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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアノード装置と接続され、移動局装置に対して無線サービスを提供する基地局装置で
あって、プロセッサと記憶装置を備え、
　前記プロセッサが、
　前記コアノード装置との通信に障害を検知した場合に、前記コアノード装置を模擬する
第１状態に遷移する処理と、
　前記第１状態において前記移動局装置から通信の認証に関する認証情報を含むアタッチ
要求を受信する処理と、
　前記第１状態において前記アタッチ要求を受信した場合、前記アタッチ要求に対して前
記コアノード装置が送信する信号を模擬した信号であって、前記アタッチ要求を送信した
移動局装置に通信確立可能であることを通知する内容の応答信号を模擬した第１模擬信号
を、前記移動局装置へ送信する処理と、
　前記第１模擬信号を送信した後に、前記移動局装置に測定要求を送信する処理と、
　前記第１状態において前記測定要求に応じて前記移動局装置から送信される測定報告に
含まれる位置情報を前記記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記コアノード装置との通信の障害検知にかえて、災害の発生を検
出する処理を実行し、災害が発生した場合に前記第１状態に遷移する処理を実行すること
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を特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記第１状態において、自装置に関する情報を含む報知情報を前記
移動局装置に送信する処理を実行することを特徴とする請求項１又は２に記載の基地局装
置。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記第１状態において、複数の前記移動局装置から収集された位置
情報を前記移動局装置へ送信する処理を実行することを特徴とする請求項２乃至３の何れ
か一項に記載の基地局装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、
　前記移動局装置から、自装置以外の他移動局装置を呼び出すための信号である発信要求
を受信する処理と、
　前記発信要求の回数をカウントする処理と、
　前記移動局装置からの発信要求の回数を前記記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の基地局装置。
【請求項６】
　コアノード装置と接続され移動局装置に対して無線サービスを提供する通信システムで
あって、
　プロセッサと記憶装置を備え、
　前記プロセッサは、
　前記コアノード装置との通信に障害を検知した場合に、前記コアノード装置を模擬する
第１状態に遷移する処理と、
　前記第１状態において前記移動局装置から通信の認証に関する認証情報を含むアタッチ
要求を受信する処理と、
　前記第１状態において前記アタッチ要求を受信した場合、前記アタッチ要求に対して前
記コアノード装置が送信する信号を模擬した信号であって、前記アタッチ要求を送信した
移動局装置に通信確立可能であることを通知する内容の応答信号を模擬した第１模擬信号
を、前記移動局装置へ送信する処理と、
　前記第１模擬信号を送信した後に、前記移動局装置に測定要求を送信する処理と、
　前記第１状態において前記測定要求に応じて前記移動局装置から送信される測定報告に
含まれる位置情報を前記記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする通信システム。
【請求項７】
　基地局装置の上位局を介して、前記基地局装置と接続されるノード装置であって、
　前記ノード装置はプロセッサと記憶装置を備え、
　前記プロセッサが、
　前記基地局装置が取得した移動局装置に関する情報を、前記基地局装置から受信する処
理と、
　前記基地局装置が取得した移動局装置に関する情報を、該位置情報を前記基地局装置か
ら受信した移動局装置から受信する処理と、
　前記基地局装置及び前記移動局装置から受信された前記移動局装置に関する情報を、前
記移動局装置毎に集計する処理と、
　を実行することを特徴とするノード装置。
【請求項８】
　プロセッサと記憶装置を備える移動局装置であって、前記プロセッサは、
　基地局装置から受信される複数の移動局装置に関する情報を、前記記憶装置に格納する
処理と、
　前記記憶装置に格納された前記複数の移動局装置に関する情報を、基地局装置を介して
、ノード装置へ送信する処理と、
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　を実行することを特徴とする移動局装置。
【請求項９】
　コアノード装置と接続され、移動局装置に対して無線サービスを提供する基地局装置に
よる前記移動局装置の位置検出方法であって、
　前記コアノード装置との通信に障害を検知した場合に、前記コアノード装置を模擬する
第１状態に遷移する処理と、
　前記第１状態において前記移動局装置からの通信の認証に関する認証情報を含むアタッ
チ要求を受信した場合、前記アタッチ要求に対して前記コアノード装置が送信する信号を
模擬した信号であって、前記アタッチ要求を送信した前記移動局装置に通信確立可能であ
ることを通知する内容の応答信号を模擬した第１模擬信号を、前記移動局装置へ送信する
処理と、
　前記第１模擬信号を送信した後に、前記移動局装置に測定要求を送信する処理と、
　前記第１状態において前記測定要求に応じて前記移動局装置から送信される測定報告に
含まれる位置情報を前記基地局装置の記憶装置へ格納する処理と、
　を前記基地局のプロセッサに実行させることを特徴とする位置検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で論じられる実施態様は、移動体通信における移動局装置の位置情報の取得に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　地震等の災害の発生を検出するための計測部を備え、この計測部において災害の発生を
検出する基地局が知られている。基地局は、端末に災害の発生を知らせるブロードキャス
ト配信を行い、ネットワークに障害が生じている場合には、記憶部に記憶されている自局
地図情報を端末にブロードキャスト配信を行う。また、基地局は、端末の位置情報を含む
所定の救助要請情報を端末から要救助者監視サーバに対して送信する処理を実行するため
の救助要請プログラムを端末に送信する。
【０００３】
　なお、近隣の基地局手段の電波混信を避けるために、近隣の基地局手段の電波発信タイ
ミングをずらす遠隔監視システムがしられている。また、地震等の自然災害の発生時に、
被害地域に位置する移動端末装置の緊急連絡先へ移動端末装置の現在位置に関する現在地
情報を配信する情報提供装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１８１０２７号公報
【特許文献２】特開２００１－３２０４９４号公報
【特許文献３】特開２００９－２８９１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、移動局は、基地局装置を介して、コアネットワークと通信することに
よって、コアネットワークに位置情報を送信していた。しかしながら、上述の技術は、移
動局にプログラム等を組み込む等の特殊な技術を組み込む必要があった。
【０００６】
　開示の装置及び方法は、移動局に新たな機能を追加することなく、基地局において、移
動局の情報を収集することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　装置の一観点によれば、プロセッサと記憶装置を備える基地局装置が与えられる。プロ
セッサは、移動局装置から通信の認証に関する認証情報を受信する処理と、移動局装置か
ら送信される認証情報に含まれる移動局装置に関する情報を前記記憶装置へ格納する処理
を実行する。
【０００８】
　装置の他の一観点によれば、基地局装置と、移動局装置を備える通信システムが与えら
れる。基地局装置は、プロセッサと記憶装置を備える。基地局装置のプロセッサは、移動
局装置から通信の認証に関する認証情報を受信する処理と、移動局装置から送信される認
証情報に含まれる移動局装置に関する情報を記憶装置へ格納する処理とを実行する。
【０００９】
　装置の他の一観点によれば、基地局装置の上位局を介して、基地局装置と接続されるノ
ード装置が与えられる。ノード装置はプロセッサと記憶装置を備え、プロセッサは、基地
局装置が取得した移動局装置に関する情報を、前記基地局装置から受信する処理と、基地
局装置が取得した移動局装置に関する情報を、位置情報を基地局装置から受信した移動局
装置から受信する処理と、基地局装置及び移動局装置から受信された移動局装置に関する
情報を、移動局装置毎に集計する処理を実行する。
【００１０】
　装置の他の一観点によれば、プロセッサと記憶装置を備える移動局装置が与えられる。
プロセッサは、基地局装置から受信される複数の移動局装置に関する情報を、記憶装置に
格納する処理と、記憶装置に格納された複数の移動局装置に関する情報を、基地局装置を
介して、ノード装置へ送信する処理を実行する。
【００１１】
　方法の一観点によれば、基地局装置による移動局装置の位置検出方法が与えられる。基
