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(57)【要約】
　ゲートウェイ装置（１０２）は、監視装置（１０１）
との間の通信を行う監視ＩＦ（１１１）と、配下の複数
の基地局（１０３）との間の通信を行う呼制御ＩＦ（１
１２）と、監視ＩＦ（１１１）を介して監視装置（１０
１）から一括設定指示を受信した場合、基地局（１０３
）との間の呼制御ＩＦ（１１２）に適合した形式に一括
設定指示をプロトコル変換した設定指示を生成し、生成
した設定指示を複数の基地局（１０３）に対して呼制御
ＩＦ（１１２）を介して送信するＣＰＵを有する。ＣＰ
Ｕは、複数の基地局（１０３）を所定のグループに分割
し、グループ別に異なる時期に設定指示を基地局（１０
３）に送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視装置との間の通信を行う第１の機器間インタフェースと、
　配下の複数の基地局装置との間の通信を行う第２の機器間インタフェースと、
　前記第１の機器間インタフェースを介して前記監視装置から設定情報を受信した場合、
前記基地局装置との間の前記第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報
をプロトコル変換した設定情報を生成し、前記生成した設定情報を複数の前記基地局装置
に対して前記第２の機器間インタフェースを介して送信する制御部と、を有し、
　前記制御部は、複数の前記基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信する、
　ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　配下として収容する前記基地局装置の数に応じた数のグループに分割し、前記グループ
数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設定情報を前記基
地局装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、自装置の処理の負荷状態に応じた数のグループに分割し、前記グループ
数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設定情報を前記基
地局装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項４】
　前記第１の機器間インタフェースは、監視インタフェースであり、
　前記第２の機器間インタフェースは、呼制御インタフェースであり、
　前記監視インタフェースの前記監視装置に対する１度のコネクション接続により、複数
の前記基地局装置に対する前記設定情報を受信することを特徴とする請求項１に記載のゲ
ートウェイ装置。
【請求項５】
　前記制御部は、複数の前記基地局装置から前記設定情報に基づく設定状態の応答情報を
受信した場合、複数の前記基地局装置からの前記応答情報をとりまとめた応答情報を前記
監視装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記監視装置から受信した情報が前記設定情報であるか否かを判断する
判断部を有し、当該判断部は、前記監視装置から受信した情報が前記設定情報の場合に、
当該設定情報に対する前記プロトコル変換を行い複数の前記基地局装置に送信することを
特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項７】
　監視装置がゲートウェイ装置を介して複数の基地局装置に接続されるシステムにおいて
、
　前記監視装置は、複数の前記基地局装置に対する設定情報を、前記ゲートウェイ装置と
の間の通信を行う第１の機器間インタフェースを介して送信し、
　前記ゲートウェイ装置は、前記監視装置から設定情報を受信した場合、前記基地局装置
との間の第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報をプロトコル変換し
た設定情報を生成し、前記生成した設定情報を前記複数の基地局装置に対して前記第２の
機器間インタフェースを介して送信する制御部を有し、
　前記制御部は、前記複数の基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信し、
　複数の前記基地局装置は、前記ゲートウェイ装置から受信した前記設定情報の受信に基
づき配下の端末装置との間の通信制御を行うことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　前記ゲートウェイ装置の前記制御部は、配下として収容する前記基地局装置の数に応じ
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た数のグループに分割し、前記グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ
別に異なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信することを特徴とする請求項７に
記載のシステム。
【請求項９】
　前記ゲートウェイ装置の前記制御部は、自装置の処理の負荷状態に応じた数のグループ
に分割し、前記グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期
に前記設定情報を前記基地局装置に送信することを特徴とする請求項７に記載のシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基地局に対する設定を行うゲートウェイ装置およびシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　フェムトセルの小型な基地局は、多数設置されており、これら多数の基地局に対し、移
動局との間の通信規制などの設定は設定情報を用いて行われる。この基地局は、監視装置
との間の監視ＩＦを介して個々に接続制御され、監視装置が個々の基地局に接続後、設定
情報を送信することで監視設定を行うことができる。また、複数の基地局は、呼制御Ｉ／
Ｆを介して常時ゲートウェイ装置に接続され、呼制御通信を行うようになっている。
【０００３】
　従来、移動局とゲートウェイ装置との間でアクセスポイント毎にサービスベアラを設定
し、サービスベアラのタイプ別に通信規制する技術がある（例えば、下記特許文献１参照
。）。また、ネットワーク（基地局）のオーバーロードを防ぐために、アクセス規制の設
定情報としてＡＣＢ情報（ＡＣＢ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒｒｉｎｇ）を用い
て端末の通信規制を行う技術がある（例えば、下記特許文献２参照。）。また、特定サー
ビスのためにＡＣＢ情報を用いて端末にブロードキャストメッセージで通知し、通信規制
を行う技術がある（例えば、下記特許文献３参照。）。
【０００４】
　また、ネットワーク状態に基づき移動局へアクセス規制を行い、ネットワークの輻輳を
防ぐ技術がある（例えば、下記特許文献４～６参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１１９８２６号公報
【特許文献２】特表２０１３－５３６６３６号公報
【特許文献３】特表２０１２－５２９８０６号公報
【特許文献４】特表２０１４－５０２８１９号公報
【特許文献５】特開２０１２－３９３６６号公報
【特許文献６】特表２０１３－５０７８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の技術では、監視装置から複数の基地局に対して通信規制の設定情
報を一斉に通知することができなかった。例えば、突発的な災害の発生時には、緊急に数
万台の基地局に通信規制の情報を通知し、端末と基地局との間の通信規制を行う必要があ
るが、これが行えなかった。
【０００７】
　監視装置が監視ＩＦを介して通信規制の設定情報を通知するには、１台の基地局毎に順
次接続開始の処理を行った後に設定情報を通知し、通信終了の接続切断の処理を行う必要
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がある。このため、監視装置は、基地局に一斉に通信規制の情報を通知することができず
、基地局が多いほど時間がかかった。また、監視装置は、多数の基地局からの同時の返答
（レスポンス）を同時に処理することもできない。なお、監視装置（サーバ）を増設する
ことで処理能力を増やすことはできるが、コストが増加する。また、処理能力の向上によ
って監視ＩＦを用いた並行処理が可能になるものの、通信開始処理と通信終了処理によっ
て、多数の基地局に対して設定情報を一斉通知することはできない。
【０００８】
　また、基地局が多数（例えば数万台）となり、監視装置が多数の基地局に設定情報を通
知する構成の場合に、災害発生などの緊急事態発生を契機として監視装置では高負荷な処
理を実施すると、基地局から一斉の返答を受信処理できないおそれが生じる。この場合、
監視装置は、設定情報の転送が失敗した基地局への再送や、ネットワーク管理者に対する
結果の通知に遅れを生じることがあり、災害発生時などの緊急時に要求される迅速な設定
指示が実施できないおそれがある。
【０００９】
　一つの側面では、本発明は、複数の基地局の通信設定時の輻輳を防ぐことを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一つの案では、ゲートウェイ装置は、監視装置との間の通信を行う第１の機器間インタ
フェースと、配下の複数の基地局装置との間の通信を行う第２の機器間インタフェースと
、前記第１の機器間インタフェースを介して前記監視装置から設定情報を受信した場合、
前記基地局装置との間の前記第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報
をプロトコル変換した設定情報を生成し、前記生成した設定情報を複数の前記基地局装置
に対して前記第２の機器間インタフェースを介して送信する制御部と、を有し、前記制御
部は、複数の前記基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異なる時期に
前記設定情報を前記基地局装置に送信する、ことを要件とする。
【発明の効果】
【００１１】
　一つの実施の形態によれば、複数の基地局の通信設定時の輻輳を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体の処理概要
を示すシーケンス図である。
【図３】図３は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置の構成例を示すブロック図である
。
【図４】図４は、実施の形態にかかるシステムの基地局の構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置から基地局への設定指示の送信を
説明する図である。
【図６】図６は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用
いる設定内容を示す図表である。（その１）
【図７】図７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用
いる設定内容を示す図表である。（その２）
【図８】図８は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示の処理手順を示すシーケン
ス図である。
【図９】図９は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示応答の処理手順を示すシー
ケンス図である。
【図１０】図１０は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示にかかる処理内容を示
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すフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置が基地局からの設定指示応答
の受信を説明する図である。
【図１２】図１２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置のプロトコル変換部が行う他
のプロトコル変換例である。
【図１３】図１３は、実施の形態のシステムにかかる監視ＩＦとしてのＴＲ０６９　ＩＦ
で用いるＡＣＢの制御情報のパラメータと項目内容の一覧を示す図表である。
【図１４】図１４は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定
要求のマッピング例を示す図表である。
【図１５】図１５は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設
定要求応答のマッピング例を示す図表である。
【図１６】図１６は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定
要求のマッピングの他の例を示す図表である。
【図１７】図１７は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージ例を示す図表
である。
【図１８】図１８は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設
定要求応答のマッピング例を示す図表である。
【図１９】図１９は、既存の方式による複数の基地局に対する設定指示の手順を示すシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施の形態）
（システムの全体構成例）
　以下に添付図面を参照して、開示技術の好適な実施の形態を詳細に説明する。実施の形
態では、システムの全体構成について説明する。
【００１４】
　図１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体構成を示すブロッ
ク図である。システム１００は、監視装置１０１と、ゲートウェイ装置（ＧＷ）１０２と
、小型な基地局装置（以下、基地局、Ｆｅｍｔｏと呼ぶ）１０３と、各基地局１０３の通
信領域配下に存在する端末（ＵＥ）１０４とを含む。
【００１５】
　図１には図示を省略しているが、システムの全体構成として、ゲートウェイ装置１０２
の上位装置を含み得る。ゲートウェイ装置１０２の上位装置として、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅ
Ｗａｙ）などが一例として挙げられる。
【００１６】
　実施の形態のＧＷ１０２は、Ｆｅｍｔｏ１０３と、コアネットワーク上のノード間の通
信を集約することによって、Ｆｅｍｔｏ１０３がコアネットワークにかける呼通信の負荷
を低減する。ＧＷ１０２とＦｅｍｔｏ１０３間では呼制御ＩＦ１１２による呼制御通信が
行われるため、呼制御ＩＦ１１２は、ＧＷ１０２とＦｅｍｔｏ１０３との間を常時接続す
る。この呼制御ＩＦ１１２を介して、端末１０４には、一斉に短時間で災害等を報知する
メッセージが送出される。例えば、メッセージとしては、ＥＴＷＳ（Ｅａｒｔｈｑｕａｋ
ｅ　ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、ＣＭＡＳ（Ｃｏｍｍ
ｅｒｃｉａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）がある。
【００１７】
　監視装置１０１は、第１の機器間インタフェースである監視ＩＦ１１１を用いてＧＷ１
０２に対して監視装置１０１が監視する基地局１０３への一括設定指示Ｄ１を送信する。
一括設定指示Ｄ１は、例えば、監視装置１０１が監視する基地局１０３の全てに対する通
信規制や災害情報等のメッセージを含む設定情報である。
【００１８】
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　監視装置１０１は、ＧＷ１０２との通信のために、監視ＩＦ１１１を介してＧＷ１０２
に対するコネクション接続処理（接続開始および切断）の処理を行う。なお、監視装置１
０１が監視する全てのＧＷ１０２のうち一部のＧＷ１０２をグループ指定することができ
る他に、エリア指定を行って一括設定指示Ｄ１を送信することもできる。
【００１９】
　ＧＷ１０２は、監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受信すると、この一括設定指示
Ｄ１に含まれる通信規制等のメッセージを呼制御プロトコルに変換する（ＧＷ１０２の処
理Ｄ２）。そして、ＧＷ１０２は、変換された呼制御プロトコルにしたがい変換した通信
規制のメッセージを含む設定指示（設定情報）Ｄ３を第２の機器間インタフェースである
呼制御ＩＦ１１２を介して全ての基地局１０３に設定する。
【００２０】
　ここで、ＧＷ１０２は、基地局１０３を予めグループ別に分け、グループ別に異なる時
刻（オフセット値）で設定指示Ｄ３を送信する。グルーブ分割は、例えば、一つのＧＷ１
０２が収容する基地局１０３の数に応じたグループ数や、ＧＷ１０２の負荷状態に応じた
グループ数等に基づき行う。オフセット値は、グループ別に異なる値が設定され、ＧＷ１
０２は、オフセット値に基づきグループ毎に異なる時期に設定指示Ｄ３を送信する。
【００２１】
　図１の例では、ＧＷ１０２が収容する基地局１０３の数に応じてグループ分割した例で
