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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末である第１の端末装置が使用する帯域を検出する検出手段と、
　第２の端末装置の通信速度を計測する通信速度計測手段と、
　前記第１の端末装置の通信中に、前記検出手段において検出した前記第１の端末装置が
使用する帯域と、前記通信速度計測手段において計測した前記第２の端末装置の通信速度
に対応する帯域との合計帯域が所定のしきい値以上である場合には、前記第２の端末装置
の通信を制御する制御信号を生成する制御手段と、
　前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を抑制する抑制
手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記通信速度計測手段は、端末装置の利用する通信サービスごとにデータの通信速度を
計測し、
　前記制御手段は、前記合計帯域が前記所定のしきい値以上である場合には、端末装置の
利用する通信サービスごとの通信抑制の制御信号を生成する
　ことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　無線端末である第１の端末装置のデータ及び第２の端末装置のデータの双方が通過する
通信路についてのデータの通信速度を計測する通信速度計測手段と、
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　前記通信路を通過するデータのうち、前記第１の端末装置が送受するデータまたは前記
第２の端末装置が送受するデータを識別する識別手段と、
　前記第１の端末装置の通信中に、前記通信速度計測手段において計測した通信速度が所
定のしきい値以上である場合には、前記識別手段による識別結果を利用して、前記第２の
端末装置の通信を制御する制御信号を生成する制御手段と、
　前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を抑制する抑制
手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　前記通信速度計測手段は、端末装置の利用する通信サービスごとにデータの通信速度を
計測し、
　前記制御手段は、前記通信速度計測手段において計測した通信速度が前記所定のしきい
値以上である場合には、端末装置の利用する通信サービスごとの通信抑制の制御信号を生
成する
　ことを特徴とする請求項３記載の通信装置。
【請求項５】
　前記識別手段は、
　　前記第１の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第１の演算
手段と、
　　前記第１及び第２の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第
２の演算手段と
　を備え、
　前記第２の演算手段は、前記第１の演算手段から通知されたチェックサムと、前記演算
したチェックサムとを比較することにより、前記第１の端末装置が送受するデータを識別
し、
　前記制御手段は、前記第２の演算手段からの通知に基づき、前記第２の端末装置につい
ての通信抑制の制御信号を生成する
　ことを特徴とする請求項４記載の通信装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の端末装置を収容する通信装置に関し、例えば、無線通信を行う端末装
置を含む複数の端末装置を収容してネットワークに接続させる通信装置に適用可能である
。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話による通信サービスでは、無線基地局のエリア内の複数のユーザに対して音声
やデータ通信サービスを提供している。無線基地局は、数ｋｍのカバレッジを持つ。近年
では、携帯電話機の普及台数の増加や、各携帯電話機で処理されるデータ量の増加に伴い
、１台の無線基地局がカバーするエリア内の携帯電話端末数が増加し、通信データ量が増
加してきている。これにより、無線周波数帯域の圧迫、無線基地局の処理負荷の増大とい
った事態が生じ、提供する通信サービスの品質低下を招くこととなってきている。
【０００３】
　上記の問題に鑑みて、フェムトＢＴＳ（Base Transceiver Station）と呼ばれる超小型
基地局装置を利用した携帯電話通信サービスが注目されている。かかる通信サービスによ
れば、公衆インターネット網等に超小型の携帯電話基地局（フェムトＢＴＳ）を接続して
、携帯電話サービスを提供する。フェムトＢＴＳによって提供されるフェムトセルはセル
半径が小さく、セル中に同時に収容されるユーザ数が少なくなる。これにより、無線区間
（携帯電話機－フェムトＢＴＳ間）を専用線と同等な状態にすることができ、高速なデー
タ通信・高品質で安価な音声通信が期待される。
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【０００４】
　通信品質を維持するための公知の技術として、例えば、ゲートウェイ等のネットワーク
機器や、回線終端装置及び加入者収容装置、宅内のアダプタ装置等の各種の通信装置にお
いて、データの優先制御をする機能が提供されている。すなわち、データに優先度を付し
て、優先度にしたがって通信を制御することにより、高優先のデータ転送についての通信
品質を維持する技術が提供されている（例えば、特許文献１、２、３及び４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２６４５６２号公報
【特許文献２】特開２００７－１９４７３２号公報
【特許文献３】特開２００６－２６１８９７号公報
【特許文献４】特開２００４－１２９０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　フェムトＢＴＳを利用するためには、例えば、ブロードバンド回線を利用したインター
ネット接続が求められる。日本国内でのインターネット接続サービスに着目すると、ブロ
ードバンド回線の世帯普及率は、２００７年３月時点で５０％を超過している。これらの
ブロードバンド回線に接続している通信端末は、現在はパーソナルコンピュータが主流と
考えられる。
【０００７】
　ブロードバンド回線に対してフェムトセルを接続し、宅内をフェムトセルのカバレッジ
とすることで、家庭内等の宅内で利用する携帯電話のデータ通信速度を高速化し、屋外の
従来の基地局装置の負荷を軽減することが可能となる。
【０００８】
　一般に、ブロードバンド回線契約をしている宅内においては、外部から引き込まれた１
本の回線に対して回線終端装置を設置し、その先にパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の
通信端末を接続することになる。複数の通信端末を接続する場合には、回線終端装置に対
して更にブロードバンドルータ（以下ＢＢＲ）を接続し、その先に複数のコンピュータや
各種の設備を接続する構成をとるのが一般的である。
【０００９】
　フェムトＢＴＳを宅内に導入する場合についても、既に設置されているＢＢＲに対して
接続するか、あるいは、新規にＢＢＲを設置して、フェムトＢＴＳを接続することにより
、上記の新たな携帯電話通信サービスを提供することになると想定される。
【００１０】
　上記のとおりにフェムトＢＴＳを設置した場合には、宅内の設備により利用可能な通信
速度には上限があるために、携帯電話の通信速度が、宅内の他の端末装置の通信速度によ
り影響を受けることがある。
【００１１】
　すなわち、例えばＰＣ等の端末装置において高速のデータ通信を行っているときに、携
帯電話機が通話を行おうとすると、宅内の設備の利用可能な通信速度の上限により、携帯
電話機が要求するだけの帯域を確保できず、通信が抑制されることが考えられる。音声通
信やテレビ電話等のリアルタイム系の通信が抑制されることは、ユーザにとっては大きな
ストレスとなるものである。
【００１２】
　上記の問題は、フェムトＢＴＳに限らず、無線端末装置を含む複数の端末装置を収容す
る通信装置において発生し得るものである。
　開示の通信装置は、無線端末装置を含む複数の端末装置が通信装置を介して通信を行う
ときに、特定の端末装置における通信品質の低下を防止することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　実施例の一態様によれば、通信装置は、無線端末である第１の端末装置が使用する帯域
を検出する検出手段と、第２の端末装置の通信速度を計測する通信速度計測手段と、前記
前記検出手段において検出した前記第１の端末装置が使用する帯域と、前記通信速度計測
手段において計測した前記第２の端末装置の通信速度に対応する帯域との合計帯域が所定
のしきい値以上である場合には、前記第２の端末装置の通信を制御する制御信号を生成す
る制御手段と、前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を