地局装置は、プロセッサと記憶装置を備える。位置検出方法は、移動局装置からの通信の
認証に関する認証情報に対して、移動局装置が通信可能であることを、移動局装置に通知
する処理と、移動局装置に通信可能であることを通知した後に、移動局装置に関する位置
情報を要求する要求信号を送信する処理と、要求信号に応じて移動局装置から送信される
位置情報を記憶装置へ格納する処理をプロセッサに実行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本件開示の装置又は方法によれば、移動局に新たな機能を追加することなく、基地局に
おいて、移動局の情報を収集することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】通信システムの全体構成例を示す図である。
【図２】基地局装置のハードウエア構成例を示す図である。
【図３】基地局装置の機能ブロック図の一例である。
【図４】基地局装置の位置データ保存部に格納される位置データの一例を示す図である。
【図５】コアネットワークノード装置のハードウエア構成例を示す図である。
【図６】コアネットワークノード装置の機能ブロック図の一例である。
【図７】コアネットワークノード装置の位置データ保存部に格納される集計データの一例
を示す図である。
【図８】移動局装置のハードウエア構成例を示す図である。
【図９】移動局装置の機能ブロック図の一例である。
【図１０】移動局装置の位置データ保存部に格納される位置データの一例を示す図である
。
【図１１】災害発生の検出と無線制御部の接続先を変更する際の動作シーケンスの一例の
説明図である。
【図１２】報知信号の信号フォーマットの一例の説明図である。
【図１３】基地局情報の信号フォーマットの一例の説明図である。
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【図１４】状態判定部による報知信号の判断処理の説明図である。
【図１５】位置情報の取得可否の判断処理の説明図である。
【図１６】移動局の位置情報の取得時の動作シーケンスの一例の説明図である。
【図１７】位置測定要求の送信指示の信号フォーマットの一例の説明図である。
【図１８】移動局が送信するＭＲ信号の一例を示す図である。
【図１９】ＭＲ信号受信直後の位置データの内容の一例の説明図である。
【図２０】発信回数が登録された位置データの内容の一例の説明図である。
【図２１】基地局による位置データの送信時の動作シーケンスの一例の説明図である。
【図２２】移動局からＣＮノードへ送信される位置データの信号フォーマットの一例の説
明図である。
【図２３】ＣＮノードによる動作シーケンスの一例の説明図である。
【図２４】集計直後の集計データの一例の説明図である。
【図２５】発信回数記録後の集計データの一例の説明図である。
【図２６】集計部による捜索優先度の決定処理の一例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜１．システム構成例＞
　以下、添付する図面を参照して好ましい実施例について説明する。図１は、通信システ
ムの全体構成例を示す。通信システム１は、基地局装置２と、コアネットワークノード装
置３と、移動局装置４と、固定通信網５を備える。なお、以下の説明及び図面において、
コアネットワークを「ＣＮ」と表記することがある。また、以下の説明において、基地局
装置、ＣＮノード装置及び移動局装置を、それぞれ「基地局」、「ＣＮノード」及び「移
動局」と表記することがある。
【００１５】
　基地局２は、移動通信サービスを受けるユーザの移動局４と固定通信網５との間を、所
定の無線通信規格に従って中継する無線局装置である。基地局２の無線通信規格は、例え
ばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）方式やＬＴＥ（Long Term 
Evolution）方式であってよい。Ｗ－ＣＤＭＡ方式の基地局である場合には、基地局２は
、Ｉｕｈインタフェースを介してＣＮノード３と接続されＲＲＣ（Radio Resource Contr
ol）プロトコルを制御するフェムト基地局であってよい。
【００１６】
　ＣＮノード３は、基地局２及び移動局４とを接続する無線アクセスネットワークに接続
されるコアネットワークのノード装置である。固定通信網５はＣＮノード３と基地局２と
を接続する広域レイヤ２ネットワークや光ファイバ網である。移動局４は、ユーザがＷｅ
ｂ等のインターネットを介した通信や、公衆回線/他移動体通信網を介して音声等の通信
を行う際に用いる端末装置である。
　ＣＮノード３は、例えば、ＭＭＥ(Mobility Management Entity)である。ＭＭＥは、移
動局から送信されるアタッチ要求を受信する。アタッチ要求とは、移動局が通信可能であ
ることをコアネットワークに通知するものであり、アタッチ要求を受信したＭＭＥは、ア
タッチ要求に含まれるメッセージに応じた処理を行う。
　ここで、ＭＭＥが移動局から受信するアタッチ要求に、位置登録要求が含まれていたと
する。この位置登録要求には、移動局が在圏したエリアの識別子や、移動局の識別子が含
まれる。これらを用いて、ＭＭＥ等のコアネットワークは、移動局の認証や位置登録を行
う。
　移動局とＭＭＥ間は、移動局のＵＳＩＭを用いて、ＡＫＡ方式で相互認証する。さらに
、位置登録要求に含まれるエリアの識別子を用いて、位置登録も実行する。ＭＭＥは、処
理実行後、移動局を受け入れることが可能であること等を示す応答を返答する。この返答
は、例えば、移動局に割り当てたＧＵＴＩ等が含まれる。ＧＵＴＩとは、移動局に一時的
に割り当てられる識別子である。この識別子にはＭＭＥを一意に特定するためのフィール
ドが含まれる。
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　これらの処理を実行することで、ＭＭＥは移動局の位置管理、認証処理、ハンドオーバ
を制御することが可能になる。
　つまり、この処理を実施し、コアネットワーク側が移動局を収容可能であることを通知
しない限り、移動局は、通信を開始しようとしない。
【００１７】
　基地局２は、災害報知装置６が送信する報知信号をコアネットワーク及びＣＮノード３
を介して受信する。災害報知装置６が送信する報知信号は、例えば地震津波速報といった
災害の発生を報知する信号である。災害報知装置６は、例えばＥＴＷＳ（Earthquake and
 Tsunami Warning System）において、気象庁などの機関によって運営されて地震津波速
報を配信するＣＢＥ（Cell Broadcast Entity）装置であってよい。ＣＢＥ装置から配信
される報知信号は、通信事業者によって運営されているＣＢＳ（Cell Broadcast Service
）装置を介して、ＣＮノード３に配信される。
【００１８】
　＜２．基地局の構成例＞
　＜２．１．基地局のハードウエア構成＞
　続いて、上記の通信システム１の各要素のそれぞれについて説明する。図２は、基地局
２のハードウエア構成例を示す。基地局２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit:中央処
理装置）１０と、補助記憶装置１１と、メモリ１２と、ＤＳＰ（Digital Signal Process
ing:デジタル信号プロセッサ）１３とネットワークインタフェース回路１４と、無線信号
送受信回路１５を備える。なお、以下の説明においてネットワークインタフェースを「Ｎ
ＩＦ」と表記することがある。図２に示すハードウエア構成は、基地局２を実現するハー
ドウエア構成の例示の１つである。本明細書において以下に記載される処理を実行するも
のであれば、他のどのようなハードウエア構成が採用されてもよい。
【００１９】
　ＣＰＵ１０は、補助記憶装置１１に格納されるコンピュータプログラムに従い、基地局
２の制御及び以下に説明する移動局４の位置データの収集処理を実行する。補助記憶装置
１１には、ＣＰＵ１０により実行されるコンピュータプログラムや、このコンピュータプ
ログラムの実行の際に使用されるデータが格納される。補助記憶装置１１は、非揮発性記
憶装置や、読み出し専用メモリ（ROM: Read Only Memory）やハードディスクなどを含ん
でいてもよい。メモリ１２には、ＣＰＵ１０によって現在実行されているプログラムや、
このプログラムによって一時的に使用されるデータが記憶される。メモリ１２は、ランダ
ムアクセスメモリ（RAM: Random Access Memory）を含んでいてよい。
【００２０】
　ＤＳＰ１３は、移動局４との無線通信の制御を行う。メモリ１２には、ＤＳＰ１３の処
理に必要なデータを一時的に格納するためにも使用される。ＮＩＦ回路１４は、固定通信
網５を経由する通信における送受信信号の信号処理を行う。無線信号送受信回路１５は、
移動局４との間の無線通信における無線信号の送受信を行う。
【００２１】
　＜２．２．基地局の機能構成＞
　続いて、上記ハードウエア構成によって実現される基地局２の機能について説明する。
　図３は、基地局２の機能ブロックの一例を示す。基地局２は、ＮＩＦ部２０と、無線制
御部２１と、無線送受信部２２と、報知信号受信部２３と、基地局状態判定部２４と、基
地局情報記憶部２５と、電源監視部２６と、状態判定部２７を備える。また、基地局２は
、ＣＮ模擬部２８と、信号送受信部２９と、位置データ保存部３０と、集計／配信部３１