あり、グループ１－１が５０００台の基地局（＃１－５０００）１０３とし、グループ１
－ｎが５０００台の基地局（＃１２００１－１７０００）１０３とした例である。＃は、
基地局１０３別の固有の番号（識別子）である。グループ分割は、エリア毎の基地局１０
３別の固有の番号（識別子）に基づき行ってもよいし、基地局１０３の設置箇所にかかわ
らず、基地局１０３別の固有の番号（識別子）の範囲を区切って行ってもよい。
【００２２】
　オフセット値は、グループ１－１が０ｍｓであり、グループ１－ｎが１０ｍｓである。
この場合、設定指示Ｄ３は、グループ１－１への設定指示（送信）後、１０ｍｓ経過した
時期にグループ１－ｎへの設定指示（送信）を行う。これにより、基地局１０３は、グル
ープ毎に異なる時期に設定指示Ｄ３を受信し、対応してグループ毎に異なる時期に設定指
示Ｄ３に対する設定指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００２３】
　ＧＷ１０２と各基地局１０３とは、呼制御ＩＦ１１２として例えば、Ｓ１インタフェー
スを介して常時接続され、Ｓ１メッセージをやり取りする。これにより、監視装置１０１
は、一括設定指示Ｄ１を１度送信するだけで、ＧＷ１０２により通信規制等の設定指示Ｄ
３のメッセージを全てのグループの基地局１０３に設定することができる。
【００２４】
　この基地局１０３は、通信規制のメッセージを最終的にＵＥ１０４に通知することで基
地局１０３とＵＥ１０４との間の通信規制を行うことができる。
【００２５】
　図２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体の処理概要を示す
シーケンス図である。この図を用いて監視装置１０１～ＧＷ１０２～基地局１０３間での
情報のやり取りを説明する。実施の形態では、監視装置１０１は、ＧＷ１０２を介し、呼
制御ＩＦ１１２を用いてＦｅｍｔｏ１０３とメッセージの送受信を行う。
【００２６】
　はじめに、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に監視ＩＦ１１１を介してコネクション接続
処理Ｄ０（接続開始）を行い、監視装置１０１は、一括設定対象の基地局１０３を指定し
て一括設定指示Ｄ１を送信する。監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受け取ったＧＷ
１０２は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで記述された一括設定指示Ｄ１を基地局１０３と
の間の呼制御ＩＦ１１２のプロトコルに変換するプロトコル変換処理Ｄ２を行う。そして
、ＧＷ１０２は、プロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１に含まれる一括設定対象の各基地
局１０３に対して、呼制御ＩＦ１１２を介してそれぞれ設定指示Ｄ３を送信する。この際
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、ＧＷ１０２は、グループ別のオフセット値に基づき、グループ別に異なる時期に設定指
示Ｄ３を送信する。
【００２７】
　監視装置１０１は、呼制御ＩＦ１１２を有しておらず、監視ＩＦ１１１を介してＧＷ１
０２に一括設定指示Ｄ１を送信する。そして、ＧＷ１０２が一括設定対象の各基地局１０
３に対してグループ別のオフセット値に基づき設定指示Ｄ３を送信する。
【００２８】
　ＧＷ１０２から設定指示を受け取った各基地局１０３は、設定指示Ｄ３に基づく設定が
終了すると、それぞれ呼制御ＩＦ１１２を介して設定指示Ｄ３に基づく設定状態を示す応
答情報として設定指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００２９】
　上述したように、基地局１０３のグループ別に異なる時期に設定指示Ｄ３が送出される
ため、設定指示応答Ｄ４についても、基地局１０３のグループ別に異なる時期にＧＷ１０
２に送信されることになる。なお、基地局１０３は、受信した設定指示Ｄ３に基づき設定
指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する構成であり、基地局１０３側において、設定指示応
答Ｄ４の送信の時期に関する特別な制御は行わない。
【００３０】
　基地局１０３は、設定指示Ｄ３を端末１０４に送信し、端末１０４側で設定指示Ｄ３に
基づく通信設定を行うか否かを判断してもよい。この場合、基地局１０３は、端末１０４
での判断結果（設定の有無、あるいは設定成功／設定失敗）を設定指示応答Ｄ４として用
いる。各基地局１０３は、設定指示Ｄ３に基づき設定処理が終了した時点でそれぞれ設定
指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００３１】
　ＧＷ１０２は、一括設定対象の基地局１０３からグループ別に異なる時期に設定指示応
答Ｄ４を複数受け取る。ＧＷ１０２は、設定指示応答Ｄ４を受け取った時点、あるいは、
ＧＷ１０２の一括設定応答待機タイマが満了した時点でこれら設定指示応答Ｄ４をとりま
とめて一つの一括設定指示返答Ｄ５を生成する。そして、ＧＷ１０２は、監視ＩＦ１１１
を介して監視装置１０１に一括設定指示返答Ｄ５を送信する。この後、監視装置１０１は
、ＧＷ１０２との間の監視ＩＦ１１１によるコネクション切断処理Ｄ６（接続切断）を行
い、一括設定に関する一連の処理を終了する。
【００３２】
　上記処理において、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に対し、１度のコネクション処理（
接続開始Ｄ０および接続切断Ｄ６）を行うだけで複数の基地局１０３に対する通信規制な
どの一括設定を行うことができるようになる。
【００３３】
　そして、ＧＷ１０２は、一括設定対象の複数の基地局１０３に対し、グループ別に異な
る時期に分散して設定指示Ｄ３を送出する。図２の例では、ＧＷ１０２は、はじめにグル
ープ１－１に対し時期ｔｓ１で設定指示Ｄ３を送信し、この後、時期ｔｓ２でグループ１
－２に対し設定指示Ｄ３を送信し、この後、時期ｔｓｎでグループ１－ｎに対し設定指示
Ｄ３を送信する。隣接する時期ｔｓ１，ｔｓ２間の期間がオフセット値Ｔに相当する。
【００３４】
　これにより、ＧＷ１０２は、複数の基地局１０３から、グループ別に異なる時期に分散
して設定指示応答Ｄ４を受け取ることができる。図２の例では、ＧＷ１０２は、はじめに
グループ１－１から時期ｔｒ１で設定指示応答Ｄ４を受信し、この後、時期ｔｒ２でグル
ープ１－２から設定指示応答Ｄ４を受信し、この後、時期ｔｒｎでグループ１－ｎから設
定指示応答Ｄ４を受信する。このように、ＧＷ１０２は、複数の基地局１０３との間の設
定指示Ｄ３の送信、および設定指示応答Ｄ４の受信に関する処理を分散できる。なお、図
２では、グループ１－ｎへの設定指示Ｄ３の送信の時期ｔｓｎの後に、グループ１－１か
ら設定指示応答Ｄ４を時期ｔｒ１で受信する例を示しているが、これに限らず、各グルー
プの送信と受信の時期が混在することもある。
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【００３５】
　これにより、一括設定対象の基地局１０３が多数（例えば数万台）となっても、ＧＷ１
０２が多数の基地局１０３に対して設定指示Ｄ３の送信、および設定指示応答Ｄ４の受信
に関する処理を円滑に実施できＧＷ１０２での輻輳を防止できる。例えば、ＧＷ１０２が
災害発生などの緊急事態発生を契機として高負荷な処理を実施していても、グループ別の
基地局１０３から分散して設定指示応答Ｄ４を受信するため、ＧＷ１０２は、設定指示応
答Ｄ４の受信に関する処理を実行できる。これにより、設定指示Ｄ３の送信が失敗した基
地局１０３への再送や、ネットワーク管理者に対する結果の通知の遅れを防ぐことができ
、災害発生時などの緊急時に要求される迅速な設定指示を実施できる。
【００３６】
（ＧＷの構成例）
　図３は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置の構成例を示すブロック図である。ＧＷ
１０２は、制御部（ＣＰＵ）３０１、およびメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ等）３１２を含み、
ＲＯＭ等のメモリ３１２に格納されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行することにより、
ＧＷ１０２の動作を制御する。この際、ＲＡＭを処理作業用のデータエリアとして用いる
。
【００３７】
　ＧＷ１０２は、監視ＩＦ送受信部３０２と、監視機能部３０３と、プロトコル変換部３
０４と、対ＭＭＥ送受信部３０５と、テレコム処理部３０６と、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３
０７と、一括設定分散部３０８と、一括設定カウンタ３０９と、ステータス登録部３１０
と、を含む。
【００３８】
　監視ＩＦ送受信部３０２は、監視ＩＦ１１１を介して監視装置１０１との間の送受信を
行うＩＦである。テレコム処理部３０６は、一括設定判断部３０６ａを含む。
【００３９】
　監視機能部３０３は、監視ＩＦ送受信部３０２が監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１
を受信したかを判断する一括設定判断部３０３ａを含む。一括設定判断部３０３ａは、受
信したメッセージをデコードし、既存の監視ＩＦ１１１を用いたメッセージであるか、一
括設定用のメッセージ（一括設定指示Ｄ１）であるかを判断する。一括設定判断部３０３
ａは、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に出力する。
【００４０】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いるメッセージに変換する。プロトコル変換部３０４によるプロトコル
変換Ｄ２により、各基地局１０３に対する設定指示Ｄ３が生成され、対Ｆｅｍｔｏ送受信
部３０７に出力される。
【００４１】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いる汎用の端末１０４とＦｅｍｔｏ１０３間の通信規制情報（ＡＣＢ）
や、ＴＡＣ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ）変更のメッセージに変換する。プ
ロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１は、一括設定分散部３０８に出力される。これらのメ
ッセージ変換例については後述する。また、Ｆｅｍｔｏ１０３から呼制御ＩＦ１１２を介
して受信した設定指示応答Ｄ４に含まれる設定結果を監視ＩＦ１１１のメッセージに変更
して監視ＩＦ送受信部３０２に出力する。
【００４２】
　なお、一括設定指示Ｄ１は、ＧＷ１０２に接続されるＭＭＥ等の上位コアノードから受
信することもでき、対ＭＭＥ送受信部３０５を介して一括設定指示Ｄ１を受信することも
できる。
【００４３】
　一括設定分散部３０８は、グループ分割部３０８ａと、オフセット設定部３０８ｂとを
含み、一括設定指示Ｄ１を複数のグループに分割し、グループ毎の設定指示Ｄ３を生成し
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、この設定指示Ｄ３をグループ毎に時期を異ならせて（分散させて）Ｆｅｍｔｏ１０３に
送信する。
【００４４】
　具体的には、グループ分割部３０８ａにより、ＧＷ１０２が収容するＦｅｍｔｏ１０３
を複数のグループに分割する。グループ分割部３０８ａは、グループ分割の設定表を参照
してグループ分割し、グループ分割の情報をメモリ３１２のＦｅｍｔｏグループリスト３
１２ａに記録する。オフセット設定部３０８ｂは、グループ分割の設定表を参照してグル
ープ数に対応するオフセット値Ｔを求め、メモリ３１２のオフセットテーブル３１２ｂに
記録する。
【００４５】
　一括設定カウンタ３０９は、設定指示Ｄ３について、メモリ３１２のＦｅｍｔｏグルー
プリスト３１２ａとオフセットテーブル３１２ｂを参照して、グループ別のオフセット値
Ｔに対応した時間相当のカウントを行い、グループ別に異なる時期に対Ｆｅｍｔｏ送受信
部３０７に送出する。
【００４６】
　対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７は、グループ別の設定指示Ｄ３を各グループに含まれる複
数のＦｅｍｔｏ１０３に対し、呼制御ＩＦ１１２を介して送信する。また、対Ｆｅｍｔｏ
送受信部３０７は、呼制御ＩＦ１１２を介して各グループに含まれる複数のＦｅｍｔｏ１
０３から設定指示応答Ｄ４を受信する。
【００４７】
　テレコム処理部３０６の一括設定判断部３０６ａは、設定指示応答Ｄ４をプロトコル変
換部３０４に出力する。プロトコル変換部３０４は、設定指示応答Ｄ４に対し監視ＩＦ１
１１のプロトコル変換Ｄ２を施す。一括設定判断部３０６ａでは、ＭＭＥに対するＳ１メ
ッセージと、設定指示応答Ｄ４のメッセージとを区別する。プロトコル変換が施された設
定指示応答Ｄ４は、監視ＩＦ送受信部３０２に格納され、監視ＩＦ１１１を介して監視装
置１０１に送信される。
【００４８】
　ステータス登録部３１０は、設定指示Ｄ３に対応してＦｅｍｔｏ１０３から返答される
設定指示応答Ｄ４のメッセージに含まれる設定結果をメモリ３１２のステータス確認リス
ト３１２ｃに登録する。設定結果は、設定指示Ｄ３に基づきＵＥ１０４が設定した設定結
果であり、Ｆｅｍｔｏ１０３を介してＧＷ１０２が受信する。ＧＷ１０２は、一括設定対
象の全Ｆｅｍｔｏ１０３から設定指示応答Ｄ４が返答された後、監視装置１０１にステー
タス確認リスト３１２ｃを送信する。
【００４９】
　この他、ステータス登録部３１０は、設定指示応答Ｄ４として返答があったＦｅｍｔｏ
１０３のＩＤに紐づいた成功／失敗の情報を監視装置１０１に送信してもよい。例えば、
あるグループのＦｅｍｔｏ１０３毎の設定成功／設定失敗を下記のように一覧化して送信
してもよい。
Ｆｅｍｔｏ１：８０ＵＥ成功
Ｆｅｍｔｏ２：２４ＵＥ成功
【００５０】
　そして、上述したように、設定指示Ｄ３は、グループ別に異なる時期にＦｅｍｔｏ１０
３に送信されるため、Ｆｅｍｔｏ１０３は、グループ別に異なる時期にＧＷ１０２に設定
指示応答Ｄ４を送信する。これにより、ＧＷ１０２は、グループ別に異なる時期にＦｅｍ
ｏｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４を受信し、時期を分散して処理することができる。
特に、多数のＦｅｍｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４を同時期に大量に受信することを
防止できる。これにより、ＧＷ１０２内で特に負担がかかりやすいテレコム処理部３０６
（一括設定判断部３０６ａ）、およびプロトコル変換部３０４での処理負担を軽減できる
ようになる。
【００５１】
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（Ｆｅｍｔｏの構成例）
　図４は、実施の形態にかかるシステムの基地局の構成例を示すブロック図である。基地
局（Ｆｅｍｔｏ）１０３は、制御部（ＣＰＵ）４１１、メモリ４１２、ＲＦ部４１３、を
含む。ＣＰＵ４１１は、図示しないＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵ４１１が実行
することにより、Ｆｅｍｔｏ１０３の動作を制御する。この際、ＲＡＭを処理作業用のデ
ータエリアとして用いる。
【００５２】
　ＣＰＵ４１１は、監視ＩＦ送受信部４２１と、監視機能部４２２と、設定ファイル処理
部４２３と、対ＧＷ送受信部４２４と、ＲＲＣ機能部４２５と、を含む。監視ＩＦ送受信
部４２１と監視機能部４２２は、監視装置１０１から送信される既存の監視処理にかかる
処理を行う（実施の形態における一括設定処理には関与しない）。
【００５３】
　対ＧＷ送受信部４２４は、ＧＷ１０２（対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７）から呼制御ＩＦ
１１２を介して設定指示Ｄ３を受信し、ＲＲＣ機能部４２５に出力する。
【００５４】
　ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能部４２５は、ＲＲＣ処
理部４２５ａと、設定更新部４２５ｂと、を含む。設定更新部４２５ｂは、ＧＷ１０２か
ら受信した設定指示Ｄ３の設定内容をメモリ４１２の設定ファイル４１２ａに書き込む。
ＲＲＣ処理部４２５ａは、設定ファイル４１２ａを読み込んで、端末（ＵＥ）１０４への
送信メッセージを作成し、ＲＦ部４１３のＲＦ処理部４１３ａを介して端末１０４に送信
する。
【００５５】
　図５は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置から基地局への設定指示の送信を説明す
る図である。プロトコル変換部３０４が行うプロトコル変換例を併記してある。以下の説
明では、基地局１０３がＦｅｍｔｏである例を用いて説明する。一括設定指示Ｄ１（設定
指示Ｄ３）を受信した対象グループのＦｅｍｔｏ１０３は、端末１０４との間の通信規制
を行う。
【００５６】
　監視装置１０１とＧＷ１０２では、送受信するメッセージ（一括設定指示Ｄ１等）の定
義および共有を事前に行っておく。
【００５７】
　監視機能部３０３の一括設定判断部３０３ａは、受信したメッセージが既存の監視ＩＦ
