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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電波品質を測定する電波品質測定手段と、
　その測定データを自装置内部で解析する解析手段と、
　その解析結果をネットワーク側のサーバに送信する送信手段と、
　前記サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶する手段と、
　前記自装置の位置と記憶された前記呼イベントの発生位置情報を比較する手段と、
　前記自装置の位置に応じた試験動作切替え手段と
　を有し、
　他の装置が近づいてきたことを認識して前記電波品質の測定を停止することを特徴とす
る通信装置。
【請求項２】
　測定端末は、電波品質を測定する電波品質測定手段と、
　その測定データを自装置内部で解析する解析手段と、
　その解析結果をネットワーク側のサーバに送信する送信手段と、
　前記サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶する手段と、
　前記自装置の位置と記憶された前記呼イベントの発生位置情報を比較する手段と、
　前記自装置の位置に応じた試験動作切替え手段と
　を有し、
　前記サーバは、測定コンフィグの入力手段と、



(2) JP 5211654 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

　入力された前記測定コンフィグの記憶手段と、
　前記測定コンフィグを前記測定端末に送信する送信手段と、
　前記呼イベント内容とその発生位置情報のテーブル作成する手段と、
　前記呼イベント内容とその発生位置情報のテーブルを前記測定端末に送信する送信手段
と
　を有し、
　前記測定端末に他の測定端末が近づいてきたことを認識して、前記測定端末に前記電波
品質の測定を停止させることを特徴とする電波品質測定システム。
【請求項３】
　測定端末が、電波品質を測定するステップと、
　その測定データを自装置内部で解析するステップと、
　その解析結果をネットワーク側のサーバに送信するステップと、
　前記サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶するステップと、
　前記自装置の位置と前記記憶された呼イベントの発生位置情報を比較するステップと、
　前記自装置の位置に応じた試験動作切替えステップと
　を有し、
　前記サーバが、測定コンフィグの入力ステップと、
　入力された前記測定コンフィグの記憶ステップと、
　前記測定コンフィグを前記測定端末に送信するステップと、
　前記呼イベント内容とその発生位置情報のテーブル作成するステップと、
　前記呼イベント内容とその発生位置情報のテーブルを前記測定端末に送信するステップ
と
　を有し、
　さらに、前記測定端末に他の測定端末が近づいてきたことを認識して、前記測定端末が
前記電波品質の測定を停止するステップを有することを特徴とする電波品質測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定端末側で測定データの解析を行い、解析結果に基づいて次の測定動作を
自律的に行う電波品質自動測定技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術として、タクシー、バス等の交通手段に測定機器を搭載することにより、特定
車の用意や調査員の派遣をしなくても、自動的に広範囲にわたる領域の携帯電話機の電波
品質測定を行う方法がある。
【０００３】
　これは、遠隔での測定パラメータ設定／記憶、電波品質の自動測定／記録、測定結果の
自動送信を行うものである。
【０００４】
　ここで、無線機は、少なくとも取得対象の通信品質情報を特定する取得動作記述データ
を記憶し、この取得動作記述データに従って、当該無線機に関する通信品質情報を取得し
、さらに、取得した通信品質情報を、ネットワーク管理装置に対して送信し、ネットワー
ク管理装置は、無線機が記憶している取得動作記述データを更新し、無線機は、更新され
た取得動作記述データに従って、当該無線機に関する通信品質情報を取得することで、遠
隔で的確な原因解析ができる電話システムを提供する技術が提案されている（例えば、特
許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－０４９６３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上述の関連技術では、以下の課題があり、自動測定の効率低下を招く恐
れがあった。
【０００６】
　端末で収集した測定データをネットワーク側のデータ収集センターに送信し、データ収