を備える。なお、図３は、以下の説明に関係する機能を中心として示している。基地局２
は、図示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００２２】
　ＮＩＦ部２０は、固定通信網５とのインタフェースであり、レイヤ２伝送路や光ファイ
バ等で固定通信網５と接続される。ＮＩＦ部２０は、固定通信網５とのインタフェースの
状態を検出する。固定通信網５とのインタフェースの状態には、例えば、接続中、切断中
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、輻輳中がある。
【００２３】
　無線制御部２１は、基地局２と移動局４との無線通信を制御する。無線制御部２１は、
所定の通信制御規則に基づき、通信コネクション(セッション）、通信チャネル(トランス
ポートチャネル)等を制御する。通信制御規則の一例は、３ＧＰＰ（3rd Generation Part
nership Project）である。無線制御部２１は、例えば、ＲＲＣプロトコルに従って通信
コネクション及び通信チャネルを制御する。また無線制御部２１は、移動局４との通信処
理のために、上位のコアネットワーク装置として、ＣＮノード３のＣＮ処理部５０もしく
はＣＮ模擬部２８へ接続される。
【００２４】
　無線送受信部２２は、基地局２と移動局４との間の無線通信を行う。無線送受信部２２
は、上記の所定の通信制御規則に基づいた物理チャネル上の無線信号を送受信する。報知
信号受信部２３は、災害報知装置６から送信される報知信号を、無線送受信部２２経由で
受信する。報知信号受信部２３は、受信した報知信号の内容を状態判定部２７へ通知する
。
【００２５】
　基地局状態判定部２４は、基地局２の周囲の他の基地局の動作状態を判定する。例えば
、基地局状態判定部２４は、周囲の他の基地局の電波送信状況を測定することによってそ
の動作状態が正常であるか否かを判定する。基地局状態判定部２４は、判定結果を状態判
定部２７へ通知する。基地局情報記憶部２５は、基地局２自身の基地局情報を記憶する。
基地局情報は、基地局２の基地局識別子と基地局２の設置地域を含む。
【００２６】
　電源監視部２６は、基地局２の電源状態を監視する。電源監視部２６は、電源状態の変
化を状態判定部２７へ通知する。状態判定部２７は、下記の各状態を判定し、下記状態が
所定の条件を満たす場合には、無線制御部２１の接続先をＣＮノード３のＣＮ処理部５０
からＣＮ模擬部２８へ切り替える。
　（１）報知信号の内容。例えば、報知信号が地震発生報知情報である場合には、地震規
模、最大震度、対象地域などである。
　（２）電源監視部２６により検出された電源状態。例えば、基地局２の電源が外部電源
及び内部バッテリ電源のいずれであるかである。
　（３）基地局状態判定部２４により判定された周囲の他の基地局の動作状態。例えば、
周囲の他の基地局の電波送信状況である。
　（４）固定通信網５とのインタフェースの状態。状態には例えば、接続中、切断中、輻
輳中がある。
　なお、上記の各状態（１）～（４）は、無線制御部２１の接続先の切り替えに際して参
照される状態の例示であって、これらの状態の常に全てを判定する必要があることを意図
するものではない。また、上記例示以外の他の状態を判断してもよい。
【００２７】
　ＣＮ模擬部２８は、ＣＮノード３のＣＮ処理部５０による処理の一部又は全部をシミュ
レートする。ＣＮ模擬部２８は、ＣＮ処理部５０が移動局４へ送信する制御信号の模擬信
号を生成し無線制御部２１に出力する。例えば、ＣＮ処理部５０は、コアネットワークが
実施するＮＡＳ（Non-Access Stratum）プロトコルに従った制御信号シーケンスをシミュ
レートする。
　ここで、通常時の移動局の通信について説明する。携帯電話サービスにおいて、移動局
は電源が入ると，最も近い基地局から発信される報知情報を受信する。この報知情報には
基地局の位置情報等が含まれており、報知情報を受信した移動局は、自局の存在エリアが
分かる。その後、移動局は、必要に応じて、固有の識別情報を基地局に送り、位置登録を
要求する。この位置登録要求がアタッチ要求に含まれる。
　そして、アタッチ要求を受信した基地局は、アタッチ要求をコアネットワークに転送す
る。コアネットワークでは、アタッチ要求に含まれる移動局の識別情報等から、移動局の
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認証を行う。そして、移動局が正常な移動局と判断されると、コアネットワークでアタッ
チ要求に対する返答を基地局に送信し、基地局は、コアネットワークから受信したアタッ
チ要求に対する返答を移動局へ転送する。こうしてすべての移動局の現在位置を事業者側
が把握することが出来、携帯電話サービスの提供が可能になる。
　上記からわかるように、移動局がアタッチ要求を、基地局を介して、コアネットワーク
に送信するには、移動局は、基地局から報知情報を受信する必要がある。さらに、移動局
は自局が保持する位置登録エリア(最後に在圏した位置登録エリア)と異なるエリアの情報
を受信すると、新たに、位置登録を行うために、移動局は、アタッチ要求を送信する。
　つまり、基地局は、擬似的な位置登録エリアのIDを報知情報に含めて送信することで、
その報知情報を受信した移動局に、新しい位置登録エリアに侵入したと判断させ、アタッ
チ要求を送信させることができる。
　さらに、移動局とコアネットワーク間の通信は、ＮＡＳプロトコルが用いられる。よっ
て、基地局は、ＮＡＳプロトコルに従った制御信号を読み取るために、ＮＡＳプロトコル
機能を有する。このＮＡＳプロトコルを用いて、移動局とコアネットワークは、移動局が
コアネットワークに送信した識別情報を使用して認証を実行したり、最後に在圏した位置
登録エリアのＭＭＥから該移動局の情報をもらったりする。
　また、上記の模擬信号は、アタッチ要求に対する応答である必要はない。他にも、位置
登録要求やハンドオーバ要求に対する応答等も考えられる。
【００２８】
　ＣＮ模擬部２８は、コアネットワークが切断されていることが判定されると、移動局に
対して、報知情報を送信する。このとき、この報知情報には、擬似的な位置登録エリアの
ＩＤを含めることが望ましい。
　次に、ＣＮ模擬部２８は、移動局４からのアタッチ要求に対してコアネットワークから
送信される応答信号の模擬信号を移動局４へ送信する。これにより、実際には移動局４が
通信システム１にアタッチしていなくても、ＣＮ処理部５０は、移動局４がアタッチ状態
であると移動局４に判定させる。また、ＣＮ模擬部２８は、移動局４による音声呼又はパ
ケット呼の発信に対するコアネットワークの模擬応答信号を移動局４へ送信する。これに
より、ＣＮ処理部５０は、移動局４による発信を検出し、移動局４毎に発信回数をカウン
トする。また、ＣＮ模擬部２８は、基地局２と移動局４との間でパケット通信を行うため
のパケット通信プロトコル処理を実行する。
　このアタッチ要求には、移動局４の固有のＩＤが含まれる。よって、このＩＤを記憶す
ることとしても良い。これによって、移動局４の位置は、セル範囲内であることがわかる
。
【００２９】
　信号送受信部２９は、無線制御部２１がＣＮ模擬部２８に接続された場合に、移動局４
の位置測定要求を移動局４へ送信し、その応答結果である移動局４の位置情報を移動局４
から受信する。位置測定要求を送信する際に、信号送受信部２９は、基地局情報の基地局
識別子に応じて位置測定要求の送信タイミングを決定する。このため、各基地局２から移
動局４へ位置測定要求が送信されるタイミングは基地局２毎にずれる。信号送受信部２９
は、移動局４の位置情報を位置データ保存部３０に格納する。なお、信号送受信部２９が
送信する位置測定要求は、ＲＲＣプロトコルのＭＣ（Measurement Control）であってよ
い。またその応答結果であるＭＲ（Measurement Report）が、移動局４の位置情報を含ん
でいてもよい。以下の説明では、位置情報を送信する際に移動局４が位置情報を含むＭＲ
を送信する実施例について説明する。
【００３０】
　位置データ保存部３０には、信号送受信部２９が受信したＭＲに含まれる移動局４の位
置情報と、ＣＮ模擬部２８がカウントした移動局４の発信回数情報が格納される。図４は
、位置データ保存部３０に格納される位置データの一例を示す。位置データは、情報要素
「移動局識別子」、「送信時刻」、「ＧＰＳ情報」及び「発信回数」を有する。情報要素
「移動局識別子」は、ＭＲを送信した移動局４の識別子を示す。情報要素「送信時刻」は
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、移動局４がＭＲを送信した時刻を示す。
【００３１】
　情報要素「ＧＰＳ情報」は、ＧＰＳ測位法により移動局４が測定した移動局４の位置情
報である。移動局４が送信する位置情報は、情報要素「latitudeSign」、「latitude」、
「longitude」、「Altitude Direction」及び「altitude」を含む。情報要素「latitudeS
ign」は、北緯及び南緯の別を示す。情報要素「latitude」は緯度を示す。情報要素「lon
gitude」は経度を示す。情報要素「Altitude Direction」は、標高及び深さの別を示す。
情報要素「altitude」は高度を示す。また、情報要素「発信回数」は、移動局４からの発
信回数を示す。
【００３２】
