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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェムトセルアクセスポイントを利用するユーザ端末のアクセス認証を行う認証装置で
あって、
　前記ユーザ端末の認証時に当該ユーザ端末が使用しているフェムトセルアクセスポイン
トのＡＰ識別子をＡＰ情報記憶手段に記憶する手段と、
　当該ＡＰ識別子と当該ユーザ端末が使用したフェムトセルアクセスポイントの使用期間
とを課金システムに送出する手段とを有することを特徴とする認証装置。
【請求項２】
　前記フェムトセルアクセスポイントからの認証要求を受信した時に当該フェムトセルア
クセスポイントのアクセスを認可する場合に前記ＡＰ識別子と受信信号に含まれるＡＰ位
置情報とを前記ＡＰ情報記憶手段に記憶することを特徴とする請求項１記載の認証装置。
【請求項３】
　前記ユーザ端末からの認証要求を受信した時に当該ユーザ端末のアクセスを認可する場
合に受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとして前記ＡＰ情報記憶手段を検索して前記
ＡＰ識別子を特定し、当該ユーザ端末の端末識別子と特定されたＡＰ識別子と利用開始時
刻とをアクセス情報として記憶し、
　前記受信信号が切断信号もしくは一定時間前記ユーザ端末からの再認証がなかった場合
に利用終了時刻を前記アクセス情報として記憶し、
　前記アクセス情報を課金システムに送出することを特徴とする請求項２記載の認証装置
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。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の認証装置を含むことを特徴とするフェムトセ
ルシステム。
【請求項５】
　フェムトセルアクセスポイントを利用するユーザ端末のアクセス認証を行う認証装置と
、前記ユーザ端末がサービスを利用した期間を記憶するＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と、前記ＣＳＣＦが提供する前記サービスを
利用した期間を用いて当該ユーザ端末への課金を行う課金システムとを含むフェムトセル
システムであって、
　前記認証装置は、
　前記フェムトセルアクセスポイントを設置したユーザのユーザ端末または前記フェムト
セルアクセスポイントを設置したユーザ以外のユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポ
イントを使用してアクセスネットワークを利用できる状態にあった期間を記憶する手段と
、
　当該ユーザ端末のアクセス情報を前記課金システムに送出する手段とを有することを特
徴とするフェムトセルシステム。
【請求項６】
　前記アクセス情報は、少なくとも前記ユーザ端末を一意に特定できる端末識別子と、当
該ユーザ端末が使用したフェムトセルアクセスポイントのＡＰ識別子と、当該ユーザ端末
が当該フェムトセルアクセスポイントを使用してアクセスネットワークの利用を開始した
ＡＰ利用開始時刻と、当該ユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポイントを使用して前
記アクセスネットワークの利用を終了したＡＰ利用終了時刻とを含むことを特徴とする請
求項５記載のフェムトセルシステム。
【請求項７】
　前記認証装置が、前記フェムトセルアクセスポイントからの認証要求を受信した時に当
該フェムトセルアクセスポイントのアクセスを認可する場合に前記ＡＰ識別子と受信信号
に含まれるＡＰ位置情報とをＡＰ情報記憶手段に記憶することを特徴とする請求項６記載
のフェムトセルシステム。
【請求項８】
　前記認証装置が、
　前記ユーザ端末からの認証要求を受信した時に当該ユーザ端末のアクセスを認可する場
合に受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとして前記ＡＰ情報記憶手段を検索して前記
ＡＰ識別子を特定し、当該ユーザ端末の端末識別子と特定されたＡＰ識別子と利用開始時
刻とを前記アクセス情報として記憶し、
　前記受信信号が切断信号もしくは一定時間前記ユーザ端末からの再認証がなかった場合
に利用終了時刻を前記アクセス情報として記憶し、
　前記アクセス情報を課金システムに送出することを特徴とする請求項７記載のフェムト
セルシステム。
【請求項９】
　フェムトセルアクセスポイントを利用するユーザ端末のアクセス認証を行う認証装置と
