
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末を含む通信システムにおける網サービス情
報提供システムであって、
　前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介
して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する
情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、
　前記端末は、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続する
ことを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報検
出手段に送信する手段を有
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し、
　前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記網サービス情報検出手段は、



　

　

を有することを特徴とする網サ
ービス情報提供システム。
【請求項２】
　

　

　

　

　
　

　
網サービス情報提供シ

ステム。
【請求項３】
　前記網サービス情報検出手段は、
　前記アドホック無線通信システムに関する情報として、前記アドホック無線通信システ
ムに接続可能なユーザを認証する情報と、前記アドホック無線通信システムで提供される
通信サービス形態と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信コンテンツとを
有することを特徴とする請求項 いずれか記載の網サービス情報提供システム。
【請求項４】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在する通信シス
テムにおいて、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末に対して網サービ
ス情報を提供するための網サービス情報提供装置であって、
　前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介
して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する
情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、
　前記要求は、前記端末の位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信シス
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前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースと、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供する手段と

所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末を含む通信システムにおける網サービス情
報提供システムであって、

前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介
して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する
情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、

前記端末は、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続する
ことを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報検
出手段に送信する手段を有し、
　前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記網サービス情報検出手段は、
前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信

システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースと、

前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前
記網サービス情報として提供する手段とを有することを特徴とする

１～２



テムの条件とを有 、
　

　

　

　

【請求項５】
　

　

　

　

　

　

　

　

　

【請求項６】
　前記アドホック無線通信システムに関する情報として、前記アドホック無線通信システ
ムに接続可能なユーザを認証する情報と、前記アドホック無線通信システムで提供される
通信サービス形態と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信コンテンツとを
有することを特徴とする請求項 いずれか記載の網サービス情報提供装置。
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し
前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接

続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースと、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供する手段とを有することを特徴とする網サ
ービス情報提供装置。

所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在する通信シス
テムにおいて、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末に対して網サービ
ス情報を提供するための網サービス情報提供装置であって、

前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介
して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する
情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、

前記要求は、前記端末の位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信シス
テムの条件とを有し、

前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースと、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供する手段とを有し、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報とを格納したデータベースと、

前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前
記網サービス情報として提供する手段とを有することを特徴とする網サービス情報提供装
置。

４～５



【請求項７】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サー
ビス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける網サービス情
報提供方法であって、
　前記網サービス情報提供装置において、
　前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを
介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関す
る情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、
　前記端末において、
　前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前
記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報提供装置に送信
するステップとを含
　

　

　
　

　

【請求項８】
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み、
前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接

続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記網サービス情報提供装置において、
前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信

システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースを準備し、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とする網
サービス情報提供方法。

所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サー
ビス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける網サービス情
報提供方法であって、

前記網サービス情報提供装置において、
前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを

介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関す
る情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、

前記端末において、
前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前

記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報提供装置に送信
するステップとを含み、

前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と



　
　

　

【請求項９】
　前記アドホック無線通信システムに関する情報は、前記アドホック無線通信システムに
接続可能なユーザを認証する情報と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信
サービス形態と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信コンテンツであるこ
とを特徴とする請求項 いずれか記載の網サービス情報提供方法。
【請求項１０】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サー
ビス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける前記網サービ
ス情報提供装置の動作制御方法であって、
　前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを
介して前記端末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信システム
の条件とを含む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報
を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含
　

　

　

　

【請求項１１】
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を含み、
前記網サービス情報提供装置において、
前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信

システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースを準備し、

前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前
記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とする網サービス情報提供
方法。

７～８

み、
前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接

続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースを準備し、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とする動
作制御方法。

所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サー
ビス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける前記網サービ
ス情報提供装置の動作制御方法であって、

前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを
介して前記端末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信システム
の条件とを含む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報
を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、



　

　

　

　

【請求項１２】
　前記アドホック無線通信システムに関する情報は、前記アドホック無線通信システムに
接続可能なユーザを認証する情報と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信
サービス形態と、前記アドホック無線通信システムで提供される通信コンテンツであるこ
とを特徴とする請求項 いずれか記載の動作制御方法。
【請求項１３】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記狭域無線通信システムの各々に関
する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末からの要求に応答して前記
狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末に網サービス情報とし
て提供する網サービス情報提供装置とを含む網サービス情報提供システムにおける端末で
あって、
　前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前
記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報提供装置に送信
する手段を有
　

　

　

【請求項１４】
　

　

10

20

30

40

50

(6) JP 3775278 B2 2006.5.17

前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースを準備し、

前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前
記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とする動作制御方法。

１０～１１

し、
前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接

続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記網サービス情報は、前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、
遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通
信サービス品質推定結果として推定した情報であることを特徴とする端末。

所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記狭域無線通信システムの各々に関
する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末からの要求に応答して前記
狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末に網サービス情報とし
て提供する網サービス情報提供装置とを含む網サービス情報提供システムにおける端末で
あって、

前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前
記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報提供装置に送信
する手段を有し、



　

　

　