　例えば、図４の例の位置データの第１行目のエントリは、識別子ＡＡＡＡの移動局４が
１１時２２分３３秒にＭＲを送信し、その位置は、北緯35度39分30.992秒、経度139度44
分43.602秒、標高１０ｍであることを示す。また、このエントリは、識別子ＡＡＡＡの移
動局４からの発信回数が４回であったことを示す。
　また、ここでは、位置情報を記憶することとしているが、最初のアタッチ要求を記憶し
ても良い。アタッチ要求には、移動局を一意で識別可能なＩＤが含まれる。よって、この
ＩＤを記憶することで、移動局の位置は、該基地局のセル範囲であることがわかる。
【００３３】
　図３を参照する。集計／配信部３１は、ＣＮ模擬部２８がカウントした移動局４からの
発信回数を集計し、位置データ保存部３０に格納される位置データに情報要素「発信回数
」として加える。集計／配信部３１は、ＣＮ模擬部２８によるパケット通信プロトコル処
理により、位置データ保存部３０に格納される位置データを移動局４へ送信する。集計／
配信部３１は、移動局４へ送信する位置データの暗号化を行ってもよい。
【００３４】
　集計／配信部３１は、無線制御部２１の接続先がＣＮ模擬部２８からＣＮノード３のＣ
Ｎ処理部５０に切り替わった場合に、位置データ保存部３０に格納される位置データをＣ
Ｎノード３へ送信する。
【００３５】
　なお、ＮＩＦ部２０の上記動作は、図２に示すＮＩＦ回路１４が行う。無線制御部２１
の上記動作は、ＤＳＰ１３が行う。無線送受信部２２の上記動作は、無線信号送受信回路
１５が行う。報知信号受信部２３、基地局状態判定部２４、電源監視部２６、状態判定部
２７、ＣＮ模擬部２８、信号送受信部２９及び集計／配信部３１の上記処理は、ＣＰＵ１
０が行う。基地局情報記憶部２５に記憶される基地局情報は、メモリ１２又は補助記憶装
置１１に格納される。位置データ保存部３０に保存される位置データは、補助記憶装置１
１に格納される。
【００３６】
　＜３．ＣＮノードの構成例＞
　＜３．１．ＣＮノードのハードウエア構成＞
　続いて、ＣＮノード３の構成について説明する。図５は、ＣＮノード３のハードウエア
構成例を示す。ＣＮノード３は、ＣＰＵ４０と、補助記憶装置４１と、メモリ４２と、Ｎ
ＩＦ回路４３を備える。図５に示すハードウエア構成は、ＣＮノード３を実現するハード
ウエア構成の例示の１つである。本明細書において以下に記載される処理を実行するもの
であれば、他のどのようなハードウエア構成が採用されてもよい。
【００３７】
　ＣＰＵ４０は、補助記憶装置４１に格納されるコンピュータプログラムに従い、ＣＮノ
ード３の制御、並びに以下に説明する移動局４の位置データの集計処理及びユーザの捜索
優先度決定処理を実行する。補助記憶装置４１には、ＣＰＵ４０により実行されるコンピ
ュータプログラムや、このコンピュータプログラムの実行の際に使用されるデータが格納
される。補助記憶装置４１は、非揮発性記憶装置や、読み出し専用メモリやハードディス
クなどを含んでいてもよい。メモリ４２には、ＣＰＵ４０によって現在実行されているプ
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ログラムや、このプログラムによって一時的に使用されるデータが記憶される。メモリ４
２は、ランダムアクセスメモリを含んでいてよい。ＮＩＦ回路４３は、固定通信網５を経
由する通信における送受信信号の信号処理を行う。
【００３８】
　＜３．２．ＣＮノードの機能構成＞
　続いて、上記ハードウエア構成によって実現されるＣＮノード３の機能について説明す
る。図６は、ＣＮノード３の機能ブロックの一例を示す。ＣＮノード３は、ＣＮ処理部５
０と、位置データ保存部５１と、集計部５２と、履歴データベース５３を備える。なお、
図６は、以下の説明に関係する機能を中心として示している。ＣＮノード３は、図示の構
成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００３９】
　ＣＮ処理部５０は、所定の無線通信規格に従ってコアネットワーク側の信号処理を行う
。本実施例においてＣＮ処理部５０は以下動作を行う。
　（１）災害報知装置６から送信される報知信号を基地局２へ送信する。
　（２）基地局２又は移動局４から受信した位置データを位置データ保存部５１に格納す
る。
　（３）移動局４がＣＮノード３に行った音声呼やパケット呼の発信回数をカウントし、
履歴データベース５３に格納する。
【００４０】
　位置データ保存部５１には、基地局２又は移動局４から受信した位置データを集計した
集計データが格納される。図７は、位置データ保存部５１に格納される集計データの一例
を示す。集計データは、情報要素「移動局識別子」、「送信時刻」、「ＧＰＳ情報」及び
「発信回数」、「基地局情報」及び「捜索優先度」を有する。情報要素「移動局識別子」
、「送信時刻」及び「ＧＰＳ情報」は、図４を参照して説明した位置データの同名の情報
要素と同じである。
【００４１】
　情報要素「発信回数」の「ＣＮ模擬」及び「ＣＮ」は、それぞれ基地局２のＣＮ模擬部
２８及びＣＮ処理部５０がカウントした移動局４からの発信回数を示す。情報要素「ＣＮ
模擬」の値は、基地局２又は移動局４から受信した位置データの情報要素「発信回数」か
ら得られる。情報要素「ＣＮ」の値は、履歴データベース５３から得られる。
【００４２】
　情報要素「基地局情報」の「位置情報取得基地局」は、情報要素「ＧＰＳ情報」を含む
ＭＲを移動局４から受信した基地局２の識別子を示す。情報要素「基地局情報」の「移動
履歴」は、後述の「５．３　基地局２からＣＮノード３及び移動局４への位置データの送
信」にて説明するように、移動局４が位置データをＣＮノード３へ送信する場合に、ＭＲ
を送信した基地局２以外の他の基地局２を経由したか否かを示す。ＭＲを送信した基地局
２以外の他の基地局２を位置データが経由した場合には移動局４が移動したことを意味す
る。情報要素「移動履歴」には、位置データが経由した基地局２の識別子も格納される。
情報要素「捜索優先度」は、移動局４のユーザを捜索する捜索優先度を示す。
【００４３】
　例えば、図７の例の集計データの第１行目のエントリは、識別子ＡＡＡＡの移動局４の
発信を、基地局２のＣＮ模擬部２８及びＣＮ処理部５０がそれぞれカウントした回数は４
回及び１回であることを示す。また、このエントリは識別子ＡＡＡＡの移動局４が識別子
００１の基地局２にＭＲを送信し、その後に移動し、識別子００２の基地局２に接続され
ている間に位置データを送信したことを示す。また、識別子ＡＡＡＡの移動局４のユーザ
の捜索優先度は最低の「０」であることを示す。
【００４４】
　集計部５２は、位置データ保存部５１に集計データが格納された移動局４の発信回数を
、履歴データベース５３から読み出し、位置データ保存部５１に格納される集計データに
情報要素「ＣＮ」として加える。また集計部５２は、以下の情報を参照し、移動局４のユ
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ーザを捜索する捜索優先度を決定する。
　（１）発信回数
　（２）移動履歴
　なお、上記情報（１）及び（２）は、捜索優先度の決定に際して参照される情報の例示
であって、これらの状態の常に全てを判定する必要があることを意図するものではない。
また、上記例示以外の他の情報を参照してもよい。
【００４５】
　履歴データベース５３は、ＣＮ処理部５０により処理された移動局４の音声呼やパケッ
ト呼の発信回数を記録する。
【００４６】
　ＣＮ処理部５０による上記処理は、ＣＰＵ４０及びＮＩＦ回路４３が行う。集計部５２
による上記処理は、ＣＰＵ４０が行う。位置データ保存部５１に記憶される集計データ及
び履歴データベース５３に記憶される発信回数情報は、補助記憶装置４１に格納される。
【００４７】
　＜４．移動局の構成例＞
　＜４．１．移動局のハードウエア構成＞
　続いて、移動局４の構成について説明する。図８は、移動局４のハードウエア構成例を
示す。移動局４は、ＣＰＵ６０と、補助記憶装置６１と、メモリ６２と、ＤＳＰ６３と、
無線信号送受信回路６４と、測位回路６５を備える。図８に示すハードウエア構成は、移
動局４を実現するハードウエア構成の例示の１つである。本明細書において以下に記載さ
れる処理を実行するものであれば、他のどのようなハードウエア構成が採用されてもよい
。
【００４８】
　ＣＰＵ６０は、補助記憶装置６１に格納されるコンピュータプログラムに従い、移動局
４のユーザにより使用されるアプリケーションソフトウエアの情報処理、並びに、以下に
説明する移動局４の位置データの生成処理及び格納処理を実行する。補助記憶装置６１に
は、ＣＰＵ６０により実行されるコンピュータプログラムや、このコンピュータプログラ
ムの実行の際に使用されるデータが格納される。補助記憶装置６１は、非揮発性記憶装置
や、読み出し専用メモリやハードディスクなどを含んでいてもよい。メモリ６２には、Ｃ
ＰＵ６０によって現在実行されているプログラムや、このプログラムによって一時的に使
用されるデータが記憶される。メモリ６２は、ランダムアクセスメモリを含んでいてよい
。
【００４９】
　ＤＳＰ６３は、基地局２との無線通信の制御を行う。メモリ６２には、ＤＳＰ６３の処
理に必要なデータを一時的に格納するためにも使用される。無線信号送受信回路６４は、
基地局２との間の無線通信における無線信号の送受信を行う。測位回路６５は、移動局４
の現在位置を測定する。測位回路６５は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System:全