、前記ユーザ端末がサービスを利用した期間を記憶するＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と、前記ＣＳＣＦが提供する前記サービスを
利用した期間を用いて当該ユーザ端末への課金を行う課金システムとを含むフェムトセル
システムに用いる課金方法であって、
　前記認証装置が、
　前記フェムトセルアクセスポイントを設置したユーザのユーザ端末または前記フェムト
セルアクセスポイントを設置したユーザ以外のユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポ
イントを使用してアクセスネットワークを利用できる状態にあった期間を記憶するステッ
プと、
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　当該ユーザ端末のアクセス情報を前記課金システムに送出するステップとを実行するこ
とを特徴とする課金方法。
【請求項１０】
　前記アクセス情報は、少なくとも前記ユーザ端末を一意に特定できる端末識別子と、当
該ユーザ端末が使用したフェムトセルアクセスポイントのＡＰ識別子と、当該ユーザ端末
が当該フェムトセルアクセスポイントを使用してアクセスネットワークの利用を開始した
ＡＰ利用開始時刻と、当該ユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポイントを使用して前
記アクセスネットワークの利用を終了したＡＰ利用終了時刻とを含むことを特徴とする請
求項９記載の課金方法。
【請求項１１】
　前記認証装置が、前記フェムトセルアクセスポイントからの認証要求を受信した時に当
該フェムトセルアクセスポイントのアクセスを認可する場合に前記ＡＰ識別子と受信信号
に含まれるＡＰ位置情報とをＡＰ情報記憶手段に記憶することを特徴とする請求項１０記
載の課金方法。
【請求項１２】
　前記認証装置が、
　前記ユーザ端末からの認証要求を受信した時に当該ユーザ端末のアクセスを認可する場
合に受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとして前記ＡＰ情報記憶手段を検索して前記
ＡＰ識別子を特定し、当該ユーザ端末の端末識別子と特定されたＡＰ識別子と利用開始時
刻とを前記アクセス情報として記憶し、
　前記受信信号が切断信号もしくは一定時間前記ユーザ端末からの再認証がなかった場合
に利用終了時刻を前記アクセス情報として記憶し、
　前記アクセス情報を課金システムに送出することを特徴とする請求項１１記載の課金方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は認証装置、フェムトセルシステム及びそれらに用いる課金方法に関し、特にフ
ェムトセルシステムに用いる課金方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話の不感地帯を解消するために、数メートル程度のエリアをカバーする超
小型基地局（フェムトセルあるいはフェムトセル基地局）を家庭や小さいオフィス等に設
置する方法が普及しようとしている（例えば、特許文献１参照）。この超小型基地局が提
供する小さいサービスエリアもフェムトセルと呼ばれる。
【０００３】
　フェムトセルは、快適な電波状態で携帯電話を使用できる点でユーザにメリットがある
。また、フェムトセルは、電波の周波数不足、エリア拡充、といった点で通信事業者にメ
リットがあり、超小型基地局［以下、フェムトセルＡＰ（アクセスポイント）とする］が
多く設置され、多くのユーザがフェムトセルＡＰ経由の通信を行うほど通信事業者の利益
が大きくなる。
【０００４】
　つまり、あるユーザが設置したフェムトセルＡＰを他のユーザも使用できるようにした
ほうが良いことになるが、フェムトセルＡＰを運用するための電気代やブロードバンド回
線使用料は、フェムトセルＡＰを設置したユーザの負担であり、不公平が生じる。
【０００５】
　この不公平を解消するために、
・フェムトセルＡＰ設置ユーザがフェムトセルＡＰ経由の通信を行った場合、その通信料
を割引または無料とする、
・フェムトセルＡＰ設置ユーザでないユーザがフェムトセルＡＰ経由の通信を行った場合
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、その通信料の一部を通信事業者がフェムトセルＡＰ設置ユーザに還元する、
というビジネスモデルが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１８２６１９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、本発明に関連するフェムトセルシステムの課金方法では、ＣＳＣＦ（Ｃ
ａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が提供するサービス利用
情報を使用しており、どのフェムトセルＡＰを使用してサービスを利用したかがわからな
いため、どのフェムトセルＡＰを使用したかによって課金内容を変更することができない
。
【０００８】
　本発明に関連する課金方法では、課金すべきサービスがどのフェムトセルＡＰを使用し
て提供されたのかを課金システムに提供する方法が存在しない。アクセスネットワークの
利用料金は、フェムトセルＡＰ設置ユーザが負担するため、フェムトセルＡＰ設置ユーザ
でないユーザが、フェムトセルＡＰ設置ユーザが利用料金を支払うアクセスネットワーク
を使用した場合に不公平が生じる。この対策の１つとしてフェムトセルＡＰ設置ユーザの
みがこのフェムトセルＡＰを使用できるようにする方法があるが、サービス提供エリアを
拡大という通信事業者の利点を損ねてしまう。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、どのフェムトセルＡＰを使用したかに
よって課金内容を変更することができる認証装置、フェムトセルシステム及びそれらに用
いる課金方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による認証装置は、フェムトセルアクセスポイントを利用するユーザ端末のアク
セス認証を行う認証装置であって、
　前記ユーザ端末の認証時に当該ユーザ端末が使用しているフェムトセルアクセスポイン
トのＡＰ識別子をＡＰ情報記憶手段に記憶する手段と、
　当該ＡＰ識別子と当該ユーザ端末が使用したフェムトセルアクセスポイントの使用期間
とを課金システムに送出する手段とを備えている。
【００１１】
　本発明によるフェムトセルシステムは、上記の認証装置を含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明による他のフェムトセルシステムは、フェムトセルアクセスポイントを利用する
ユーザ端末のアクセス認証を行う認証装置と、前記ユーザ端末がサービスを利用した期間
を記憶するＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）
と、前記ＣＳＣＦが提供する前記サービスを利用した期間を用いて当該ユーザ端末への課
金を行う課金システムとを含むフェムトセルシステムであって、
　前記認証装置は、
　前記フェムトセルアクセスポイントを設置したユーザのユーザ端末または前記フェムト
セルアクセスポイントを設置したユーザ以外のユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポ
イントを使用してアクセスネットワークを利用できる状態にあった期間を記憶する手段と
、
　当該ユーザ端末のアクセス情報を前記課金システムに送出する手段とを備えている。
【００１３】
　本発明による課金方法は、フェムトセルアクセスポイントを利用するユーザ端末のアク
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セス認証を行う認証装置と、前記ユーザ端末がサービスを利用した期間を記憶するＣＳＣ
Ｆ（Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と、前記ＣＳＣＦ
が提供する前記サービスを利用した期間を用いて当該ユーザ端末への課金を行う課金シス
テムとを含むフェムトセルシステムに用いる課金方法であって、
　前記認証装置が、
　前記フェムトセルアクセスポイントを設置したユーザのユーザ端末または前記フェムト
セルアクセスポイントを設置したユーザ以外のユーザ端末が当該フェムトセルアクセスポ
イントを使用してアクセスネットワークを利用できる状態にあった期間を記憶するステッ
プと、
　当該ユーザ端末のアクセス情報を前記課金システムに送出するステップとを実行してい
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、どのフェムトセルＡＰを使用した
かによって課金内容を変更することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明によるＡＡＡの構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態によるフェムトセルシステムの構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】図２に示すＡＡＡの構成例を示すブロック図である。
