基地局本体部の識別情報および位置情報を送信する位置情報送信工程と、前記
基地局本体部の位置情報に対応して前記拡散符号管理装置から送られてくる周辺基地局が
使用する拡散符号を受信する拡散符号受信工程と、この受信した前記拡散符号に基づいて
前記周辺基地局が使用していない拡散符号を自己の基地局本体部用として割り当てると共
に登録用として識別情報と共に前記拡散符号管理装置へ送信する拡散符号割り当て工程と
を備えたことを特徴とする（請求項４）。
【００１２】
　これにより、上述した小型基地局側の拡散符号割当て工程により、拡散符号管理装置か
ら提供される周辺基地局の拡散符号に基づいて周辺基地局が使用していない拡散符号を、
小型基地局自身で自律的に割り当てることができる。
【００１３】
　又、本発明にかかる基地局登録管理方法は、家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが
可能な小型基地局とＩＰ（Internet Protocol ）ネットワークを介して接続され前記小型
基地局を含め周辺基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置を備え、前記小型基地局
の位置情報を前記拡散符号管理装置へ送信し登録するようにしたもので、前記小型基地局
から送られてくる当該基地局の識別番号と位置情報とを受信すると共にこの位置情報に対
応した一又は二以上の周辺基地局の拡散符号を予め装備した登録データベースを検索して
取り出して前記小型基地局へ送信する拡散符号検索送信工程と、前記周辺基地局が使用し
ていない拡散符号が前記小型基地局から送られて来た場合に当該拡散符号が前記周辺基地
局が使用している拡散符号と干渉引例するか否かを判定する拡散符号不干渉判定工程と、
この小型基地局からの拡散符号が前記周辺基地局の拡散符号と干渉しないと判定された場
合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理工程と、を備えていることを特徴とする（請
求項５）。
　このようにしても、小型基地局から送られてきた拡散符号は、符号管理装置では容易に
且つ確実に登録し管理されることとなる。
【００１４】
　又、本発明にかかる基地局登録管理方法は、家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが
可能な小型基地局とＩＰ（Internet Protocol ）ネットワークを介して接続され前記小型
基地局を含め周辺基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置を備え、前記小型基地局
の位置情報を前記拡散符号管理装置へ登録し管理する方法であって、前記小型基地局が当
該小型基地局の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し予め装備した記憶部に記憶させる位置情
報取得工程と、前記小型基地局が前記拡散符号管理装置に対して前記小型基地局にかかる
識別情報および位置情報を送信する位置情報送信工程と、前記拡散符号管理装置が、前記
小型基地局から送られてくる当該基地局の識別番号と位置情報とを受信すると共にこの位
置情報に対応した一又は二以上の周辺基地局の拡散符号を予め装備した登録データベース
を検索して取り出して前記小型基地局へ送信する拡散符号検索送信工程とを備えている。
【００１５】
　更に、この基地局登録管理方法は、前記小型基地局にあって、前記拡散符号管理装置か
ら送られてくる周辺基地局の拡散符号に基づいて前記周辺基地局が使用していない拡散符
号を自己の小型基地局用として割り当てると共に、前記拡散符号管理装置へ識別情報と共
に送信する拡散符号割り当て工程と、前記拡散符号管理装置にあって、前記周辺基地局が
使用していない拡散符号が前記小型基地局から送られて来た場合に当該拡散符号が前記周
辺基地局が使用している拡散符号と干渉するか否かを判定する拡散符号不干渉判定工程と
、この拡散符号管理装置にあって、前記小型基地局からの拡散符号が前記周辺基地局の拡
散符号と干渉しないと判定された場合にこれを登録し管理する拡散符号登録管理工程と、
を備えていることを特徴とする（請求項６）。
　このようにすると、小型基地局からの拡散符号は容易に且つ確実に拡散符号管理装置に
登録され管理される。
【００１６】
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　又、本発明発明にかかる位置情報登録用プログラムは、家庭用、コンシューマー向けの
持ち運びが可能な小型基地局の位置情報を当該小型基地局からネットワークを介して接続