地球測位システム）方式やＡＦＬＴ（Advanced Forward Link Trilateration）方式の測
位方法に従って移動局４の位置を測定する。
【００５０】
　＜４．２．移動局の機能構成＞
　続いて、上記ハードウエア構成によって実現される移動局４の機能について説明する。
図９は、移動局４の機能ブロックの一例を示す。移動局４は、無線送受信部７０と、無線
制御部７１と、アプリケーション処理部７２と、測位部７３と、位置データ保存部７４を
備える。なお、図９は、以下の説明に関係する機能を中心として示している。移動局４は
、図示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００５１】
　無線送受信部７０は、移動局４と基地局２との間の無線通信を行う。無線送受信部７０
は、上記の所定の通信制御規則に基づいた物理チャネル上の無線信号を送受信する。無線
制御部７１は、移動局４と基地局２間の無線通信を制御する。無線制御部７１は、所定の
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通信制御規則に基づき、通信コネクション(セッション）、通信チャネル(トランスポート
チャネル)等を制御する。
【００５２】
　アプリケーション処理部７２は、基地局２からの位置測定要求に従って測位部７３によ
る移動局４の現在位置を測定する。また、アプリケーション処理部７２は、基地局２から
位置データが移動局４に送信された場合に、受信した位置データを位置データ保存部７４
に格納する。またアプリケーション処理部７２は、位置データ受信後に、例えば送信元の
基地局２以外の他の基地局との接続により通信システム１に正常にアタッチできた場合に
、位置データ保存部７４に格納された位置データをＣＮノード３へ送信する。
【００５３】
　図１０は、位置データ保存部７４に格納される位置データの一例を示す。位置データは
、図４を参照して説明した基地局２の位置データ保存部３０内の位置データの情報要素に
加えてヘッダ情報を含む。ヘッダ情報は、情報要素「送信元基地局識別子」、「報知信号
識別子」及び「送付日時」を含む。
【００５４】
　情報要素「送信元基地局識別子」は、移動局４が受信した位置データの送信元の基地局
２の識別子を示す。情報要素「報知信号識別子」は、この位置データを取得するために位
置測定要求を基地局２に送信させる原因となった報知信号の識別子を示す。「送付日時」
は、基地局２が位置データを移動局４へ送信した日時を示す。図１０の例の位置データは
、識別子００１の基地局から「2011/11/22　11:22:33」に送信されたことを示す。また、
この位置データは、識別子が０１２３の報知信号を基地局２が受信した場合に、基地局２
がこの位置データを取得したことを示す。
【００５５】
　なお、無線送受信部７０の上記動作は、無線信号送受信回路６４が行う。無線制御部７
１の上記動作は、ＤＳＰ６３が行う。アプリケーション処理部７２の上記動作は、ＣＰＵ
６０が行う。測位部７３の上記動作は、測位回路６５が行う。位置データ保存部７４に保
存される位置データは、補助記憶装置６１に格納される。
【００５６】
　＜５．動作説明＞
　続いて、災害発生時における通信システム１の動作を説明する。通信システム１の動作
を時系列順に分類すると、下記の４つに分類される。
　（１）災害発生の検出及び無線制御部２１とＣＮ模擬部２８との接続
　（２）基地局２による移動局４の位置情報の取得
　（３）基地局２からＣＮノード３及び移動局４への位置データの送信
　（４）ＣＮノード３における位置データの集計及び捜索優先度の決定
　以下、上記動作（１）～（４）をそれぞれ説明する。
【００５７】
　＜５．１　災害発生の検出及び無線制御部２１とＣＮ模擬部２８との接続＞
　図１１は、災害発生の検出と無線制御部の接続先を変更する際の動作の一例を示す。な
お、以下、図１１を参照して説明する一連の動作は複数の手順を含む方法と解釈してよい
。この場合に「オペレーション」を「ステップ」と読み替えてもよい。図１１、図１４～
図１６、図２１、図２３及び図２６の場合も同様である。
【００５８】
　災害発生前には、矢示１００のように無線制御部２１はＣＮノード３のＣＮ処理部５０
に接続されている。オペレーションＡＡにおいて災害発生により緊急災害速報が発生する
と、災害報知装置６は報知信号をＣＮノード３へ送信する。基地局２の報知信号受信部２
３は、ＣＮノード３のＣＮ処理部５０と無線制御部２１を経由して報知信号を受信する。
報知信号受信部２３が受信する報知信号のフォーマットの一例を図１２に示す。
【００５９】
　報知信号は、情報要素「種別」、「到達予定時刻」、「対象地域」、「地震規模」及び
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「最大震度」を含む。情報要素「種別」は災害の種類を示す。例えば、情報要素「種別」
の値は「地震」又は「津波」であってよい。情報要素「到達予定時刻」は、災害の到達予
定時刻を示す。情報要素「対象地域」は、報知信号により災害発生を通知する対象地域を
示す。情報要素「地震規模」及び「最大震度」は、災害の種類が地震である場合にそれぞ
れ地震の規模と対象地域での最大予想震度を示す。
【００６０】
　図１２に、報知信号の内容例を併記する。図１２の例の報知信号は、対象地域「○○県
××市」において時刻「11:22:33」に地震波が到来し、その地震の地震規模がマグニチュ
ード８．０であり、「○○県××市」での最大予想震度が震度５であることを示す。
【００６１】
　図１１を参照する。オペレーションＡＢにおいて報知信号受信部２３は、報知信号を状
態判定部２７へ送信する。オペレーションＡＣにおいて状態判定部２７は、基地局情報記
憶部２５に記憶されている基地局２自身の基地局情報を読み出す。図１３は、基地局情報
のフォーマットの一例を示す。基地局情報の情報要素は「基本情報」及び「位置測定開始
条件」に係る要素に分類され、それぞれ「基地局識別子」及び「設置地域」と、「地震規
模」、「最大震度」、「電源状態」、「周囲基地局の状態」及び「ＮＩＦ部の状態」とを
含む。
【００６２】
　情報要素「基地局識別子」及び「設置地域」は、それぞれ基地局２の識別子と基地局２
が設置される地域を示す。情報要素「地震規模」、「最大震度」、「電源状態」、「周囲
基地局の状態」及び「ＮＩＦ部の状態」は、災害発生時に基地局２による移動局４の位置
情報の取得が行われる条件の一部を示す。図１３に、基地局情報の内容例を併記する。図
１３の例の基地局情報は、この基地局２の識別子及び設置地域が「００１」及び「○○県
××市」であることを示す。またこの例は、地震規模がマグニチュード６．０以上、最大
予想震度が震度４以上、内部電源から電力が供給され、周囲の他の基地局からの送信電波
がなく、且つＮＩＦ部２０が固定通信網５と切断中の場合に、移動局４の位置情報が取得
されることを示す。
【００６３】
　図１１を参照する。オペレーションＡＤにおいて状態判定部２７は、受信した報知信号
の内容が、基地局２による移動局４の位置情報の取得が行われる条件を満たすか否かを判
定する。図１４に、状態判定部２７による報知信号の判断処理を示す。
【００６４】
　オペレーションＢＡにおいて状態判定部２７は、報知信号の対象地域が、基地局情報の
設置地域に一致するか否かを判断する。対象地域が設置地域に一致する場合（オペレーシ
ョンＢＡ：Ｙ）に処理はオペレーションＢＢに進む。対象地域が設置地域に一致しない場
合（オペレーションＢＡ：Ｎ）に処理はオペレーションＢＥに進む。
【００６５】
　オペレーションＢＢにおいて状態判定部２７は、報知信号の地震規模が、基地局情報の
位置測定開始条件に定めた地震規模以上であるか否かを判断する。報知信号の地震規模が
、基地局情報の位置測定開始条件に定めた値以上の場合に（オペレーションＢＢ：Ｙ）に
処理はオペレーションＢＣに進む。報知信号の地震規模が、基地局情報の位置測定開始条
件に定めた値以上でない場合に（オペレーションＢＢ：Ｎ）に処理はオペレーションＢＥ
に進む。
【００６６】
　オペレーションＢＣにおいて状態判定部２７は、状態判定部２７は、報知信号の最大震
度が、基地局情報の位置測定開始条件に定めた最大震度以上であるか否かを判断する。報
知信号の最大震度が、基地局情報の位置測定開始条件に定めた値以上の場合に（オペレー
ションＢＣ：Ｙ）に処理はオペレーションＢＤに進む。報知信号の最大震度が、基地局情
報の位置測定開始条件に定めた値以上でない場合に（オペレーションＢＣ：Ｎ）に処理は
オペレーションＢＥに進む。
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【００６７】
　オペレーションＢＤにおいて状態判定部２７は、以下のオペレーションＡＥ～ＡＨによ
る他の位置測定開始条件の判定を行うことを判断して処理を終了する。一方でオペレーシ
ョンＢＥにおいて状態判定部２７は、移動局４の位置情報の取得を行わないと判断して処
理を終了する。
【００６８】
　図１１を参照する。オペレーションＡＥにおいて状態判定部２７は、基地局２の電源状
態を電源監視部２６に照会する。オペレーションＡＦにおいて状態判定部２７は、周囲の
他の基地局の動作状態、例えば他の基地局の電波送信状況を基地局状態判定部２４に照会
する。オペレーションＡＧにおいて状態判定部２７は、ＮＩＦ部２０に、固定通信網５と
のインタフェースの状態を照会する。