【図４】図２の課金システムの構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態によるフェムトセルシステムの動作例を示すシーケンスチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。まず、本発明によるＡＡ
Ａ（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ，Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ａｃｃｏｕ
ｎｔｉｎｇ）（認証装置）の概略について説明する。本発明によるＡＡＡは、フェムトセ
ル利用ユーザの端末のアクセス認証を行う認証装置である。
【００１７】
　本発明は、ＡＡＡにおいて、端末の認証時に端末が使用しているフェムトセルＡＰ（ア
クセスポイント）のＡＰ識別子を記憶し、端末が使用したフェムトセルＡＰのＡＰ識別子
と使用期間を課金システムに提供することにより、課金システムにて端末がどのフェムト
セルＡＰを使用してサービスを利用していたかにより課金内容を変更できるようにする方
法を提供するものである。
【００１８】
　図１は本発明によるＡＡＡの構成例を示すブロック図である。図１において、ＡＡＡ（
認証装置）１は、ＡＰ認証処理部１２と、端末（加入者）認証処理部１３と、データベー
ス１４とから構成されており、データベース１４は、加入者情報テーブル１５と、ＡＰ情
報テーブル１６とを備えている。
【００１９】
　ＡＰ認証処理部１２は、図示せぬ信号受信部でＡＰ認証であると判別された場合の処理
部である。ＡＰ認証処理部１２は、ＡＰ認証の結果、ＡＰのアクセスを認可する場合、受
信信号に含まれるＡＰ位置情報をＡＰ情報テーブル１６に記憶する。
【００２０】
　端末認証処理部１３は、図示せぬ信号受信部で端末認証であると判別された場合の処理
部である。端末認証処理部１３は、受信信号が認証要求であり、端末認証の結果端末のア
クセスを認可する場合、受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとしてＡＰ情報テーブル
１６を検索し、ＡＰ識別子を特定し、端末識別子、ＡＰ識別子、利用開始時刻をアクセス
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情報に記憶する。
【００２１】
　また、端末認証処理部１３は、受信信号が切断信号、もしくは一定時間端末からの再認
証がなかった場合、利用終了時刻をアクセス情報に記憶する。尚、ＰＤＧ（Ｐａｃｋｅｔ
　Ｄａｔａ　Ｇａｔｅｗａｙ）がＡＰ位置情報を付与する機能を具備していない場合、端
末認証処理部１３は、受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとしてＡＰ情報テーブル１
６を検索してＡＰ識別子を特定することができない。この場合は、加入者情報テーブル１
５に固定的にＡＰ識別子を登録しておき、端末認証処理部１３は、端末識別子をキーに加
入者情報テーブル１５を検索することでＡＰ識別子を入手する。
【００２２】
　ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰを設置したフェムトセル利用ユーザの端末（＃１）がフ
ェムトセルＡＰを使用してアクセスネットワークを利用できる状態にあった期間を記憶し
、端末（＃１）のアクセス情報［端末（＃１）を一意に特定できる端末識別子、端末（＃
１）が使用したＡＰのＡＰ識別子、端末（＃１）がＡＰを使用してアクセスネットワーク
の利用を開始したＡＰ利用開始時刻、端末（＃１）がＡＰを使用してアクセスネットワー
クの利用を終了したＡＰ利用終了時刻］を課金システムに提供する。
【００２３】
　一方、ＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）は
、端末（＃１）がサービス（電話サービスを想定）を利用した期間を記憶し、端末（＃１
）のサービス利用情報［端末（＃１）を一意に特定できる端末識別子、端末（＃１）がサ
ービスの利用を開始したサービス利用開始時刻、端末（＃１）がサービスの利用を終了し
たサービス利用終了時刻］を課金システムに提供する。
【００２４】
　また、ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰを設置したユーザでないフェムトセル利用ユーザ
の端末（＃２）がフェムトセルＡＰを使用してアクセスネットワークを利用できる状態に