【請求項１５】
　所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（
狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを
提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくと
も前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サー
ビス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける前記網サービ
ス情報提供装置の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを
介して前記端末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信システム
の条件とを含む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報
を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、
　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は網サービス情報提供システム及び網サービス情報提供装置並びにその方法及び端
末に関し、特に様々な無線通信サービスが混在する環境において、ユーザが必要とするシ
ステムを効率よく通知すると共に、ユーザが新たな無線システムを構築しサービスを提供
するために必要な情報を提供する網サービス情報提供方式に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ネットワークの種類として、オペレータが管理する基幹網にユーザが利用する端末の通信
を解除する様々な機能を持つインフラストラクチャ（以下、インフラと略記する）型ネッ
トワーク、ユーザが集まって端末同士が直接通信を行うアドホックネットワーク（中継ノ
ードが設けられず、移動する端末のみで一時的にネットワークを構成するネットワークの
こと）に分類することができる。更に、これらのネットワークの伝送媒体として無線を考
えると、伝送速度が比較的低速であるが広域をカバーできるセルラー無線方式、伝送速度
は高速であるがカバーできるエリアが狭い無線ＬＡＮ方式など様々な方式がある。
【０００３】
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前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記網サービス情報は、前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を
示す情報であることを特徴とする端末。

前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接
続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時
的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、

前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、

前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信
システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を
与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情
報とを格納したデータベースを準備し、

前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記
狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果
として推定し、前記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とするプ
ログラム。



無線ＬＡＮ方式を用いたシステムは、その高速伝送能力を生かして、駅、空港などの人が
集まる場所（ホットスポット）に無線基地局（アクセスポイント）を設置し、インターネ
ットに接続するインフラ型ネットワークとして利用できる。また、セルラー無線方式は、
現状の携帯電話システムとして広く利用されており、全国的な広いエリアをカバーし、場
所に依存せずどこでも通信できるインフラ型ネットワークとして利用されている。
【０００４】
一方、“Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ”に代表されるように、携帯電話端末とポータブルコンピュ
ータ間などユーザの身辺の機器を接続することを目的とした１０メートル以下のエリアを
サポートする近距離無線システムを用いて、ユーザ身辺の機器接続のみならず、近くに存
在する他のユーザの端末と自端末を接続し、いわゆるアドホックネットワークを構成する
ことも可能である。
【０００５】
このような様々な無線システムは、図１７に示すように混在することが可能であり、総務
省・情報通信技術分科会・新世代モバイル委員会報告概要 (http://www.joho.soumu.go.jp
/policyreports/joho_tsusin/bunkakai/abstract.pdf) には、ユーザの利用シーンに応じ
て、最適な無線システムを利用することが示されている。図１７において、１００はイン
ターネット、１０１はセルラーシステムのセル、１０２－１，１０２－２は無線ＬＡＮシ
ステムのセル、１０３－１，１０３－２はアドホックネットワークのセルである。
【０００６】
インターネット１００は、セルラーシステムのセル１０１、無線ＬＡＮシステムのセル１
０２－１，１０２－２のインフラとして、相互接続を行う。図において、簡単のためにセ
ルラーシステムのセルとして、１０１の一つのみを示しているが、複数の隣接したセルが
存在し、セルラーシステムとして広いエリアをカバーする。
【０００７】
無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２は、インターネット１００に接続され
ており、ユーザが多いホットスポットに対して、高速なインターネット接続サービスを提
供する。無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２は、例えば、ＩＳＭ（ Indust
rial Scientific Medical ）バンドとして利用されている２．４ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮを
用いると、認可無しにセルを構成できるため、無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１
０２－２の管理組織は異なっていてもよい。
【０００８】
一方、アドホックネットワーク１０３－１，１０３－２は、インフラであるインターネッ
ト１００には接続されず、ローカルの閉じたネットワークを構成している。このような状
況において、例えば、インターネット１００にアクセスしたいユーザは、
▲１▼無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１もしくは１０２－２に接続できる位置にいる
場合は、無線ＬＡＮシステムを利用したアクセス、
▲２▼無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１もしくは１０２－２以外の場所に移動した場
合は、セルラーシステムを利用したアクセス、
というように使い分ける。
【０００９】
また、インターネットのようなインフラを介さずに、身近な他のユーザと通信したい場合
は、アドホックネットワーク１０３－１もしくは１０３－２を新たに構築することも可能
である。
【００１０】
また、アドホックネットワーク１０３－１，１０３－２とインフラ型ネットワークである
セルラーシステムのセル１０１、無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２が混
在する場合、アドホックネットワークとインフラ型ネット－ワークの双方、もしくはユー
ザの希望に則したネットワークに接続したり、新たなアドホックネットワークを構築でき
る端末として、多様なネットワークとの接続可能性とユーザの希望を考慮して、適切なネ
ットワークへの接続、アドホックネットワークの構築の制御方法がある。
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【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１７に示す異種無線システム混在型のネットワークが存在した場合、ユ
ーザに対して提供できるサービスとしては、
１）セルラーシステムを介し、低速ではあるが広域エリアでインターネットアクセス、
２）無線ＬＡＮを介し、ホットスポットに限定されるが高速なインターネットアクセス、
３）既存のアドホックネットワークで行われるローカルな通信サービスへの参加、
４）新規アドホックネットワークを構築し、ローカルな通信サービスの開始、の４点が考
えられる。
【００１２】
１）のサービスに関しては、セルラーシステムが広域サービスエリアを持つため、ユーザ
の位置に依存せず、そのユーザはサービスを受けることができる。一方、２），３）のサ
ービスに関しては、サービスエリア自体が狭いため、サービスを受けることを望むユーザ
がそのサービスエリアに移動しなければならない。このとき、予め、ユーザが２），３）
のサービスエリアを知っていれば容易に移動することが可能である。しかしながら、２）
～４）のサービスに関して、次に示す課題がある。
【００１３】
２）のサービスの場合、無線ＬＡＮの基地局の新設や廃止、建物や構造物の配置換えによ
り、電波伝搬特生が異なり、そのサービスエリアも変動してしまい、各ユーザが最新の情
報を常に持っていることは難しい。また、３）のサービスの場合、ローカルな通信である
ため、アドホックネットワークが存在する時間、場所は予め定めることができず、ユーザ
もそのアドホックネットワークの情報を予め把握することは不可能であるため、偶然参加
することができるのみである。更に４）のサービスの場合、新たなアドホックネットワー
クを構築する際には、その周囲にも他のアドホックネットワークが存在し、相互に干渉を
及ぼし全体的なスループット劣化を引き起こす可能性がある。
【００１４】
一方、ユーザに無線ＬＡＮを用いてホットスポットサービスを提供する事業者の観点から
みると、ＩＳＭ帯の電波の利用はライセンス制度が採用されていないので、異なる事業者
が独立にホットスポットサービスを提供することができる。このように、サービス提供の
自由度は高い反面、無秩序にホットスポットが存在すると、ホットスポット間の干渉が生
じ結果的にユーザに提供できるスループットが大きく劣化してしまうことが予想される。
【００１５】
本発明の目的は、広域無線通信システムと狭域無線通信システムとが混在する通信システ
ムにおいて、ユーザが狭域無線通信システムに接続するための位置や無線伝送パラメータ
を容易に把握でき、かつ新たな狭域無線通信システムを新設する場合に、混在環境下で既
に提供されている通信サービスの劣化を生じさせることなくより高度な通信サービスを提
供することが可能な網サービス情報提供システム及び網サービス情報提供装置並びにその
方法及び端末を提供することである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　本発明による網サービス情報提供システムは、所定域を有するエリアに無線通信サービ
スを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所
定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無
線通信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な
端末を含む通信システムにおける網サービス情報提供システムであって、前記狭域無線通
信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末から
の要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末
に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、前記端末は、前記広域
無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前記狭域無線
通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報検出手段に送信する手段を
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有