【００６９】
　オペレーションＡＨにおいて状態判定部２７は、移動局４の位置情報の取得を行うか否
かを判断する。図１５に、移動局４の位置情報の取得可否の判断処理を示す。
【００７０】
　オペレーションＣＡにおいて状態判定部２７は、ＮＩＦ部２０と固定通信網５とのイン
タフェースの状態を判断する。インタフェースの状態が切断中の場合（オペレーションＣ
Ａ：Ｙ）に処理はオペレーションＣＢへ進む。インタフェースの状態が切断中でない場合
（オペレーションＣＡ：Ｎ）に処理はオペレーションＣＥへ進む。
【００７１】
　オペレーションＣＢにおいて状態判定部２７は、周囲の他の基地局の動作状態を判断す
る。周囲の他の基地局が正常に動作していない場合、例えば周囲の他の基地局から電波が
送信されていない場合（オペレーションＣＢ：Ｙ）に処理はオペレーションＣＣへ進む。
周囲の他の基地局が正常に動作している場合（オペレーションＣＢ：Ｎ）に処理はオペレ
ーションＣＥへ進む。
【００７２】
　オペレーションＣＣにおいて状態判定部２７は、基地局２が内部電源から電力供給を受
けているか否かを判断する。基地局２が内部電源から電力供給を受けている場合（オペレ
ーションＣＣ：Ｙ）に処理はオペレーションＣＤへ進む。基地局２が外部電源から電力供
給を受けている場合（オペレーションＣＣ：Ｎ）に処理はオペレーションＣＥへ進む。
【００７３】
　オペレーションＣＤにおいて状態判定部２７は、移動局４の位置情報の取得を行うと判
断して処理を終了する。オペレーションＣＥにおいて状態判定部２７は、移動局４の位置
情報の取得を行わないと判断して処理を終了する。
【００７４】
　図１１を参照する。以下、移動局４の位置情報の取得を行う場合の処理を説明する。オ
ペレーションＡＩにおいて状態判定部２７は、無線制御部２１に、接続先をＣＮノード３
のＣＮ処理部５０からＣＮ模擬部２８に切り替える接続先変更指示を出力する。オペレー
ションＡＪにおいて無線制御部２１は、接続先をＣＮ模擬部２８に切り替える。
【００７５】
　基地局２とＣＮノード３の間の切断のため通信システム１にアタッチできなかった移動
局４の無線制御部７１は、オペレーションＡＫにおいてアタッチ要求を送信する。アタッ
チ要求を受信した移動局２の無線制御部２１は、アタッチ要求をＣＮ模擬部２８に送信す
る。
【００７６】
　オペレーションＡＬにおいてＣＮ模擬部２８は、移動局４からのアタッチ要求に対して
コアネットワークが返送する応答信号の模擬信号を生成する。無線制御部２１は模擬信号
を移動局４へ送信する。この模擬信号を受信した無線制御部２１は、移動局４が通信シス
テム１にアタッチしたと判断し、以後、位置測定要求に対するＭＲの送信と、ユーザの操
作による音声呼及び／又はパケット呼の発信を許可する。
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【００７７】
　＜５．２　基地局２による移動局４の位置情報の取得＞
　図１６は、移動局４の位置情報の取得時の動作シーケンスの一例を示す。オペレーショ
ンＤＡにおいて信号送受信部２９は、基地局２のセルに接続要求を行った移動局４の識別
子をＣＮ模擬部２８に照会する。ＣＮ模擬部２８は、移動局４からアタッチ要求を受信し
た際に抽出した移動局４の識別子を信号送受信部２９へ送信する。
【００７８】
　オペレーションＤＢにおいて信号送受信部２９は、基地局情報記憶部２７に格納される
基地局情報の基地局識別子を読み出す。オペレーションＤＣにおいて信号送受信部２９は
、移動局４へ位置測定要求を送信する送信タイミングを基地局情報の基地局識別子に応じ
て決定する。このように位置測定要求を送信する送信タイミングを基地局識別子に応じて
決定することにより、送信タイミングは基地局２毎にずれる。この結果、移動局４による
受信確度を高めるために位置測定要求を送信する電力を増大させても、基地局２間におけ
る位置測定要求の干渉や輻輳を回避することができる。
【００７９】
　例えば、信号送受信部２９は、位置測定要求を送信する送信タイミングを次式によって
決定する。
　送信時刻＝基地局識別子×係数＋基準時刻
　基準時刻は、例えば報知信号の時刻や、外部電源の喪失時刻であってよい。
【００８０】
　オペレーションＤＤにおいて信号送受信部２９は、無線制御部２１に位置測定要求の送
信指示を出力する。図１７は、位置測定要求の送信指示の信号フォーマットの一例を示す
。図示の例は、位置測定要求がＭＣである場合を示す。送信指示は、情報要素「ＭＣ信号
種別」、「送信タイミング」及び「送信電力」を含む。情報要素「ＭＣ信号種別」は、移
動局４に要求する測定内容を指定する。情報要素「送信タイミング」は、位置測定要求の
送信時期を示す。情報要素「送信電力」は、位置測定要求を送信する送信電力を示す。図
１７に、位置測定要求の送信指示の内容例を併記する。図１７の例の送信指示は、１秒後
に最大の送信電力で、移動局４にＧＰＳ測位を要求する位置測定要求を送信する指示であ
る。
【００８１】
　図１６を参照する。オペレーションＤＥにおいて無線制御部２１は、無線送受信部２２
により移動局４へ位置測定要求を送信する。オペレーションＤＦにおいてアプリケーショ
ン処理部７２は、基地局２からの位置測定要求に従って測位部７３により移動局４の現在
位置を測定する。オペレーションＤＧにおいてアプリケーション処理部７２は、測位部７
３の測位結果に基づき、移動局４に現在位置を示すＭＲ信号を基地局２へ送信する。基地
局２の無線制御部２１はＭＲ信号を受信する。図１８は、移動局４が送信するＭＲ信号の
一例を示す。
【００８２】
　図１８の例は、移動局４がＧＰＳ方式により測位した場合のＭＲ信号を示す。ＭＲ信号
の情報要素は、「移動局情報」、「時刻情報」及び「ＧＰＳ情報」にかかる要素に分類さ
れる。分類「移動局情報」には、情報要素「移動局識別子」が含まれる。分類「時刻情報
」には、情報要素「送信時刻」が含まれる。分類「ＧＰＳ情報」には、情報要素「latitu
deSign」、「latitude」、「longitude」、「altitude Direction」及び「altitude」を
含む。
【００８３】
　情報要素「移動局識別子」は、ＭＲ信号を送信する移動局４の識別子を示す。情報要素
「送信時刻」は、ＭＲ信号の送信時刻を示す。分類「ＧＰＳ情報」の情報要素は、測定さ
れた移動局４の位置情報を示し、情報要素「latitudeSign」は、北緯及び南緯の別を示す
。情報要素「latitude」は緯度を示す。情報要素「longitude」は経度を示す。情報要素
「Altitude Direction」は、標高及び深さの別を示す。情報要素「altitude」は高度を示
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す。
【００８４】
　図１８に、ＭＲ信号の内容例を併記する。図１８の例のＭＲ信号は、ＭＲ信号を送信し
た移動局４の識別子はＡＡＡＡであり、送信時刻が11:22:33であることを示す。ＭＲ信号
は、この移動局４の位置が、北緯35度39分30.992秒、経度139度44分43.602秒、標高１０
ｍであることを示す。
【００８５】
　図１６を参照する。オペレーションＤＨにおいて無線制御部２１は、信号送受信部２９
へＭＲ信号を受信する。オペレーションＤＩにおいて信号送受信部２９は、ＭＲ信号に含
まれる移動局４の位置情報を位置データ保存部３０に格納される位置データに登録する。
【００８６】
　ＭＲ信号を複数受信した状態の位置データの内容の一例を図１９に示す。この時点では
、識別子ＡＡＡ、…、ＺＺＺの識別子、これらの移動局４の各送信時刻及びＧＰＳ情報の
みが格納され、情報要素「発信回数」についてはまだ記録されていない。
【００８７】
　図１６を参照する。オペレーションＤＪにおいて移動局４による音声呼又はパケット呼
の発信が行われる。オペレーションＤＫにおいてＣＮ模擬部２８は、移動局４による音声
呼又はパケット呼の発信に対してコアネットワークから送信される模擬応答信号を生成す
る。また、ＣＮ模擬部２８は、各移動局４毎の発信回数をカウントする。無線制御部２１
は模擬信号を移動局４へ送信する。
【００８８】
　オペレーションＤＬにおいて集計／配信部３１は、位置データ保存部３０に格納される
位置データに位置情報が登録された移動局４の識別子を取得する。オペレーションＤＭに
おいて集計／配信部３１は、取得した識別子の移動局４による発信回数を、ＣＮ模擬部２
８に照会する。オペレーションＤＮにおいてＣＮ模擬部２８がカウントした移動局４から
の発信回数を、位置データ保存部３０に格納される位置データに情報要素「発信回数」と
して加える。
【００８９】
　図２０は、発信回数が登録された位置データの内容の一例を示す。この例では、識別子
ＡＡＡＡ及びＺＺＺＺの移動局４のそれぞれの発信回数「４回」及び「０回」が記憶され
る。
【００９０】
　＜５．３　基地局２からＣＮノード３及び移動局４への位置データの送信＞
　続いて、基地局２からＣＮノード３及び移動局４への位置データを送信する動作につい
て説明する。図２１は、基地局２による位置データの送信時の動作シーケンスの一例の説
明図である。この時点では、矢示１１０のように基地局２と固定通信網５との間の接続が
復旧しておらず、無線制御部２１はＣＮ模擬部２８に接続されていると想定する。
【００９１】
　位置データへの発信回数の書き込み後、オペレーションＥＡにおいて状態判定部２７は
、集計／配信部３１に、位置データ保存部３０に格納される位置データを移動局４へ送信