集センター側で解析を行うため、解析に必要な取得データ全てを端末から送信しなくては
ならず、送信するデータ量が大きくなってしまう。
【０００７】
　収集された測定データを解析した結果、更なるデータ取得が必要となった場合、手動に
て再測定の設定をおこなわなければならなく、また、測定パラメータの切替えも手動で行
わなければならない。
【０００８】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、測定端末からサーバに
送信するデータ量を削減することと、測定端末側で自動的に測定を行わせることにより、
手動での再設定の手間を省くことができる通信装置、携帯電話網の電波品質自動測定シス
テム、電波品質測定方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の通信装置は、電波品質測定手段と、
　測定データを自装置内部で解析する解析手段と、
　解析結果をネットワーク側のサーバに送信する送信手段と、
　サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶する手段と、
　自装置の位置と記憶された呼イベントの発生位置情報を比較する手段と、
　自装置の位置に応じた試験動作切替え手段と
　を有し、
　他の装置が近づいてきたことを認識して電波品質の測定を停止することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の電波品質測定システムは、
　測定端末は、電波品質を測定する電波品質測定手段と、
　測定データを測定端末内部で解析する解析手段と、
　解析結果をネットワーク側のサーバに送信する送信手段と、
　サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶する手段と、
　自装置の位置と記憶された呼イベントの発生位置情報を比較する手段と、
　自装置の位置に応じた試験動作切替え手段と
　を有し、
　前記サーバは、測定コンフィグの入力手段と、
　入力された測定コンフィグの記憶手段と、
　測定コンフィグを測定端末に送信する送信手段と、
　呼イベント内容とその発生位置情報のテーブル作成する手段と、
　呼イベント内容とその発生位置情報のテーブルを測定端末に送信する送信手段と
　を有し、
　前記測定端末に他の測定端末が近づいてきたことを認識して、前記測定端末に電波品質
の測定を停止させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の電波品質測定方法は、
　測定端末が、電波品質を測定するステップと、
　測定データを測定端末内部で解析するステップと、
　解析結果をネットワーク側のサーバに送信するステップと、
　サーバから受信した呼イベント内容とその発生位置情報を記憶するステップと、
　自装置の位置と記憶された呼イベントの発生位置情報を比較するステップと、
　自装置の位置に応じた試験動作切替えステップと
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　を有し、
　前記サーバが、測定コンフィグの入力ステップと、
　入力された測定コンフィグの記憶ステップと、
　測定コンフィグを測定端末に送信するステップと、
　呼イベント内容とその発生位置情報のテーブル作成するステップと、
　呼イベント内容とその発生位置情報のテーブルを測定端末に送信するステップと
　を有し、
　さらに、前記測定端末に他の測定端末が近づいてきたことを認識して、前記測定端末が
電波品質の測定を停止するステップを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、測定端末からサーバに送信するデータ量を削減することと、測定端末
側で自動的に測定を行わせることにより、手動での再設定の手間を省くことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１を参照すると
、本実施の形態における携帯電話網の電波品質自動測定システムは、測定端末１００と、
測定データ収集／測定制御サーバ２００と、携帯電話ネットワーク３００から構成されて
いる。
【００１７】
　さらに、測定端末１００は、電波品質測定部１１０と、測定データ記憶部１２０と、測
定データ解析部１３０と、測定制御部１４０と、測定コンフィグ記憶部１５０とで構成さ
れている。
【００１８】
　測定データ収集／制御サーバ２００は、解析結果記憶部２１０と、測定制御部２２０と
、測定コンフィグ入力部２３０と、測定コンフィグ記憶部２４０とで構成されている。
【００１９】
　携帯電話ネットワーク３００は、基地局３１０と制御／交換局３２０とで構成されてい
る。
【００２０】