１１１を用いたメッセージであるか、一括設定用のメッセージ（一括設定指示Ｄ１）であ
るかを判断し、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に出力する。
【００５８】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いるメッセージに変換することで、各基地局１０３に対する設定指示Ｄ
３を生成し、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７に出力する。
【００５９】
　対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７は、プロトコル変換後の設定指示Ｄ３を各グループの各Ｆ
ｅｍｔｏ１０３に対し、呼制御ＩＦ１１２を介して送信する。
【００６０】
　Ｆｅｍｔｏ１０３では、対ＧＷ送受信部４２４がＧＷ１０２（対Ｆｅｍｔｏ送受信部３
０７）から呼制御ＩＦ１１２を介して設定指示Ｄ３を受信し、ＲＲＣ機能部４２５に出力
する。
【００６１】
　ＲＲＣ機能部４２５の設定更新部４２５ｂは、ＧＷ１０２から受信した設定指示Ｄ３の
設定内容をメモリ４１２の設定ファイル４１２ａに書き込む。また、ＲＲＣ処理部４２５
ａが設定ファイル４１２ａを読み込んで、端末１０４への送信メッセージを作成し、ＲＦ
部４１３のＲＦ処理部４１３ａを介して端末１０４に送信する。
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【００６２】
　この端末１０４への送信メッセージ（監視装置１０１の一括設定指示Ｄ１に対応）に基
づき、端末１０４は、Ｆｅｍｔｏ１０３との間の通信規制を行う。
【００６３】
　図５に示す変換前メッセージ５３１は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで用いる一括設定
指示Ｄ１のメッセージであり、変換後メッセージ５３２は、呼制御ＩＦ１１２のプロトコ
ルで用いる設定指示Ｄ３のメッセージである。そして、変換前メッセージ５３１のＳｅｔ
ＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓの内容を変換後メッセージ５３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍ
ｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに変換する。
【００６４】
　そして、図５の例では、一括設定指示Ｄ１が示す通信規制の３つのパラメータ（一括設
定の内容、対象エリア情報、設定パターン）を、変換後メッセージ５３２のＷａｒｎｉｎ
ｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに格納している。そして、このパラメータ変換で
は、変換前メッセージ（一括設定指示Ｄ１）の一括設定の内容を示すＣｏｍｍａｎｄとＡ
ＣＢ情報を００１，００１に変換している。また、設定パターンを示すＰａｔｔｅｒｎ，
ｃｕｓｔｏｍ１を００２，０１１に変換している。また、対象エリア情報を示すＨｅＮＢ
　Ｇｒｏｕｐ，２６８００を００３，２６８００に変換している。
【００６５】
　ＧＷ１０２が送信する設定指示Ｄ３のメッセージを受信したＦｅｍｔｏ１０３では、設
定更新部４２５ｂが設定指示Ｄ３のメッセージを設定ファイル４１２ａに書き込む。ＲＲ
Ｃ機能部４２５では、その設定ファイル４１２ａを読み込んで、エンドユーザである端末
（ＵＥ）１０４への送信メッセージを作成して送信する。また、Ｆｅｍｔｏ１０３への設
定ファイルの反映のみに留める場合、ＲＦ処理部４１３ａは機能しない。
【００６６】
（Ｆｅｍｔｏグループリスト、オフセットテーブルの例）
　図６，７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用い
る設定内容を示す図表である。これらの図は、ＧＷ１０２の一括設定分散部３０８（グル
ープ分割部３０８ａ，オフセット設定部３０８ｂ）が行う際に参照する設定表に相当する
。
【００６７】
　ＧＷ１０２のグループ分割部３０８ａは、図６の設定表６０１に示す「Ａ：収容数に基
づくグループ分割」、あるいは図７の設定表７０１に示す「Ｂ：ＧＷの負荷に基づくグル
ープ分割」、あるいは「Ｃ：グループ分割なし」、のいずれかを監視装置１０１からの制
御により実施する。オフセット設定部３０８ｂは、分割数に応じたオフセット値Ｔを設定
する。なお、グループ分割は上記Ａ，Ｂに基づく分割に限らず、例えば、呼制御ＩＦ１１
２の通信速度（ＧＷ１０２～端末１０４間）や、通信品質（ＳＮＲやＣＮＲ等）に基づき
分割するなど、各種方法がある。
【００６８】
　図６には、ＧＷ１０２が収容するＦｅｍｔｏ１０３の収容数に基づくグループ分割を行
う際の設定表６０１を示す。ＧＷ１０２は、「Ａ：収容数に基づくグループ分割」を行う
場合、グループ分割部３０８ａは、図６に示すＧＷ１０２に対する呼接続済みのＦｅｍｔ
ｏ１０３の数を基準に、グループ分割数を決定する。例えば、収容数が１１，０００台の
場合には、図６を参照して、Ｆｅｍｔｏ１０３が５，０００台のグループを２グループと
、Ｆｅｍｔｏ１０３が１，０００台のグループを１グループ作成する。
【００６９】
　また、グループ分割数に対応したオフセット値Ｔは監視装置１０１から設定する。例え
ば、分割なしの場合のオフセット値Ｔは０ｍｓ、分割数１（グループ数の２）の場合のオ
フセット値Ｔは５０ｍｓ～５００ｍｓの値とする。
【００７０】
　グループ分割部３０８ａは、グループ分割数に基づき、複数のＦｅｍｔｏ１０３が属す
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るグループを決定し（図１参照）、グループ別のＦｅｍｔｏ１０３の情報をメモリ３１２
のＦｅｍｔｏグループリスト３１２ａに記録する。また、オフセット設定部３０８ｂは、
オフセット値Ｔをオフセットテーブル３１２ｂに記録する。
【００７１】
　図７には、ＧＷ１０２の負荷に基づくグループ分割を行う際の設定表７０１を示す。Ｇ
Ｗ１０２は、「Ｂ：ＧＷの負荷に基づくグループ分割」を行う場合、例えば、図７に示す
ＣＰＵ平均使用率に応じたグループ分割数を決定する。この場合、グループ分割部３０８
ａは、設定指示Ｄ３を送信する前５分間のＣＰＵ平均使用率を求めてグループ分割を実施
する。このＣＰＵ平均使用率（ＣＰＵ負荷）は、グループ分割部３０８ａがＣＰＵ３０１
のＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｄａｔａを、例えば５分周期で収集する。
【００７２】
　また、オフセット設定部３０８ｂは、決定した分割数に応じたオフセット値Ｔを設定す
る。図７の例では、ＣＰＵ値（ＣＰＵ平均使用率）が１０％未満の場合にはグループ分割
数０（分割なし）、オフセット値Ｔを０ｍｓ、ＣＰＵ値が１０％以上３０％未満の場合に
はグループ分割数１（グループ数２）、オフセット値Ｔを５０ｍｓ、ＣＰＵ値が９０％以
上１００％未満の場合にはグループ分割数７（グループ数８）、オフセット値Ｔを５００
ｍｓの値とする。例えば、現在のＣＰＵ値が４５％の場合には、グループ分割数は２（グ
ループの数は３）でオフセット値Ｔは１００ｍｓとする。
【００７３】
　そして、ＧＷ１０２への負荷をかけたくない場合には、オフセット値Ｔとして大きな値
を設定する。また、図７のように、ＣＰＵ値が大きいほど、オフセット値Ｔを大きくする
ことで、ＣＰＵ負荷を軽減できる。ただし、大きな値を設定するに応じて一括設定対象の
全Ｆｅｍｔｏ１０３に対する全ての設定指示Ｄ３を送信するまでの時間（設定指示応答Ｄ
４の受信までの時間）も長くなる。
【００７４】
（システムの全体の設定指示の処理手順）
　図８は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示の処理手順を示すシーケンス図で
ある。監視装置１０１から送信した一括設定指示Ｄ１は、ＧＷ１０２の監視機能部３０３
が受信してメッセージデコードを行う（ステップＳ８０１）。監視機能部３０３は一括設
定指示Ｄ１の場合、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に転送し、プロトコル変
換部３０４は一括設定指示Ｄ１のプロトコル変換処理Ｄ２を行い（ステップＳ８０２）、
プロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１を一括設定分散部３０８に転送する。
【００７５】
　一括設定分散部３０８は、グループ分割部３０８ａにより、一括設定指示Ｄ１をグルー
プ別の設定指示Ｄ３に分割する（ステップＳ８０３）。この際、上述したように、グルー
プ分割部３０８ａは、Ｆｅｍｔｏ１０３を複数のグループに分割する。また、オフセット
設定部３０８ｂにより、グループ数に応じたオフセット値Ｔを設定する（ステップＳ８０
４）。これにより、設定指示Ｄ３は、分割したグループ数に対応したオフセット値Ｔが設
定されて、端末１０４に対して複数回送信処理される。
【００７６】
　設定指示Ｄ３の内容は、一括設定指示Ｄ１の内容と同じであり、設定指示Ｄ３は、一括
設定指示Ｄ１が示す設定内容をグループ別に複数回送信することを意味する。
【００７７】
　一括設定カウンタ３０９は、複数の設定指示Ｄ３について、オフセット値Ｔに応じて各
グループ（Ｆｅｍｔｏ１０３）のカウントを行い、グループ別に異なる時期にＦｅｍｔｏ
１０３に送出する（ステップＳ８０５、図１参照）。
【００７８】
　設定指示Ｄ３を受信したＦｅｍｔｏ１０３は、ＲＲＣ機能部４２５が設定ファイル処理
部４２３を制御し設定指示Ｄ３を設定ファイル４１２ａに書き込む（ステップＳ８０６）
。そして、ＲＲＣ機能部４２５は、設定ファイル処理部４２３を介して設定ファイル４１
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２ａを読み込み（ステップＳ８０７）、通信規制等を含む設定指示Ｄ３を端末１０４に送
信する。
【００７９】
　図９は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示応答の処理手順を示すシーケンス
図である。端末１０４は、設定指示Ｄ３に対応した通信規制等の処理を実行し、設定指示
応答Ｄ４をＦｅｍｔｏ１０３に送信する。Ｆｅｍｔｏ１０３は、端末１０４からの設定指
示応答Ｄ４をＧＷ１０２に転送する。
【００８０】
　上述したように、設定指示Ｄ３は、グループ毎のオフセット値Ｔを有してＦｅｍｔｏ１
０３（端末１０４）に送信されており、端末１０４（Ｆｅｍｔｏ１０３）は、このオフセ
ット値Ｔに相当する時間だけグループ毎に異なる時期に（遅延した）設定指示応答Ｄ４を
ＧＷ１０２に送信する（ステップＳ９０１、図１参照）。
【００８１】
　そして、ＧＷ１０２のテレコム処理部３０６は、受信順にしたがいプロトコル変換部３
０４に設定指示応答Ｄ４を転送する。プロトコル変換部３０４は、呼制御ＩＦのプロトコ
ルの設定指示応答Ｄ４を監視ＩＦのプロトコルにプロトコル変換する（ステップＳ９０２
）。プロトコル変換後の設定指示応答Ｄ４は、ステータス登録部３１０に転送される。
【００８２】
　ステータス登録部３１０は、設定指示応答Ｄ４のメッセージに含まれる設定結果をメモ
リ３１２のステータス確認リスト３１２ｃに登録（更新）する（ステップＳ９０３）。こ
の後、ＧＷ１０２は、一括設定対象の全グループのＦｅｍｔｏ１０３から設定指示応答Ｄ
４が返答された後、監視ＩＦ送受信部３０２を介して監視装置１０１にステータス確認リ
スト３１２ｃを送信する（ステップＳ９０４）。
【００８３】
　図１０は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示にかかる処理内容を示すフロー
チャートである。はじめに、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に監視ＩＦ１１１を介して一
括設定指示Ｄ１を送信する（ステップＳ１００１）。
【００８４】
　ＧＷ１０２は、監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受信したか判断し（ステップＳ
１００２）、一括設定指示Ｄ１を受信すれば（ステップＳ１００２：Ｙｅｓ）、プロトコ
ル変換部３０４にて監視ＩＦ１１１のプロトコルの一括設定指示Ｄ１を呼制御ＩＦ１１２
のプロトコルに変換する（ステップＳ１００３）。一方、ステップＳ１００２にて一括設
定指示Ｄ１以外のメッセージの受信時には（ステップＳ１００２：Ｎｏ）、ＧＷ１０２は
、監視機能部３０３にて既存のメッセージ処理を行い（ステップＳ１００４）、処理を終
了する。
【００８５】
　ステップＳ１００３の後、ＧＷ１０２は、一括設定分散部３０８のグループ分割部３０
８ａにより、Ｆｅｍｔｏ１０３をグループ分割する（ステップＳ１００５）。Ｆｅｍｔｏ
１０３のグループ分割によりプロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１は、複数のグループに
対応した数の設定指示Ｄ３が生成される。
【００８６】
　次に、一括設定部３０８のオフセット設定部３０８ｂは、グループ分割部３０８ａによ
るグループ分割数に応じたオフセット値Ｔを設定する（ステップＳ１００６）。このため
、オフセット設定部３０８ｂは、グループ分割数が１以上のときオフセット値設定あり（
ステップＳ１００６：Ｙｅｓ）と判断し、グループ分割数に応じたオフセット値Ｔを設定
し（ステップＳ１００７、図６，７参照）、ステップＳ１００８に移行する。グループ分
割数が０のときオフセット値設定なし（ステップＳ１００６：Ｎｏ）と判断し、オフセッ
ト値Ｔを設定せず（オフセット値Ｔ＝０）、ステップＳ１００８に移行する。
【００８７】
　そして、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７に設定指示Ｄ３を格納し、Ｆｅｍｔｏ１０３に設
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定指示Ｄ３のメッセージを送信する（ステップＳ１００８）。この際、設定指示Ｄ３は、
グループ別のオフセット値Ｔを有するため、設定指示Ｄ３は一括設定カウンタ３０９のカ
ウントに応じたグループ別に異なる時期を有してＦｅｍｔｏ１０３に送信される。
【００８８】
　Ｆｅｍｔｏ１０３は、設定指示Ｄ３の受信の有無を判断する（ステップＳ１００９）。
例えば、Ｆｅｍｔｏ１０３は、網側の通信インタフェースにおいてＧＷ１０２などの装置
からの受信信号を検知したことに応じて、当該受信信号が設定指示Ｄ３であるか否かを判
定することにより、設定指示Ｄ３の受信の有無を判断する。
【００８９】
　Ｆｅｍｔｏ１０３が設定指示Ｄ３を受信した場合（ステップＳ１００９：Ｙｅｓ）、設
定更新部４２５ｂが設定ファイル処理部４２３に設定指示Ｄ３の設定の書込処理を行わせ
（ステップＳ１０１０）、ステップＳ１０１１に移行する。これにより、設定ファイル４
１２ａに設定指示Ｄ３が書き込まれる。一方、網側の通信インタフェースにおいてＧＷ１
０２などの装置からの受信信号を検知したものの、当該受信信号が設定指示Ｄ３ではなく
、例えばＭＭＥからのＳ１メッセージであった場合、設定指示Ｄ３の受信ではないと判断
し（ステップＳ１００９：Ｎｏ）、ステップＳ１０１１に移行する。
【００９０】
　この後ステップＳ１０１１では、所定の送信タイミングが到来したことに応じて、ＲＲ
Ｃ処理部４２５ａが設定ファイル処理部４２３を介して設定ファイル４１２ａから読み込
んだ内容に基づく制御情報を、端末１０４に送信する（ステップＳ１０１１）。その結果
、設定ファイル４１２ａに設定指示Ｄ３が書き込まれている場合には、設定指示Ｄ３が示
す内容、例えば通信規制の設定に基づく制御情報が、端末１０３に送信される。
【００９１】
　図１１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置が基地局からの設定指示応答の受信を
説明する図である。設定指示Ｄ３を受信した対象グループのＦｅｍｔｏ１０３は、端末１
０４との間の通信規制を行う。一括設定処理を終えたＦｅｍｔｏ１０３は、ＧＷ１０２に
対して設定指示応答Ｄ４を送信する。これは、Ｆｅｍｔｏ１０３が監視装置１０１との間
で既存の監視ＩＦ１１１を用いたメッセージ処理との分別をするためである。設定指示応
答Ｄ４のメッセージを生成したＦｅｍｔｏ１０３は、対ＧＷ送受信部４２４に設定指示応
答Ｄ４のメッセージを格納してＧＷ１０２に送信する。この際、設定指示応答Ｄ４のメッ
セージ内容として設定成功あるいは設定失敗のパラメータを設定する。
【００９２】
　ＧＷ１０２は、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７がＦｅｍｔｏ１０３から受け取った設定指
示応答Ｄ４をテレコム処理部３０６の一括設定判断部３０６ａに出力する。一括設定判断
部３０６ａは、設定指示応答Ｄ４をプロトコル変換部３０４に出力し、プロトコル変換部
３０４は監視ＩＦ１１１のプロトコル変換を施す。一括設定判断部３０６ａでは、ＭＭＥ
に対するＳ１メッセージと、設定指示応答Ｄ４のメッセージとを区別する。プロトコル変
換が施された設定指示応答Ｄ４は、監視ＩＦ送受信部３０２に格納され、監視ＩＦ１１１
を介して監視装置１０１に送信される。
【００９３】
　図１１に示す変換前メッセージ１１３１は、呼制御ＩＦ１１２のプロトコルで用いるメ