あった期間を記憶し、端末（＃２）のアクセス情報を課金システムに提供する。一方、Ｃ
ＳＣＦは、端末（＃２）がサービスを利用した期間を記憶し、端末（＃２）のサービス利
用情報を課金システムに提供する。
【００２５】
　このように、本発明では、課金システムにおいて端末（＃１）及び端末（＃２）がどの
フェムトセルＡＰを使用してサービスを利用したかを知ることができ、その情報を通信料
の計算に活用することができ、フェムトセルＡＰ設置ユーザにフェムトセルＡＰ利用ユー
ザの通信料金の一部を還元することができる。
【００２６】
　課金システムは、ＣＳＣＦが提供するサービス利用情報を用いて課金を行う。ＡＡＡ１
は、ユーザがどのフェムトセルＡＰを使用してアクセスネットワークを利用していたかの
情報を課金システムに提供することで、課金システムでユーザがどのフェムトセルＡＰを
使用したかにより課金方法を変更することが可能になる。
【００２７】
　図２は本発明の実施の形態によるフェムトセルシステムの構成例を示すブロック図であ
る。図２において、本発明の実施の形態によるフェムトセルシステムは、ＡＡＡ１と、Ｐ
ＤＧ２と、ＣＳＣＦ３と、フェムトセルＡＰ４と、端末５－１，５－２と、課金システム
１００と、顧客管理システム２００と、アクセスネットワーク３０１と、ＩＭＳ（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）３０２と
から構成されている。
【００２８】
　端末５－１は、フェムトセルＡＰ４を設置したユーザが使用する端末で、ＡＡＡ１にて
アクセスネットワーク３０１の利用が認可された後、ＩＭＳ３０２を利用したサービスを
受けることができる。
【００２９】
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　端末５－２は、フェムトセルＡＰ４を設置したユーザでないユーザが使用する端末で、
ＡＡＡ１にてアクセスネットワーク３０１の利用が認可された後、ＩＭＳ３０２を利用し
たサービスを受けることができる。
【００３０】
　フェムトセルＡＰ４は、端末５－１を使用するユーザが設置したＡＰである。ＰＤＧ２
は、フェムトセルＡＰ４の認証要求及びフェムトセルＡＰ４経由の端末からの認証要求を
ＡＡＡ１に送信する装置であり、このときＡＰ位置情報を付与してＡＡＡ１に送信する。
【００３１】
　ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰ４・端末５－１・端末５－２のアクセス認証を行う認証
サーバであり、端末がどのフェムトセルＡＰを使用したかをアクセス情報として記憶し、
このアクセス情報を課金システム１００に提供するという本発明の機能を具備する。
【００３２】
　課金システム１００は、ＣＳＣＦ３から端末のサービス利用情報を、ＡＡＡ１から端末
のアクセス情報を取得し、端末利用者に対して課金を行うシステムである。顧客管理シス
テム２００は、ユーザが使用している端末の端末識別子と、そのユーザが設置したフェム
トセルＡＰ４のＡＰ識別子を課金システム１００に提供するシステムである。
【００３３】
　図２に示すＰＤＧ２、ＣＳＣＦ３、アクセスネットワーク３０１、ＩＭＳ３０２は当業
者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないので、その詳細な説明は省
略する［３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ）　ＴＳ２３．２３４、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２２８参照］。
【００３４】
　ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰ４を設置したフェムトセル利用ユーザの端末５－１がフ
ェムトセルＡＰ４を使用してアクセスネットワーク３０１を利用できる状態にあった期間
を記憶し、端末５－１のアクセス情報５０１（端末を一意に特定できる端末識別子、端末
が使用したフェムトセルＡＰのＡＰ識別子、端末がフェムトセルＡＰを使用してアクセス
ネットワークの利用を開始したＡＰ利用開始時刻、端末がフェムトセルＡＰを使用してア
クセスネットワークの利用を終了したＡＰ利用終了時刻）を課金システム１００に提供す
る。
【００３５】
　一方、ＣＳＣＦ３は、端末５－１がサービス（電話サービスを想定）を利用した期間を
記憶し、端末５－１のサービス利用情報５１１（端末を一意に特定できる端末識別子、端
末がサービスの利用を開始したサービス利用開始時刻、端末がサービスの利用を終了した
サービス利用終了時刻）を課金システム１００に提供する。