を有するすることを特徴とする。
　

【００１８】
　本発明による網サービス情報提供装置は、所定域を有するエリアに無線通信サービスを
提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域
よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通
信システムと称す）とが混在する通信システムにおいて、少なくとも前記広域無線通信シ
ステムに接続可能な端末に対して網サービス情報を提供するための網サービス情報提供装
置であって、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信シ
ステムを介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリ
アに関する情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を
含み、前記要求は、前記端末の位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信
システムの条件とを有 、
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し、前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網
に接続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで
一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、前記要求は、前記アドホッ
ク無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信システムへの接続要求と前記ア
ドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求とを含み、前記網サービス情報
検出手段は、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭
域無線通信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝
搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御
する認証情報とを格納したデータベースと、前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉
、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供できる通信
サービス品質を通信サービス品質推定結果として推定し、前記網サービス情報として提供
する手段と

本発明による他の網サービス情報提供システムは、所定域を有するエリアに無線通信サ
ービスを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前
記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広
域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可
能な端末を含む通信システムにおける網サービス情報提供システムであって、前記狭域無
線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末
からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記
端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手段を含み、前記端末は、前記
広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続することを望む前記狭域
無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報検出手段に送信する手
段を有し、前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基
幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末の
みで一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、前記要求は、前記アド
ホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信システムへの接続要求と前
記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求とを含み、前記網サービス
情報検出手段は、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前
記狭域無線通信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電
波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を
制御する認証情報とを格納したデータベースと、前記狭域無線通信システムの各々に関す
るシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前記網サービス情報として提供する手段とを
有することを特徴とする。

し 前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信システム
が接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網には接
続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、前記要
求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信システムへ
の接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求とを含み、
前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信シ
ステムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を与



ことを特徴とする。
　

【００２０】
　本発明による網サービス情報提供方法は、所定域を有するエリアに無線通信サービスを
提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域
よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通
信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末
と、前記端末からの要求に応答して網サービス情報を提供する網サービス情報提供装置と
を含む通信システムにおける網サービス情報提供方法であって、前記網サービス情報提供
装置において、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通
信システムを介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービス
エリアに関する情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、前記
端末において、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続する
ことを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情報提
供装置に送信するステップと含
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える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情報
とを格納したデータベースと、前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損
失、遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質
を通信サービス品質推定結果として推定し、前記網サービス情報として提供する手段とを
有する

本発明による他の網サービス情報提供装置は、所定域を有するエリアに無線通信サービ
スを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所
定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無
線通信システムと称す）とが混在する通信システムにおいて、少なくとも前記広域無線通
信システムに接続可能な端末に対して網サービス情報を提供するための網サービス情報提
供装置であって、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通
信システムを介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービス
エリアに関する情報を、前記端末に網サービス情報として提供する網サービス情報検出手
段を含み、前記要求は、前記端末の位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線
通信システムの条件とを有し、前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信シス
テムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹網に
は接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し、前
記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信システ
ムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求とを含
み、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通
信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響
を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証
情報とを格納したデータベースと、前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝
搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供できる通信サービス
品質を通信サービス品質推定結果として推定し、前記網サービス情報として提供する手段
とを有し、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域
無線通信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電波伝搬
に影響を与える構造物や地理的情報とを格納したデータベースと、前記狭域無線通信シス
テムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前記網サービス情報として
提供する手段とを有することを特徴とする。

み、前記狭域無線通信システムとして、前記広域無線通信
システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、前記基幹
網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが存在し
、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線通信シ
ステムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築要求と
を含み、前記網サービス情報提供装置において、前記狭域無線通信システムの各々に関す
る無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信システムの各々による通信サービスを提供
するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無