抑制する抑制手段と、を備える。
【００１４】
　無線端末である第１の端末装置が通信装置を経由して通信を行っているときに、第１の
端末装置が使用する帯域と、第２の端末装置の通信速度に対応する帯域との和が所定のし
きい値以上となった場合には、第２の端末装置の通信を抑制する。
【００１５】
　実施例の一態様によれば、通信装置は、無線端末である第１の端末装置のデータ及び第
２の端末装置のデータの双方が通過する通信路についてのデータの通信速度を計測する通
信速度計測手段と、前記通信路を通過するデータのうち、前記第１の端末装置が送受する
データまたは前記第２の端末装置が送受するデータを識別する識別手段と、前記通信速度
計測手段において計測した通信速度が所定のしきい値以上である場合には、前記識別手段
による識別結果を利用して、前記第２の端末装置の通信を制御する制御信号を生成する制
御手段と、前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を抑制
する抑制手段と、を備える。
【００１６】
　無線端末である第１の端末装置が通信装置を経由して通信を行っているときに、第１の
端末装置及び第２の端末装置の双方のデータが通過する通信路上のデータの通信速度が所
定のしきい値以上となった場合には、第２の端末装置の通信を抑制する。
【発明の効果】
【００１７】
　開示の通信装置によれば、無線端末装置を含む複数の端末装置が通信装置を介して通信
を行うときに、特定の端末装置における通信品質の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】通信端末がブロードバンド回線を利用してインターネットに接続する場合のシス
テム構成例を示す図である。
【図２】携帯端末がフェムトＢＴＳを介してインターネットに接続する場合のシステム構
成例を示す図である。
【図３】宅内の通信設備を介して複数の端末装置をブロードバンド回線に接続させる場合
のシステム構成例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係るフェムトＢＴＳを含むシステム構成図である。
【図５】第１の実施形態に係るフェムトＢＴＳのブロック図である。
【図６】通信速度制御部のメモリに保持されるデータの構造例を示す図である。
【図７Ａ】第１の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その１）
である。
【図７Ｂ】第１の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その２）
である。
【図７Ｃ】第１の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その３）
である。
【図８】ＢＢＲの機能を一体化させたフェムトＢＴＳを含むシステム構成図である。
【図９】第２の実施形態に係るフェムトＢＴＳを含むシステム構成図である。
【図１０】ＩＰマスカレードによるＩＰアドレス変換の例を示す図である。
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【図１１Ａ】第２の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その１
）である。
【図１１Ｂ】第２の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その２
）である。
【図１１Ｃ】第２の実施形態におけるＰＣ３の通信を監視する手順を説明する図（その３
）である。
【図１２】通信速度制御部における処理を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　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。
　＜関連技術＞
　図１は、通信端末がブロードバンド回線を利用してインターネットに接続する場合のシ
ステム構成例を示す図である。図１においては、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）による
サービスを利用して、ＰＣ等の通信端末３がＩＰ（Internet Protocol）網６０を介して
インターネット６２に接続する例を示す。
【００２０】
　図１に示すように、光回線は、宅内に設置された回線終端装置（Optical Network Unit
、以下ＯＮＵとする）５において物理インタフェースの変換が実施され、ＰＣ等の通信端
末３と接続される。
【００２１】
　図２は、携帯端末がフェムトＢＴＳを介して携帯電話ネットワーク６１に接続する場合
のシステム構成例を示す図である。宅内に設置するときは、フェムトＢＴＳ１００は、Ｏ
ＮＵ５にネットワークインタフェース１０７を介して接続される。携帯電話機２は、宅内
において、フェムトＢＴＳ１００を経由して携帯電話ネットワーク６１に接続して音声通
信等を行う。
【００２２】
　図２に示すように、フェムトＢＴＳ１００は、ベースバンド部と、基地局制御部とを含
む。ベースバンド部は、携帯電話機２から受信した信号についてベースバンド処理等を行
い、送信増幅部１２１、ベースバンド処理部１２３、ネットワーク信号処理部１２４及び
メモリ１２２、１２５を含む。基地局制御部は、フェムトＢＴＳ１００の制御を行い、汎
用制御部１２７及びメモリ１２６を含む。
【００２３】
　ネットワークインタフェース（ＩＦ）１０７を介して受信した信号については、まず、
ネットワーク信号処理部１２４において、携帯電話機２宛のユーザデータと、通話用の制
御信号とを分離する。ベースバンド処理部１２４は、ネットワーク信号処理部１２４から
入力されたユーザデータや、基地局制御部の汎用制御部１２７を介して入力された通話用
の制御信号について、ベースバンド処理を行う。
【００２４】
　ベースバンド部の送信増幅部１２１は、携帯電話機２に対して送信する信号を増幅させ
、アンテナ１１１を介して携帯電話機２に送出する。
　基地局制御部の汎用制御部１２７は、上記のとおり、ネットワーク信号処理部１２４か
ら入力された制御信号にしたがってフェムトＢＴＳ１００の制御を行う。
【００２５】
　ところで、図１に示す家庭等のシステム構成に図２に示す構成のフェムトＢＴＳを追加
して設置するためには、例えば、ブロードバンドルータの先に端末装置及びその他各種の
機器を接続するシステム構成をとる。
【００２６】
　図３は、宅内の通信設備を介して複数の端末装置をブロードバンド回線に接続させる場
合のシステム構成例を示す図である。複数の端末装置をブロードバンド回線に接続させる
ためには、ＯＮＵ５の先にブロードバンドルータ（ＢＢＲ）４を設け、ＢＢＲ４にフェム
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トＢＴＳ及びＰＣ３等（他の端末装置）を接続する。
【００２７】
　ＰＣ３は、ＢＢＲ４やＯＮＵ５を介してインターネット６２に接続し、携帯電話機２は
、フェムトＢＴＳ１００、ＢＢＲ４及びＯＮＵ５を介して携帯電話ネットワーク６１に接
続する。
【００２８】
　ＰＣ３と外部のネットワークとの間の通信は、フェムトＢＴＳ側すなわち携帯電話機２
の通信状況によらずに実施される。このため、図３に示すシステム構成において、ＰＣ３
が高速のデータ通信を行うとすると、携帯電話機２側の音声通信等のリアルタイム系の通
信品質に影響が出る場合がある。
【００２９】
　すなわち、ＢＢＲ４及びＢＢＲ４より上流の設備（回線終端装置（ＯＮＵ）５及びブロ
ードバンド回線）は、フェムトＢＴＳ１００とＰＣ３等の他の端末ＰＣ等とで共用で利用
される。このため、大きな通信速度のデータ転送がＰＣから実施された場合には、フェム
トセルに収容された携帯電話機２の利用可能な通信速度が小さくなることが考えられる。
【００３０】
　大きな通信速度のデータ転送を行う端末（ＰＣ３）と、その他の端末（携帯電話機２）
を例に説明する。ＰＣ３と携帯電話機２とで共用する部分においては、利用可能な通信速
度の上限が５００ｋｂｐｓである設備を用いているとする。
【００３１】
　ＰＣ３において使用する通信速度が４００ｋｂｐｓであり、携帯電話機２で使用する通
信速度が６４ｋｂｐｓであれば、通信速度の合計は４６４ｋｂｐｓとなり、この場合は問
題なく疎通する。
【００３２】
　これに対し、ＰＣ３で使用する通信速度が１０００ｋｂｐｓ、携帯電話機２で使用する
通信速度が６４ｋｂｐｓである場合には、通信速度の合計は上限の５００ｋｂｐｓを超過
している。このため、上限を超える５６４ｋｂｐｓ分については疎通することができず、
５００ｋｂｐｓのみが疎通することとなる。特段の手段を備えていない場合は、疎通する
５００ｋｂｐｓの内訳は、ＰＣ３と携帯電話機２との通信速度の比「１０００：６４」に
基づき通信速度が決定される。すなわち、ＰＣ３については５００×１０００／（１００
０＋６４）＝４７０ｋｂｐｓ、携帯電話機２については５００×６４／（１０００＋６４
）＝３０ｋｂｐｓで通信が行われることとなる。
【００３３】