する指示を出力する。オペレーションＥＢにおいて集計／配信部３１は、位置データ保存
部３０から位置データを取得する。オペレーションＥＣにおいて集計／配信部３１は、Ｃ
Ｎ模擬部２８を介して位置データを移動局４へ送信する。ＣＮ模擬部２８は、基地局２か
ら移動局４へパケット通信により位置データを送信するためのパケット通信プロトコル処
理を実行する。ＣＮ模擬部２８がパケット通信プロトコル処理を行うことにより、基地局
２は移動局４へデータを送信することができる。移動局４のアプリケーション処理部７２
は、基地局２から受信した位置データを位置データ保存部７４に格納する。基地局２から
移動局４へ送信される位置データの信号フォーマットは図１０に示す位置データのフォー
マットと同じである。
【００９２】
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　図２１を参照する。その後、移動局４が移動することにより、他の基地局２を経由して
通信システム１にアタッチした場合を想定する。オペレーションＥＤにおいて移動局４の
アプリケーション処理部７２は、位置データ保存部７４に格納された位置データをＣＮノ
ード３へ送信する。ＣＮノード３のＣＮ処理部５０は、受信した位置データを位置データ
保存部５１に格納する。
【００９３】
　図２２は、移動局４からＣＮノード３へ送信される位置データの信号フォーマットの一
例を示す。図２２の信号フォーマットは、図１０の信号フォーマットに加えて情報要素「
移動局識別子」及び「接続先基地局識別子」を含む。情報要素「移動局識別子」及び「接
続先基地局識別子」は、位置データの送信元の移動局４の識別子と、位置データ送信時に
移動局４が接続されていた基地局２の識別子を含む。図２２の例の位置データは、この位
置データが、識別子０００２の基地局２に接続中の識別子ＡＡＡＡの移動局４から送信さ
れたことを示す。
【００９４】
　図２１を参照する。その後、矢示１１１のように基地局２と固定通信網５との間の接続
が復旧した場合を想定する。オペレーションＥＥにおいてＮＩＦ部２０は、固定通信網５
との間の接続の復旧を検出し、固定通信網５との間の接続状態の変更を状態判定部２７に
通知する。オペレーションＥＦにおいて状態判定部２７は、無線制御部２１に、接続先を
ＣＮ模擬部２８からＣＮノード３のＣＮ処理部５０に切り替える接続先変更指示を出力す
る。オペレーションＥＧにおいて無線制御部２１は、接続先をＣＮ処理部５０に切り替え
る。
【００９５】
　オペレーションＥＨにおいて状態判定部２７は、集計／配信部３１に、位置データ保存
部３０に格納された位置データをＣＮノード３へ送信する送信指示を出力する。オペレー
ションＥＩにおいて集計／配信部３１は、位置データを位置データ保存部３０から取得す
る。オペレーションＥＪにおいて集計／配信部３１は、位置データをＣＮノード３へ送信
する。ＣＮノード３のＣＮ処理部５０は、受信した位置データを、位置データ保存部５１
に格納する。基地局２からＣＮノード３へ送信される位置データの信号フォーマットは図
１０に示す位置データのフォーマットと同じである。
【００９６】
　＜５．４　ＣＮノードにおける位置データの集計及び捜索優先度の決定＞
　続いて、図２３を参照して位置データを受信したＣＮノード３の処理を説明する。オペ
レーションＦＡにおいて集計部５２は、位置データ保存部５１に格納された各基地局２毎
及び移動局４毎に送信された位置データを、各移動局４毎の位置データに集計する。集計
部５２により集計されたデータを、本明細書において「集計データ」と表記する。
【００９７】
　図２４は、集計直後の集計データの例を示す。集計データのデータフォーマットは、図
７を参照して上述したとおりである。位置データの集計の際に集計部５２は、集計データ
の情報要素「ＣＮ模擬」の値を位置データの情報要素「発信回数」から取得する。また集
計部５２は、図２２に示す位置データの情報要素「送信元基地局識別子」及び「接続先基
地局識別子」の不一致に基づいて移動局４が移動したか否かを判断し、集計データの情報
要素「移動履歴」の値を決定する。また、この時点では、情報要素「ＣＮ」については記
録されていない。
【００９８】
　オペレーションＦＢにおいて集計部５２は、集計データに位置データがエントリされて
いる移動局４がＣＮノード３に対して行った音声呼やパケット呼の発信の発信回数を履歴
データベース５３へ照会する。オペレーションＦＣにおいて集計部５２は、履歴データベ
ース５３から取得した発信回数を、集計データに情報要素「ＣＮ」として加える。図２５
は、発信回数記録後の集計データの例を示す。図２５の例では、識別子ＡＡＡＡ及びＺＺ
ＺＺの移動局４がＣＮノード３に対して行った発信の発信回数として、それぞれ１回及び
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０回が集計データに記録される。
【００９９】
　オペレーションＦＤにおいて集計部５２は、移動局４のユーザを捜索する捜索優先度を
決定する。図２６は、集計部５２による各移動局４の捜索優先度の決定処理の一例を示す
。オペレーションＧＡにおいて集計部５２は、集計データの情報要素「ＣＮ模擬」及び「
ＣＮ」の値の合計値を各移動局４の発信回数として算出し、発信回数が０であるか否かを
判断する。
【０１００】
　発信回数が０である場合（オペレーションＧＡ：Ｙ）に処理はオペレーションＧＢへ進
む。発信回数が０でない場合（オペレーションＧＡ：Ｎ）に処理はオペレーションＧＣへ
進む。オペレーションＧＢにおいて集計部５２は、捜索優先度の値を１つ増加し、処理を
オペレーションＧＣへ進める。これは、携帯電話から電話をするという行為を行っている
ことを証明するものであり、該ユーザが無事であることを示すものと判断し、優先度を増
加させるのは、発信回数が０の移動局装置とする。
【０１０１】
　オペレーションＧＣにおいて集計部５２は、集計データの情報要素「移動履歴」を参照
し、移動局４の移動履歴の有無を判断する。移動局４が移動していない場合（オペレーシ
ョンＧＣ：Ｙ）に処理はオペレーションＧＤへ進む。移動局４が移動した場合（オペレー
ションＧＣ：Ｎ）に処理は終了する。オペレーションＧＤにおいて集計部５２は、捜索優
先度の値を１つ増加し処理を終了する。移動局が移動しているということは、ユーザが無
事であることを示すものと判断し、優先度を増加させるのは、移動していない移動局とす
る。
【０１０２】
　上記処理により、例えば、識別子ＡＡＡＡの移動局４については、オペレーションＧＡ
及びＧＣの両方の判断結果が「Ｎ」になり、捜索優先度は最低の「０」になる。一方で、
識別子ＺＺＺＺの移動局４については、オペレーションＧＡ及びＧＣの両方の判断結果が
「Ｙ」になり、捜索優先度は最高の「２」になる。なお、図２６に示す捜索優先度の決定
処理の説明は、例示であり、ユーザの捜索優先度の判断処理を図２６の処理のみに限定す
ることを意図するものではない。捜索優先度の判断処理は、集計データの利用用途や、そ
の時々の状況など様々な要因に応じて適宜修正することが可能である。
【０１０３】
　図２３を参照する。オペレーションＦＥにおいて集計部５２は、決定した捜索優先度を
、集計データに情報要素「捜索優先度」として加える。この時点における集計データの例
は、図７にて例示した集計データと同様である。集計部５２により集計された集計データ
は、例えば、災害時の人命救助を行う諸機関により利用され、ユーザの罹災の有無の判断
や捜索に利用することができる。また、他の実施例では、集計データは、災害用掲示板ウ
ェブサービス等の情報提供システムを介して、ユーザの関係者に提供されてもよい。
【０１０４】
　＜６　本実施例の効果＞
【０１０５】
　本実施例によれば、基地局２がコアネットワークから切断された場合であっても、基地
局２による移動局４の位置情報の収集が可能となる。このため、例えば災害発生時に基地
局２がコアネットワークから切断されても、移動局４のユーザの人命救助に有用な位置情
報の収集に基地局２を利用することが可能となる。
【０１０６】
　本実施例によれば、外部電源からの基地局２への電力供給が無くなった直後に、移動局
４の位置の収集及び保存を行うことができる。このため外部電源からの基地局２への電力
供給が無くなっても内部電源による駆動中に実行できる。したがって内部電源によるサー
ビス提供時間が限られていても、基地局２を移動局４の位置情報の収集に利用することが
できる。そして、外部電源が復旧し且つコアネットワークと基地局２との接続が復旧した
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時点で移動局４の電源が無くなっていても、基地局２には移動局４の位置情報が保存され
ており、この位置情報を利用することができる。
【０１０７】
　本実施例によれば、基地局２は、収集した位置データを移動局４に分散保存する。その
ため、位置情報の収集後に、例えば火災や津波などにより基地局２が破壊されても、収集
した位置データが利用できなくなる可能性を低減することができる。
【０１０８】
　本実施例によれば、ＣＮノード３は、基地局２毎及び移動局４毎に送信される位置デー
タを移動局４毎のデータに集計する。このため、基地局２及び移動局４からの位置データ
が重複していても重複した位置データが削除される。このため、収集した位置データが基
地局２及ぶ複数の移動局４に重複して分散保存されていても、移動局４毎に集計されたデ
ータを提供することが可能となる。