ッセージであり、変換後メッセージ１１３２は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで用いるメ
ッセージである。そして、この例では、設定変更したＦｅｍｔｏ１０３は、図１１に記載
した変換後メッセージ１１３２の各パラメータを保持した状態で変換前メッセージ１１３
１を生成する。この際、図１１の変換後メッセージ１１３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓ
ａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓの各パラメータをＥＡ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ａｒｅａ）ＩＤ
に格納する。
【００９４】
　図１１のように、設定指示応答Ｄ４の変換前メッセージ１１３１として、設定成功時に
は、ＥＡＩＤに新たに００４，００１を格納する（なお、設定失敗時には００４，０００
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を格納する）。そして、ＧＷ１０２は、変換前メッセージ１１３１をプロトコル変換し、
設定指示応答Ｄ４の変換後メッセージ１１３２を生成する。この際、変換前メッセージ１
１３１のＥＡＩＤのパラメータを変換後メッセージ１１３２のＩｎｆｏｒｍに変換する。
【００９５】
　変換後メッセージ１１３２には、対象エリア情報が示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ単位の全
Ｆｅｍｔｏ１０３が設定成功したときには、新たにＩｎｆｏｒｍのＳｔａｔｕｓを追加し
、００１を格納する。設定失敗時には０００を格納する。この他に、設定成功／失敗した
Ｆｅｍｔｏ１０３の数を格納してもよい。
【００９６】
　図１２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置のプロトコル変換部が行う他のプロト
コル変換例である。図１２の（ａ）には、ＧＷ１０２からＦｅｍｔｏ１０３に対して送信
する際の一括設定指示Ｄ１の変換メッセージを示している。変換前メッセージ１２３１の
ＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓの内容を変換後メッセージ１２３２のＷａｒｎｉ
ｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに変換する。
【００９７】
　そして、この例は、あるエリア（例えば上述したあるグループ）でのＦｅｍｔｏ１０３
群のＴＡＣを一斉に変更する場合を示している。一括設定指示Ｄ１が示す通信規制の３つ
のパラメータ（一括設定の内容、対象エリア情報、設定パターン）を、変換後メッセージ
１２３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに格納している。そして
、このパラメータ変換では、変換前メッセージ（一括設定指示Ｄ１）の一括設定の内容を
示すＣｏｍｍａｎｄとＴＡＣ情報を００１，００４に変換している。また、設定パターン
を示すＴＡＣ，２３４５６を００２，２３４５６に変換している。また、対象エリア情報
を示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ，１８４６０を００３，１８４６０に変換している。
【００９８】
　このように、ＴＡＣ情報を用いる場合、上述したＡＣＢ情報を用いる場合と異なり、Ｆ
ｅｍｔｏ１０３は、設定指示Ｄ３を自装置（Ｆｅｍｔｏ１０３）内での設定ファイル４１
２ａの反映だけとする。この場合、Ｆｅｍｔｏ１０３は、ＲＦ部４１３を機能させず、端
末１０４へ送信メッセージは送信しない。
【００９９】
　また、図１２の（ｂ）には、Ｆｅｍｔｏ１０３からＧＷ１０２に対して送信する際の設
定指示応答Ｄ４の変換メッセージを示している。設定変更したＦｅｍｔｏ１０３は、図１
２の（ａ）に記載した変換後メッセージ１２３２の各パラメータを保持した状態で変換前
メッセージ１２３３を生成する。この際、図１２の（ａ）の変換後メッセージ１２３２の
Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓの各パラメータをＥＡ（Ｅｍｅｒｇ
ｅｎｃｙ　Ａｒｅａ）ＩＤに格納する。
【０１００】
　図１２の（ｂ）に示すように、設定指示応答Ｄ４の変換前メッセージ１２３３として、
設定成功時には、ＥＡＩＤに新たに００４，００１を格納する（なお、設定失敗時には０
０４，０００を格納する）。そして、ＧＷ１０２は、変換前メッセージ１２３３をプロト
コル変換し、設定指示応答Ｄ４の変換後メッセージ１２３４を生成する。この際、変換前
メッセージ１２３３のＥＡＩＤのパラメータを変換後メッセージ１２３４のＩｎｆｏｒｍ
に変換する。
【０１０１】
　変換後メッセージ１２３４には、対象エリア情報が示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ単位の全
Ｆｅｍｔｏ１０３が設定成功したときには、新たにＩｎｆｏｒｍのＳｔａｔｕｓを追加し
、００１を格納する。設定失敗時には０００を格納する。この他に、設定成功／失敗した
Ｆｅｍｔｏ１０３の数を格納してもよい。
【０１０２】
（メッセージのプロトコル変換例）
　次に、上述したメッセージのプロトコル変換について具体的に説明する。はじめに、一
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括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの既存メッセージのＩＥ（Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の一部を用いる場合について説明する。ＡＣＢの一括設定指
示Ｄ１を例に、メッセージ構成例を説明する。ＡＣＢを用いるためには、監視装置１０１
は、例えば、監視ＩＦ１１１としてＴＲ０６９　ＩＦを用いてＧＷ１０２に指示を送る。
また、ＧＷ１０２は呼制御ＩＦ１１２としてＳ１　ＩＦを用いる。ＴＲ０６９　ＩＦでは
、ＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓ（図５の変換前メッセージ５３１等を参照）に
対象項目とその設定値を格納する。監視装置１０１は、ＡＣＢの規制情報と、対象ＨｅＮ
Ｂ情報をＧＷ１０２に渡し、ＧＷ１０２は、ＡＣＢの規制情報と、対象ＨｅＮＢ情報をＳ
１メッセージにマッピングする。
【０１０３】
　ＡＣＢの設定項目は、例えば、規制される通信の種別、規制が行われる時間、各端末が
規制にかかるおおよその割合、規制の例外となる端末、等がある。図１３は、実施の形態
のシステムにかかる監視ＩＦとしてのＴＲ０６９　ＩＦで用いるＡＣＢの制御情報のパラ
メータと項目内容の一覧を示す図表である。
【０１０４】
　図１４は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定要求のマ
ッピング例を示す図表である。監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１としてＡＣＢ規制情
報を含み受け取ったＧＷ１０２は、図１４に示すＳ１メッセージ（ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬ
ＡＣＥ　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）にメッセージ内容をマッピングする。この場
合、例えば、Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　ＣｏｎｔｅｎｔｓにＡＣＢの設定に必要
な各種情報を格納することができる。
【０１０５】
　図１５は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設定要求応
答のマッピング例を示す図表である。Ｆｅｍｔｏ１０３は、ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥ
　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＳＰＯＮＳＥのＢｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ　Ａｒ
ｅａ　ＬｉｓｔにＦｅｍｔｏ１０３自身のＩＤ（ｅＮＢ　ＩＤ）を設定して、ＧＷ１０２
にメッセージを送る。
【０１０６】
　次に、一括設定指示Ｄ１にＴＡＣを用いる場合について説明する。監視装置１０１は、
一括設定指示Ｄ１にＴＡＣを用いる場合、図１２の（ａ）に示したように、監視ＩＦ１１
１の変換前メッセージ１２３１のＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓで一括設定指示
Ｄ１のメッセージをＧＷ１０２に送信する。そして、ＧＷ１０２は受信した一括設定指示
Ｄ１のメッセージを呼制御ＩＦ１１２の変換後メッセージ１２３２（設定指示Ｄ３）に変
換し、Ｆｅｍｔｏ１０３に送信する。
【０１０７】
　一方、Ｆｅｍｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４は、図１２の（ｂ）に示したように、
変換前メッセージ１２３３に設定成功／設定失敗のパラメータを追加して、ＧＷ１０２に
送信する。
【０１０８】
　次に、一括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの既存メッセージにＩＥを追加
して用いる場合について説明する。図１６は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１
メッセージへの一括設定要求のマッピングの他の例を示す図表である。監視装置１０１か
ら一括設定指示Ｄ１としてＡＣＢ規制情報を含み受け取ったＧＷ１０２は、図１４に示す
Ｓ１メッセージ（ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥ　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）にＩ
Ｅを追加してマッピングする。例えばＡＣＢ　ＩｎｆｏとしてＡＣＢの規制情報を示す所
定の値を格納する。図１６に対応して、基地局１０３からＧＷ１０２へのＳ１メッセージ
を用いた設定要求応答のマッピング例は図１５と同様である。
【０１０９】
　次に、一括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの新規メッセージを追加して用
いる場合について説明する。図１７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置によるＳ１
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メッセージ例を示す図表である。図示のうち、パラメータ１７０１は、既存のメッセージ
であり、これに新規のメッセージのパラメータ１７０２を追加する。これら新規のメッセ
ージのパラメータ１７０２は、例えば、上述した監視ＩＦ１１１（ＴＲ０６９）で用いた
各項目と同じとしてもよい。
【０１１０】
　図１８は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設定要求応
答のマッピング例を示す図表である。図示のうち、パラメータ１８０１は、既存のメッセ
ージである。これに新規のメッセージのパラメータ１８０２を追加する。新規のパラメー
タ１８０２は、例えば、ＡＣＢ　Ｓｅｔであり、上述した設定指示（設定成功／設定失敗
）の情報からなる。
【０１１１】
　図１９は、既存の方式による複数の基地局に対する設定指示の手順を示すシーケンス図
である。図１９を用いて既存技術による基地局に対する設定処理の手順を示し、実施の形
態との比較を行う。
【０１１２】
　監視装置１０１は、１つ１つのＦｅｍｔｏ１０３に対して順番に監視ＩＦ１１１を介し
て設定指示Ｄ３０を送信する。この送信の度に、監視装置１０１とＦｅｍｔｏ１０３で監
視プロトコルのコネクション接続Ｄ０とコネクション切断Ｄ６が伴うため時間がかかる。
また、監視プロトコルでは、同時にセッション接続できる数が限定されているため、例え
ば１００台毎に分けて設定指示をする必要がある。図１９では、監視装置１０１によるＦ
ｅｍｔｏ＃１００（１０３）への設定指示Ｄ３０の送出後に、最初のＦｅｍｔｏ＃１（１
０３）からの設定指示応答Ｄ４０が送出されているが、各Ｆｅｍｔｏ１０３は設定指示Ｄ
３０を受けると設定処理が終わった時点で適宜設定指示応答Ｄ４０を送信する。
【０１１３】
　図１９と実施の形態（図２）とを比較した場合、実施の形態では、監視装置１０１は、
一括設定指示Ｄ１によりＦｅｍｔｏ１０３との間の監視プロトコルのコネクション接続Ｄ
０およびコネクション切断Ｄ６がそれぞれ１回で済むため、既存の方式（図１９）に比し
て大幅に処理時間を短縮することができる。この際、監視装置１０１がＧＷ１０２に接続
する時間も短時間で済み、監視装置１０１の処理負荷を低減できる。すなわち、ＧＷ１０
２と基地局１０３間の呼制御ＩＦ１１２は常時接続されており、接続のためのネゴシエー
ションは不要にでき、複数の基地局１０３の通信設定を容易に行える。
【０１１４】
　また、ＧＷ１０２は基地局（Ｆｅｍｔｏ）１０３との間が呼制御ＩＦ１１２を介して常
時接続され、既存のメッセージを用いてＧＷ１０２と複数の基地局１０３はメッセージを
やり取りする。これにより、ＧＷ１０２および基地局１０３にも処理負荷をかけずに基地
局１０３（および末端の端末１０４）に対する通信設定を一括して行うことができるよう
になる。この際、ＧＷ１０２の上位のＭＭＥ等のコアノードに対して影響を与えることが
なく、監視装置１０１が監視するＧＷ１０２配下の複数の基地局１０３に対してのみ通信
設定を行うことができる。
【０１１５】
　以上説明した実施の形態によれば、ＧＷは配下の多数の基地局に対する通信規制を短時
間で設定できる。また、多数の基地局の監視および設定の処理を監視装置のサーバ等を増
設することなく、１台の監視装置で迅速かつ効率的に行える。これにより、例えば、突発
的な災害等の発生により緊急に通信規制を行う必要がある場合でも、複数の基地局の通信
規制を短時間で一斉に実施できるようになる。
【０１１６】
　そして、実施の形態では、ＧＷは配下の基地局を複数のグループに分け、設定指示をグ
ループ別に異なる時期に送信するため、ＧＷは、複数の基地局からの設定指示応答をグル
ープ別に異なる時期に分散して受信できる。これにより、一つのＧＷが収容する配下の基
地局が膨大な数で、基地局に対し一斉に緊急に通信規制を行う必要が生じた場合でも、設
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定指示および設定指示応答の処理にかかる処理を分散できるため、ＧＷでの処理負担を軽
減でき、ＧＷでの輻輳を防ぐことができる。そして、ＧＷは、設定指示の転送が失敗した
基地局への再送や、ネットワーク管理者に対する結果の通知を安定して処理でき、災害発
生時などでも迅速に設定指示が行えるようになる。また、ＧＷと多数の基地局との間の設
定指示および設定指示応答にかかる通信は、時期的に分散して行われるため、ネットワー
クの輻輳も防止できる。
【０１１７】
　なお、本実施の形態で説明した一括設定にかかるＧＷ、および基地局が有するＣＰＵが
実行するプログラムは、予め用意されたプログラムをコンピュータで実行することにより
実現することができる。また、このプログラムは、半導体メモリ、ハードディスク、フレ
キシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録
媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行され
る。また、このプログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい
。
【符号の説明】
【０１１８】
　１００　システム
　１０１　監視装置
　１０２　ゲートウェイ装置（ＧＷ）
　１０３　基地局（Ｆｅｍｔｏ）
　１０４　端末（ＵＥ）
　１１１　監視ＩＦ
　１１２　呼制御ＩＦ
　３０１，４１１　制御部（ＣＰＵ）
　３０４　プロトコル変換部
　３０８　一括設定分散部
　３０８ａ　グループ分割部
　３０８ｂ　オフセット設定部
　Ｄ０　コネクション接続処理
　Ｄ１　一括設定指示
　Ｄ２　プロトコル変換処理
　Ｄ３　設定指示
　Ｄ４　設定指示応答
　Ｄ５　一括設定指示返答
　Ｄ６　コネクション切断処理
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月13日(2017.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視装置との間の通信を行う第１の機器間インタフェースと、
　配下の複数の基地局装置との間の通信を行う第２の機器間インタフェースと、
　前記第１の機器間インタフェースを介して前記監視装置から設定情報を受信した場合、
前記基地局装置との間の前記第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報
をプロトコル変換した設定情報を生成し、前記生成した設定情報を複数の前記基地局装置
に対して前記第２の機器間インタフェースを介して送信する制御部と、を有し、