ことを特徴とする。
　本発明による他の

【００２２】
　本発明による網サービス情報提供装置の動作制御方法は、所定域を有するエリアに無線
通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）
と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システ
ム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに
接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サービス情報を提供する網サービス
情報提供装置とを含む通信システムにおける前記網サービス情報提供装置の動作制御方法
であって、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信シ
ステムを介して前記端末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信
システムの条件とを含む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関
する情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含

ことを特徴とする。
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線通信システムへの参加可否を制御する認証情報とを格納したデータベースを準備し、前
記狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域
無線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果とし
て推定し、前記網サービス情報として提供するステップを有する

網サービス情報提供方法は、所定域を有するエリアに無線通信サービ
スを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所
定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無
線通信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な
端末と、前記端末からの要求に応答して網サービス情報を提供する網サービス情報提供装
置とを含む通信システムにおける網サービス情報提供方法であって、前記網サービス情報
提供装置において、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無
線通信システムを介して前記端末からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサー
ビスエリアに関する情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、
前記端末において、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と端末が接続
することを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網サービス情
報提供装置に送信するステップとを含み、前記狭域無線通信システムとして、前記広域無
線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、前
記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システムとが
存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無線
通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構築
要求とを含み、前記網サービス情報提供装置において、前記狭域無線通信システムの各々
に関する無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信システムの各々による通信サービス
を提供するための基地局の位置と、電波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記
狭域無線通信システムへの参加可否を制御する認証情報とを格納したデータベースを準備
し、前記狭域無線通信システムの各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を
前記網サービス情報として提供するステップを有することを特徴とする。

み、前記狭域無線通
信システムとして、前記広域無線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットス
ポット無線通信システムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるア
ドホック無線通信システムとが存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムも
しくは前記ホットスポット無線通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信シス
テムを新たに構築する新規構築要求とを含み、前記狭域無線通信システムの各々に関する
無線伝送に関する諸元と、前記狭域無線通信システムの各々による通信サービスを提供す
るための基地局の位置と、電波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線
通信システムへの参加可否を制御する認証情報とを格納したデータベースを準備し、前記
狭域無線通信システム間の相互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域無
線通信システムの各々が提供できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果として
推定し、前記網サービス情報として提供するステップを有する

本発明による他の動作制御方法は、所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供す
る複数の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも



【００２４】
　本発明による端末は、所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一
の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリア
に無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）
とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記狭域無線通
信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末から
の要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末
に網サービス情報として提供する網サービス情報提供装置とを含む網サービス情報提供シ
ステムにおける端末であって、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情報と
端末が接続することを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前記網
サービス情報提供装置に送信する手段を有
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広域なエリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通信シス
テムと称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前
記端末からの要求に応答して網サービス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む
通信システムにおける前記網サービス情報提供装置の動作制御方法であって、前記狭域無
線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを介して前記端
末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信システムの条件とを含
む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末
に網サービス情報として提供するステップを含み、前記狭域無線通信システムとして、前
記広域無線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システ
ムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信シス
テムとが存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポ
ット無線通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する
新規構築要求とを含み、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元
と、前記狭域無線通信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置
と、電波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加
可否を制御する認証情報とを格納したデータベースを準備し、前記狭域無線通信システム
の各々に関するシステムの混雑度を収集し、前記混雑度を前記網サービス情報として提供
するステップを有することを特徴とする。

し、前記狭域無線通信システムとして、前記広
域無線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと
、前記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システム
とが存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット
無線通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規
構築要求とを含み、前記網サービス情報は、前記狭域無線通信システム間の相互無線干渉
、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供できる通信
サービス品質を通信サービス品質推定結果として推定した情報であることを特徴とする。

本発明による他の端末は、所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の
第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエ
リアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称
す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記狭域無
線通信システムの各々に関する情報を有し、前記広域無線通信システムを介して前記端末
からの要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記
端末に網サービス情報として提供する網サービス情報提供装置とを含む網サービス情報提
供システムにおける端末であって、前記広域無線通信システムを介して、該端末の位置情
報と端末が接続することを望む前記狭域無線通信システムの条件とを、前記要求として前
記網サービス情報提供装置に送信する手段を有し、前記狭域無線通信システムとして、前
記広域無線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システ
ムと、前記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信シス
テムとが存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポ
ット無線通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する



。
【００２５】
　本発明によるプログラムは、所定域を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数
の第一の無線通信システム（狭域無線通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域な
エリアに無線通信サービスを提供する第二の無線通信システム（広域無線通信システムと
称す）とが混在し、少なくとも前記広域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末
からの要求に応答して網サービス情報を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信シ
ステムにおける前記網サービス情報提供装置の動作をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムであって、前記狭域無線通信システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無
線通信システムを介して前記端末からの位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域
無線通信システムの条件とを含む要求に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエ
リアに関する情報を、前記端末に網サービス情報として提供するステップを含み、所定域
を有するエリアに無線通信サービスを提供する複数の第一の無線通信システム（狭域無線
通信システムと称す）と、前記所定域よりも広域なエリアに無線通信サービスを提供する
第二の無線通信システム（広域無線通信システムと称す）とが混在し、少なくとも前記広
域無線通信システムに接続可能な端末と、前記端末からの要求に応答して網サービス情報
を提供する網サービス情報提供装置とを含む通信システムにおける前記網サービス情報提
供装置の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記狭域無線通信
システムの各々に関する情報を準備し、前記広域無線通信システムを介して前記端末から
の位置情報と該端末が接続することを望む前記狭域無線通信システムの条件とを含む要求
に応答して前記狭域無線通信システムのサービスエリアに関する情報を、前記端末に網サ
ービス情報として提供するステップを含み、