【００３６】
　また図２において、ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰ４を設置したユーザでないフェムト
セル利用ユーザの端末５－２がフェムトセルＡＰ４を使用してアクセスネットワーク３０
１を利用できる状態にあった期間を記憶し、端末５－２のアクセス情報５０２を課金シス
テム１００に提供する。一方、ＣＳＣＦ３は、端末５－２がサービスを利用した期間を記
憶し、端末５－２のサービス利用情報５１２を課金システム１００に提供する。
【００３７】
　このように、本実施の形態では、課金システム１００において端末５－１及び端末５－
２がどのフェムトセルＡＰを使用してサービスを利用したかを知ることができ、その情報
を通信料の計算に活用することができ、フェムトセルＡＰ設置ユーザにフェムトセルＡＰ
利用ユーザの通信料金の一部を還元することができる。
【００３８】
　課金システム１００は、ＣＳＣＦ３が提供するサービス利用情報を用いて課金を行う。
ＡＡＡ１は、ユーザがどのフェムトセルＡＰ４を使用してアクセスネットワーク３０１を
利用していたかの情報を課金システム１００に提供することで、課金システム１００でユ
ーザがどのフェムトセルＡＰ４を使用したかにより課金方法を変更することが可能になる
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。
【００３９】
　図３は図２に示すＡＡＡ１の構成例を示すブロック図である。図３において、ＡＡＡ１
は、信号受信部１１と、ＡＰ認証処理部１２と、端末認証処理部１３と、データベース１
４と、信号送信部１８とから構成され、データベース１４は、加入者情報テーブル１５と
、ＡＰ情報テーブル１６とを備えている。
【００４０】
　信号受信部１１は、ＰＤＧ２からの信号を受信し、ＡＰ認証であるか、端末認証である
かを判別し、ＰＤＧ２からの信号の処理を振り分ける。
【００４１】
　ＡＰ認証処理部１２は、信号受信部１１でＡＰ認証であると判別された場合の処理部で
ある。ＡＰ認証処理部１２は、ＡＰ認証の結果、ＡＰのアクセスを認可する場合、受信信
号に含まれるＡＰ位置情報をＡＰ情報テーブル１６に記憶する。
【００４２】
　端末認証処理部１３は、信号受信部１１で端末認証であると判別された場合の処理部で
ある。端末認証処理部１３は、受信信号が認証要求であり、端末認証の結果端末のアクセ
スを認可する場合、受信信号に含まれるＡＰ位置情報をキーとしてＡＰ情報テーブル１６
を検索してＡＰ識別子を特定し、端末識別子、ＡＰ識別子、利用開始時刻をアクセス情報
１７に記憶する。
【００４３】
　また、端末認証処理部１３は、受信信号が切断信号、もしくは一定時間端末からの再認
証がなかった場合、利用終了時刻をアクセス情報１７に記憶する。尚、ＰＤＧ２がＡＰ位
置情報を付与する機能を具備していない場合、端末認証処理部１３は、受信信号に含まれ
るＡＰ位置情報をキーとしてＡＰ情報テーブル１６を検索してＡＰ識別子を特定すること
ができない。この場合は、加入者情報テーブル１５に固定的にＡＰ識別子を登録しておき
、端末認証処理部１３は、端末識別子をキーに加入者情報テーブル１５を検索することで
ＡＰ識別子を入手する。
【００４４】
　信号送信部１８は、ＡＰ認証処理部１２及び端末認証処理部１３の認証結果の信号を作
成し、その信号をＰＤＧ２に送信する機能部である。
【００４５】
　図４は図２の課金システム１００の構成例を示すブロック図である。図４において、課
金システム１００は、加入者情報テーブル１０１と、アクセス情報受信部１０２と、サー
ビス利用情報受信部１０３と、利用料金計算機能部１０４と、利用料金レポート作成機能
部１０５と、メモリ１１１～１１４とから構成されている。
【００４６】
　アクセス情報受信部１０２は、ＡＡＡ１からアクセス情報を受信すると、その情報をメ
モリ１１２に保存する。サービス利用情報受信部１０３は、ＣＳＣＦ３からサービス利用
情報を受信すると、その情報をメモリ１１３に保存する。
【００４７】
　また、加入者情報テーブル１０１は、顧客管理システム２００から加入者情報（加入者
が契約している端末の端末識別子及びＡＰのＡＰ識別子）を取得し、その情報をメモリ１
１１に保存する。
【００４８】
　利用料金計算機能部１０４は、メモリ１１２に保存されたアクセス情報、メモリ１１３
に保存されたサービス利用情報、メモリ１１１に保存された加入者情報をそれぞれ取得し
、予め定義されたサービス利用料金計算ロジックにしたがってサービス利用料金を計算す
る。利用料金レポート作成機能部１０５は、利用料金計算機能部１０４の計算結果から利