　携帯電話機は、音声通信、テレビ電話等のリアルタイムでの双方向コミュニケーション
ツールとしての用途があり、これらのサービス提供について品質を保つためには、必要な
通信速度を安定して確保するのが好ましい。上記の例で示したように、他の端末（ＰＣ３
）が大きな通信速度でのデータ通信を実施するために、携帯電話機側で３０ｋｂｐｓの通
信速度でしか通信が行えない状況において、携帯電話機２が例えば６４ｋｂｐｓの通信速
度が必要な場合には、各種の問題が発生する。すなわち、音声データの途切れ、テレビ画
像の乱れ等の品質の低下が発生し、これは、ユーザにとっては大きなストレスとなるもの
である。
【００３４】
　また、通信サービスを端末に提供する際には、携帯電話機２と、携帯電話ネットワーク
６１との間で制御信号を送受する。制御信号の送受に必要な帯域は、通信帯域としては比
較的小さいが、制御信号を送受するための帯域が確保されていないと、サービスの提供自
体を実施することができない。
【００３５】
　一方、メールの送受信や、インターネットブラウジング等の非リアルタイム系の通信で
は、安定した通信速度の確保は、リアルタイム系の通信ほどには必要とされない場合が多
い。
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【００３６】
　宅内において複数の端末装置がＢＢＲ経由でブロードバンド回線に接続し、外部設備と
通信を行う場合に、ＢＢＲ４に接続したフェムトＢＴＳに収容される携帯電話機に提供さ
れるリアルタイム系の通信サービスの通信品質を確保することのできることが望ましい。
【００３７】
　以下に、本実施形態に係るフェムトＢＴＳについて説明する。
　＜第１の実施形態＞
　図４は、第１の実施形態に係るフェムトＢＴＳを含むシステム構成図である。図４に示
すフェムトＢＴＳ１は、携帯電話機２及び携帯電話機以外の端末装置（図４においてはＰ
Ｃ３）を収容し、ＢＢＲ４及びＯＮＵ５を介してＩＰ網６０に接続する。携帯電話機２及
びＰＣ３は、ＩＰ網６０を経由して、それぞれ携帯電話ネットワーク６１及びインターネ
ット６２に接続し、通信を行う。
【００３８】
　本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１は、図４に示すように、アンテナ１１及び無線基地
局部１０に加えて、更に通信量監視制御部３０を有する。フェムトＢＴＳ１は、複数の外
部ポート７（７Ａ～７Ｃ）を介して他の通信機器と接続される。
【００３９】
　フェムトＢＴＳ１のアンテナ１１は、携帯電話機２と無線区間を介して信号を送受する
。アンテナ１１において受信した携帯電話機２からの信号は、無線基地局部１０に入力さ
れる。
【００４０】
　無線基地局部１０は、無線基地局として動作し、ベースバンド部１２及び基地局制御部
１３を含む。無線基地局部１０は、外部ポート７Ａを経由してＢＢＲ４の１つのポートと
接続する。
【００４１】
　外部ポート７Ａは、携帯電話機２がフェムトＢＴＳ１経由で通信を行うときに使用され
る。外部ポート７Ａから出力された信号は、ＢＢＲ４に入力され、ＢＢＲ４やＯＮＵ５を
経てネットワーク側に送出される。携帯電話ネットワーク６１側から受信したデータにつ
いては、外部ポート７Ａを介して無線基地局部１０に入力され、必要な処理を行って得ら
れた信号を、アンテナ１１から送出する。
【００４２】
　無線基地局部１０のうち、ベースバンド部１２は、携帯電話機２との間で無線区間を介
して送受する各種の信号について、ベースバンド処理等の信号処理を実施する。基地局制
御部１３は、携帯電話機２及び携帯電話ネットワーク６１と制御信号を送受し、携帯電話
機２とフェムトＢＴＳ１との間の回線の接続／切断、フェムトＢＴＳ１と携帯電話ネット
ワーク６１との間の回線の接続／切断及び通信状況の監視を行う。これとともに、基地局
制御部１３は、携帯電話機２の通信状況を、通信量監視制御部３０に通知する。
【００４３】
　通信量監視制御部３０は、通信データ量計測部３１、通信速度制御部３２及び通信量抑
制部３３を含み、携帯電話機２以外の他の端末装置（図４においてはＰＣ３）の通信量を
監視し、必要な場合は、他の端末装置の通信の制御を行う。また、通信量監視制御部３０
は、ポート７Ｂを経由してＢＢＲ４の１つのポートと接続する。
【００４４】
　ポート７Ｂは、他の端末装置すなわちＰＣ３がフェムトＢＴＳ１経由で通信を行うとき
に使用される。外部ポート７Ｃは、ＰＣ３から送信されるデータの入力及びフェムトＢＴ
Ｓ１からＰＣ３に転送されるデータの出力のインタフェースである。ＰＣ３がネットワー
ク側と送受するデータは、図４に示すフェムトＢＴＳ１のうち、外部ポート７Ｃ－７Ｂ間
を流れることとなる。
【００４５】
　通信量監視制御部３０のうち、通信データ量計測部３１は、ＰＣ３が単位時間当たりに
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送受するデータ量を計測することにより、ＰＣ３の通信速度を計算する。通信速度制御部
３２は、基地局制御部１３から通知された情報と通信データ量計測部３１から通知された
ＰＣ３の通信速度とに基づき、ＰＣ３の通信速度を制御する制御信号を生成し、当該制御
信号を通信量抑制部３３に送る。通信量抑制部３３は、通信速度制御部３２からの制御信
号にしたがって、ＰＣ３の通信を抑制する。
【００４６】
　図４に示すフェムトＢＴＳ１は、通信量監視制御部３０において、ＰＣ３から送信され
るデータ及びＰＣ３に転送されるデータの通信速度を計測する。そして、無線基地局部１
０から通知された携帯電話機２が使用する帯域と、通信データ量計測部３１において計測
した通信速度に対応する帯域との和を、所定のしきい値と比較する。比較した結果、求め
た和が所定のしきい値以上である場合には、ＰＣ３の通信の抑制を行う。
【００４７】
　図５は、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１のブロック図である。図５を参照して、上
記のフェムトＢＴＳ１の各部の構成及び動作についてより詳細に説明する。なお、図５中
のネットワークインタフェース（ＩＦ）７Ａ～７Ｃは、それぞれ図４の外部ポート７Ａ～
７Ｃと対応する。
【００４８】
　フェムトＢＴＳ１の構成のうち、無線基地局部１０のベースバンド部１２は、送信増幅
部２１、ベースバンド処理部２３、ネットワーク信号処理部２４及びメモリ２２、２５を
有し、基地局制御部１３は、制御部２７及びメモリ２６を有する。
【００４９】
　ネットワーク信号処理部２４は、入力された信号のうち、携帯電話機２の通信を制御す
るための制御信号については制御部２７に与え、ユーザデータについてはベースバンド処
理部２３に与える。また、ネットワーク信号処理部２４は、制御部２７からの指示にした
がって、必要な制御の処理を実行する。ネットワーク信号処理に必要な情報についてはメ
モリ２５に記憶させる。
【００５０】
　ベースバンド処理部２３は、ベースバンド信号の処理を行う。ベースバンド処理に必要
な情報については、メモリ２２に格納されている。
　送信増幅部２１は、アンテナ１１を介して携帯電話機２との間で送受する信号の増幅を
行う。
【００５１】
　制御部２７は、ネットワーク信号処理部２４及びベースバンド処理部２３との間で携帯
電話機２の制御信号を送受し、各種の制御を行う。制御に必要な情報については、メモリ
２６に格納する。また、制御部２７は、携帯電話機２がフェムトＢＴＳ１に登録された場
合には、制御信号の疎通に使用する帯域情報を通信量監視制御部３０の通信速度制御部３
２に送る。また、制御部２７は、フェムトＢＴＳ１に登録された携帯電話機２が携帯電話
ネットワーク６１側と接続し、帯域確保を行うことが好ましい通信を行う場合には、信号
の疎通に用いる帯域情報を通信量監視制御部３０の通信速度制御部３２に送る。
【００５２】
　通信量監視制御部３０のうち、通信データ量計測部３１は、計測用カウンタ４１を有す
る。通信速度制御部３２は、抑制制御部４２及びメモリ４３を有する。通信量抑制部３３
は、パケット信号処理部４４及びメモリ４５を有する。
【００５３】
　計測用カウンタ４１は、ネットワークインタフェース７Ｃとネットワークインタフェー
ス７Ｂとの間を流れるＰＣ３のユーザデータについて、通信速度の計測を行う。計測用カ
ウンタ４１は計測結果の情報を、通信速度制御部３２の抑制制御部４２に与えられる。
【００５４】
　抑制制御部４２は、通信データ量計測部３１の計測用カウンタ４１から与えられた計測
結果の情報と、基地局制御部１３の制御部２７から与えられた帯域情報とから、ＰＣ３の
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通信の抑制の要否を判定する。ＰＣ３の通信の抑制が必要と判定した場合には、通信量抑
制部３３のパケット信号処理部４４に通信を抑制する制御信号を与える。メモリ４３には
、制御部２７から通知された携帯電話機２が使用する帯域情報及び計測用カウンタ４１に
おいて計測したＰＣ３の通信速度の情報が格納される。詳しくは図６を参照して説明する
。
【００５５】
　通信量抑制部３３のパケット信号処理部４４は、抑制制御部４２から受信した制御信号