ことを特徴とする。
【００２７】
本発明の作用を述べる。本発明では、周囲の建物などの構造物と無線システムの位置、送
信電力、周波数といったパラメータを基に、無線伝搬特生を推定することができる無線エ
リア通知サーバを設け、ホットスポットやアドホックネットワークに関する無線伝搬状況
を把握する。この無線エリア通知サーバを核とし、以下のようなサービスを提供する。
【００２８】
すなわち、無線エリア通知サーバとユーザ間の通信は、広域システムであるセルラーシス
テムを適用することができる。また、ホットスポットによるサービスを利用したいユーザ
は、無線エリア通知サーバに対して自己位置を通知し、無線エリア通知サーバはそのユー
ザの位置に近いホットスポットの通信エリアを通知する。これにより、ユーザはホットス
ポットの存在位置を把握することができる。
【００２９】
更に、無線エリア通知サーバは、既存のアドホックネットワークに参加したいユーザに対
しても、同様に、身近に存在するアドホックネットワークに関する情報を提供することが
できる。更にはまた、新規アドホックネットワークを構築するユーザは、無線エリア通知
サーバに自己位置を通知し、無線エリア通知サーバは周囲の干渉状況を勘案し、高いスル
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新規構築要求とを含み、前記網サービス情報は、前記狭域無線通信システムの各々に関す
るシステムの混雑度を示す情報であることを特徴とする

前記狭域無線通信システムとして、前記広域
無線通信システムが接続される基幹網に接続されるホットスポット無線通信システムと、
前記基幹網には接続されず端末のみで一時的に構成されるアドホック無線通信システムと
が存在し、前記要求は、前記アドホック無線通信システムもしくは前記ホットスポット無
線通信システムへの接続要求と前記アドホック無線通信システムを新たに構築する新規構
築要求とを含み、前記狭域無線通信システムの各々に関する無線伝送に関する諸元と、前
記狭域無線通信システムの各々による通信サービスを提供するための基地局の位置と、電
波伝搬に影響を与える構造物や地理的情報と、前記狭域無線通信システムへの参加可否を
制御する認証情報とを格納したデータベースを準備し、前記狭域無線通信システム間の相
互無線干渉、無線伝搬損失、遅延歪みを考慮して前記狭域無線通信システムの各々が提供
できる通信サービス品質を通信サービス品質推定結果として推定し、前記網サービス情報
として提供するステップを有する