された拡散符号管理装置へ登録用として送信処理するためのプログラムであって、
　前記小型基地局側にあって、当該小型基地局の位置情報をＧＰＳ衛星から取得し前記小
型基地局側の記憶部に記憶せしめる位置情報取得処理機能、前記ネットワークに接続され
各基地局の拡散符号を管理する拡散符号管理装置に対して前記小型基地局の識別情報およ
び位置情報を送信処理する位置情報送信処理機能、前記小型基地局からの位置情報に対応
して前記拡散符号管理装置から送られてくる周辺基地局が使用している拡散符号を受信処
理する拡散符号受信処理機能、およびこの受信した前記拡散符号に基づいて前記周辺基地
局が使用していない拡散符号を自己の小型基地局用として割り当てると共に、登録用とし
て前記識別情報と共に前記拡散符号管理装置へ送信処理する拡散符号特定機能、をコンピ
ュータに実行させることを特徴とする（請求項７）。
　このしても、拡散符号管理装置から送られてくる周辺基地局の拡散符号に基づいて周辺
基地局が使用していない拡散符号を、小型基地局自身で自律的に且つ迅速に割り当てるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、家庭用、コンシューマー向けの基地局で持ち運びが可
能な程度の小型基地局の拡散符号を、自律的に割り当てて登録することができるという従
来にない優れた効果を奏する小型基地局装置、基地局登録管理システム、登録方法、登録
管理方法、および登録用プログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明に係る実施形態の構成を示すブロック図である。図１に示すように、こ
の実施形態は、家庭用、コンシューマー向けの持ち運びが可能な小型基地局装置（以下「
ＨｏｍｅＢＴＳ」という）１０と、このＨｏｍｅＢＴＳ１０の設置を支援するとともに、
周辺の基地局装置（以下「ＢＴＳ」という）３０の情報を管理する基地局制御装置（拡散
符号管理装置）２０とがＩＰ（Internet Protocol ）ネットワーク４０を介して接続され
て構築されている。
【００２０】
　ＨｏｍｅＢＴＳ１０は、ＩＰネットワーク４０と接続されていると共に交換網（図示せ
ず）を介して交換局（図示せず）と接続されており、図２に示すように、着信処理部１１
と、発信処理部１２と、送受信部１３と、メッセージ生成部１４と、記憶部１５と、位置
情報取得部１６と、入力部１７と、拡散符号割当て部１８と、アンテナ１９とを備えた基
地局本体部１０Ａと、この基地局本体部１０Ａの各構成部分の動作を個別に制御する主制
御部１０Ｂとを備えて構成されている。ここで、送受信部１３、メッセージ生成部１４、
位置情報取得部１６、及び拡散符号割当て部１８は、実際には記憶部１５に記憶されてい
る制御プログラム（図示せず）をＣＰＵ（図示せず）が実行することにより生成される。
【００２１】
　着信処理部１１は、携帯端末（図示せず）からスペクトラム拡散（ＤＳＳＳ：Direct:S
equence Specetrum)されて通信帯域が広帯域に広がった通話信号をベースバンド信号に変
換するものであり、逆拡散器１１ａと、フィルタ１１ｂと、復調器１１ｃとを備えて構成
されている。
　逆拡散器１１ａは、無線通信により受信した広帯域に広がった通話信号に拡散符号発生
器１３から入力された拡散符号（ＰＮ符号：Psude Random Nois 符号）を重畳し、元の狭
くてかつ高いピークを有する通信帯域を有する通話信号を出力する（逆拡散処理）。なお
、この通話信号に入っているノイズは、携帯端末において拡散処理がなされていないので
、広くてかつ低いピークの通信帯域を有する。
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【００２２】
　フィルタ１１ｂは、逆拡散器１１ａから出力された着信信号からノイズ成分を除いた通
話号を復調器１１ｃに出力する。
　復調器１１ｃは、フィルタ１１ｂから入力されたノイズ成分の有しない通話信号を位相
偏移方式を用いて復調を行いベースバンド信号からなる通話信号を生成し、この信号を送
受信部１３の通話信号送受信手段１３ａに出力する。
【００２３】
　発信処理部１２は、交換局から送信されてきたベースバンド信号からなる通話信号を、
着信側の携帯端末に発信するために必要となる、通信帯域が広帯域でかつピークが低い通
話信号に変換するものであって、搬送波発生器１２ａと、変調器１２ｂと、拡散器１２ｃ
とを備える。
　搬送波発生器１２ａは、送受信部１３の通話信号送受信手段１３ｂから入力されたベー
スバンド信号を搬送するための搬送波を出力する。変調器１２ｂは、搬送波に重畳された