にしたがって、ネットワークインタフェース７Ｃ－７Ｂ間を流れるデータの通信を抑制す
る。すなわち、パケット信号処理部４４は、ＰＣ３が送受するデータについて、通信の抑
制を行う。メモリ４５には、抑制制御部４２から受信した制御信号に含まれる情報や、Ｐ
Ｃ３の通信の抑制に用いられる情報が格納される。
【００５６】
　図６は、通信速度制御部３２のメモリ４３に保持されるデータの構造例を示す図である
。メモリ４５は、携帯電話機２の要求帯域及びＰＣ３の通信速度の情報を、データのＩＰ
アドレス及びＴＣＰ（Transmission Control Protocol）／ＵＤＰ（User Datagram Proto
col）ポート番号の組ごとに記憶する。
【００５７】
　通信速度制御部３２の抑制制御部４２は、メモリ４３に保持されているＩＰアドレス・
ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組ごとの通信速度と、無線基地局部１０から通知された携帯
電話機２の要求する帯域とに基づき、ＰＣ３の通信の抑制の要否を判断する。抑制制御部
４２は、携帯電話機２の要求する帯域とＰＣ３の通信速度（に対応する帯域）との和が所
定のしきい値以上となる場合には、メモリ４３から、抑制に用いる情報、すなわちＩＰア
ドレス・ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組を取得する。そして、抑制制御部４２は、取得し
たＩＰアドレスとＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組を通信量抑制部３３に通知し、通信を抑
制させる。
【００５８】
　通信量抑制部３３のパケット信号処理部４４は、通知されたＩＰアドレスとＴＣＰ／Ｕ
ＤＰポート番号の組がパケットのＩＰヘッダ及びＴＣＰヘッダに格納されているパケット
を、通信抑制の対象となるパケットと判断して、各種の通信抑制を行う。
【００５９】
　次に、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１による通信抑制方法について具体的に説明す
る。
　図７Ａ～図７Ｃは、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１が、携帯電話機２の通信帯域を
確保するために、ＰＣ３の通信を監視し必要な抑制を行う手順を説明する図である。ここ
では、携帯電話機２がリアルタイム系の通信（ここでは音声通信）を行っているときに、
ＰＣ３が非リアルタイム系の通信（ＦＴＰ（ファイル転送プロトコル、File Transfer Pr
otocol）によるファイル転送）を開始した場合を例に説明する。
【００６０】
　ここでは、携帯電話機２が呼接続を確立するための処理やＰＣ３がデータをダウンロー
ドするために実施する処理は、公知の技術であるため、詳細な説明については省略する。
　なお、フェムトＢＴＳ１に収容されている端末装置がリアルタイム系／非リアルタイム
系のいずれの通信を行っているかについては、端末装置との間で送受するパケットにＴＣ
Ｐヘッダ／ＵＤＰヘッダのいずれが設定されているかにより判断する。すなわち、携帯電
話機２との間で送受するパケットにＵＤＰヘッダが設定されており、ＰＣ３との間で送受
するパケットにＴＣＰヘッダが設定されている場合に、以下の手順でＰＣ３の通信の監視
を開始する。
【００６１】
　（１）フェムトＢＴＳ１は、フェムトセル内に携帯電話機（ＵＥ）２が収容されたこと
を検出すると、携帯電話機２から帯域確保要求を受信して、受信した帯域確保要求から携
帯電話機２が使用する帯域を検出する。基地局制御部１３は、検出した携帯電話機２の使



(10) JP 5093160 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

用帯域に基づき、通信速度制御部３２に対して帯域確保要求を行う（図７Ａの（ａ））。
ここでは、携帯電話機２の制御信号のための帯域として、基地局制御部１３は２ｋｂｐｓ
を要求している。
【００６２】
　（２）携帯電話機２は、フェムトＢＴＳ１の基地局制御部１３との間に制御リンクを確
立し、通常の携帯電話機の発信手順に基づき、音声呼の接続を行い、音声通信パスが確立
した状態となる。基地局制御部１３は、音声呼接続処理のうち、Service Requestメッセ
ージにより呼種別を判断し、CONN ACKメッセージにより携帯電話機２につき、音声通信パ
スが確立したことを判断する。そして、基地局制御部１３は、携帯電話機２で実施されて
いる通信サービスがリアルタイム系の通信サービスであることと、必要な通信速度とを図
５のメモリ２６に記憶する。図４の通信量監視制御部３０は、携帯電話機２については音
声通信パスが確立した状態であると認識すると、携帯電話機２以外の端末についての通信
量の監視を定常的に実施する。
【００６３】
　（３）音声通話が確立すると、フェムトＢＴＳ１の基地局制御部１３は、携帯電話機２
から受信した帯域確保要求の中から携帯電話機２の使用帯域を検出し、検出した携帯電話
機２の使用帯域に基づき、通信速度制御部３２に対して帯域確保要求を行う（図７Ｂの（
ｂ））。ここでは、ＡＭＲ（Adaptive Multi-Rate）による音声通話が実施されていると
して、基地局制御部１３は１６ｋｂｐｓを要求している。
【００６４】
　（４）携帯電話機２において音声通話を継続している間に、ＰＣ３が、フェムトＢＴＳ
１を経由してＦＴＰによるファイル転送を開始したとする。ＢＢＲ４に接続されたＰＣ３
は、ブロードバンド回線を経由して、インターネット６２上の特定のサーバ（ＩＳＰサー
バ）に接続する。そして、接続したサーバ上の所定のファイルをダウンロードする。ＰＣ
３は、ＦＴＰの接続手順にしたがって、インターネット６２上のサーバにログインし、Ｆ
ＴＰによるファイル転送を開始する。
【００６５】
　（５）フェムトＢＴＳ１の通信データ量計測部３１は、外部ポート７Ｂ－７Ｃ間を流れ
るデータ量を計測し、ＰＣ３の通信速度を求める。計測は、データの流れる方向ごと、且
つＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組ごとに実施する。通信データ量計測部
３１は、計測結果を通信速度制御部３２に通知する。
【００６６】
　通信速度制御部３２は、上記手順（３）において基地局制御部１３から通知された携帯
電話機２の要求する帯域の情報と、上記手順（５）において通信データ量計測部３１から
通知されたＰＣ３の通信速度の情報とから、ＰＣ３についての通信の抑制の要否を判定す
る。
【００６７】
　具体的には、携帯電話機２の要求する帯域と、ＰＣ３の通信速度に対応する帯域との和
が所定のしきい値以上である場合には、ＰＣ３について通信を抑制する必要があると判定
する。図７Ａ～図７Ｃに示す例では、所定のしきい値は「１Ｍｂｐｓ」であり、以下にお
いては１Ｍｂｐｓを「抑制条件」とする。
【００６８】
　図７Ｂの（５）のように、ＰＣ３の通信速度が２００ｋｂｐｓである場合（図７Ｂの（
ｃ））には、携帯電話機２の要求する帯域との和は１６＋２００＝２１６ｋｂｐｓであり
、抑制条件に対して小さい。このため、通信速度制御部３２は通信の抑制を行わない。
【００６９】
　その後、ＰＣ３の通信速度が２００ｋｂｐｓから１Ｍｂｐｓに増加したとする。
　ＰＣ３の通信速度が増加したことにより、携帯電話機２の要求する帯域（１６ｋｂｐｓ
）とＰＣ３の通信速度に対応する帯域との和が抑制条件以上となった場合におけるＰＣ３
の通信の抑制例を、図７Ｃの（６）や（７）に示す。
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【００７０】
　（６）及び（７）に示す例においては、ＰＣ３の通信速度はいずれも１Ｍｂｐｓ（図７
Ｃの（ｄ）及び（ｅ））であり、これと携帯電話機２の要求する帯域（１６ｋｂｐｓ）と
の和は、０．０１６＋１＝１．０１６Ｍｂｐｓとなる。これは、抑制条件である１Ｍｂｐ
ｓを超過している。この場合は、フェムトＢＴＳ１の通信速度制御部３２は、通信量抑制
部３３に対してＰＣ３の通信を抑制する制御信号を送出する。通信量抑制部３３は、例え
ば、ＴＣＰの輻輳制御を利用して、以下のような抑制を行う。
【００７１】
　（６）抑制例１によれば、外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃに流れるデータ量が多い
場合に、この方向に流れるデータのうち、流れるデータ量が最大のＩＰアドレスとＴＣＰ
／ＵＤＰポート番号の組のパケットの一部を、通信量抑制部３３において意図的に欠損さ
せる。
【００７２】
　通信量抑制部３３において欠損させたパケットについては、ＴＣＰの再送機能により、
送信元から再送されることとなるため、最終的にはＰＣ３のデータ受信に対する影響は発
生しない。しかし、データ欠損の発生により、ＴＣＰセッションが輻輳モードに遷移する
ため、ＩＳＰサーバ側からの送信データ量が抑制されることとなる。このため、フェムト
ＢＴＳ１の外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃの方向へと流れるデータ量、すなわち、Ｐ