ープットが実現できるように送信電力や利用周波数の推奨値を通知する。また、無線エリ
ア通知サーバは、新規アドホックネットワークが存在することを記憶し、以降のアドホッ
クネットワークに参加したいユーザへの問合せや電波伝搬環境の推定に利用する。
【００３０】
また、無線ＬＡＮによるホットスポットサービス提供事業者は、無線ＬＡＮ基地局の設置
予定場所、送信電力、周波数のパラメータを無線エリア通知サーバに通知する。無線エリ
ア通知サーバは、周囲からの干渉や電波到達範囲を推定し、ホットスポットサービス提供
事業者に通知する。この情報を用いることで、ホットスポットサービス提供事業者は、ス
ループットの最大化などの最適化基準に基づいてサービスを提供できる。さらに、無線エ
リア通知サーバは、無線基地局の設置場所を基に、今後のホットスポットサービスの利用
を希望するユーザや、他のホットスポット提供事業者に提供する情報を推定するために用
いることができる。
【００３１】
このように、無線伝搬特生を推定することができる無線エリア通知サーバを導入すること
で、無線基地局の新規設置／廃止、アドホックネットワークの出現、建物など構造物の移
動など、時々刻々、変動する無線伝搬環境に追随し、タイムリーに適切な異種無線システ
ムを通知することが可能になる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
本発明の網サービス情報提供方法の実施の形態を、図１のシステム構成を例として、詳細
に説明する。図１において、１００はインターネット、１０１はセルラーシステムのセル
、１０２－１，１０２－２は無線ＬＡＮシステムのセル、１０３－１，１０３－２はアド
ホックネットワークのセル、１１０は端末、１１５は無線回線、１２０は測位サーバ、１
３０は無線エリア通知サーバである。
【００３３】
インターネット１００は、セルラーシステムのセル１０１、無線ＬＡＮシステムのセル１
０２－１，１０２－２のインフラとして、相互接続を行う。図１において、簡単のために
セルラーシステムのセルとして、１０１の一つのみを示しているが、複数の隣接したセル
が存在し、セルラーシステムとして広いエリアをカバーする。
【００３４】
無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２はインターネット１００に接続されて
おり、ユーザが多いホットスポットに対して、高速なインターネット接続サービスを提供
する。無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２は、例えば、ＩＳＭバンドとし
て利用されている２．４ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮを用いると、認可無しにセルを構成できる
ため、無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２の管理組織は異なっていてもよ
い。
【００３５】
一方、アドホックネットワーク１０３－１，１０３－２はインフラであるインターネット
１００には接続されず、ローカルの閉じたネットワークを構成している。端末１１０は無
線回線１１５を介してセルラーシステムのセル１０１に接続されている。ユーザの端末１
１０は、無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２、アドホックネットワーク１
０３－１，１０３－２のような異なる無線システムでも接続できるように、他の無線シス
テムの通信インタフェースも持つ。また、ユーザは、広域無線通信システムに接続できる
端末１１０と無線ＬＡＮシステムのセル１０２－１，１０２－２、アドホックネットワー
ク１０３－１，１０３－２のような異なる無線システムに接続可能な端末の双方を持って
いてもよい。
【００３６】
図２は図１のシステム構成における本願の網サービス情報提供方法の基本シーケンス例で
ある。まず、端末１１０のユーザは、ユーザが必要とする網に関する情報を得るために、
網情報要求を端末に指示する（Ｓ１００）。端末１１０は、ユーザからの要求に応じて、
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端末１１０の位置を測位するために、測位サーバ１２０に対して位置情報要求メッセージ
を送信する（Ｓ１０１）。測位サーバ１２０は、この位置情報要求メッセージに対する応
答として、端末１１０が存在する位置を含む位置情報応答メッセージを端末１１０に送信
する（Ｓ１０２）。
【００３７】
端末１１０は、位置情報応答メッセージに含まれる自位置とユーザから入力された網情報
要求を合わせて、無線エリア通知サーバ１３０に送信する（Ｓ１０３）。無線エリア通知
サーバ１３０は、端末１１０の位置とユーザから要求された網情報要求に基づいて処理を
行い（Ｓ１０４）、ユーザに要求される情報を網情報応答メッセージとして端末１１０に
応答する（Ｓ１０５）。端末１１０は、網情報応答メッセージを受信すると、ユーザが確
認できるように表示する（Ｓ１０６）。なお、図１の例では、測位サーバ１２０を設けて
いるが、端末１１０自身が測位機能を有するものであれば、この測位サーバは設ける必要
がない。
【００３８】
この基本シーケンスにおいて、ユーザの網情報要求としては、例えば、
１）より高速伝送を用いたサービスを受けるために身近なホットスポットサービスを利用
できる位置の把握（以下、ホットスポット要求）、
２）ユーザの興味と合致し参加可能である身近に存在するアドホックネットワークの把握
（以下、アドホック参加要求）、
３）新たなアドホックネットワークを構築するために必要な条件の把握（以下、アドホッ
ク構築要求）、
の３つを考える。
【００３９】
ホットスポット要求メッセージとしては、例えば、図３に示すフォーマット形式で実現で
きる。図３おいて、３００はメッセージ識別子フィールド、３０１は端末位置フィールド
、３０２は無線システムプロファイルフィールドである。無線システムプロファイルフィ
ールド３０２には、端末が接続可能な無線システム種別など、ホットスポットに対する要
求条件が記述される。
【００４０】
また、アドホック参加要求メッセージ、アドホック構築要求メッセージは、例えば、図４
に示すフォーマット形式で実現できる。このメッセージは、図３に示すメッセージに加え
て、アドホックプロファイルを示すアドホックプロファイルフィールド３０３を持つ。ア
ドホック参加要求メッセージでは、アドホックプロファイルフィールド３０３に参加した
いアドホックネットワークに対する要求条件が記述される。（００４５段落に述べるよう
に、この要求条件の一例を図７に示す。）一方、アドホック構築要求メッセージには、構
築したいアドホックネットワークに対する条件が記述される。
【００４１】
これらの異なる要求に対する動作の違いは、無線エリア通知サーバ１３０の動作の差に集
約される。まず、無線エリア通知サーバ１３０の系統図を示し、これらの３つの場合に関