　前記制御部は、複数の前記基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信する、
　ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、配下として収容する前記基地局装置の数に応じた数のグループに分割し
、前記グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設
定情報を前記基地局装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置
。
【請求項３】
　前記制御部は、自装置の処理の負荷状態に応じた数のグループに分割し、前記グループ
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数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設定情報を前記基
地局装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項４】
　前記第１の機器間インタフェースは、監視インタフェースであり、
　前記第２の機器間インタフェースは、呼制御インタフェースであり、
　前記監視インタフェースの前記監視装置に対する１度のコネクション接続により、複数
の前記基地局装置に対する前記設定情報を受信することを特徴とする請求項１に記載のゲ
ートウェイ装置。
【請求項５】
　前記制御部は、複数の前記基地局装置から前記設定情報に基づく設定状態の応答情報を
受信した場合、複数の前記基地局装置からの前記応答情報をとりまとめた応答情報を前記
監視装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項６】
　監視装置がゲートウェイ装置を介して複数の基地局装置に接続されるシステムにおいて
、
　前記監視装置は、複数の前記基地局装置に対する設定情報を、前記ゲートウェイ装置と
の間の通信を行う第１の機器間インタフェースを介して送信し、
　前記ゲートウェイ装置は、前記監視装置から設定情報を受信した場合、前記基地局装置
との間の第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報をプロトコル変換し
た設定情報を生成し、前記生成した設定情報を前記複数の基地局装置に対して前記第２の
機器間インタフェースを介して送信する制御部を有し、
　前記制御部は、前記複数の基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信し、
　複数の前記基地局装置は、前記ゲートウェイ装置から受信した前記設定情報の受信に基
づき配下の端末装置との間の通信制御を行うことを特徴とするシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基地局に対する設定を行うゲートウェイ装置およびシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　フェムトセルの小型な基地局は、多数設置されており、これら多数の基地局に対し、移
動局との間の通信規制などの設定は設定情報を用いて行われる。この基地局は、監視装置
との間の監視ＩＦを介して個々に接続制御され、監視装置が個々の基地局に接続後、設定
情報を送信することで監視設定を行うことができる。また、複数の基地局は、呼制御Ｉ／
Ｆを介して常時ゲートウェイ装置に接続され、呼制御通信を行うようになっている。
【０００３】
　従来、移動局とゲートウェイ装置との間でアクセスポイント毎にサービスベアラを設定
し、サービスベアラのタイプ別に通信規制する技術がある（例えば、下記特許文献１参照
。）。また、ネットワーク（基地局）のオーバーロードを防ぐために、アクセス規制の設
定情報としてＡＣＢ情報（ＡＣＢ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒｒｉｎｇ）を用い
て端末の通信規制を行う技術がある（例えば、下記特許文献２参照。）。また、特定サー
ビスのためにＡＣＢ情報を用いて端末にブロードキャストメッセージで通知し、通信規制
を行う技術がある（例えば、下記特許文献３参照。）。
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【０００４】
　また、ネットワーク状態に基づき移動局へアクセス規制を行い、ネットワークの輻輳を
防ぐ技術がある（例えば、下記特許文献４～６参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１１９８２６号公報
【特許文献２】特表２０１３－５３６６３６号公報
【特許文献３】特表２０１２－５２９８０６号公報
【特許文献４】特表２０１４－５０２８１９号公報
【特許文献５】特開２０１２－３９３６６号公報
【特許文献６】特表２０１３－５０７８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の技術では、監視装置から複数の基地局に対して通信規制の設定情
報を一斉に通知することができなかった。例えば、突発的な災害の発生時には、緊急に数
万台の基地局に通信規制の情報を通知し、端末と基地局との間の通信規制を行う必要があ
るが、これが行えなかった。
【０００７】
　監視装置が監視ＩＦを介して通信規制の設定情報を通知するには、１台の基地局毎に順
次接続開始の処理を行った後に設定情報を通知し、通信終了の接続切断の処理を行う必要
がある。このため、監視装置は、基地局に一斉に通信規制の情報を通知することができず
、基地局が多いほど時間がかかった。また、監視装置は、多数の基地局からの同時の返答
（レスポンス）を同時に処理することもできない。なお、監視装置（サーバ）を増設する
ことで処理能力を増やすことはできるが、コストが増加する。また、処理能力の向上によ
って監視ＩＦを用いた並行処理が可能になるものの、通信開始処理と通信終了処理によっ
て、多数の基地局に対して設定情報を一斉通知することはできない。
【０００８】
　また、基地局が多数（例えば数万台）となり、監視装置が多数の基地局に設定情報を通
知する構成の場合に、災害発生などの緊急事態発生を契機として監視装置では高負荷な処
理を実施すると、基地局から一斉の返答を受信処理できないおそれが生じる。この場合、
監視装置は、設定情報の転送が失敗した基地局への再送や、ネットワーク管理者に対する
結果の通知に遅れを生じることがあり、災害発生時などの緊急時に要求される迅速な設定
指示が実施できないおそれがある。
【０００９】
　一つの側面では、本発明は、複数の基地局の通信設定時の輻輳を防ぐことを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一つの案では、ゲートウェイ装置は、監視装置との間の通信を行う第１の機器間インタ
フェースと、配下の複数の基地局装置との間の通信を行う第２の機器間インタフェースと
、前記第１の機器間インタフェースを介して前記監視装置から設定情報を受信した場合、
前記基地局装置との間の前記第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報
をプロトコル変換した設定情報を生成し、前記生成した設定情報を複数の前記基地局装置
に対して前記第２の機器間インタフェースを介して送信する制御部と、を有し、前記制御
部は、複数の前記基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異なる時期に
前記設定情報を前記基地局装置に送信する、ことを要件とする。
【発明の効果】
【００１１】
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　一つの実施の形態によれば、複数の基地局の通信設定時の輻輳を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体の処理概要
を示すシーケンス図である。
【図３】図３は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置の構成例を示すブロック図である
。
【図４】図４は、実施の形態にかかるシステムの基地局の構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置から基地局への設定指示の送信を
説明する図である。
【図６】図６は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用
いる設定内容を示す図表である。（その１）
【図７】図７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用
いる設定内容を示す図表である。（その２）
【図８】図８は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示の処理手順を示すシーケン
ス図である。
【図９】図９は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示応答の処理手順を示すシー
ケンス図である。
【図１０】図１０は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示にかかる処理内容を示
すフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置が基地局からの設定指示応答
の受信を説明する図である。
【図１２】図１２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置のプロトコル変換部が行う他
のプロトコル変換例である。
【図１３】図１３は、実施の形態のシステムにかかる監視ＩＦとしてのＴＲ０６９　ＩＦ
で用いるＡＣＢの制御情報のパラメータと項目内容の一覧を示す図表である。
【図１４】図１４は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定
要求のマッピング例を示す図表である。
【図１５】図１５は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設
定要求応答のマッピング例を示す図表である。
【図１６】図１６は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定
要求のマッピングの他の例を示す図表である。
【図１７】図１７は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージ例を示す図表
である。
【図１８】図１８は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設
定要求応答のマッピング例を示す図表である。
【図１９】図１９は、既存の方式による複数の基地局に対する設定指示の手順を示すシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施の形態）
（システムの全体構成例）
　以下に添付図面を参照して、開示技術の好適な実施の形態を詳細に説明する。実施の形
態では、システムの全体構成について説明する。
【００１４】
　図１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体構成を示すブロッ
ク図である。システム１００は、監視装置１０１と、ゲートウェイ装置（ＧＷ）１０２と
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、小型な基地局装置（以下、基地局、Ｆｅｍｔｏと呼ぶ）１０３と、各基地局１０３の通
信領域配下に存在する端末（ＵＥ）１０４とを含む。
【００１５】
　図１には図示を省略しているが、システムの全体構成として、ゲートウェイ装置１０２
の上位装置を含み得る。ゲートウェイ装置１０２の上位装置として、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅ
Ｗａｙ）などが一例として挙げられる。
【００１６】
　実施の形態のＧＷ１０２は、Ｆｅｍｔｏ１０３と、コアネットワーク上のノード間の通
信を集約することによって、Ｆｅｍｔｏ１０３がコアネットワークにかける呼通信の負荷
を低減する。ＧＷ１０２とＦｅｍｔｏ１０３間では呼制御ＩＦ１１２による呼制御通信が
行われるため、呼制御ＩＦ１１２は、ＧＷ１０２とＦｅｍｔｏ１０３との間を常時接続す
る。この呼制御ＩＦ１１２を介して、端末１０４には、一斉に短時間で災害等を報知する
メッセージが送出される。例えば、メッセージとしては、ＥＴＷＳ（Ｅａｒｔｈｑｕａｋ
ｅ　ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、ＣＭＡＳ（Ｃｏｍｍ
ｅｒｃｉａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）がある。
【００１７】
　監視装置１０１は、第１の機器間インタフェースである監視ＩＦ１１１を用いてＧＷ１
０２に対して監視装置１０１が監視する基地局１０３への一括設定指示Ｄ１を送信する。
一括設定指示Ｄ１は、例えば、監視装置１０１が監視する基地局１０３の全てに対する通
信規制や災害情報等のメッセージを含む設定情報である。
【００１８】
　監視装置１０１は、ＧＷ１０２との通信のために、監視ＩＦ１１１を介してＧＷ１０２
に対するコネクション接続処理（接続開始および切断）の処理を行う。なお、監視装置１
０１が監視する全てのＧＷ１０２のうち一部のＧＷ１０２をグループ指定することができ
る他に、エリア指定を行って一括設定指示Ｄ１を送信することもできる。
【００１９】
　ＧＷ１０２は、監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受信すると、この一括設定指示
Ｄ１に含まれる通信規制等のメッセージを呼制御プロトコルに変換する（ＧＷ１０２の処
理Ｄ２）。そして、ＧＷ１０２は、変換された呼制御プロトコルにしたがい変換した通信
規制のメッセージを含む設定指示（設定情報）Ｄ３を第２の機器間インタフェースである
呼制御ＩＦ１１２を介して全ての基地局１０３に設定する。
【００２０】
　ここで、ＧＷ１０２は、基地局１０３を予めグループ別に分け、グループ別に異なる時
刻（オフセット値）で設定指示Ｄ３を送信する。グルーブ分割は、例えば、一つのＧＷ１
０２が収容する基地局１０３の数に応じたグループ数や、ＧＷ１０２の負荷状態に応じた
グループ数等に基づき行う。オフセット値は、グループ別に異なる値が設定され、ＧＷ１
０２は、オフセット値に基づきグループ毎に異なる時期に設定指示Ｄ３を送信する。
【００２１】
　図１の例では、ＧＷ１０２が収容する基地局１０３の数に応じてグループ分割した例で
あり、グループ１－１が５０００台の基地局（＃１－５０００）１０３とし、グループ１
－ｎが５０００台の基地局（＃１２００１－１７０００）１０３とした例である。＃は、
基地局１０３別の固有の番号（識別子）である。グループ分割は、エリア毎の基地局１０
３別の固有の番号（識別子）に基づき行ってもよいし、基地局１０３の設置箇所にかかわ
らず、基地局１０３別の固有の番号（識別子）の範囲を区切って行ってもよい。
【００２２】
　オフセット値は、グループ１－１が０ｍｓであり、グループ１－ｎが１０ｍｓである。
この場合、設定指示Ｄ３は、グループ１－１への設定指示（送信）後、１０ｍｓ経過した
時期にグループ１－ｎへの設定指示（送信）を行う。これにより、基地局１０３は、グル
ープ毎に異なる時期に設定指示Ｄ３を受信し、対応してグループ毎に異なる時期に設定指
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示Ｄ３に対する設定指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００２３】
　ＧＷ１０２と各基地局１０３とは、呼制御ＩＦ１１２として例えば、Ｓ１インタフェー
スを介して常時接続され、Ｓ１メッセージをやり取りする。これにより、監視装置１０１
は、一括設定指示Ｄ１を１度送信するだけで、ＧＷ１０２により通信規制等の設定指示Ｄ
３のメッセージを全てのグループの基地局１０３に設定することができる。
【００２４】
　この基地局１０３は、通信規制のメッセージを最終的にＵＥ１０４に通知することで基
地局１０３とＵＥ１０４との間の通信規制を行うことができる。
【００２５】
　図２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置を含むシステムの全体の処理概要を示す
シーケンス図である。この図を用いて監視装置１０１～ＧＷ１０２～基地局１０３間での
情報のやり取りを説明する。実施の形態では、監視装置１０１は、ＧＷ１０２を介し、呼
制御ＩＦ１１２を用いてＦｅｍｔｏ１０３とメッセージの送受信を行う。
【００２６】
　はじめに、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に監視ＩＦ１１１を介してコネクション接続
処理Ｄ０（接続開始）を行い、監視装置１０１は、一括設定対象の基地局１０３を指定し
て一括設定指示Ｄ１を送信する。監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受け取ったＧＷ
１０２は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで記述された一括設定指示Ｄ１を基地局１０３と