通話信号を位相偏移方式により変調した通話信号を拡散器１２ｄに出力する。又、拡散器
１２ｃは、入力された位相偏移変調された通話信号に拡散符号を重畳して、通信帯域が広
帯域でかつピークが低い通話信号を生成し、この信号をアンテナ１９に出力する。
【００２４】
　送受信部１３は、通話信号送受信手段１３ａおよびメッセージ送受信手段１３ｂを備え
ている。この内、通話信号送受信手段１３ａは、着信処理部１１から出力した通話信号を
交換局に送信すると共に、交換局から送信されてきた通話信号を発信処理部１２に出力す
る。
　又、メッセージ送受信手段（位置情報送信手段、拡散符号受信手段）１３ｂは、後述す
る拡散符号要求メッセージをＩＰネットワーク４０を介して基地局制御装置２０に送信す
る。更に、メッセージ送受信手段１３ｂは、ＩＰネットワーク４０を介して基地局制御装
置２０から受信した後述する拡散符号通知メッセージを受信する。また、メッセージ送受
信手段１３ｂは、後述する拡散符号割当てメッセージを基地局制御装置２０にＩＰネット
ワーク４０を介して送信する。また、メッセージ送受信手段１３ｂは、ＩＰネットワーク
４０を介して基地局制御装置２０から受信した後述する許可メッセージを受信する。
【００２５】
　メッセージ生成部１４は、記憶部１５に有する製造番号記憶領域に記憶されているＨｏ
ｍｅＢＴＳ１０を識別するための製造番号と、並びに、記憶部１５に有するワーク領域に
一時記憶されている位置情報及びセル半径を読み出し、これらの情報が記述された拡散符
号要求メッセージを生成し、生成した拡散符号要求メッセージを送受信部１３のメッセー
ジ送受手段１３ｂに出力する。また、このメッセージ生成部１４は、拡散符号割当て部（
拡散符号割当て手段）１８により割り当てられた拡散符号が記述された拡散符号割当てメ
ッセージを生成し、この生成したメッセージを送受信部１３のメッセージ送受信手段１３
ｂに出力する。
【００２６】
　ここで、拡散符号要求メッセージとは、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているＢ
ＴＳ３０が使用する拡散符号を要求するためのメッセージである。また、拡散符号割当て
メッセージとは、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているＢＴＳ３０が使用する拡散
符号以外に割り当てられた拡散符号を示すメッセージである。ここで、ＨｏｍｅＢＴＳ１
０の周辺に設置されているＢＴＳ３０とは、ＨｏｍｅＢＴＳ１０のセル半径と重なるセル
半径を有するＢＴＳ３０のことをいう。
【００２７】
　記憶部１５は、制御プログラム記憶領域と、製造番号記憶領域と、ワーク領域と有する
。制御プログラム格納領域には制御プログラムを記憶しており、製造番号記憶領域には製
造番号を記憶しており、ワーク領域にはＨｏｍｅＢＴＳ１０の位置情報及びセル半径を一
時記憶している。
　位置情報取得部（位置情報取得手段）１６は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の緯度・経度からな
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る位置情報をＧＰＳ衛星５０から受信し、この位置情報を記憶部１５に有するワーク領域
に一時記憶させる。
【００２８】
　入力部１７は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０が占めるセル半径を入力し、このセル半径を記憶部
１５に有するワーク領域に一時記憶させる。
　拡散符号割当て部（拡散符号割当て手段）１８は、送受信部１３のメッセージ送受信部
１３ｂから入力された拡散符号通知メッセージに記述されている拡散符号以外の拡散符号
を割り当て、この割り当てた拡散符号をメッセージ生成部１４に出力する。
　アンテナ１９は、発信処理部１２から出力された通話信号を無線通信により携帯端末に
送信する。
【００２９】
　基地局制御装置（拡散符号管理装置）２０は、図３に示すように、拡散符号特定部２１
と、記憶部２２と、干渉判定部２３と、拡散符号登録部２４と、メッセージ生成部２５と
、送受信部２６と備えて構成されている。
　ここで、拡散符号特定部２１、干渉判定部２３、拡散符号登録部２４、メッセージ生成
部２５、及び送受信部２６は、ＣＰＵ（図示せず）が記憶部２２に記憶されている制御プ
ログラム（図示せず）を実行することにより生成される。
　拡散符号特定部２１は、図４に示すように、距離算出手段２１ａと、合算セル半径算出