して、詳細に動作を説明する。
【００４２】
図５は無線エリア通知サーバ１３０の実施例を示す系統図である。図５において、２００
は入出力端子、２０１はメッセージハンドリング部、２０２はホットスポット要求制御部
、２０３はアドホック参加要求制御部、２０４はアドホック構築要求制御部、２０５は電
波伝搬推定部、２０６はスイッチ、２１０はデータベース群である。
【００４３】
このデータベース群２１０は、アドホックネットワークデータベース２１０－１、ホット
スポットネットワークデータベース２１０－２、地図・構造物データベース２１０－３か
ら構成される。ホットスポットネットワークデータベース２１０－２、アドホックネット
ワークデータベース２１０－１のそれぞれのデータベースは、例えば、図６，７のように
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構成できる。
【００４４】
図６は、ホットスポットネットワークデータベース２１０－２の例であり、ホットスポッ
トのセル１０２－１，１０２－２のようなエリアに無線通信サービスを提供する基地局の
位置とその基地局の無線プロファイルから構成される。無線プロファイルを構成する事項
の例としては、例えば、無線システムの種別を示す無線システム情報、利用する周波数、
送信電力、アンテナ指向性等のように、基地局が提供する無線サービスを特徴づけるパラ
メータが挙げられる。他の事項として、基地局設置高さなどを入れることもできる。
【００４５】
また、図７はアドホックネットワークデータベース２１０－１の例であり、アドホックネ
ットワークのセル１０３－１，１０３－２のようなエリアで開催されるアドホックネット
ワークの位置（例えば、開催端末の位置）、通信サービスを提供する無線プロファイル、
アドホックネットワークを特徴付けるアドホックプロファイルから構成される。無線プロ
ファイルは、図６に示すものと同様の事項で構成することができる。アドホックプロファ
イルとしては、例えば、アドホックネットワーク内で行われる主たる通信形態（会話、ス
トリーム、データなど）、参加可否を制御する認証コード、アドホックネットワーク内で
共有されるコンテンツ、アドホックネットワークの存在予定時間等がある。アドホックネ
ットワークの開催者の連絡先のような情報を入れることも可能である。
【００４６】
また、地図・構造物データベース２１０－３は、エリアを指定すると、例えば、屋外であ
ればビル、道路など、屋内であれば壁、机等の什器のような構造物の大きさ、配置などの
構造物データを出力する。さらに、構造物データには、各構造物の物性データを含むこと
も可能である。電波伝搬推定部２０５は、データベース２１０からの出力に基づき、電波
伝搬環境を推定し、無線システムの干渉特生、無線通信品質を推定して出力する。
【００４７】
このように構成された無線エリア通知サーバ１３０が、上述のホットスポット要求、アド
ホック参加要求、アドホック構成要求の各メッセージが入力された場合の動作を、図８～
１１のフロートャートに従い説明する。先ず、図８を参照すると、メッセージハンドリン
グ部２０１は、入力端子２００を介してメッセージが入力されると（ステップＳ２０）、
入力されたメッセージのメッセージ識別フィールド３００を参照し、ホットスポット要求
メッセージ、アドホック参加要求メッセージ、アドホック構築要求メッセージのいずれで
あるかを判断し（ステップＳ２１）、それぞれ、ホットスポット要求制御部２０２、アド
ホック参加要求制御部２０３、アドホック構築要求制御部２０４に受信したメッセージを
供給する（ステップＳ２２～２４）。
【００４８】
ホットスポット要求制御部２０２、アドホック参加要求制御部２０３、アドホック構築要
求制御部２０４の各々は、入力されたメッセージに基づき、次のようにデータベース群２
０１を制御しつつ動作する。
【００４９】
先ず、ホットスポット要求制御部２０２及び電波伝搬推定部２０５の動作につき、図９を
参照して説明する。ホットスポット要求制御部２０２はメッセージに含まれる端末位置フ
ィールド３０１と無線プロファイルフィールド３０２とに記述される内容に基づき、ホッ
トスポットネットワークデータベース２１０－２から、例えば、端末を中心に半径５００
メートル以内を検索範囲として、その検索範囲内に存在するホットスポットに対する基地
局を抽出する（ステップＳ３０）。さらに、抽出した基地局が無線プロファイルフィール
ド３０２に記述される要求条件に合致する基地局を候補の基地局として出力するようにデ
ータベース２１０を制御する。検索エリアの大きさは、端末から送信されるホットスポッ
ト要求メッセージに含めることもできる。
【００５０】
そして、メッセージに含まれる端末位置フィールド３０１に基づき、地図・構造物データ
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ベース２１０－３から、検索範囲を含む範囲、例えば、端末を中心にして半径７５０ｍの
範囲を推定範囲とし、推定範囲内の構造物に関する大きさ、配置といった構造物データを
抽出するようにデータベース２１０を制御する（ステップＳ３１）。この抽出された無線
基地局の情報、建物や構造物のデータは、電波伝搬推定部２０５へ供給されてこれ等デー
タに基づき推定範囲の電波伝搬特性が推定される（ステップＳ３２）。この電波伝搬特性
の推定方法としては、例えば、周知のレイラウンチング法を使用することができる。この
推定結果はメッセージハンドリング部２０１へと出力される（ステップＳ３３）。
【００５１】
アドホック参加要求制御部２０３及び電波伝搬推定部２０５の動作につき、図１０を参照
して説明する。先ず、メッセージに含まれる端末位置フィールド３０１、無線プロファイ
ルフィールド３０２、アドホックプロファイルフィールド３０３に記述される内容に基づ
き、アドホックネットワークデータベース２１０－１から、前述の検索範囲内に存在し、
かつ無線システムプロファイルフィールド３０２、アドホックプロファイルフィールド３
０３に記述される要求条件に合致するアドホックネットワークを候補のアドホックネット
ワークとして出力するようにデータベース２１０を制御する（ステップＳ４０）。検索エ
リアの大きさは、端末から送信されるアドホック参加要求メッセージに含めることもでき
る。
【００５２】
次に、メッセージに含まれる端末位置フィールド３０１に基づき、地図・構造物データベ
ース２１０－３から、上述の推定範囲内の構造物に関する大きさ、配置といった構造物デ
ータを抽出するようにデータベース２１０を制御する（ステップＳ４１）。この抽出され
たアドホックネットワークの情報、推定範囲内の建物や構造物のデータは、電波伝搬推定
部２０５へ供給されてこれ等データに基づき推定範囲の電波伝搬特性が推定される（ステ
ップＳ４２）。この電波伝搬特性の推定方法としては、例えば、上述した周知のレイラウ
ンチング法を使用することができる。この推定結果はメッセージハンドリング部２０１へ
と出力される（ステップＳ４３）。