の間の呼制御ＩＦ１１２のプロトコルに変換するプロトコル変換処理Ｄ２を行う。そして
、ＧＷ１０２は、プロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１に含まれる一括設定対象の各基地
局１０３に対して、呼制御ＩＦ１１２を介してそれぞれ設定指示Ｄ３を送信する。この際
、ＧＷ１０２は、グループ別のオフセット値に基づき、グループ別に異なる時期に設定指
示Ｄ３を送信する。
【００２７】
　監視装置１０１は、呼制御ＩＦ１１２を有しておらず、監視ＩＦ１１１を介してＧＷ１
０２に一括設定指示Ｄ１を送信する。そして、ＧＷ１０２が一括設定対象の各基地局１０
３に対してグループ別のオフセット値に基づき設定指示Ｄ３を送信する。
【００２８】
　ＧＷ１０２から設定指示を受け取った各基地局１０３は、設定指示Ｄ３に基づく設定が
終了すると、それぞれ呼制御ＩＦ１１２を介して設定指示Ｄ３に基づく設定状態を示す応
答情報として設定指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００２９】
　上述したように、基地局１０３のグループ別に異なる時期に設定指示Ｄ３が送出される
ため、設定指示応答Ｄ４についても、基地局１０３のグループ別に異なる時期にＧＷ１０
２に送信されることになる。なお、基地局１０３は、受信した設定指示Ｄ３に基づき設定
指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する構成であり、基地局１０３側において、設定指示応
答Ｄ４の送信の時期に関する特別な制御は行わない。
【００３０】
　基地局１０３は、設定指示Ｄ３を端末１０４に送信し、端末１０４側で設定指示Ｄ３に
基づく通信設定を行うか否かを判断してもよい。この場合、基地局１０３は、端末１０４
での判断結果（設定の有無、あるいは設定成功／設定失敗）を設定指示応答Ｄ４として用
いる。各基地局１０３は、設定指示Ｄ３に基づき設定処理が終了した時点でそれぞれ設定
指示応答Ｄ４をＧＷ１０２に送信する。
【００３１】
　ＧＷ１０２は、一括設定対象の基地局１０３からグループ別に異なる時期に設定指示応
答Ｄ４を複数受け取る。ＧＷ１０２は、設定指示応答Ｄ４を受け取った時点、あるいは、
ＧＷ１０２の一括設定応答待機タイマが満了した時点でこれら設定指示応答Ｄ４をとりま
とめて一つの一括設定指示返答Ｄ５を生成する。そして、ＧＷ１０２は、監視ＩＦ１１１
を介して監視装置１０１に一括設定指示返答Ｄ５を送信する。この後、監視装置１０１は
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、ＧＷ１０２との間の監視ＩＦ１１１によるコネクション切断処理Ｄ６（接続切断）を行
い、一括設定に関する一連の処理を終了する。
【００３２】
　上記処理において、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に対し、１度のコネクション処理（
接続開始Ｄ０および接続切断Ｄ６）を行うだけで複数の基地局１０３に対する通信規制な
どの一括設定を行うことができるようになる。
【００３３】
　そして、ＧＷ１０２は、一括設定対象の複数の基地局１０３に対し、グループ別に異な
る時期に分散して設定指示Ｄ３を送出する。図２の例では、ＧＷ１０２は、はじめにグル
ープ１－１に対し時期ｔｓ１で設定指示Ｄ３を送信し、この後、時期ｔｓ２でグループ１
－２に対し設定指示Ｄ３を送信し、この後、時期ｔｓｎでグループ１－ｎに対し設定指示
Ｄ３を送信する。隣接する時期ｔｓ１，ｔｓ２間の期間がオフセット値Ｔに相当する。
【００３４】
　これにより、ＧＷ１０２は、複数の基地局１０３から、グループ別に異なる時期に分散
して設定指示応答Ｄ４を受け取ることができる。図２の例では、ＧＷ１０２は、はじめに
グループ１－１から時期ｔｒ１で設定指示応答Ｄ４を受信し、この後、時期ｔｒ２でグル
ープ１－２から設定指示応答Ｄ４を受信し、この後、時期ｔｒｎでグループ１－ｎから設
定指示応答Ｄ４を受信する。このように、ＧＷ１０２は、複数の基地局１０３との間の設
定指示Ｄ３の送信、および設定指示応答Ｄ４の受信に関する処理を分散できる。なお、図
２では、グループ１－ｎへの設定指示Ｄ３の送信の時期ｔｓｎの後に、グループ１－１か
ら設定指示応答Ｄ４を時期ｔｒ１で受信する例を示しているが、これに限らず、各グルー
プの送信と受信の時期が混在することもある。
【００３５】
　これにより、一括設定対象の基地局１０３が多数（例えば数万台）となっても、ＧＷ１
０２が多数の基地局１０３に対して設定指示Ｄ３の送信、および設定指示応答Ｄ４の受信
に関する処理を円滑に実施できＧＷ１０２での輻輳を防止できる。例えば、ＧＷ１０２が
災害発生などの緊急事態発生を契機として高負荷な処理を実施していても、グループ別の
基地局１０３から分散して設定指示応答Ｄ４を受信するため、ＧＷ１０２は、設定指示応
答Ｄ４の受信に関する処理を実行できる。これにより、設定指示Ｄ３の送信が失敗した基
地局１０３への再送や、ネットワーク管理者に対する結果の通知の遅れを防ぐことができ
、災害発生時などの緊急時に要求される迅速な設定指示を実施できる。
【００３６】
（ＧＷの構成例）
　図３は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置の構成例を示すブロック図である。ＧＷ
１０２は、制御部（ＣＰＵ）３０１、およびメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ等）３１２を含み、
ＲＯＭ等のメモリ３１２に格納されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行することにより、
ＧＷ１０２の動作を制御する。この際、ＲＡＭを処理作業用のデータエリアとして用いる
。
【００３７】
　ＧＷ１０２は、監視ＩＦ送受信部３０２と、監視機能部３０３と、プロトコル変換部３
０４と、対ＭＭＥ送受信部３０５と、テレコム処理部３０６と、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３
０７と、一括設定分散部３０８と、一括設定カウンタ３０９と、ステータス登録部３１０
と、を含む。
【００３８】
　監視ＩＦ送受信部３０２は、監視ＩＦ１１１を介して監視装置１０１との間の送受信を
行うＩＦである。テレコム処理部３０６は、一括設定判断部３０６ａを含む。
【００３９】
　監視機能部３０３は、監視ＩＦ送受信部３０２が監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１
を受信したかを判断する一括設定判断部３０３ａを含む。一括設定判断部３０３ａは、受
信したメッセージをデコードし、既存の監視ＩＦ１１１を用いたメッセージであるか、一
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括設定用のメッセージ（一括設定指示Ｄ１）であるかを判断する。一括設定判断部３０３
ａは、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に出力する。
【００４０】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いるメッセージに変換する。プロトコル変換部３０４によるプロトコル
変換Ｄ２により、各基地局１０３に対する設定指示Ｄ３が生成され、対Ｆｅｍｔｏ送受信
部３０７に出力される。
【００４１】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いる汎用の端末１０４とＦｅｍｔｏ１０３間の通信規制情報（ＡＣＢ）
や、ＴＡＣ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ）変更のメッセージに変換する。プ
ロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１は、一括設定分散部３０８に出力される。これらのメ
ッセージ変換例については後述する。また、Ｆｅｍｔｏ１０３から呼制御ＩＦ１１２を介
して受信した設定指示応答Ｄ４に含まれる設定結果を監視ＩＦ１１１のメッセージに変更
して監視ＩＦ送受信部３０２に出力する。
【００４２】
　なお、一括設定指示Ｄ１は、ＧＷ１０２に接続されるＭＭＥ等の上位コアノードから受
信することもでき、対ＭＭＥ送受信部３０５を介して一括設定指示Ｄ１を受信することも
できる。
【００４３】
　一括設定分散部３０８は、グループ分割部３０８ａと、オフセット設定部３０８ｂとを
含み、一括設定指示Ｄ１を複数のグループに分割し、グループ毎の設定指示Ｄ３を生成し
、この設定指示Ｄ３をグループ毎に時期を異ならせて（分散させて）Ｆｅｍｔｏ１０３に
送信する。
【００４４】
　具体的には、グループ分割部３０８ａにより、ＧＷ１０２が収容するＦｅｍｔｏ１０３
を複数のグループに分割する。グループ分割部３０８ａは、グループ分割の設定表を参照
してグループ分割し、グループ分割の情報をメモリ３１２のＦｅｍｔｏグループリスト３
１２ａに記録する。オフセット設定部３０８ｂは、グループ分割の設定表を参照してグル
ープ数に対応するオフセット値Ｔを求め、メモリ３１２のオフセットテーブル３１２ｂに
記録する。
【００４５】
　一括設定カウンタ３０９は、設定指示Ｄ３について、メモリ３１２のＦｅｍｔｏグルー
プリスト３１２ａとオフセットテーブル３１２ｂを参照して、グループ別のオフセット値
Ｔに対応した時間相当のカウントを行い、グループ別に異なる時期に対Ｆｅｍｔｏ送受信
部３０７に送出する。
【００４６】
　対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７は、グループ別の設定指示Ｄ３を各グループに含まれる複
数のＦｅｍｔｏ１０３に対し、呼制御ＩＦ１１２を介して送信する。また、対Ｆｅｍｔｏ
送受信部３０７は、呼制御ＩＦ１１２を介して各グループに含まれる複数のＦｅｍｔｏ１
０３から設定指示応答Ｄ４を受信する。
【００４７】
　テレコム処理部３０６の一括設定判断部３０６ａは、設定指示応答Ｄ４をプロトコル変
換部３０４に出力する。プロトコル変換部３０４は、設定指示応答Ｄ４に対し監視ＩＦ１
１１のプロトコル変換Ｄ２を施す。一括設定判断部３０６ａでは、ＭＭＥに対するＳ１メ
ッセージと、設定指示応答Ｄ４のメッセージとを区別する。プロトコル変換が施された設
定指示応答Ｄ４は、監視ＩＦ送受信部３０２に格納され、監視ＩＦ１１１を介して監視装
置１０１に送信される。
【００４８】
　ステータス登録部３１０は、設定指示Ｄ３に対応してＦｅｍｔｏ１０３から返答される
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設定指示応答Ｄ４のメッセージに含まれる設定結果をメモリ３１２のステータス確認リス
ト３１２ｃに登録する。設定結果は、設定指示Ｄ３に基づきＵＥ１０４が設定した設定結
果であり、Ｆｅｍｔｏ１０３を介してＧＷ１０２が受信する。ＧＷ１０２は、一括設定対
象の全Ｆｅｍｔｏ１０３から設定指示応答Ｄ４が返答された後、監視装置１０１にステー
タス確認リスト３１２ｃを送信する。
【００４９】
　この他、ステータス登録部３１０は、設定指示応答Ｄ４として返答があったＦｅｍｔｏ
１０３のＩＤに紐づいた成功／失敗の情報を監視装置１０１に送信してもよい。例えば、
あるグループのＦｅｍｔｏ１０３毎の設定成功／設定失敗を下記のように一覧化して送信
してもよい。
Ｆｅｍｔｏ１：８０ＵＥ成功
Ｆｅｍｔｏ２：２４ＵＥ成功
【００５０】
　そして、上述したように、設定指示Ｄ３は、グループ別に異なる時期にＦｅｍｔｏ１０
３に送信されるため、Ｆｅｍｔｏ１０３は、グループ別に異なる時期にＧＷ１０２に設定
指示応答Ｄ４を送信する。これにより、ＧＷ１０２は、グループ別に異なる時期にＦｅｍ
ｏｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４を受信し、時期を分散して処理することができる。
特に、多数のＦｅｍｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４を同時期に大量に受信することを
防止できる。これにより、ＧＷ１０２内で特に負担がかかりやすいテレコム処理部３０６
（一括設定判断部３０６ａ）、およびプロトコル変換部３０４での処理負担を軽減できる
ようになる。
【００５１】
（Ｆｅｍｔｏの構成例）
　図４は、実施の形態にかかるシステムの基地局の構成例を示すブロック図である。基地
局（Ｆｅｍｔｏ）１０３は、制御部（ＣＰＵ）４１１、メモリ４１２、ＲＦ部４１３、を
含む。ＣＰＵ４１１は、図示しないＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵ４１１が実行
することにより、Ｆｅｍｔｏ１０３の動作を制御する。この際、ＲＡＭを処理作業用のデ
ータエリアとして用いる。
【００５２】
　ＣＰＵ４１１は、監視ＩＦ送受信部４２１と、監視機能部４２２と、設定ファイル処理
部４２３と、対ＧＷ送受信部４２４と、ＲＲＣ機能部４２５と、を含む。監視ＩＦ送受信
部４２１と監視機能部４２２は、監視装置１０１から送信される既存の監視処理にかかる
処理を行う（実施の形態における一括設定処理には関与しない）。
【００５３】
　対ＧＷ送受信部４２４は、ＧＷ１０２（対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７）から呼制御ＩＦ
１１２を介して設定指示Ｄ３を受信し、ＲＲＣ機能部４２５に出力する。
【００５４】
　ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能部４２５は、ＲＲＣ処
理部４２５ａと、設定更新部４２５ｂと、を含む。設定更新部４２５ｂは、ＧＷ１０２か
ら受信した設定指示Ｄ３の設定内容をメモリ４１２の設定ファイル４１２ａに書き込む。
ＲＲＣ処理部４２５ａは、設定ファイル４１２ａを読み込んで、端末（ＵＥ）１０４への
送信メッセージを作成し、ＲＦ部４１３のＲＦ処理部４１３ａを介して端末１０４に送信
する。
【００５５】
　図５は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置から基地局への設定指示の送信を説明す
る図である。プロトコル変換部３０４が行うプロトコル変換例を併記してある。以下の説
明では、基地局１０３がＦｅｍｔｏである例を用いて説明する。一括設定指示Ｄ１（設定
指示Ｄ３）を受信した対象グループのＦｅｍｔｏ１０３は、端末１０４との間の通信規制
を行う。
【００５６】
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　監視装置１０１とＧＷ１０２では、送受信するメッセージ（一括設定指示Ｄ１等）の定
義および共有を事前に行っておく。
【００５７】
　監視機能部３０３の一括設定判断部３０３ａは、受信したメッセージが既存の監視ＩＦ
１１１を用いたメッセージであるか、一括設定用のメッセージ（一括設定指示Ｄ１）であ
るかを判断し、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に出力する。
【００５８】
　プロトコル変換部３０４は、監視ＩＦ１１１を介して受信した一括設定指示Ｄ１を呼制
御ＩＦ１１２が用いるメッセージに変換することで、各基地局１０３に対する設定指示Ｄ
３を生成し、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７に出力する。
【００５９】
　対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７は、プロトコル変換後の設定指示Ｄ３を各グループの各Ｆ
ｅｍｔｏ１０３に対し、呼制御ＩＦ１１２を介して送信する。
【００６０】
　Ｆｅｍｔｏ１０３では、対ＧＷ送受信部４２４がＧＷ１０２（対Ｆｅｍｔｏ送受信部３
０７）から呼制御ＩＦ１１２を介して設定指示Ｄ３を受信し、ＲＲＣ機能部４２５に出力
する。
【００６１】
　ＲＲＣ機能部４２５の設定更新部４２５ｂは、ＧＷ１０２から受信した設定指示Ｄ３の
設定内容をメモリ４１２の設定ファイル４１２ａに書き込む。また、ＲＲＣ処理部４２５
ａが設定ファイル４１２ａを読み込んで、端末１０４への送信メッセージを作成し、ＲＦ
部４１３のＲＦ処理部４１３ａを介して端末１０４に送信する。
【００６２】
　この端末１０４への送信メッセージ（監視装置１０１の一括設定指示Ｄ１に対応）に基
づき、端末１０４は、Ｆｅｍｔｏ１０３との間の通信規制を行う。
【００６３】
　図５に示す変換前メッセージ５３１は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで用いる一括設定
指示Ｄ１のメッセージであり、変換後メッセージ５３２は、呼制御ＩＦ１１２のプロトコ
ルで用いる設定指示Ｄ３のメッセージである。そして、変換前メッセージ５３１のＳｅｔ
ＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓの内容を変換後メッセージ５３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍ
ｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに変換する。
【００６４】
　そして、図５の例では、一括設定指示Ｄ１が示す通信規制の３つのパラメータ（一括設
定の内容、対象エリア情報、設定パターン）を、変換後メッセージ５３２のＷａｒｎｉｎ
ｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに格納している。そして、このパラメータ変換で
は、変換前メッセージ（一括設定指示Ｄ１）の一括設定の内容を示すＣｏｍｍａｎｄとＡ
ＣＢ情報を００１，００１に変換している。また、設定パターンを示すＰａｔｔｅｒｎ，
ｃｕｓｔｏｍ１を００２，０１１に変換している。また、対象エリア情報を示すＨｅＮＢ
　Ｇｒｏｕｐ，２６８００を００３，２６８００に変換している。
【００６５】
　ＧＷ１０２が送信する設定指示Ｄ３のメッセージを受信したＦｅｍｔｏ１０３では、設
定更新部４２５ｂが設定指示Ｄ３のメッセージを設定ファイル４１２ａに書き込む。ＲＲ
Ｃ機能部４２５では、その設定ファイル４１２ａを読み込んで、エンドユーザである端末
（ＵＥ）１０４への送信メッセージを作成して送信する。また、Ｆｅｍｔｏ１０３への設
定ファイルの反映のみに留める場合、ＲＦ処理部４１３ａは機能しない。
【００６６】
（Ｆｅｍｔｏグループリスト、オフセットテーブルの例）
　図６，７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置による基地局のグループ分割に用い
る設定内容を示す図表である。これらの図は、ＧＷ１０２の一括設定分散部３０８（グル
ープ分割部３０８ａ，オフセット設定部３０８ｂ）が行う際に参照する設定表に相当する



(33) JP WO2016/189635 A1 2016.12.1

。
【００６７】
　ＧＷ１０２のグループ分割部３０８ａは、図６の設定表６０１に示す「Ａ：収容数に基
づくグループ分割」、あるいは図７の設定表７０１に示す「Ｂ：ＧＷの負荷に基づくグル
ープ分割」、あるいは「Ｃ：グループ分割なし」、のいずれかを監視装置１０１からの制
御により実施する。オフセット設定部３０８ｂは、分割数に応じたオフセット値Ｔを設定
する。なお、グループ分割は上記Ａ，Ｂに基づく分割に限らず、例えば、呼制御ＩＦ１１
２の通信速度（ＧＷ１０２～端末１０４間）や、通信品質（ＳＮＲやＣＮＲ等）に基づき
分割するなど、各種方法がある。
【００６８】
　図６には、ＧＷ１０２が収容するＦｅｍｔｏ１０３の収容数に基づくグループ分割を行
う際の設定表６０１を示す。ＧＷ１０２は、「Ａ：収容数に基づくグループ分割」を行う
場合、グループ分割部３０８ａは、図６に示すＧＷ１０２に対する呼接続済みのＦｅｍｔ
ｏ１０３の数を基準に、グループ分割数を決定する。例えば、収容数が１１，０００台の
場合には、図６を参照して、Ｆｅｍｔｏ１０３が５，０００台のグループを２グループと
、Ｆｅｍｔｏ１０３が１，０００台のグループを１グループ作成する。
【００６９】
　また、グループ分割数に対応したオフセット値Ｔは監視装置１０１から設定する。例え
ば、分割なしの場合のオフセット値Ｔは０ｍｓ、分割数１（グループ数の２）の場合のオ
フセット値Ｔは５０ｍｓ～５００ｍｓの値とする。
【００７０】
　グループ分割部３０８ａは、グループ分割数に基づき、複数のＦｅｍｔｏ１０３が属す
るグループを決定し（図１参照）、グループ別のＦｅｍｔｏ１０３の情報をメモリ３１２
のＦｅｍｔｏグループリスト３１２ａに記録する。また、オフセット設定部３０８ｂは、
オフセット値Ｔをオフセットテーブル３１２ｂに記録する。
【００７１】
　図７には、ＧＷ１０２の負荷に基づくグループ分割を行う際の設定表７０１を示す。Ｇ
Ｗ１０２は、「Ｂ：ＧＷの負荷に基づくグループ分割」を行う場合、例えば、図７に示す
ＣＰＵ平均使用率に応じたグループ分割数を決定する。この場合、グループ分割部３０８
ａは、設定指示Ｄ３を送信する前５分間のＣＰＵ平均使用率を求めてグループ分割を実施
する。このＣＰＵ平均使用率（ＣＰＵ負荷）は、グループ分割部３０８ａがＣＰＵ３０１
のＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｄａｔａを、例えば５分周期で収集する。
【００７２】
　また、オフセット設定部３０８ｂは、決定した分割数に応じたオフセット値Ｔを設定す
る。図７の例では、ＣＰＵ値（ＣＰＵ平均使用率）が１０％未満の場合にはグループ分割
数０（分割なし）、オフセット値Ｔを０ｍｓ、ＣＰＵ値が１０％以上３０％未満の場合に
はグループ分割数１（グループ数２）、オフセット値Ｔを５０ｍｓ、ＣＰＵ値が９０％以
上１００％未満の場合にはグループ分割数７（グループ数８）、オフセット値Ｔを５００
ｍｓの値とする。例えば、現在のＣＰＵ値が４５％の場合には、グループ分割数は２（グ
ループの数は３）でオフセット値Ｔは１００ｍｓとする。
【００７３】
　そして、ＧＷ１０２への負荷をかけたくない場合には、オフセット値Ｔとして大きな値
を設定する。また、図７のように、ＣＰＵ値が大きいほど、オフセット値Ｔを大きくする
ことで、ＣＰＵ負荷を軽減できる。ただし、大きな値を設定するに応じて一括設定対象の
全Ｆｅｍｔｏ１０３に対する全ての設定指示Ｄ３を送信するまでの時間（設定指示応答Ｄ
４の受信までの時間）も長くなる。
【００７４】
（システムの全体の設定指示の処理手順）
　図８は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示の処理手順を示すシーケンス図で
ある。監視装置１０１から送信した一括設定指示Ｄ１は、ＧＷ１０２の監視機能部３０３
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が受信してメッセージデコードを行う（ステップＳ８０１）。監視機能部３０３は一括設
定指示Ｄ１の場合、一括設定指示Ｄ１をプロトコル変換部３０４に転送し、プロトコル変
換部３０４は一括設定指示Ｄ１のプロトコル変換処理Ｄ２を行い（ステップＳ８０２）、
プロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１を一括設定分散部３０８に転送する。
【００７５】
　一括設定分散部３０８は、グループ分割部３０８ａにより、一括設定指示Ｄ１をグルー
プ別の設定指示Ｄ３に分割する（ステップＳ８０３）。この際、上述したように、グルー
プ分割部３０８ａは、Ｆｅｍｔｏ１０３を複数のグループに分割する。また、オフセット
設定部３０８ｂにより、グループ数に応じたオフセット値Ｔを設定する（ステップＳ８０
４）。これにより、設定指示Ｄ３は、分割したグループ数に対応したオフセット値Ｔが設
定されて、端末１０４に対して複数回送信処理される。
【００７６】
　設定指示Ｄ３の内容は、一括設定指示Ｄ１の内容と同じであり、設定指示Ｄ３は、一括
設定指示Ｄ１が示す設定内容をグループ別に複数回送信することを意味する。
【００７７】
　一括設定カウンタ３０９は、複数の設定指示Ｄ３について、オフセット値Ｔに応じて各
グループ（Ｆｅｍｔｏ１０３）のカウントを行い、グループ別に異なる時期にＦｅｍｔｏ
１０３に送出する（ステップＳ８０５、図１参照）。
【００７８】
　設定指示Ｄ３を受信したＦｅｍｔｏ１０３は、ＲＲＣ機能部４２５が設定ファイル処理
部４２３を制御し設定指示Ｄ３を設定ファイル４１２ａに書き込む（ステップＳ８０６）
。そして、ＲＲＣ機能部４２５は、設定ファイル処理部４２３を介して設定ファイル４１
２ａを読み込み（ステップＳ８０７）、通信規制等を含む設定指示Ｄ３を端末１０４に送
信する。
【００７９】
　図９は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示応答の処理手順を示すシーケンス
図である。端末１０４は、設定指示Ｄ３に対応した通信規制等の処理を実行し、設定指示
応答Ｄ４をＦｅｍｔｏ１０３に送信する。Ｆｅｍｔｏ１０３は、端末１０４からの設定指
示応答Ｄ４をＧＷ１０２に転送する。
【００８０】
　上述したように、設定指示Ｄ３は、グループ毎のオフセット値Ｔを有してＦｅｍｔｏ１
０３（端末１０４）に送信されており、端末１０４（Ｆｅｍｔｏ１０３）は、このオフセ
ット値Ｔに相当する時間だけグループ毎に異なる時期に（遅延した）設定指示応答Ｄ４を
ＧＷ１０２に送信する（ステップＳ９０１、図１参照）。
【００８１】
　そして、ＧＷ１０２のテレコム処理部３０６は、受信順にしたがいプロトコル変換部３
０４に設定指示応答Ｄ４を転送する。プロトコル変換部３０４は、呼制御ＩＦのプロトコ
ルの設定指示応答Ｄ４を監視ＩＦのプロトコルにプロトコル変換する（ステップＳ９０２
）。プロトコル変換後の設定指示応答Ｄ４は、ステータス登録部３１０に転送される。
【００８２】
　ステータス登録部３１０は、設定指示応答Ｄ４のメッセージに含まれる設定結果をメモ
リ３１２のステータス確認リスト３１２ｃに登録（更新）する（ステップＳ９０３）。こ
の後、ＧＷ１０２は、一括設定対象の全グループのＦｅｍｔｏ１０３から設定指示応答Ｄ
４が返答された後、監視ＩＦ送受信部３０２を介して監視装置１０１にステータス確認リ
スト３１２ｃを送信する（ステップＳ９０４）。
【００８３】
　図１０は、実施の形態にかかるシステム全体の設定指示にかかる処理内容を示すフロー
チャートである。はじめに、監視装置１０１は、ＧＷ１０２に監視ＩＦ１１１を介して一
括設定指示Ｄ１を送信する（ステップＳ１００１）。
【００８４】
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　ＧＷ１０２は、監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１を受信したか判断し（ステップＳ
１００２）、一括設定指示Ｄ１を受信すれば（ステップＳ１００２：Ｙｅｓ）、プロトコ
ル変換部３０４にて監視ＩＦ１１１のプロトコルの一括設定指示Ｄ１を呼制御ＩＦ１１２
のプロトコルに変換する（ステップＳ１００３）。一方、ステップＳ１００２にて一括設
定指示Ｄ１以外のメッセージの受信時には（ステップＳ１００２：Ｎｏ）、ＧＷ１０２は
、監視機能部３０３にて既存のメッセージ処理を行い（ステップＳ１００４）、処理を終
了する。
【００８５】
　ステップＳ１００３の後、ＧＷ１０２は、一括設定分散部３０８のグループ分割部３０
８ａにより、Ｆｅｍｔｏ１０３をグループ分割する（ステップＳ１００５）。Ｆｅｍｔｏ
１０３のグループ分割によりプロトコル変換後の一括設定指示Ｄ１は、複数のグループに
対応した数の設定指示Ｄ３が生成される。
【００８６】
　次に、一括設定部３０８のオフセット設定部３０８ｂは、グループ分割部３０８ａによ
るグループ分割数に応じたオフセット値Ｔを設定する（ステップＳ１００６）。このため
、オフセット設定部３０８ｂは、グループ分割数が１以上のときオフセット値設定あり（
ステップＳ１００６：Ｙｅｓ）と判断し、グループ分割数に応じたオフセット値Ｔを設定
し（ステップＳ１００７、図６，７参照）、ステップＳ１００８に移行する。グループ分
割数が０のときオフセット値設定なし（ステップＳ１００６：Ｎｏ）と判断し、オフセッ
ト値Ｔを設定せず（オフセット値Ｔ＝０）、ステップＳ１００８に移行する。
【００８７】
　そして、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７に設定指示Ｄ３を格納し、Ｆｅｍｔｏ１０３に設
定指示Ｄ３のメッセージを送信する（ステップＳ１００８）。この際、設定指示Ｄ３は、
グループ別のオフセット値Ｔを有するため、設定指示Ｄ３は一括設定カウンタ３０９のカ
ウントに応じたグループ別に異なる時期を有してＦｅｍｔｏ１０３に送信される。
【００８８】
　Ｆｅｍｔｏ１０３は、設定指示Ｄ３の受信の有無を判断する（ステップＳ１００９）。
例えば、Ｆｅｍｔｏ１０３は、網側の通信インタフェースにおいてＧＷ１０２などの装置
からの受信信号を検知したことに応じて、当該受信信号が設定指示Ｄ３であるか否かを判
定することにより、設定指示Ｄ３の受信の有無を判断する。
【００８９】
　Ｆｅｍｔｏ１０３が設定指示Ｄ３を受信した場合（ステップＳ１００９：Ｙｅｓ）、設
定更新部４２５ｂが設定ファイル処理部４２３に設定指示Ｄ３の設定の書込処理を行わせ
（ステップＳ１０１０）、ステップＳ１０１１に移行する。これにより、設定ファイル４
１２ａに設定指示Ｄ３が書き込まれる。一方、網側の通信インタフェースにおいてＧＷ１
０２などの装置からの受信信号を検知したものの、当該受信信号が設定指示Ｄ３ではなく
、例えばＭＭＥからのＳ１メッセージであった場合、設定指示Ｄ３の受信ではないと判断
し（ステップＳ１００９：Ｎｏ）、ステップＳ１０１１に移行する。
【００９０】
　この後ステップＳ１０１１では、所定の送信タイミングが到来したことに応じて、ＲＲ
Ｃ処理部４２５ａが設定ファイル処理部４２３を介して設定ファイル４１２ａから読み込
んだ内容に基づく制御情報を、端末１０４に送信する（ステップＳ１０１１）。その結果
、設定ファイル４１２ａに設定指示Ｄ３が書き込まれている場合には、設定指示Ｄ３が示
す内容、例えば通信規制の設定に基づく制御情報が、端末１０３に送信される。
【００９１】
　図１１は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置が基地局からの設定指示応答の受信を
説明する図である。設定指示Ｄ３を受信した対象グループのＦｅｍｔｏ１０３は、端末１
０４との間の通信規制を行う。一括設定処理を終えたＦｅｍｔｏ１０３は、ＧＷ１０２に
対して設定指示応答Ｄ４を送信する。これは、Ｆｅｍｔｏ１０３が監視装置１０１との間
で既存の監視ＩＦ１１１を用いたメッセージ処理との分別をするためである。設定指示応
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答Ｄ４のメッセージを生成したＦｅｍｔｏ１０３は、対ＧＷ送受信部４２４に設定指示応
答Ｄ４のメッセージを格納してＧＷ１０２に送信する。この際、設定指示応答Ｄ４のメッ
セージ内容として設定成功あるいは設定失敗のパラメータを設定する。
【００９２】
　ＧＷ１０２は、対Ｆｅｍｔｏ送受信部３０７がＦｅｍｔｏ１０３から受け取った設定指
示応答Ｄ４をテレコム処理部３０６の一括設定判断部３０６ａに出力する。一括設定判断
部３０６ａは、設定指示応答Ｄ４をプロトコル変換部３０４に出力し、プロトコル変換部
３０４は監視ＩＦ１１１のプロトコル変換を施す。一括設定判断部３０６ａでは、ＭＭＥ
に対するＳ１メッセージと、設定指示応答Ｄ４のメッセージとを区別する。プロトコル変
換が施された設定指示応答Ｄ４は、監視ＩＦ送受信部３０２に格納され、監視ＩＦ１１１
を介して監視装置１０１に送信される。
【００９３】
　図１１に示す変換前メッセージ１１３１は、呼制御ＩＦ１１２のプロトコルで用いるメ
ッセージであり、変換後メッセージ１１３２は、監視ＩＦ１１１のプロトコルで用いるメ
ッセージである。そして、この例では、設定変更したＦｅｍｔｏ１０３は、図１１に記載
した変換後メッセージ１１３２の各パラメータを保持した状態で変換前メッセージ１１３
１を生成する。この際、図１１の変換後メッセージ１１３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓ
ａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓの各パラメータをＥＡ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ａｒｅａ）ＩＤ
に格納する。
【００９４】
　図１１のように、設定指示応答Ｄ４の変換前メッセージ１１３１として、設定成功時に
は、ＥＡＩＤに新たに００４，００１を格納する（なお、設定失敗時には００４，０００
を格納する）。そして、ＧＷ１０２は、変換前メッセージ１１３１をプロトコル変換し、
設定指示応答Ｄ４の変換後メッセージ１１３２を生成する。この際、変換前メッセージ１
１３１のＥＡＩＤのパラメータを変換後メッセージ１１３２のＩｎｆｏｒｍに変換する。
【００９５】
　変換後メッセージ１１３２には、対象エリア情報が示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ単位の全
Ｆｅｍｔｏ１０３が設定成功したときには、新たにＩｎｆｏｒｍのＳｔａｔｕｓを追加し
、００１を格納する。設定失敗時には０００を格納する。この他に、設定成功／失敗した
Ｆｅｍｔｏ１０３の数を格納してもよい。
【００９６】
　図１２は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置のプロトコル変換部が行う他のプロト
コル変換例である。図１２の（ａ）には、ＧＷ１０２からＦｅｍｔｏ１０３に対して送信
する際の一括設定指示Ｄ１の変換メッセージを示している。変換前メッセージ１２３１の
ＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓの内容を変換後メッセージ１２３２のＷａｒｎｉ
ｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに変換する。
【００９７】
　そして、この例は、あるエリア（例えば上述したあるグループ）でのＦｅｍｔｏ１０３
群のＴＡＣを一斉に変更する場合を示している。一括設定指示Ｄ１が示す通信規制の３つ
のパラメータ（一括設定の内容、対象エリア情報、設定パターン）を、変換後メッセージ
１２３２のＷａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓに格納している。そして
、このパラメータ変換では、変換前メッセージ（一括設定指示Ｄ１）の一括設定の内容を
示すＣｏｍｍａｎｄとＴＡＣ情報を００１，００４に変換している。また、設定パターン
を示すＴＡＣ，２３４５６を００２，２３４５６に変換している。また、対象エリア情報