手段２１ｂと、周辺基地局特定手段２１ｃと、拡散符号特定手段２１ｄとを備える。
【００３０】
　距離算出手段２１ａは、記憶部２２にワーク領域に記憶されている拡散符号要求メッセ
ージを読み出し、このメッセージに記述されている位置情報と、位置情報記憶ＤＢ２２ａ
２２ａに記憶されている位置情報データに記述されている位置情報とから、ＨｏｍｅＢＴ
Ｓ１０と位置情報データが示すＢＴＳ３０との間の距離を算出し、この算出した距離を周
辺基地局特定手段２１ｃに出力する。次に、距離算出手段２１ａは、拡散符号要求メッセ
ージに記述されているセル半径、及び、位置情報データに記述されているセル半径を合算
セル半径算出手段２１ｂに出力する。
【００３１】
　合算セル半径算出手段２１ｂは、入力された拡散符号要求メッセージに記述されている
セル半径と、上記位置情報データに記述されているセル半径とを合算して合算セル半径値
を算出し、算出した合算セル半径値を周辺基地局特定手段２１ｃに出力する。
【００３２】
　周辺基地局特定手段２１ｃは、合算セル半径値が入力されると、入力された合算セル半
径合算値が、先に距離算出手段２１ａから入力された距離以上であるか否かを判定し、こ
の合算セル半径値が距離以上であると判定した場合には、入力された製造番号のＢＴＳ３
０がＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると特定し、この製造番号を拡
散符号特定手段２１ｄに出力する。
【００３３】
　拡散符号特定手段（拡散符号割当手段）２１ｄは、周辺基地局特定手段２１から製造番
号が入力されると、位置情報記憶ＤＢ２２ａに記憶されている上記製造番号が記述されて
いる位置情報データを検索して読み出し、このデータに記述されている拡散符号をＨｏｍ
ｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているＢＴＳ３０に使用されている拡散符号と特定し、こ
の拡散符号を記憶部２２のワーク領域に出力する（拡散符号検索送信機能）。
【００３４】
　記憶部２２は、制御プログラム記憶領域（図示せず）と、上記位置情報記憶ＤＢ（拡散
符号データ記憶手段）２２ａと、ワーク領域（図示せず）とを有する。制御プログラム記
憶領域には制御プログラムが記憶されており、上記位置情報記憶ＤＢ２２ａには上記位置
情報データが記憶されており、ワーク領域には拡散符号要求メッセージ及び拡散符号特定
部２１の拡散符号特定手段２１ｃにより特定された拡散符号が記憶されている。位置情報
記憶ＤＢ２２ａは、図５に示すように、ＨｏｍｅＢＴＳ１０及びＢＴＳ３０を識別する製
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造番号、緯度・経度からなる位置情報、使用する拡散符号、及びセル半径を有する位置情
報データが記憶されている。
【００３５】
　干渉判定手段２３は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０が実際に稼働を開始した際に、このＨｏｍｅ
ＢＴＳ１０と干渉するＢＴＳ３０があるか否かを再度確認する。すなわち、干渉判定手段
２３は、ＩＰネットワーク４０を介してＨｏｍｅＢＴＳ１０が割り当てた拡散符号と同じ
拡散符号を有する（ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺の）ＢＴＳ３０の位置情報データが、位置
情報記憶ＤＢ２２ａに記憶されているか否かを検索し、その有無を判定する（拡散符号干
渉判定機能）。
【００３６】
　そして、この干渉判定部２３は、上記位置情報データが位置情報記憶ＤＢ２２ａに記憶
されていると判定した場合には、ＨｏｍｅＢＴＳ１０から受信した拡散符号が周辺に設置
されているＢＴＳ３０と干渉するものと判定し、そうでない場合には、干渉していないと
判定する。また、干渉判定手段２３は、干渉していると判定した場合には、干渉している
旨を拡散符号特定部２１に出力し、干渉していないと判定した場合には、拡散割当てメッ
セージに記述されている製造番号を拡散符号登録部２４に出力する。
【００３７】
　拡散符号登録部２４は、製造番号が入力されると、記憶部２２のワーク領域に記憶され
ているこの製造番号が記述された拡散符号要求メッセージを読み出し、このメッセージに
記述されているＨｏｍｅＢＴＳ１０の製造番号内、位置情報、拡散符号、及びセル半径を
もとにして、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の位置情報データを生成し、この生成した位置情報デー
タを位置情報記憶ＤＢ２２ａに登録する（拡散符号登録管理機能）。また、拡散符号登録