　測定端末１００は、タクシー、バス、配送トラック等、電波品質測定以外を目的とした
交通機関に搭載され、携帯電話ネットワークの電波品質を測定する機能を備えている。
【００２１】
　測定端末１００内部の電波品質測定部１１０は、電波品質を測定する機能を備えている
。測定データ記憶部１２０は、電波品質測定部１１０による測定データの全てを記憶し、
測定データ解析部１３０は、測定データ記憶部１２０内部のデータを解析し、端末の呼接
続および通話動作に関するイベント（例えば、接続失敗、通話中異常切断等）の発生原因
を特定する機能を備えている。
【００２２】
　測定コンフィグ記憶部１５０は、ネットワーク側から指示される測定に関わる設定（例
えば、発信試験や連続通話試験等の試験種別、試験周期、解析対象データ等）を記憶する
機能を備えている。測定制御部１４０は、測定コンフィグ記憶部１５０に記憶される設定
を参照し電波品質測定部１１０に測定指示を行う機能を備えている。呼イベント情報記憶
部１６０は、呼イベントの種別および発生場所の位置情報を記憶する機能を備えている。
【００２３】
　測定データ収集／制御サーバ２００は、携帯電話ネットワーク３００に接続されており
、携帯電話ネットワーク３００内の基地局３１０および制御／交換局３２０を経由して、
測定端末１００から送信されてきた測定データ解析結果を受信する機能を備えている。
【００２４】
　測定データ収集／制御サーバ２００内部の解析結果記憶部２１０は、測定端末１００か
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ら送信されてきた測定データ解析結果を蓄積する機能を備えている。測定コンフィグ入力
部２３０は、測定に関わる設定を測定作業者が入力するためのインタフェース機能を備え
ており、測定コンフィグ記憶部２４０は、測定コンフィグ入力部２３０から入力された設
定を記憶する機能を備えている。測定制御部２２０は、測定コンフィグ記憶部２４０を参
照し、測定に関わる設定を携帯電話ネットワークを介して測定端末１００に送出する機能
を有する。
【００２５】
　次に図１～図３を参照して本実施の形態の動作について説明する。
　まず、測定作業者は、測定コンフィグ入力部２３０から測定に関する設定（例えば、発
信試験や連続通話試験等の試験種別、試験周期、解析対象データ等。以下、測定コンフィ
グという）を入力すると（ステップＡ１）、入力された設定は、測定コンフィグ記憶部２
４０に記憶される（ステップＡ２）。
【００２６】
　測定データ収集／制御サーバ２００は、測定コンフィグ記憶部２４０を参照して、測定
コンフィグを、携帯電話ネットワーク３００を経由して測定端末１００に送出する（ステ
ップＡ３）。
【００２７】
　測定コンフィグを受信した測定端末１００は、測定コンフィグ記憶部１５０に記憶する
（ステップＡ４）。
【００２８】
　測定制御部１４０は測定コンフィグ記憶部１５０を参照して（ステップＡ５）、当該測
定コンフィグに従って測定を実施するよう電波品質測定部１１０を制御し電波品質を測定
する（ステップＡ６）。
【００２９】
　電波品質測定部１１０で測定されたデータは、測定データ記憶部１２０に記憶される（
ステップＡ７）。
【００３０】
　測定データ解析部１３０では、測定データをもとに解析を行う（ステップＡ８）。なお
、測定端末１００で解析した結果、その原因をさらに追求するために再度他の計測が測定
端末１００で自律的に行われてもよい。
【００３１】
　次に、測定結果を用いて、その後の測定データ収集効率を向上させる方法を以下に記載
する。
【００３２】
　測定データ収集／制御サーバ２００は、測定端末１００から送信される呼イベントの種
別と、呼イベント発生場所の位置情報を解析結果記憶部２１０に記録する（ステップＢ１
）。
【００３３】
　測定制御部２２０は、解析結果記憶部２１０を参照して呼イベントと発生場所の位置情
報のリストを作成し（ステップＢ２）、携帯電話ネットワーク３００経由で測定端末１０
０に送信する（ステップＢ３）。ここで、測定端末が複数存在する場合は、複数の測定端
末に対して同様の情報を送信する。また、送信データ量および測定端末側のメモリー使用
領域の削減を目的として、当該測定端末が在圏する周辺地域のみの情報に限定して送信し
てもよい。
【００３４】
　測定端末１００は、受信した呼イベントと発生場所の位置情報のリストを呼イベント情
報記憶部１６０に記憶する（ステップＢ４）。
【００３５】
　測定制御部１４０は、測定端末１００の位置と呼イベント情報記憶部１６０に記憶され
ている呼イベント発生場所の位置とを比較し（ステップＢ５）、あらかじめ設定された距
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離以下に接近した場合（ステップＢ６）、それまで行っていた試験動作を停止して記憶さ