【０１０９】
　本実施例によれば、移動局４の移動履歴や発信履歴を取得することにより、ユーザの人
命救助の緊急度や捜索優先度を決定することが可能となる。
【０１１０】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
　（付記１）
　プロセッサと記憶装置を備える基地局装置であって、前記プロセッサが、
　移動局装置から通信の認証に関する認証情報を受信する処理と、
　前記移動局装置から送信される認証情報に含まれる前記移動局装置に関する情報を前記
記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする基地局装置。
　（付記２）
　前記プロセッサは、
　前記移動局装置から受信した認証情報に基づいて、前記移動局装置に通信確立可能であ
ることを通知する処理と、
　前記移動局装置に通信確立可能であることを通知した後に、前記移動局装置に、位置情
報を要求する要求信号を送信する処理と、
　前記要求信号に応じて送信される位置情報を前記記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする付記１に記載の基地局装置。
　（付記３）
　前記プロセッサは、災害の発生を検出する処理を実行し、災害が発生した場合に前記要
求信号を送信する処理を実行することを特徴とする付記２に記載の基地局装置。
　（付記４）
　前記プロセッサは、自装置の上位局と通信出来ないことを検知すると、自装置に関する
情報含む報知情報を前記移動局装置に送信する処理を実行することを特徴とする付記１～
３の何れかに記載の基地局装置。
　（付記５）
　前記プロセッサは、前記要求信号により複数の前記移動局装置から収集された位置情報
を前記移動局装置へ送信する処理を実行することを特徴とする付記２～３の何れかに記載
の基地局装置。
　（付記６）
　前記プロセッサは、
　自装置とその上位局との接続状態を判定する処理と、
　前記ノード装置と前記上位局との接続が切断から復旧した場合に、前記移動局装置の位
置情報を、前記上位局を介して前記基地局装置と接続されるノード装置へ送信する処理と
、
　を実行することを特徴とする付記１～５のいずれか一項に記載の基地局装置。
　（付記７）
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　前記プロセッサは、
　前記移動局装置から、自装置以外の他移動局装置を呼び出すための信号である発信要求
を受信する処理と、
　前記発信要求の回数をカウントする処理と、
　前記移動局装置からの発信要求の回数情報を前記記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする付記１～６のいずれか一項に記載の基地局装置。
　（付記８）
　前記プロセッサは、
　前記移動局装置から、自装置以外の他移動局装置を呼び出すための信号である発信要求
を受信する処理と、
　前記発信要求の回数をカウントする処理と、
　自装置とその上位局との接続状態を判定する処理と、
　前記ノード装置と前記上位局との接続が切断から復旧した場合に、前記移動局装置の位
置情報及び前記移動局装置からの発信要求の回数情報を、前記上位局を介して前記基地局
装置と接続されるノード装置へ送信する処理と、
　を実行することを特徴とする付記１～５のいずれか一項に記載の基地局装置。
　（付記９）
　前記プロセッサは、前記要求信号の送信時期を、前記基地局装置の固有の識別子に応じ
て算出することを特徴とする付記１～８のいずれか一項に記載の基地局装置。
　（付記１０）
　基地局装置と、移動局装置と、を備える通信システムであって、
　前記基地局装置は、プロセッサと記憶装置を備え、
　前記基地局装置の前記プロセッサは、前記移動局装置から通信の認証に関する認証情報
を受信する処理と、
　前記移動局装置から送信される認証情報に含まれる前記移動局装置に関する情報を前記
記憶装置へ格納する処理と、
　を実行することを特徴とする通信システム。
　（付記１１）
　前記基地局装置の上位局を介して、前記基地局装置と接続されるノード装置を備え、
　前記基地局装置の前記プロセッサは、
　前記移動局装置から受信した認証情報に基づいて、前記移動局装置に通信確立可能であ
ることを通知する処理と、
　前記移動局装置に通信確立可能であることを通知した後に、前記移動局装置に、位置情
報を要求する要求信号を送信する処理と、
　前記要求信号に応じて送信される位置情報を前記記憶装置へ格納する処理と、
　自装置と前記上位局との接続状態を判定する処理と、
　前記ノード装置と前記上位局との接続が切断から復旧した場合に、前記移動局装置の位
置情報を、前記ノード装置へ送信する処理と、を実行することを特徴とする付記１０に記
載の通信システム。
　（付記１２）
　前記移動局装置及び前記ノード装置は、それぞれプロセッサと記憶装置を備え、
　前記基地局装置の前記プロセッサは、前記要求信号により複数の前記移動局装置から収
集された一信号を前記移動局装置へ送信する処理を実行し、
　前記移動局装置の前記プロセッサは、
　前記基地局装置から受信される複数の移動局装置の位置情報を、前記記憶装置に格納す
る処理と、
　前記記憶装置に格納された前記複数の移動局装置の位置情報を、基地局装置を介して、
ノード装置へ送信する処理と、を実行し、
　前記ノード装置の前記プロセッサは、前記基地局装置及び前記移動局装置から受信され
た前記位置情報を、前記移動局装置毎に集計する処理を実行することを特徴とする付記１
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１に記載の通信システム。
　（付記１３）
　前記基地局装置の前記プロセッサは、
　前記移動局装置から、自装置以外の他移動局装置を呼び出すための信号である発信要求
を受信する処理と、
　前記発信要求の回数をカウントする処理と、
　自装置とその上位局との接続状態を判定する処理と、
　前記ノード装置と前記上位局との接続が切断から復旧した場合に、前記移動局装置の位
置情報及び前記移動局装置からの発信要求の回数情報を前記ノード装置へ送信する処理と
、を実行し、
　前記ノード装置の前記プロセッサは、受信した前記発信要求の回数に応じて前記移動局
装置間の優先度を決定する処理を実行する付記１０～１２に記載の通信システム。
　（付記１４）
　前記基地局装置から前記ノード装置へ送信される前記位置情報には前記基地局装置の識
別子が付加され、
　前記移動局装置から前記ノード装置へ送信される前記位置情報には前記移動局装置が接
続する基地局装置の識別子が付加され、
　前記ノード装置の前記プロセッサは、
　前記基地局装置から送信される前記位置情報に付加された前記識別子と、前記移動局装
置から送信される前記位置情報に付加された前記識別子の不一致により、前記移動局装置
の移動の有無を判定する処理と、
　前記移動局装置の移動の有無に応じて前記移動局装置間の優先度を決定する処理を実行
する付記１０～１３のいずれか一項に記載の通信システム。
　（付記１５）
　基地局装置の上位局を介して、前記基地局装置と接続されるノード装置であって、
　前記ノード装置はプロセッサと記憶装置を備え、
　前記プロセッサが、
　前記基地局装置が取得した移動局装置に関する情報を、前記基地局装置から受信する処
理と、
　前記基地局装置が取得した移動局装置に関する情報を、該位置情報を前記基地局装置か
ら受信した移動局装置から受信する処理と、
　前記基地局装置及び前記移動局装置から受信された前記移動局装置に関する情報を、前
記移動局装置毎に集計する処理と、
　を実行することを特徴とするノード装置。
　（付記１６）
　プロセッサと記憶装置を備える移動局装置であって、前記プロセッサは、
　基地局装置から受信される複数の移動局装置に関する情報を、前記記憶装置に格納する
処理と、
　前記記憶装置に格納された前記複数の移動局装置に関する情報を、基地局装置を介して
、ノード装置へ送信する処理と、
　を実行することを特徴とする移動局装置。
　（付記１７）
　基地局装置が備えるプロセッサに、
　移動局装置から通信の認証に関する認証情報を受信する処理と、
　前記移動局装置から送信される認証情報に含まれる前記移動局装置に関する情報を前記
記憶装置へ格納する処理と、
　を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
　（付記１８）
　基地局装置による移動局装置の位置検出方法であって、
　前記基地局装置は、プロセッサと記憶装置を備え、
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　前記位置検出方法は、
　移動局装置からの通信の認証に関する認証情報に対して、前記移動局装置が通信可能で
あることを、前記移動局装置に通知する処理と、
　前記移動局装置に通信可能であることを通知した後に、前記移動局装置に関する位置情
報を要求する要求信号を送信する処理と、
　前記要求信号に応じて前記移動局装置から送信される位置情報を前記記憶装置へ格納す
る処理と、
　前記プロセッサに実行させることを特徴とする位置検出方法。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　　通信システム
　２　　基地局
　３　　ＣＮノード
　４　　移動局

【図１】 【図２】
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