部２４は、先に送信されてきた拡散符号割当てメッセージに記述されている拡散符号を許
可するメッセージを生成させる指示をメッセージ生成部２５に出力するとともに、記憶部
２２に有するワーク領域に記憶されている拡散符号要求メッセージ及び拡散符号割当てメ
ッセージを消去する。
【００３８】
　メッセージ生成部２５は、拡散符号特定部２１が特定した拡散符号が入力されると、上
述した拡散符号通知メッセージを生成し、このメッセージを送受信部２１に出力する。又
、このメッセージ生成部２５は、拡散符号登録部２４から先に送信されてきた拡散符号割
当てメッセージに記述されている拡散符号許可のメッセージを生成させる指示が入力され
ると、上述した許可メッセージを生成し、このメッセージを送受信部２６に出力する。
【００３９】
　送受信部２６は、ＩＰネットワーク４０を介してＨｏｍｅＢＴＳ１０から受信した拡散
符号要求メッセージを記憶２４のワーク領域に記憶する。また、送受信部２２は、メッセ
ージ生成部２５から入力された拡散符号通知メッセージ、及び許可メッセージが入力され
ると、これらのメッセージをＩＰネットワーク４０を介してＨｏｍｅＢＴＳ１０に送信す
る。
【００４０】
　次に、この実施形態におけるシステム全体の動作を説明する。
【００４１】
　図６及び図７は、システムの動作を示すフローチャートである。
　今、ＨｏｍｅＢＴＳ１０が設置され、ＩＰ（Internet Protocol ）ネットワーク４０に
接続されたのち、ＨｏｍｅＢＴＳ１０が起動を開始すると、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の位置情
報取得部１６は、ＧＰＳ衛星５０から自己の位置を示す緯度・経度からなる位置情報を受
信し（ステップＳ１１）、受信した位置情報を記憶部１６のワーク領域に記憶するととも
に、位置情報を受信した旨をメッセージ生成部１５に入力する（位置情報取得工程）。
【００４２】
　メッセージ生成部１４は、位置情報を受信した旨が入力されると、記憶部１５のワーク
領域から位置情報及びセル半径と、製造番号記憶領域に記憶されている製造番号と読み出
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し、読み出した位置情報、セル半径、及び製造番号が記述された拡散符号要求メッセージ
を生成し（ステップＳ１２）、このメッセージを送受信部１３に出力する。
【００４３】
　送受信部１３のメッセージ送受信手段１３ｂは、メッセージ生成部１５から入力された
拡散符号要求メッセージをＩＰネットワーク４０を介して基地局制御装置２０に送信する
（ステップＳ１３：位置情報送信工程）。
【００４４】
　基地局制御装置２０がＨｏｍｅＢＴＳ１０が送信した拡散符号要求メッセージを受信す
ると、送受信部２６は、受信した拡散符号要求メッセージを記憶部２２のワーク領域に一
時記憶する（ステップＳ２１）と共に、拡散符号要求メッセージを受信した旨を拡散符号
特定部２１に出力する。
【００４５】
　次に、拡散符号特定部２１の距離算出手段２１ａは、記憶部２２に有するワーク領域に
記憶されている拡散符号要求メッセージを読み出す（ステップＳ２２）。その後、距離算
出手段部２１ａは、記憶部２２に有する位置情報記憶ＤＢ２２ａに記憶されている未だ読
み出していない位置情報データがあるか否かを検索し判定する（ステップＳ２３）。距離
算出手段２１ａは、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み出していない位置情報データがな
いと判定した場合には（ステップＳ２３；ない）、ステップＳ２７に処理を移行する。一
方、距離算出手段２１ａは、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み出していない位置情報デ
ータがあると判定した場合には（ステップＳ２３；ある）、位置情報記憶ＤＢ２２ａから
未だ読み出していない位置情報データを読み出す。
【００４６】
　その後、距離算出手段２１ａは、読み出した位置情報データに記述されている位置情報
としての緯度・経度と、拡散符号要求メッセージに記述されている位置情報としての緯度
・経度とから、当該位置情報データのＢＴＳ３０とＨｏｍｅＢＴＳ１０との距離を算出す
る（ステップＳ２４）。次に、距離算出手段２１ａは、算出した距離を周辺基地局特定手
段２１ｃに出力すると共に、拡散符号要求メッセージに記述されているセル半径、及び位
置情報データに記述されているセル半径を合算セル半径算出手段２１ｂに出力する。
【００４７】