用料金レポートを作成し、そのレポートをメモリ１１４に保存する。
【００４９】
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　図５は本発明の実施の形態によるフェムトセルシステムの動作例を示すシーケンスチャ
ートである。これら図２～図５を参照して本発明の実施の形態によるフェムトセルシステ
ムの動作について説明する。
【００５０】
　フェムトセルＡＰ４は、ＡＡＡ１への認証要求をＰＤＧ２に送信する（図５のａ１）。
この認証要求には、フェムトセルＡＰ４のＡＰ識別子が含まれる。ＰＤＧ２は、フェムト
セルＡＰ４の認証要求をＡＡＡ１へ転送する際、認証要求にＡＰ位置情報を付与してＡＡ
Ａ１に転送する（図５のａ２）。
【００５１】
　尚、ＡＰ位置情報は、ＰＤＧ２が受信したＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）パケットの送信元ＩＰアドレスや、ＰＤＧ２の物理ポート番号とＶＬＡＮ（Ｖｉｒｔｕ
ａｌ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）番号の組み合わせといった例（例えば、
ＡＰが正しい場所で使用されているかを確認する確認方法で用いられる例）が挙げられる
が、本発明では特に規定しない。
【００５２】
　ここで、上記の確認方法においては、ＰＤＧがＡＰからの認証要求をＡＡＡに送信する
際、ＡＰからの認証要求に含まれるＩＰアドレスをＡＡＡへ転送メッセージに含める。Ａ
ＡＡは、事前にＡＰとＩＰアドレスとの対応付けが設定されており、認証要求と設定内容
とが一致するかどうかでＡＰが正しい場所で使用されているかを確認することができる。
端末に固定的にグローバルＩＰアドレスが割り当てられる場合は、上記のようにＩＰアド
レスを位置情報として利用することができる。
【００５３】
　ＡＡＡ１は、フェムトセルＡＰ４の認証を行い、認可する場合、ＡＰ位置情報をＡＰ識
別子と組み合わせてＡＰ情報テーブル１６に記憶する（図５のａ３）。その後、ＡＡＡ１
は、フェムトセルＡＰ４に認証応答を送信する（図５のａ４）。
【００５４】
　端末（端末５－１または端末５－２）は、ＡＡＡ１への認証要求を、フェムトセルＡＰ
４を介してＰＤＧ２に送信する（図５のａ５）。認証要求には、端末（端末５－１または
端末５－２）の端末識別子が含まれる。
【００５５】
　ＰＤＧ２は、端末（端末５－１または端末５－２）の認証要求を転送する際、認証要求
にＡＰ位置情報を付与してＡＡＡ１に転送する（図５のａ６）。尚、ＡＰ位置情報は、Ｐ
ＤＧ２が受信したＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスや、ＰＤＧ２の物理ポート番号とＶ
ＬＡＮ番号との組み合わせといった例が挙げられるが、上記と同様に、本発明では特に規
定しない。
【００５６】
　ＡＡＡ１は、端末（端末５－１または端末５－２）の認証を行い、認可する場合、アク
セス情報（端末５－１の場合はアクセス情報５０１、端末５－２の場合はアクセス情報５
０２）に端末識別子・ＡＰ識別子・アクセスネットワーク利用開始時刻を記憶する（図５
のａ７）。この時、ＡＰ識別子は、上記のａ６の処理で伝えられたＡＰ位置情報をキーに
ＡＰ情報テーブル１６を検索することで得る。
【００５７】
　ＡＡＡ１は、端末（端末５－１または端末５－２）に認証応答を送信する（図５のａ８
）。端末（端末５－１または端末５－２）は、サービスを利用する（図５のａ９）。サー
ビスの内容は、本発明では特に規定しないが、本実施の形態では、ＣＳＣＦ３を用いた電
話等のＩＭＳサービスを想定している。
【００５８】
　サービス終了後、ＣＳＣＦ３は、サービス利用情報（端末５－１の場合はサービス利用
情報５１１、端末５－２の場合はサービス利用情報５１２）を課金システム１００に提供
する（図５のａ１０）。サービス利用情報には、端末識別子、サービス利用開始時刻、サ
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ービス利用終了時刻が含まれる。
【００５９】
　サービス終了後、端末（端末５－１または端末５－２）は、アクセスネットワーク３０
１から切断される（図５のａ１１）。この場合は、端末（端末５－１または端末５－２）
が切断要求を送信して行う切断と、ＡＡＡ１が端末（端末５－１または端末５－２）に認
可したアクセス許可時間以内に端末（端末５－１または端末５－２）から再認証が行われ
ず、タイムアウトになったことによる切断とがある。
【００６０】
　ＡＡＡ１は、アクセス情報１７（端末５－１の場合はアクセス情報５０１、端末５－１