Ｃ３が受信するデータ量が抑制される。
【００７３】
　（７）抑制例２によれば、外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃに流れるデータ量が多い
場合の抑制方法の他の例として、通信量抑制部３３は、ＰＣ３が送信する応答（ＡＣＫ）
中の受信ウィンドウサイズを小さい値に書き換える。受信ウィンドウサイズを小さく書き
換えることによって、フェムトＢＴＳ１の外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃの方向へと
流れるデータ量、すなわち、ＰＣ３が受信するデータ量が抑制される。
【００７４】
　外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃに流れるデータ量を抑制する方法で、図７Ｃ（６）
及び（７）に示す以外には、ＰＣ３が送信するＡＣＫを通信量抑制部３３が意図的に遅延
させる方法をとることもできる。ＩＳＰサーバは、ＰＣ３からＡＣＫを受信したことをも
って、次のパケットを転送する。このため、フェムトＢＴＳ１においてＡＣＫの転送のタ
イミングを遅らせることにより、外部ポート７Ｂから外部ポート７Ｃの方向へと流れるデ
ータ量、すなわちＩＳＰサーバ側から転送されるデータ量が抑制される。
【００７５】
　一方、外部ポート７Ｃから外部ポート７Ｂに流れるデータ量が多い場合には、例えば、
通信量抑制部３３は、外部ポート７Ｃに向けて、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical an
d Electronics Engineers）８０２．３ｘフロー制御規格によるＰａｕｓｅパケットを送
出する。通信量抑制部３３は、Ｐａｕｓｅパケットを受信すると、外部ポート７Ｃにおい
ては、パケットの送出量を抑制する。これにより、外部ポート７Ｃから外部ポート７Ｂの
方向へと流れるデータ量、すなわちＰＣ３が送信するデータ量が抑制される。
【００７６】
　上記の説明においては、フェムトＢＴＳ１に携帯電話機２及びＰＣ３がそれぞれ１台ず
つ収容されている場合を例に説明しているが、これには限らない。上記の方法は、音声通
信やテレビ電話等のリアルタイム系の通信を行う無線端末装置が複数台含まれる場合や、
データ転送等の非リアルタイム系の通信を行う端末装置が複数台含まれる場合にも適用可
能である。
【００７７】
　複数の無線端末装置がフェムトＢＴＳ１に収容されており、これら複数の無線端末装置
が音声通信等のリアルタイム系の通信を行っている場合には、通信速度制御部３２は、基
地局制御部１３から要求された帯域の合計値を求める。そして、求めた合計値と、通信デ
ータ量計測部３１から通知されたＰＣ３等の通信速度に対応する帯域との和を求める。そ
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して、求めた和が抑制条件以上である場合には、ＰＣ３等について抑制を行う。
【００７８】
　無線端末装置以外の端末装置が複数含まれ、それぞれが非リアルタイム系の通信を行っ
ている場合については、通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から通知された
ＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組を単位として、通信の抑制を行う。すな
わち、通信速度制御部３２は、無線端末装置の要求する帯域と、計測した通信速度の合計
値との和が抑制条件以上である場合には、抑制条件を満たすまで、ＩＰアドレスとＴＣＰ
／ＵＤＰポート番号の組のうち、通信速度の大きい組から順に抑制を行ってゆく。
【００７９】
　上記の例においては、携帯電話機２については、実際の通信速度ではなく、帯域確保要
求に含まれる帯域の情報を用いて抑制条件の判定を行っている。これは、リアルタイム系
の通信を行っている携帯電話機２については、実際の通信速度によらず、最大限に帯域を
確保しておくためである。
【００８０】
　上記の実施形態においては、ＢＢＲ４及びＯＮＵ５は、フェムトＢＴＳ１の外部に設け
た構成である。これらの機器については、フェムトＢＴＳ１と一体化した構成とすること
もできる。
【００８１】
　図８は、ＢＢＲ４の機能を一体化させたフェムトＢＴＳ１を含むシステム構成図である
。フェムトＢＴＳ１内にブロードバンドルータ回路（ＢＢＲ回路）４０を備えている点で
図４に示すシステム構成と異なる。
【００８２】
　ＢＢＲ回路４０は、フェムトＢＴＳ１に内蔵され、外部ポート７Ｄを経由してＯＮＵ５
と接続されている。図８のＢＢＲ回路４０は、図４のＢＢＲ４と同様に、接続する端末装
置をブロードバンド回線へと接続させるために使用する。ＢＢＲ回路４０は、ベースバン
ド部１２及び通信量抑制部３３と接続されており、アンテナ１１及び外部ポート７Ｃを介
して携帯電話機２及びＰＣ３がそれぞれ送受するデータを外部ポート７Ｄへと出力する。
【００８３】
　図８に示すフェムトＢＴＳ１においても、図４に示す構成のフェムトＢＴＳと同様に、
通信量監視制御部３０において、無線基地局部１０から受けた要求帯域と、計測したＰＣ
３の通信速度に対応する帯域との和を抑制条件と比較する。和が抑制条件以上であれば、
上記と同様の方法で、ＰＣ３の通信を、ＩＰアドレス・ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組単
位で抑制する。
【００８４】
　図８においては、ブロードバンドルータの機能を内蔵するフェムトＢＴＳ１の構成につ
いて示しているが、上記のとおり、更に回線終端装置（ＯＮＵ）５の機能を内蔵する構成
とすることも可能である。
【００８５】
　以上説明したように、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１によれば、携帯電話機２が宅
内に設定されたフェムトＢＴＳ１を介して音声通信等のリアルタイム系通信を行っている
ときに、同じ宅内の通信設備を利用して非リアルタイム系通信を行っている他の端末装置
（ＰＣ３）の通信速度を監視する。フェムトＢＴＳ１は、他の端末装置の通信速度が大き
く、携帯電話機２等の無線端末装置が要求する帯域と他の端末装置の通信速度に対応する
帯域との和が所定のしきい値以上となる場合には、他の端末装置の通信を抑制する。フェ
ムトＢＴＳ１は、他の端末装置の非リアルタイム系の通信について抑制を行うため、他の
端末装置の通信品質には大きな影響を与えずに、携帯電話機２の通信速度を確保し、これ
により、携帯電話機２の通信品質の低下を抑制することが可能となる。
【００８６】
　＜第２の実施形態＞
　図９は、第２の実施形態に係るフェムトＢＴＳ１を含むシステム構成図である。本実施
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形態に係るフェムトＢＴＳ１は、ブロードバンドルータ（ＢＢＲ）４と回線終端装置（Ｏ
ＮＵ）５との間に配置されている点で上記の実施形態と異なる。以下、上記の第１の実施
形態に係るフェムトＢＴＳと異なる点を中心に説明する。
【００８７】
　図９のフェムトＢＴＳ１は、外部ポート７（７Ａ、７Ｅ、７Ｆ）を有する。無線基地局
部１０は、図４に示す外部ポート７Ａと同様に、外部ポート７Ａを経由して、ＢＢＲ４の
１つのポートと接続される。外部ポート７Ａは、携帯電話機２がフェムトＢＴＳ１経由で
通信を行うときに使用される。
【００８８】
　近年では、ＢＢＲに関しては、無線ＬＡＮアクセスポイントと一体化した形式のものが
宅内用として用いられてきている。このようなＢＢＲは、ＰＣ３と無線区間を介して直接
通信を行う。このため、図４のように、ＰＣ３とＢＢＲとの間にフェムトＢＴＳを配置す
ることができない。そこで、図９に示すように、本実施形態においては、ＢＢＲ４のＷＡ
Ｎ（Wide Area Network）向けのポートとＯＮＵ５との間にフェムトＢＴＳ１を配置する
構成としている。
【００８９】
　また、ＢＢＲ４が有する各種機能を利用するためには、フェムトＢＴＳ１とＯＮＵ５と
の間にＢＢＲが挟み込まれた構成であることが望ましい。
　上記の観点より、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１は、図９に示す構成をとる。すな
わち、フェムトＢＴＳ１の外部ポート７ＡはＢＢＲ４の１つのポートと接続され、ＢＢＲ
４は、他のポートからフェムトＢＴＳの外部ポート７Ｆへと接続された構成をとる。
【００９０】
　なお、図９においてはＢＢＲ４とＰＣ３とが無線通信を行う場合について記載している
が、これには限らず、ＢＢＲ４とＰＣ３とがケーブルで相互に接続され、有線通信を行う
構成としてもよい。
【００９１】
　ところで、ＢＢＲ４が有する機能の一つとして、ＩＰマスカレード機能がある。ＩＰマ
スカレード機能は、１つのグローバルなＩＰアドレスと複数のＩＰ機器にて共有する際に
使用される技術である。ＢＢＲ４は、ＢＢＲ４に接続された複数のＩＰ機器ごとに割り当