　合算セル半径算出手段２１ｂは、距離算出手段から拡散符号要求メッセージに記述され
ているセル半径と、位置情報データに記述されているセル半径とが入力されると、これら
のセル半径を合算して合算セル半径値を算出し、この合算セル半径値を周辺基地局特定手
段２１ｃに出力する。
【００４８】
　周辺基地局特定手段２１ｃは、合算セル半径算出手段２１ｂから合算セル半径値が入力
されると、この合算セル半径合算値が、距離算出手段２１ａから入力された距離以上であ
るか否かを判定する（ステップＳ２５）。周辺基地局特定手段２１ｃは、この合算セル半
径値が距離以上であると判定した場合には（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、入力された製造
番号のＢＴＳ３０がＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると特定し、こ
の製造番号を拡散符号特定手段２１ｄに出力する。
【００４９】
　例えば、図１を参照すると、拡散符号特定部２１は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置
されているＢＴＳ３０として、♯１、♯２、及び♯３のＢＴＳ３０があることを判定し、
これらの拡散符号をワーク領域に記憶する。
【００５０】
　拡散符号特定手段２１ｄは、周辺基地局特定手段２１から製造番号が入力されると、位
置情報記憶ＤＢ２２ａに記憶されているこの製造番号が記述されている位置情報データ中
の拡散符号を読み出し（ステップＳ２６）、この拡散符号をＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に
設置されているＢＴＳ３０に使用されている拡散符号と特定し、この拡散符号を記憶部２
２のワーク領域に記憶させる。その後、拡散符号特定手段２１ｄは、ステップＳ２３に処
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理を移行し、上述したと同様な処理を続行させる。
【００５１】
　ステップＳ２５において、周辺基地局特定手段２１ｃは、セル半径合算値が上記距離未
満であると判定した場合には（ステップＳ２５；ＮＯ）、ステップＳ２３に処理を移行し
上述したと同様な処理を続行させる。
　ステップＳ２３において、距離算出手段２１ａは、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み
出していない位置情報データがないと判定した場合には（ステップＳ２３；ない）、上述
した拡散符号通知メッセージの生成を促す指示をメッセージ生成部２５に出力する。
　すると、メッセージ生成部２５は、記憶部２２のワーク領域に記憶されている拡散符号
（複数有する場合あり）を読み出し、読み出した拡散符号が記述された拡散符号通知メッ
セージを生成し（ステップＳ２７）、このメッセージを送受信部２６に出力する、
【００５２】
　送受信部２６は、メッセージ生成部２５から入力された拡散符号通知メッセージをＩＰ
ネットワーク４０を介してＨｏｍｅＢＴＳ１０に送信する（ステップＳ２８：拡散符号検
索送信工程）。
【００５３】
　Ｈｏｍｅ　ＢＴＳ１０が拡散符号通知メッセージを受信すると、送受信部１３のメッセ
ージ送受信部１３ｂは、記憶部１５のワーク領域に拡散符号通知メッセージを一時記憶す
るとともに（ステップＳ１４）、このメッセージを受信した旨を拡散符号割当て部１８に
出力する。
　すると、拡散符号割立て部１８は、記憶部１５のワーク領域から拡散符号通知メッセー
ジを読み出し、このメッセージに記述されている拡散符号でない拡散符号を割り当て（ス
テップＳ１５）、この拡散符号が記述された拡散符号割当てメッセージを生成させる指示
をメッセージ生成部１４に出力する。例えば、図１を参照すると、拡散符号割当て部１８
は、送信されてきた♯１、♯２、及び♯３のＢＴＳ３０が使用する拡散符号以外の拡散符
号を、割り当てる（拡散符号割当工程）。
【００５４】
　その後、メッセージ生成部１４は、入力された指示に基づき、記憶部１５のワーク領域
に記憶されている製造番号、及び、拡散符号割当て部１８により割り当てられた拡散符号
が記述された拡散符号割当てメッセージを生成し（ステップＳ１６）、このメッセージを
送受信部１３に出力する。
【００５５】
　送受信部１３のメッセージ送受信部１３ｂは、入力された拡散符号割当てメッセージを
ＩＰネットワーク４０を介して基地局制御装置２０に送信する（ステップＳ１７）。
　基地局制御装置２０が拡散符号割当てメッセージを受信すると、送受信部２６は、この
メッセージを記憶部２２のワーク領域に一時記憶するとともに（ステップＳ２９）、この