の場合はアクセス情報５０２）としてアクセスネットワーク３０１の利用終了時刻を記憶
する（図５のａ１２）。ＡＡＡ１は、アクセス情報１７（端末５－１の場合はアクセス情
報５０１、端末５－２の場合はアクセス情報５０２）を課金システム１００に提供する（
図５のａ１３）。
【００６１】
　これによって、本実施の形態では、課金システム１００が端末（端末５－１または端末
５－２）のサービス利用情報（端末５－１の場合はサービス利用情報５１１、端末５－２
の場合はサービス利用情報５１２）とアクセス情報（端末５－１の場合はアクセス情報５
０１、端末５－２の場合はアクセス情報５０２）とを取得することができ、顧客管理シス
テム２００からフェムトセルＡＰ４を設置したユーザが利用する端末識別子を入手するこ
とで、課金システム１００はサービス利用料金を計算する際に、サービスを利用した時に
使用したフェムトセルＡＰ４がそのユーザが設置したフェムトセルＡＰであるかどうかに
より利用料金を変えることができる。
【００６２】
　例えば、ａ）ＡＡＡ１から課金システム１００に送信されるアクセス情報が「ＡＰ利用
開始時刻：２：００」、「ＡＰ利用終了時刻：４：００」で、ｂ）ＣＳＣＦ３から課金シ
ステム１００に送信されるサービス利用情報が「サービス利用開始時刻：１：００」、「
サービス利用終了時刻：３：００」の場合、課金システム１００は、サービスの利用料金
を求める場合、「１：００～２：００」が自分が設置したフェムトセルＡＰ４を使用しな
いでアクセスしているので通常料金、「２：００～３：００」が自分が設置したフェムト
セルＡＰ４を使ってアクセスしているので割引料金、というようにサービスの利用料金を
計算することができる。
【００６３】
　尚、上記の例は、フェムトセルＡＰ４を設置しているユーザに関する情報である。つま
り、ａ）とｂ）とには同じ端末識別子が含まれ、この端末を使用しているユーザはａ）に
含まれるＡＰ識別子のフェムトセルＡＰ４を設置したユーザと同一ユーザである。同一ユ
ーザであることは、顧客管理システム２００で管理され、課金システム１００に提供され
る。
【００６４】
　また、フェムトセルＡＰ４を設置しているユーザが自分のフェムトセルＡＰ４を使って
サービスを受ける場合は、割引料金が適用される。
【００６５】
　このように、本実施の形態では、ＡＡＡ１が端末（端末５－１または端末５－２）の認
証要求に含まれるＡＰ位置情報からＡＰ識別子を特定し、端末（端末５－１または端末５
－２）がどのフェムトセルＡＰをどの期間使用してアクセスしたかが分かるため、このア
クセスの情報を課金システム１００に提供することで、課金システム１００においてユー
ザがどのフェムトセルＡＰを使用していたかにより課金方法を変更することができる。
【００６６】
　本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、端末（端末５－１または端末
５－２）がどのフェムトセルＡＰを使用しているかを知ることができる認証サーバであれ
ば、ＩＭＳ方式以外のフェムトセルシステムにも適用することができる。
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【００６７】
　また、本発明は、フェムトセルＡＰを使用するサービスで利用開始時刻・終了時刻から
課金を行うサービスであれば、電話サービス以外のサービスにも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、フェムトセルを対象とした移動体通信に適用することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　　　　　　　１　ＡＡＡ（認証装置）
　　　　　　　２　ＰＤＧ
　　　　　　　３　ＣＳＣＦ
　　　　　　　４　フェムトセルＡＰ
　５－１，５－２　端末
　　　　　　１１　信号受信部
　　　　　　１２　ＡＰ認証処理部
　　　　　　１３　端末認証処理部
　　　　　　１４　データベース
　　　　　　１５　加入者情報テーブル
　　　　　　１６　ＡＰ情報テーブル
　　　　　　１７　アクセス情報
　　　　　　１８　信号送信部
　　　　　１００　課金システム
　　　　　１０１　加入者情報テーブル
　　　　　１０２　アクセス情報受信部
　　　　　１０３　サービス利用情報受信部
　　　　　１０４　利用料金計算機能部
　　　　　１０５　利用料金レポート作成機能部
　１１１～１１４　メモリ
　　　　　２００　顧客管理システム
　　　　　３０１　アクセスネットワーク
　　　　　３０２　ＩＭＳ
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