てられたローカルなＩＰアドレスと、インターネットで用いられるグローバルなＩＰアド
レスを相互変換する。ＩＰマスカレード利用時は、ＴＣＰ／ＵＤＰのポート番号を利用し
、ローカルなＩＰアドレスとグローバルなＩＰアドレスとの変換が実施される。
【００９２】
　図１０は、ＩＰマスカレードによるＩＰアドレス変換の例を示す図である。図１０（ａ
）が、変換前の送信元及び受信先についてのＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号
であり、図１０（ｂ）が、変換後の送信元及び受信先についてのＩＰアドレス及びＴＣＰ
／ＵＤＰポート番号である。
【００９３】
　ＢＢＲ４は、携帯電話機２及びＰＣ３が外部に送信するパケットのローカルなＩＰアド
レス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号を、ＢＢＲ４が有するグローバルなＩＰアドレス及び
ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号に書き換える。また、ＢＢＲ４は、ネットワーク側から受信し
たパケットのグローバルなＩＰアドレス・ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号を、携帯電話機２及
びＰＣ３のそれぞれが有するローカルなＩＰアドレス・ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号に書き
換える。通信量監視制御部３０は、図１０（ａ）及び（ｂ）のうち、網掛け部分のＩＰア
ドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号のＩＰパケットについて、通信速度の計測及び抑制
を行う。
【００９４】
　ここで、図９に示すとおり、携帯電話機２及びＰＣ３から送信されたＩＰパケットや、
携帯電話機２及びＰＣ３宛のＩＰパケットについては、いずれもフェムトＢＴＳ１の通信
量監視制御部３０の同一の経路上を通過することとなる。しかし、通信量監視制御部３０
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においては、図１０（ａ）及び（ｂ）の網掛けのＩＰパケットを取り扱うため、通信量監
視制御部３０を通過するＩＰパケットが、携帯電話機２またはＰＣ３のいずれが送受する
ＩＰパケットであるかを区別することができない。
【００９５】
　そこで、通信量監視抑制部３０を通過するＩＰパケットが、携帯電話機２またはＰＣ３
のいずれが送信した／受信するＩＰパケットであるかを識別するために、本実施形態に係
るフェムトＢＴＳ１は、第１及び第２の比較部１４、３４を備える。
【００９６】
　第１の比較部１４は、無線基地局部１０を流れるＩＰパケットすなわち携帯電話機２が
送受するＩＰパケットを監視し、監視結果を第２の比較部３４に通知する。第２の比較部
３４は、通信量監視制御部３０を流れるＩＰパケットすなわち携帯電話機２及びＰＣ３が
送受するＩＰパケットを監視し、監視結果を第１の比較部１４に通知する。第１及び第２
の比較部１４、３４は、それぞれ監視しているＩＰパケットと他方の比較部から受けた監
視結果の情報とに基づき、携帯電話機２が送受するＩＰパケットを、ＰＣ３が送受するＩ
Ｐパケットと区別する。
【００９７】
　より具体的には、第１の比較部１４は、第２の比較部３４から通知された第２の比較部
３４における監視結果（以下監視情報とする）を参照する。そして、第１の比較部１４は
、第１の比較部１４に入力されたＩＰパケットのデータ部分について、通知された第２の
比較部３４の監視結果と一致するＩＰパケットを検知して、通信速度制御部３２に通知す
る。通信速度制御部３２には、第１の比較部１４において検知したＩＰパケット（すなわ
ち携帯電話機２が送信するＩＰパケット）のＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号
と、第２の比較部３４から通知された監視情報とが通知される。
【００９８】
　第２の比較部３４は、第１の比較部１４から通知された第１の比較部１４の監視情報を
参照し、第２の比較部３４に入力されたＩＰパケットのデータ部分について、監視情報と
一致するＩＰパケットを検知して、通信速度制御部３２に通知する。通信速度制御部３２
には、検知したＩＰパケット（すなわち携帯電話機２において受信するＩＰパケット）の
ＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号と、第１の比較部１４から通知された監視情
報とが通知される。
【００９９】
　通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から通知された通信速度と、抑制条件
とを比較する。ここで、通信データ量計測部３１においては、通過するＩＰパケットを対
象に、通信速度を計測している。すなわち、通信データ量計測部３１は、通信抑制の対象
となるＰＣ３についてだけでなく、携帯電話機２についても通信速度を計測している。こ
のため、本実施形態においては、通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から通
知された通信速度（外部ポート７Ｆ－７Ｅ間の経路上のデータの通信速度）と抑制条件と
の比較を行う。抑制条件の設定方法は、上記の実施形態と同様である。通信速度制御部３
２は、抑制条件と比較した結果、外部ポート７Ｆ－７Ｅ間の経路上のデータの通信速度が
抑制条件以上である場合には、通信量抑制部３３に対して制御信号を送出して、ＰＣ３が
送受するデータについて、通信を抑制させる制御を行う。
【０１００】
　通信速度制御部３２は、第１及び第２の比較部１４、３４から通知された情報を利用し
て、携帯電話機２が送受するＩＰパケットのＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号
を認識する。そして、通信速度制御部３２は、携帯電話機２が送受するＩＰパケットにつ
いては、抑制の対象から除外することとし、ＰＣ３が送受するＩＰパケットのＩＰアドレ
ス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組を求め、通信量抑制部３３に通知する。通信量抑制
部３３は、通知にしたがって、各種の通信抑制を行う。
【０１０１】
　図１１Ａ～図１１Ｃは、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１が、携帯電話機２の通信帯



(15) JP 5093160 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

域を確保するために、ＰＣ３の通信を監視し必要な抑制を行う手順を説明する図である。
ここでは、携帯電話機２がリアルタイム系の通信（ここでは音声通信とする）を行ってい
るときに、ＰＣ３が非リアルタイム系の通信、例えばＳＭＴＰ（簡易メール転送プロトコ
ル、Simple Mail Transfer Protocol）によるメールの転送を開始した場合について説明
する。携帯電話機２の呼接続確立のための処理や、ＰＣ３がメールの転送を行うために実
施する処理については、公知の技術であるので、ここでは詳細な説明については省略する
。
【０１０２】
　また、上記の実施形態についてと同様に、本実施形態においても、フェムトＢＴＳ１は
、フェムトＢＴＳ１に収容される通信装置が行っている通信がリアルタイム系／非リアル
タイム系のいずれであるかについては、ＴＣＰヘッダ／ＵＤＰヘッダのいずれであるかに
より判断している。
【０１０３】
　図１１Ａ～図１１Ｃに示す手順のうち、（１）～（３）については、図７Ａ～図７Ｃの
手順（１）～（３）に示す手順とそれぞれ同様である。フェムトＢＴＳ１は、携帯電話機
（ＵＥ）２の登録に伴って、携帯電話機２の制御信号のための帯域を確保し、音声呼の接
続処理を実施する。携帯電話機２につき、音声通信パスが確立したことを認識すると、フ
ェムトＢＴＳ１の基地局制御部１３は、携帯電話機２で実施されている通信サービスがリ
アルタイム系の通信サービスであることと、必要な通信速度とをメモリに記憶する。以降
は、図９の通信量監視制御部３０において、携帯電話機２以外の端末についての通信量の
監視を定常的に実施する。通信速度制御部３２は、基地局制御部１３から要求された帯域
（図１１Ａ、図１１Ｂの（ａ）、（ｂ））をメモリに記憶させておく。
【０１０４】
　（４）第１及び第２の比較部１４、３４のそれぞれにおいて、通過するＩＰパケットの
チェックサムを演算し、相手の比較部（それぞれ第２及び第１の比較部３４、１４）に渡
す。第１及び第２の比較部１４、３４は、ＩＰ／ＴＣＰ／ＵＤＰヘッダを除いたデータ部
分についてチェックサムを計算し、計算したチェックサムは、ＩＰパケットのＩＰアドレ
ス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組と対応付けて相手の比較部に渡す。第１及び第２の
比較部１４、３４は、相手の比較部から受け取った情報と、自身が計算したチェックサム