を示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ，１８４６０を００３，１８４６０に変換している。
【００９８】
　このように、ＴＡＣ情報を用いる場合、上述したＡＣＢ情報を用いる場合と異なり、Ｆ
ｅｍｔｏ１０３は、設定指示Ｄ３を自装置（Ｆｅｍｔｏ１０３）内での設定ファイル４１
２ａの反映だけとする。この場合、Ｆｅｍｔｏ１０３は、ＲＦ部４１３を機能させず、端
末１０４へ送信メッセージは送信しない。
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【００９９】
　また、図１２の（ｂ）には、Ｆｅｍｔｏ１０３からＧＷ１０２に対して送信する際の設
定指示応答Ｄ４の変換メッセージを示している。設定変更したＦｅｍｔｏ１０３は、図１
２の（ａ）に記載した変換後メッセージ１２３２の各パラメータを保持した状態で変換前
メッセージ１２３３を生成する。この際、図１２の（ａ）の変換後メッセージ１２３２の
Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓの各パラメータをＥＡ（Ｅｍｅｒｇ
ｅｎｃｙ　Ａｒｅａ）ＩＤに格納する。
【０１００】
　図１２の（ｂ）に示すように、設定指示応答Ｄ４の変換前メッセージ１２３３として、
設定成功時には、ＥＡＩＤに新たに００４，００１を格納する（なお、設定失敗時には０
０４，０００を格納する）。そして、ＧＷ１０２は、変換前メッセージ１２３３をプロト
コル変換し、設定指示応答Ｄ４の変換後メッセージ１２３４を生成する。この際、変換前
メッセージ１２３３のＥＡＩＤのパラメータを変換後メッセージ１２３４のＩｎｆｏｒｍ
に変換する。
【０１０１】
　変換後メッセージ１２３４には、対象エリア情報が示すＨｅＮＢ　Ｇｒｏｕｐ単位の全
Ｆｅｍｔｏ１０３が設定成功したときには、新たにＩｎｆｏｒｍのＳｔａｔｕｓを追加し
、００１を格納する。設定失敗時には０００を格納する。この他に、設定成功／失敗した
Ｆｅｍｔｏ１０３の数を格納してもよい。
【０１０２】
（メッセージのプロトコル変換例）
　次に、上述したメッセージのプロトコル変換について具体的に説明する。はじめに、一
括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの既存メッセージのＩＥ（Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の一部を用いる場合について説明する。ＡＣＢの一括設定指
示Ｄ１を例に、メッセージ構成例を説明する。ＡＣＢを用いるためには、監視装置１０１
は、例えば、監視ＩＦ１１１としてＴＲ０６９　ＩＦを用いてＧＷ１０２に指示を送る。
また、ＧＷ１０２は呼制御ＩＦ１１２としてＳ１　ＩＦを用いる。ＴＲ０６９　ＩＦでは
、ＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓ（図５の変換前メッセージ５３１等を参照）に
対象項目とその設定値を格納する。監視装置１０１は、ＡＣＢの規制情報と、対象ＨｅＮ
Ｂ情報をＧＷ１０２に渡し、ＧＷ１０２は、ＡＣＢの規制情報と、対象ＨｅＮＢ情報をＳ
１メッセージにマッピングする。
【０１０３】
　ＡＣＢの設定項目は、例えば、規制される通信の種別、規制が行われる時間、各端末が
規制にかかるおおよその割合、規制の例外となる端末、等がある。図１３は、実施の形態
のシステムにかかる監視ＩＦとしてのＴＲ０６９　ＩＦで用いるＡＣＢの制御情報のパラ
メータと項目内容の一覧を示す図表である。
【０１０４】
　図１４は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１メッセージへの一括設定要求のマ
ッピング例を示す図表である。監視装置１０１から一括設定指示Ｄ１としてＡＣＢ規制情
報を含み受け取ったＧＷ１０２は、図１４に示すＳ１メッセージ（ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬ
ＡＣＥ　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）にメッセージ内容をマッピングする。この場
合、例えば、Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｍｅｓｓａｇｅ　ＣｏｎｔｅｎｔｓにＡＣＢの設定に必要
な各種情報を格納することができる。
【０１０５】
　図１５は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設定要求応
答のマッピング例を示す図表である。Ｆｅｍｔｏ１０３は、ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥ
　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＳＰＯＮＳＥのＢｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ　Ａｒ
ｅａ　ＬｉｓｔにＦｅｍｔｏ１０３自身のＩＤ（ｅＮＢ　ＩＤ）を設定して、ＧＷ１０２
にメッセージを送る。
【０１０６】
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　次に、一括設定指示Ｄ１にＴＡＣを用いる場合について説明する。監視装置１０１は、
一括設定指示Ｄ１にＴＡＣを用いる場合、図１２の（ａ）に示したように、監視ＩＦ１１
１の変換前メッセージ１２３１のＳｅｔＰａｒａｍｅｔｅｒＶａｌｕｅｓで一括設定指示
Ｄ１のメッセージをＧＷ１０２に送信する。そして、ＧＷ１０２は受信した一括設定指示
Ｄ１のメッセージを呼制御ＩＦ１１２の変換後メッセージ１２３２（設定指示Ｄ３）に変
換し、Ｆｅｍｔｏ１０３に送信する。
【０１０７】
　一方、Ｆｅｍｔｏ１０３からの設定指示応答Ｄ４は、図１２の（ｂ）に示したように、
変換前メッセージ１２３３に設定成功／設定失敗のパラメータを追加して、ＧＷ１０２に
送信する。
【０１０８】
　次に、一括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの既存メッセージにＩＥを追加
して用いる場合について説明する。図１６は、実施の形態のゲートウェイ装置によるＳ１
メッセージへの一括設定要求のマッピングの他の例を示す図表である。監視装置１０１か
ら一括設定指示Ｄ１としてＡＣＢ規制情報を含み受け取ったＧＷ１０２は、図１４に示す
Ｓ１メッセージ（ＷＲＩＴＥ－ＲＥＰＬＡＣＥ　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）にＩ
Ｅを追加してマッピングする。例えばＡＣＢ　ＩｎｆｏとしてＡＣＢの規制情報を示す所
定の値を格納する。図１６に対応して、基地局１０３からＧＷ１０２へのＳ１メッセージ
を用いた設定要求応答のマッピング例は図１５と同様である。
【０１０９】
　次に、一括設定指示Ｄ１として、呼制御ＩＦプロトコルの新規メッセージを追加して用
いる場合について説明する。図１７は、実施の形態にかかるゲートウェイ装置によるＳ１
メッセージ例を示す図表である。図示のうち、パラメータ１７０１は、既存のメッセージ
であり、これに新規のメッセージのパラメータ１７０２を追加する。これら新規のメッセ
ージのパラメータ１７０２は、例えば、上述した監視ＩＦ１１１（ＴＲ０６９）で用いた
各項目と同じとしてもよい。
【０１１０】
　図１８は、実施の形態にかかる基地局からＧＷへのＳ１メッセージを用いた設定要求応
答のマッピング例を示す図表である。図示のうち、パラメータ１８０１は、既存のメッセ
ージである。これに新規のメッセージのパラメータ１８０２を追加する。新規のパラメー
タ１８０２は、例えば、ＡＣＢ　Ｓｅｔであり、上述した設定指示（設定成功／設定失敗
）の情報からなる。
【０１１１】
　図１９は、既存の方式による複数の基地局に対する設定指示の手順を示すシーケンス図
である。図１９を用いて既存技術による基地局に対する設定処理の手順を示し、実施の形
態との比較を行う。
【０１１２】
　監視装置１０１は、１つ１つのＦｅｍｔｏ１０３に対して順番に監視ＩＦ１１１を介し
て設定指示Ｄ３０を送信する。この送信の度に、監視装置１０１とＦｅｍｔｏ１０３で監
視プロトコルのコネクション接続Ｄ０とコネクション切断Ｄ６が伴うため時間がかかる。
また、監視プロトコルでは、同時にセッション接続できる数が限定されているため、例え
ば１００台毎に分けて設定指示をする必要がある。図１９では、監視装置１０１によるＦ
ｅｍｔｏ＃１００（１０３）への設定指示Ｄ３０の送出後に、最初のＦｅｍｔｏ＃１（１
０３）からの設定指示応答Ｄ４０が送出されているが、各Ｆｅｍｔｏ１０３は設定指示Ｄ
３０を受けると設定処理が終わった時点で適宜設定指示応答Ｄ４０を送信する。
【０１１３】
　図１９と実施の形態（図２）とを比較した場合、実施の形態では、監視装置１０１は、
一括設定指示Ｄ１によりＦｅｍｔｏ１０３との間の監視プロトコルのコネクション接続Ｄ
０およびコネクション切断Ｄ６がそれぞれ１回で済むため、既存の方式（図１９）に比し
て大幅に処理時間を短縮することができる。この際、監視装置１０１がＧＷ１０２に接続
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する時間も短時間で済み、監視装置１０１の処理負荷を低減できる。すなわち、ＧＷ１０
２と基地局１０３間の呼制御ＩＦ１１２は常時接続されており、接続のためのネゴシエー
ションは不要にでき、複数の基地局１０３の通信設定を容易に行える。
【０１１４】
　また、ＧＷ１０２は基地局（Ｆｅｍｔｏ）１０３との間が呼制御ＩＦ１１２を介して常
時接続され、既存のメッセージを用いてＧＷ１０２と複数の基地局１０３はメッセージを
やり取りする。これにより、ＧＷ１０２および基地局１０３にも処理負荷をかけずに基地
局１０３（および末端の端末１０４）に対する通信設定を一括して行うことができるよう
になる。この際、ＧＷ１０２の上位のＭＭＥ等のコアノードに対して影響を与えることが
なく、監視装置１０１が監視するＧＷ１０２配下の複数の基地局１０３に対してのみ通信
設定を行うことができる。
【０１１５】
　以上説明した実施の形態によれば、ＧＷは配下の多数の基地局に対する通信規制を短時
間で設定できる。また、多数の基地局の監視および設定の処理を監視装置のサーバ等を増
設することなく、１台の監視装置で迅速かつ効率的に行える。これにより、例えば、突発
的な災害等の発生により緊急に通信規制を行う必要がある場合でも、複数の基地局の通信
規制を短時間で一斉に実施できるようになる。
【０１１６】
　そして、実施の形態では、ＧＷは配下の基地局を複数のグループに分け、設定指示をグ
ループ別に異なる時期に送信するため、ＧＷは、複数の基地局からの設定指示応答をグル
ープ別に異なる時期に分散して受信できる。これにより、一つのＧＷが収容する配下の基
地局が膨大な数で、基地局に対し一斉に緊急に通信規制を行う必要が生じた場合でも、設
定指示および設定指示応答の処理にかかる処理を分散できるため、ＧＷでの処理負担を軽
減でき、ＧＷでの輻輳を防ぐことができる。そして、ＧＷは、設定指示の転送が失敗した
基地局への再送や、ネットワーク管理者に対する結果の通知を安定して処理でき、災害発
生時などでも迅速に設定指示が行えるようになる。また、ＧＷと多数の基地局との間の設
定指示および設定指示応答にかかる通信は、時期的に分散して行われるため、ネットワー
クの輻輳も防止できる。
【０１１７】
　なお、本実施の形態で説明した一括設定にかかるＧＷ、および基地局が有するＣＰＵが
実行するプログラムは、予め用意されたプログラムをコンピュータで実行することにより
実現することができる。また、このプログラムは、半導体メモリ、ハードディスク、フレ
キシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録
媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行され
る。また、このプログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい
。
【０１１８】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１１９】
（付記１）監視装置との間の通信を行う第１の機器間インタフェースと、
　配下の複数の基地局装置との間の通信を行う第２の機器間インタフェースと、
　前記第１の機器間インタフェースを介して前記監視装置から設定情報を受信した場合、
前記基地局装置との間の前記第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報
をプロトコル変換した設定情報を生成し、前記生成した設定情報を複数の前記基地局装置
に対して前記第２の機器間インタフェースを介して送信する制御部と、を有し、
　前記制御部は、複数の前記基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信する、
　ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【０１２０】
（付記２）前記制御部は、
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　配下として収容する前記基地局装置の数に応じた数のグループに分割し、前記グループ
数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設定情報を前記基
地局装置に送信することを特徴とする付記１に記載のゲートウェイ装置。
【０１２１】
（付記３）前記制御部は、自装置の処理の負荷状態に応じた数のグループに分割し、前記
グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異なる時期に前記設定情報
を前記基地局装置に送信することを特徴とする付記１に記載のゲートウェイ装置。
【０１２２】
（付記４）前記第１の機器間インタフェースは、監視インタフェースであり、
　前記第２の機器間インタフェースは、呼制御インタフェースであり、
　前記監視インタフェースの前記監視装置に対する１度のコネクション接続により、複数
の前記基地局装置に対する前記設定情報を受信することを特徴とする付記１に記載のゲー
トウェイ装置。
【０１２３】
（付記５）前記制御部は、複数の前記基地局装置から前記設定情報に基づく設定状態の応
答情報を受信した場合、複数の前記基地局装置からの前記応答情報をとりまとめた応答情
報を前記監視装置に送信することを特徴とする付記１に記載のゲートウェイ装置。
【０１２４】
（付記６）前記制御部は、前記監視装置から受信した情報が前記設定情報であるか否かを
判断する判断部を有し、当該判断部は、前記監視装置から受信した情報が前記設定情報の
場合に、当該設定情報に対する前記プロトコル変換を行い複数の前記基地局装置に送信す
ることを特徴とする付記１に記載のゲートウェイ装置。
【０１２５】
（付記７）監視装置がゲートウェイ装置を介して複数の基地局装置に接続されるシステム
において、
　前記監視装置は、複数の前記基地局装置に対する設定情報を、前記ゲートウェイ装置と
の間の通信を行う第１の機器間インタフェースを介して送信し、
　前記ゲートウェイ装置は、前記監視装置から設定情報を受信した場合、前記基地局装置
との間の第２の機器間インタフェースに適合した形式に前記設定情報をプロトコル変換し
た設定情報を生成し、前記生成した設定情報を前記複数の基地局装置に対して前記第２の
機器間インタフェースを介して送信する制御部を有し、
　前記制御部は、前記複数の基地局装置を所定のグループに分割し、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信し、
　複数の前記基地局装置は、前記ゲートウェイ装置から受信した前記設定情報の受信に基
づき配下の端末装置との間の通信制御を行うことを特徴とするシステム。
【０１２６】
（付記８）前記ゲートウェイ装置の前記制御部は、配下として収容する前記基地局装置の
数に応じた数のグループに分割し、前記グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記
グループ別に異なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信することを特徴とする付
記７に記載のシステム。
【０１２７】
（付記９）前記ゲートウェイ装置の前記制御部は、自装置の処理の負荷状態に応じた数の
グループに分割し、前記グループ数に応じたオフセット値に基づき、前記グループ別に異
なる時期に前記設定情報を前記基地局装置に送信することを特徴とする付記７に記載のシ
ステム。
【符号の説明】
【０１２８】
　１００　システム
　１０１　監視装置
　１０２　ゲートウェイ装置（ＧＷ）
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　１０３　基地局（Ｆｅｍｔｏ）
　１０４　端末（ＵＥ）
　１１１　監視ＩＦ
　１１２　呼制御ＩＦ
　３０１，４１１　制御部（ＣＰＵ）
　３０４　プロトコル変換部
　３０８　一括設定分散部
　３０８ａ　グループ分割部
　３０８ｂ　オフセット設定部
　Ｄ０　コネクション接続処理
　Ｄ１　一括設定指示
　Ｄ２　プロトコル変換処理
　Ｄ３　設定指示
　Ｄ４　設定指示応答
　Ｄ５　一括設定指示返答
　Ｄ６　コネクション切断処理
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