れている呼イベントに応じた試験動作を優先して行う（ステップＢ７）。例えば、異常切
断発生場所であれば連続通話試験動作に切替え、異常切断時の情報を繰返し取得し、呼イ
ベント発生原因究明のためのデータを蓄積する。
【００３６】
　なお、特定セル内に異常切断が多いことがわかっている場合、その特定セルに侵入する
と、これまで行っていた計測を中止し、別の動作モードに変わることであってもよい。
【００３７】
　また、２台同時に用いて計測することで、発呼・着呼を同時に行うことが可能となり、
例えば着信のフローは、ページングが加わるので、１台の計測では特定できなかった問題
まで検出できる。
【００３８】
　また、サーバに計測データが流れてこない場合、端末が自律でリセットされることであ
ってもよい。
【００３９】
　数１０台レベルで動作し、前日の夜に計測条件等を各端末がサーバに取りに行くシステ
ムとして構成し、グループでの動作に動的な分散化をすることであってもよい。例えば他
の端末が近づいてきたことを認識して無駄な計測を停止する、他の端末と重複して計測す
ることがないよう、避ける方向へ進路を取るべく人間に指示することがなされてもよい。
【００４０】
　上述した本実施の形態による電波品質自動測定システムにおいては、自動測定により収
集したデータの解析を端末側で行うことにより、端末からネットワーク側に解析結果のみ
を送信することにより、送信データ量を削減することができる。
【００４１】
　また、解析結果をもとにして更なるデータ取得が必要となった場合、測定端末が測定動
作を自動で切替えることにより、手動にて測定設定を行う手間が省けるといった効果を得
ることができる。
【００４２】
　本発明は、タクシーに計測端末を設置した場合、計測だけで使用するのではなく、乗客
に無料で通信サービスを行ってもよい。例えば乗客の端末と計測端末をＷＬＡＮ等で接続
する。計測端末は計測のほかに実際の通信も行う。通信については、通常の音声・データ
でもよく、また特定コンテンツへのアクセス、ゲームなどのダウンロードにも応用可能で
ある。通信を無料化等してもよい。
【００４３】
　さらに、バスに計測端末を設置した場合、バスの乗客全員あるいは一部が、計測ソフト
をダウンロードしてもよい。そして乗客の端末で計測が行われ、乗客は対価としてバス料
金の割引等のサービスを受けることができる。計測は複数台の端末で行われるので、異な
る種類の計測を同時に行うことができるメリットがある。
【００４４】
　他の応用例として、端末側での計測ログと、インフラ側でのログを付き合わせることで
詳細な要因を把握可能としてもよい。簡単に突合せができる様に、共通のＩＤをログに埋
め込むことであってもよい。
【００４５】
　なお、上述する各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。例えば、測定端末１００、測定デー
タ収集／測定制御サーバ２００の機能を実現するためのプログラムを各装置に読込ませて
実行することにより各装置の機能を実現する処理を行ってもよい。さらに、そのプログラ
ムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭまたは光磁気ディスクな
どを介して、または伝送媒体であるインターネット、電話回線などを介して伝送波により
他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。



(7) JP 5211654 B2 2013.6.12

10

20

【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施の形態に係るシステム構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る処理動作を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る測定結果を用いて、その後の測定データ収集効率を向
上させる方法を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１００　　測定端末
　１１０　　電波品質測定部
　１２０　　測定データ記憶部
　１３０　　測定データ解析部
　１４０　　測定制御部
　１５０　　測定コンフィグ記憶部
　２００　　測定データ収集／制御サーバ
　２１０　　解析結果記憶部
　２２０　　測定制御部
　２３０　　測定コンフィグ入力部
　２４０　　測定コンフィグ記憶部
　３００　　携帯電話ネットワーク
　３１０　　基地局
　３２０　　制御／交換局

【図１】 【図２】
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