とを利用して、携帯電話機２が送受するＩＰパケットとＰＣ３が送受するＩＰパケットと
を識別し、結果を通信速度制御部３２に伝える。
【０１０５】
　まず、ネットワーク側へ送信されるＩＰパケットのうち、携帯電話機２から送信された
ものを識別する方法について説明する。
　第１の比較部１４は、無線基地局部１０からＢＢＲ４の方向へ流れるＩＰパケットにつ
いて、ＩＰ／ＴＣＰ／ＵＤＰヘッダを除いたデータ部分のチェックサムを演算し、演算結
果を第２の比較部３４に渡す。上記のとおり、第２の比較部３４に渡されるチェックサム
には、パケットのＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組が対応付けられている
。
【０１０６】
　第２の比較部３４は、外部ポート７Ｆ（すなわちＢＢＲ４側）から外部ポート７Ｅの方
向へ流れるＩＰパケットについてチェックサムを演算する。チェックサムは、第１の比較
部１４と同様に、ＩＰパケットからＩＰ／ＴＣＰ／ＵＤＰヘッダを除いたデータ部分につ
いて演算する。
【０１０７】
　第２の比較部３４は、演算したチェックサムと、第１の比較部１４から受信したチェッ
クサムとを比較する。ここで、第２の比較部３４においてチェックサム演算の対象となる
ＩＰパケットのうち、携帯電話機２から送信されたＩＰパケットのチェックサムについて
は、第１の比較部１４から受信したチェックサムと値が相互に一致する。そこで、第２の
比較部３４は、所定の回数チェックサムの比較を行う。そして、第２の比較部３４は、所
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定のＩＰアドレスとＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組で、チェックサムが連続で一致するこ
とが認められたＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号については、携帯電話機２が
送信したＩＰパケットについてのものであるとして、通信速度制御部３２に通知する。
【０１０８】
　次に、ネットワーク側から受信したＩＰパケットのうち、携帯電話機２宛のものを識別
する方法について説明する。
　第２の比較部３４は、外部ポート７Ｅから７Ｆの方向（通信量監視制御部１０からＢＢ
Ｒ４の方向）へ流れるＩＰパケットについてチェックサムを演算する。チェックサムは、
上記と同様に、ＩＰ／ＴＣＰ／ＵＤＰヘッダを除いたデータ部分について求める。第２の
比較部３４は、演算結果を第１の比較部１４に渡す。
【０１０９】
　第１の比較部１４は、ＢＢＲ４から無線基地局部１０の方向へ流れるＩＰパケットにつ
いて、チェックサムを演算する。そして、演算したチェックサムと、第２の比較部３４か
ら受信したチェックサムとを比較する。第２の比較部３４においてチェックサム演算の対
象となるＩＰパケットのうち、携帯電話機２宛のＩＰパケットのチェックサムは、第１の
比較部１４において求めるチェックサムと値が相互に一致する。そこで、第１の比較部１
４は、所定の回数チェックサムの比較を行う。第１の比較部１４は、所定のＩＰアドレス
とＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組で、チェックサムが連続で一致することが認められたＩ
Ｐアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組は、携帯電話機２宛のＩＰパケットについ
てのものであるとして、通信速度制御部３２に通知をする。
【０１１０】
　フェムトＢＴＳ１は、手順（４）により、携帯電話機２が音声通信等のリアルタイム系
の通信を開始したときは、携帯電話機２が送受するＩＰパケットのＩＰアドレス・ＴＣＰ
／ＵＤＰポート番号の組を認識しておく。
【０１１１】
　（５）携帯電話機２において音声通話を継続している間に、ＰＣ３が、フェムトＢＴＳ
１を経由して、メールの転送準備の処理を開始したとする。ＰＣ３は、ブロードバンド回
線を経由して、インターネット６２の上の特定のサーバに（ＳＭＴＰサーバ）に接続する
。接続が完了すると、ＰＣ３は、サーバに対してメールデータの転送を開始する。
【０１１２】
　（６）ＰＣ３のメールデータの転送中に、フェムトＢＴＳ１の通信データ量計測部３１
は、外部ポート７Ｅ－７Ｆ間を流れるデータにつき、データ量を計測する。計測は、デー
タの流れる方向ごとに、且つＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組ごとに行う
。通信データ量計測部３１は、計測結果を通信速度制御部３２に通知する（図１１Ｂの（
ｃ））。
【０１１３】
　通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から通知された計測結果と、上記の手
順（３）及び(４)でそれぞれ基地局制御部１３及び第１及び第２の比較部１４、３４から
通知された情報とを用いて、ＰＣ３についての通信の抑制の要否を判断する。通信速度制
御部３２は、図１１Ｂの（ｃ）のように、抑制条件を満たすときは、ＰＣ３の通信の抑制
は行わない。一方、通信速度制御部３２は、図１１Ｃの（ｄ）や（ｅ）のように、抑制条
件を充足しなくなった場合には、ＰＣ３の抑制が必要と判断し、ＰＣ３の通信の抑制を開
始する。図１２を参照して、通信速度制御部３２における判定処理について具体的に説明
する。
【０１１４】
　図１２は、通信速度制御部３２における処理を示したフローチャートである。図１２に
示す処理は、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１の通信速度制御部３２において実行され
る。ここでは、図１１Ａ及び図１１Ｂに示す手順で携帯電話機２やＰＣ３が通信を行う場
合のフェムトＢＴＳ１の通信速度制御部３２における処理の流れについて説明する。
【０１１５】
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　ステップＳ１で、通信速度制御部３２は、基地局制御部１３から帯域確保要求を受信す
ると、携帯電話機２が要求する帯域をメモリに記憶させる。ステップＳ１は、上記手順（
３）に相当する。
【０１１６】
　ステップＳ２で、通信速度制御部３２は、第１の比較部１４から、下り方向で携帯電話
機２が使用しているＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組（ｓｅｔ＿Ｄ）を受
信し、メモリに記憶させる。ステップＳ３で、通信速度制御部３２は、第２の比較部３４
から、上り方向で携帯電話機２が使用しているＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番
号の組（ｓｅｔ＿Ｕ）を受信し、メモリに記憶させる。ステップＳ２及びステップＳ３は
、手順（４）に相当する。
【０１１７】
　ステップＳ４で、通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から、通信データ量
計測部３１を通過するＩＰパケットの通信量について、ＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰ
ポート番号の組ごとに受信する。ステップＳ４は、上記手順（６）に相当する。
【０１１８】
　ステップＳ５で、通信速度制御部３２は、下り方向のデータに関し、抑制条件以上のデ
ータが流れているか否かを判定する。下り方向の通信速度が抑制条件未満である場合には
、通信速度制御部３２は特に処理を行わず、ステップＳ７に進む。一方、ステップＳ５の
判定において、下り方向の通信速度が抑制条件以上である場合には、ステップＳ６に進む
。
【０１１９】
　ステップＳ６で、通信速度制御部３２は、先にステップＳ４で通信データ量計測部３１
から受信した通信量を参照し、携帯電話機２が使用しているＩＰアドレス及びＴＣＰ／Ｕ
ＤＰポート番号の組（ｓｅｔ＿Ｄ）以外の組の中から、最も多くのデータを流している組
を取得する。そして、通信速度制御部３２は、取得した組に対し、通信の抑制を行うよう
、通信量抑制部３３に指示を出す。ステップＳ５及びステップＳ６は、後述する図１１Ｃ
の手順（７）や手順（８）に相当する。
【０１２０】
　ステップＳ７で、通信速度制御部３２は、上り方向のデータに関し、抑制条件以上のデ
ータが流れているか否かを判定する。上り方向の通信速度が抑制条件未満である場合には
、通信速度制御部３２は特に処理を行わず、ステップＳ４に戻る。一方、ステップＳ７の
判定において、上り方向の通信速度が抑制条件以上である場合には、ステップＳ８に進む
。
【０１２１】
　ステップＳ８で、通信速度制御部３２は、先にステップＳ４で通信データ量計測部３１
から受信した通信量を参照し、携帯電話機２が使用しているＩＰアドレス及びＴＣＰ／Ｕ
ＤＰポート番号の組（ｓｅｔ＿Ｕ）以外の組の中から、最も多くのデータを流している組
を取得する。そして、通信速度制御部３２は、取得した組に対し、通信の抑制を行うよう
、通信量抑制部３３に指示（制御信号）を出す。
【０１２２】