メッセージを受信した旨を干渉判定部２３に通知する。
【００５６】
　次に、干渉判定部２３は、記憶部２２に有する位置情報記憶ＤＢ２２ａに記憶されてい
る未だ読み出していない位置情報データがあるか否かを判定する（ステップＳ３０）。干
渉判定部２３は、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み出されていない位置情報データがな
いと判定した場合には（ステップＳ３０；ない）、ステップＳ３５に処理を移行する（拡
散符号不干渉判定工程）。一方、干渉判定部２３は、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み
出していない位置情報データがあると判定した場合には（ステップＳ３０；ある）、位置
情報記憶ＤＢ２２ａから未だ読み出していない位置情報データを読み出すとともに、記憶
部２２のワーク領域から、拡散符号割当てメッセージに記述されている製造番号を有する
拡散符号要求メッセージを読み出す。
【００５７】
　その後、干渉判定部２３は、読み出した位置情報データに記述されている位置情報とし
ての緯度・経度と、読み出した拡散符号要求メッセージに記述されている位置情報として
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の緯度・経度とから、この位置情報データのＢＴＳ３０とＨｏｍｅＢＴＳ１０との距離を
算出する（ステップＳ３１）。
【００５８】
　その後、干渉判定部２３は、読み出した位置情報データに記述されているセル半径と、
拡散符号要求メッセージに記述されているセル半径とを合算したセル半径合算値が、先に
算出した距離以上であるか否かを判定する（ステップＳ３２）。干渉判定部２３は、セル
半径合算値が距離以上であると判定した場合には（ステップＳ３２；ＹＥＳ）、当該ＢＴ
Ｓ３０がＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると判定する。次に、干渉
判定部２３は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると判定したＢＴＳ
３０の拡散符号が、先に送信した拡散符号通知メッセージに記述したものであるか否かを
判定する（ステップＳ３３）。
【００５９】
　干渉判定部２３は、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると判定した
ＢＴＳ３０の拡散符号が、先に送信した拡散符号通知メッセージに記述したものでないと
判定した場合には（ステップＳ３３；ＮＯ）、上記位置情報データに記述されている拡散
符号を記憶部２２のワーク領域に記憶する（ステップＳ３４）。一方、干渉判定部２３は
、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されているものであると判定したＢＴＳ３０の拡散符
号が、先に送信した拡散符号通知メッセージに記述したものであると判定した場合には（
ステップＳ３３；ＹＥＳ）、ステップＳ３０に処理を移行させ、上述したと同様な処理を
続行させる。
【００６０】
　ステップＳ３０において、干渉判定部２３は、位置情報記憶ＤＢ２２ａに未だ読み出し
ていない位置情報データがないと判定した場合には（ステップＳ３０；ない）、記憶部２
２のワーク領域に拡散符号が記憶されているか否かを判定する（ステップＳ３５）。干渉
判定部２３は、ワーク領域に拡散符号が記憶されていると判定した場合には（ステップＳ
３５；ＹＥＳ）、ステップＳ２７に処理を移行し、上述したと同様な処理を続行させる。
一方、拡散符号特定部２１は、ワーク領域に拡散符号が記憶されていないと判定した場合
（ステップＳ３５；ＮＯ）、すなわち、入力された拡散符号割当てメッセージに記述され
ている拡散符号が干渉していないと判定した場合には、当該拡散符号要求メッセージに記
述されている製造番号を拡散符号登録部２４に出力する。
【００６１】
　拡散符号登録部２４は、製造番号が入力されると、記憶部２２のワーク領域に記憶され
ている当該製造番号が記述されている拡散符号要求メッセージを読み出し、このメッセー
ジに記述されているＨｏｍｅＢＴＳ１０の製造番号内、位置情報、拡散符号、及びセル半
径をもとにして、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の位置情報データを生成し、この位置情報データを
位置情報記憶ＤＢ２２ａに登録する（ステップＳ３６：拡散符号登録管理工程）。その後