　通信量抑制部３３は、ステップＳ６やステップＳ８で通信速度制御部３２から受信した
制御信号にしたがって、ＰＣ３の通信の抑制を行う。本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１
においては、通信量抑制部３３は、上記の第１の実施形態に係るフェムトＢＴＳ１と同様
の方法を用いて通信の抑制を行う。
【０１２３】
　例えば、図１１Ｃの手順（７）や（８）に示すように、通信量抑制部３３での下り方向
の通信の抑制方法としては、転送するパケットの一部を意図的に欠損させたり、ＰＣ３が
送信する応答（ＡＣＫ）中の受信ウィンドウサイズを小さい値に書き換えたりする方法等
がある。この他には、第１の実施形態についてと同様に、ＡＣＫの転送のタイミングを遅
らせる方法を用いてもよい。
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【０１２４】
　上り方向の通信の抑制方法についても、第１の実施形態についてと同様に、例えばＩＥ
ＥＥ８０２．３ｘフロー制御規格によるＰａｕｓｅパケットを送出する方法を用いること
ができる。
【０１２５】
　本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１についても、上記の第１の実施形態に係るフェムト
ＢＴＳと同様に、携帯電話機２及びＰＣ３がそれぞれ１台ずつ収容されている場合には限
らない。
【０１２６】
　フェムトＢＴＳ１に収容される複数の無線端末装置のそれぞれが音声通信等を行ってい
る場合であっても、通信速度制御部３２は、各無線端末装置が送受するＩＰパケットを、
ＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組単位で識別することができる。このため
、通信速度制御部３２は、外部ポート７Ｆ－７Ｅ間の経路上のデータの通信速度が抑制条
件以上である場合に、無線端末装置が送受するＩＰパケットについては、抑制の対象外と
することができる。
【０１２７】
　ＰＣ３等の端末装置が複数含まれる場合についても、通信速度制御部３２は、第１及び
第２の比較部１４、３４から通知された情報に基づき、無線端末装置が送受するＩＰパケ
ットのＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号を認識することができる。このため、
通信速度制御部３２は、通信データ量計測部３１から通知された全体の通信速度が抑制条
件以上である場合には、ＩＰアドレス及びＴＣＰ／ＵＤＰポート番号の組を参照する。そ
して、無線端末装置が送受するＩＰパケット以外のＩＰパケットを抑制の対象とし、通信
速度の大きいものから順に抑制を行ってゆくことができる。
【０１２８】
　以上説明したように、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１によれば、フェムトＢＴＳ１
と回線終端装置（ＯＮＵ）５との間にＢＢＲ４が挟み込まれた構成をとるが、無線端末装
置が送受するパケットと他の端末装置が送受するパケットとを識別することができる。こ
のことを利用して、本実施形態に係るフェムトＢＴＳ１は、無線端末装置を含む端末装置
の通信路上のデータの通信速度が所定のしきい値以上となる場合には、無線端末装置以外
の端末装置について通信の抑制を行う。これにより、上記の実施形態に係るフェムトＢＴ
Ｓ１と同様の効果を得ることができる。
【０１２９】
　上記の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　無線端末である第１の端末装置が使用する帯域を検出する検出手段と、
　第２の端末装置の通信速度を計測する通信速度計測手段と、
　前記第１の端末装置の通信中に、前記検出手段において検出した前記第１の端末装置が
使用する帯域と、前記通信速度計測手段において計測した前記第２の端末装置の通信速度
に対応する帯域との合計帯域が所定のしきい値以上である場合には、前記第２の端末装置
の通信を制御する制御信号を生成する制御手段と、
　前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を抑制する抑制
手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
（付記２）
　前記第１及び第２の端末装置を収容し、且つ回線終端装置と接続されたルータ装置と接
続される
　ことを特徴とする付記１記載の通信装置。
（付記３）
　前記通信速度計測手段は、端末装置の利用する通信サービスごとにデータの通信速度を
計測し、
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　前記制御手段は、前記合計帯域が前記所定のしきい値以上である場合には、端末装置の
利用する通信サービスごとの通信抑制の制御信号を生成する
　ことを特徴とする付記１記載の通信装置。
（付記４）
　無線端末である第１の端末装置のデータ及び第２の端末装置のデータの双方が通過する
通信路についてのデータの通信速度を計測する通信速度計測手段と、
　前記通信路を通過するデータのうち、前記第１の端末装置が送受するデータまたは前記
第２の端末装置が送受するデータを識別する識別手段と、
　前記第１の端末装置の通信中に、前記通信速度計測手段において計測した通信速度が所
定のしきい値以上である場合には、前記識別手段による識別結果を利用して、前記第２の
端末装置の通信を制御する制御信号を生成する制御手段と、
　前記制御手段からの制御信号にしたがって、前記第２の端末装置の通信を抑制する抑制
手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
（付記５）
　前記第１の端末装置のデータ及び前記第２の端末装置のデータのルートを制御するルー
タ装置と回線終端装置との間に配置される
　ことを特徴とする付記４記載の通信装置。
（付記６）
　前記通信速度計測手段は、端末装置の利用する通信サービスごとにデータの通信速度を
計測し、
　前記制御手段は、前記通信速度計測手段において計測した通信速度が前記所定のしきい
値以上である場合には、端末装置の利用する通信サービスごとの通信抑制の制御信号を生
成する
　ことを特徴とする付記４記載の通信装置。
（付記７）
　前記識別手段は、
　　前記第１の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第１の演算
手段と、
　　前記第１及び第２の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第
２の演算手段と
　を備え、
　前記第２の演算手段は、前記第１の演算手段から通知されたチェックサムと、前記演算
したチェックサムとを比較することにより、前記第１の端末装置が送受するデータを識別
し、
　前記制御手段は、前記第２の演算手段からの通知に基づき、前記第２の端末装置につい
ての通信抑制の制御信号を生成する
　ことを特徴とする付記６記載の通信装置。
（付記８）
　前記識別手段は、
　　前記第１の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第１の演算
手段と、
　　前記第１及び第２の端末装置が送受するデータについてのチェックサムを演算する第
２の演算手段と、
　を備え、
　前記第１の演算手段は、前記第２の演算手段から通知されたチェックサムと、前記演算
したチェックサムとを比較することにより、前記第１の端末装置が送受するデータを識別
し、
　前記制御手段は、前記第１の演算手段からの通知に基づき、前記第２の端末装置につい
ての通信抑制の制御信号を生成する
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　ことを特徴とする付記６記載の通信装置。
（付記９）
　前記抑制手段は、前記制御手段から通知された情報にしたがって、端末装置の利用する
サービスごとに、データの廃棄、応答の送信タイミングの遅延もしくは受信するデータサ
イズの縮小の指示、あるいはフロー制御を実行することにより、前記第２の端末装置の通
信を抑制する
　ことを特徴とする付記３または６記載の通信装置。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　　　フェムトＢＴＳ
　２　　　携帯電話機
　３　　　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
　４　　　ブロードバンドルータ（ＢＢＲ）
　５　　　回線終端装置（ＯＮＵ）
　７、７Ａ～７Ｆ　外部ポート（ネットワークＩＦ）
　１０　　無線基地局部
　１１　　アンテナ
　１２　　ベースバンド部
　１３　　基地局制御部
　３０　　通信量監視制御部
　３１　　通信データ量計測部
　３２　　通信速度制御部
　３３　　通信量抑制部
　６０　　ＩＰ網
　６１　　携帯電話ネットワーク
　６２　　インターネット
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