、拡散符号登録部２４は、先に送信してきた割り当てられた拡散符号を許可するメッセー
ジを生成させる指示をメッセージ生成部２５に出力するとともに、記憶部２２に有するワ
ーク領域に記憶されている拡散符号要求メッセージ及び拡散符号割当てメッセージを消去
する。
【００６２】
　メッセージ生成部２５は、拡散符号特定部２１からの指示のもと、許可メッセージを生
成して、このメッセージを送受信部２６に出力する。送受信部２６は、このメッセージを
ＩＰネットワークを介してＨｏｍｅＢＴＳ１０に送信し（ステップＳ３７）、処理を終了
する。
【００６３】
　ＨｏｍｅＢＴＳ１０が許可メッセージを受信すると、送受信部１３は、受信した許可メ
ッセージを拡散符号割当て部１８に出力する。
　その後、拡散符号割当て部１８は、許可メッセージが入力されると、先に割当てら拡散
符号を拡散発生器１３に通知し、拡散符号発生器１３は、この拡散符号を発生するように
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設定し（ステップＳ１８）、処理を終了する。
【００６４】
　ここで、上述した小型基地局若しくは小型基地局装置１０側で実行される各工程、即ち
、位置情報取得工程、位置情報送信工程、拡散符号受信工程、および拡散符号割当工程に
ついては、その実行手順の内容を処理機能若しくは特定機能としてプログラム化してコン
ピュータに実行させるように構成してもよい。
　このようにしても、前述した小型基地局の登録方法で実行される内容とほぼ同等に機能
する位置情報登録用プログラムを提供することができる。
【００６５】
　このように、上述した実施形態によれば、基地局制御装置２０が、記憶部２２に記憶さ
れている位置情報データを参照し、ＨｏｍｅＢＴＳ１０から受信した位置情報を基にして
、ＨｏｍｅＢＴＳ１０の周辺に設置されている♯１、♯２、♯３のＢＴＳ１０の拡散符号
を特定することができる。また、ＨｏｍｅＢＴＳ１０が、基地局制御装置２０から受信し
た♯１、♯２、♯３のＢＴＳ１０が使用する拡散符号を基にして、これらの拡散符号と異
なる拡散符号を自律的に割り当てることができる。
【００６６】
　以上のように、本発明によると、特別な手続きや設置工事などを必要とすることなく、
設置したい場所にインターネット通信が可能な環境さえあれば、ユーザは上述した小型基
地局（例えば家庭用の超小型基地局）を購入してくるだけで、その基地局を使用して携帯
電話での通話が可能となる。即ち、ＨｏｍｅＢＴＳ１０のユーザは既存のＩＰネットワー
ク網を利用するだけで、特別な設置工事や複雑な位置情報の登録手続きをすることなく、
手軽に他の携帯端末との交信が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】図１中の小型基地局装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図１中の基地局制御装置（拡散符号管理装置）の構成を示すブロック図である。
【図４】図３中の拡散符号特定部の構成を示すブロック図である。
【図５】図３中の位置情報記憶ＤＢに記憶されている位置情報登録データの一例を示す図
である。
【図６】図１乃至図３に開示したシステムの動作の一部を示すフローチャートである。
【図７】図１乃至図３に開示したシステムの動作の他の一部を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　小型基地局，小型基地局装置（ＨｏｍｅＢＴＳ）
　１０Ａ　基地局本体部
　１０Ｂ　主制御部
　１１　着信処理部
　１２　発信処理部
　１３　送受信部
　１３ａ　通話信号送受信手段
　１３ｂ　メッセージ送受信手段（位置情報送信手段、拡散符号受信手段）
　１４　位置情報メッセージ生成部
　１５，２２　記憶部
　１６　位置情報取得部（位置情報取得手段）
　１７　入力部
　１８　拡散符号割当て部（拡散符号割当て手段）
　２０　基地局制御装置（拡散符号管理装置）
　２１　拡散符号特定部
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　２１ｃ　周辺基地局特定手段（周辺基地局装置特定手段）
　２１ｄ　拡散符号特定手段（拡散符号割当手段）
　２２ａ　位置情報記憶ＤＢ２２ａ（拡散符号データ記憶手段）
　２３　干渉判定部
　２４　拡散符号登録部
　２５　メッセージ生成部
　２６　送受信部（拡散符号送信手段）
　３０　周辺基地局（ＢＴＳ）
　４０　ＩＰネットワーク
　５０　ＧＰＳ衛星

【図１】 【図２】
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