【００５３】
アドホック構築要求制御部２０４及び電波伝搬推定部２０５の動作につき、図１１を参照
して説明する。先ず、メッセージに含まれる端末位置フィールド３０１、無線システムプ
ロファイルフィールド３０２、アドホックプロファイルフィールド３０３に記述される内
容を、新規構築アドホックネットワーク候補として、アドホックネットワークデータベー
ス２１０－１に追加する（ステップＳ５０）。
【００５４】
そして、メッセージに含まれる端末位置フィールド３０１、無線プロファイルフィールド
３０２、アドホックプロファイルフィールド３０３に記述される内容に基づき、ホットス
ポットネットワークデータベース２１０－２、アドホックネットワークデータベース２１
０－１から、前述の検索範囲内に存在し、新規構築アドホックネットワーク候補に干渉を
与えうる基地局あるいはアドホックネットワーク、新規構築アドホックネットワーク候補
が干渉を与えうる基地局あるいはアドホックネットワークの全てを抽出するようにデータ
ベース２１０を制御する（ステップＳ５１）。このとき、新規構築アドホックネットワー
ク候補も抽出されることになる。また、スイッチ２０６を制御し、電波伝搬推定部２０５
の出力をアドホック構築要求制御部２０４に入力するように制御する（ステップＳ５２）
。
【００５５】
次に、この抽出されたアドホックネットワークの情報、推定範囲内の建物や構造物のデー
タは、電波伝搬推定部２０５へ供給されてこれ等データに基づき推定範囲の電波伝搬特性
が推定される（ステップＳ５３）。この電波伝搬特性の推定方法としては、例えば、上述
した周知のレイラウンチング法を使用することができる。そして、電波伝搬推定部２０５
の出力を評価し、新規構築アドホックネットワーク候補を追加することで発生する他のア
ドホックネットワーク、ホットスポットへの干渉（与干渉）及び他のアドホックネットワ
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ーク、ホットスポットから新規構築アドホックネットワーク候補に生じうる干渉（被干渉
）を評価する（ステップＳ５４）。この評価は、干渉（被干渉）量を算出して所定閾値と
比較することでなされる。
【００５６】
この評価の結果、新規構築アドホックネットワーク候補を追加しても、被干渉、与干渉の
双方が受け入れられる程度のものであれば、新規構築アドホックネットワーク候補を特徴
づける端末位置、無線プロファイル、アドホックプロファイルをメッセージハンドリング
部２０１へ出力する（ステップＳ５５）。
【００５７】
一方、新規構築アドホックネットワーク候補を追加することで、被干渉あるいは与干渉の
いずれかが通信品質を損なうようであれば、端末位置、無線プロファイル、アドホックプ
ロファイルを変更し（ステップＳ５６）、ステップＳ５１の動作へ戻り、再度上記の動作
を行う。この変更方法としては、送信電力に制限を設けたり、送信電力を予め定められた
値だけ減少させたり、場所を移動させたり、また周波数を予め定められた値だ変化させた
りするなどの方法がある。
【００５８】
ホットスポット要求制御部２０２、アドホック参加要求制御部２０３が起動すると、デー
タベース２１０から検索されたデータが電波伝搬推定部２０５へ入力され、推定範囲内に
存在するホットスポット、アドホックネットワークに関する干渉状況、電波伝搬特性など
の無線通信品質がメッセージハンドリング部２０１へ出力される。メッセージハンドリン
グ部２０１は、入力された無線通信品質に基づき、ホットスポット要求メッセージ、アド
ホック参加要求メッセージを送信した端末１１０に対して、その端末周辺でサービスが受
けられる位置を含むメッセージを網情報応答メッセージとして作成し、入出力端子２００
を介して出力する（図８のステップＳ２５参照）。この網情報応答メッセージの情報とし
ては、後述する通信品質情報及び混雑度情報などがある。
【００５９】
これらの網情報応答メッセージを受信した端末１１０は、例えば、端末位置に最も近いホ
ットスポット、アドホックネットワークの位置をユーザに表示する。また、端末１１０は
、ホットスポット、アドホックネットワークの狭域な無線通信システムが提供できる通信
品質を含めたサービスエリアの状況（通信品質情報）を、例えば、地図情報と重ね合わせ
て、
高品質エリア：白
低品質エリア：黒
高品質と低品質のボーダーエリア：灰色
のように、視覚的にユーザに表示することもできる。ユーザは、この表示を見ることで、
例えば、現在地から最も近いホットスポット、アドホックネットワークを把握することが
できる。
【００６０】
また、無線エリア通知サーバ１３０は、各ホットスポットの基地局からサービスを提供し
ている端末数を、各基地局に問い合わせることで、ホットスポットの混雑度を推定するこ
とができる。アドホックネットワークに関しては、例えば、その開催者に接続者数を問い
合わせることで、アドホックネットワークの混雑度を推定することができる。このとき、
ホットスポット要求制御メッセージやアドホック参加要求メッセージに対する網情報応答
メッセージには、ホットスポットやアドホックネットワークの混雑度を含むことも可能に
なる。
【００６１】
端末１１０は、混雑度を含む網情報応答メッセージを受信すると、例えば、地図情報と重
ね合わせて、
接続数が多く混雑している領域：赤
接続数が少なく空いている領域：青
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上記、混雑領域と空いている領域の中間領域：黄
のように、視覚的にユーザに表示することもできる。ユーザは、この表示を見ることで、
例えば、混雑している領域を避けて、現在地から最も近いホットスポット、アドホックネ
ットワークを把握することができる。
【００６２】
一方、アドホック構築制御部２０４が起動した場合は、新規構築アドホックネットワーク
候補を特徴づける端末位置、無線プロファイル、アドホックプロファイルがメッセージハ
ンドリング部２０１に入力される。メッセージハンドリング部２０１は、これらの情報を
網情報応答メッセージとして作成し、入出力端子２００を介して、アドホック構築要求メ
ッセージを送信した端末１１０に出力する。端末１１０は、受信した網情報応答メッセー
ジの内容をユーザに表示し、被干渉、与干渉を与えずに新たにアドホックネットワークを
構築するための情報を表示する。
【００６３】
以上の実施の形態において、アドホックネットワークは固定的に存在せず、移動してもか
まわない。この場合は、アドホック構成要求メッセージを用いて、新たなアドホックネッ
トワークの構築と捉えることで対処できる。また、ホットスポットネットワークデータベ
ース２１０－２には、基地局の新規設置・除去に伴い動的にデータを変更することも可能
である。また、地図・構造物データベース２１０－３も同様に、建物建築、什器の配置換
え等に即して、データの内容を更新することができる。これ等ホットスポットネットワー
クデータベース２１０－２及び地図・構造物データベース２１０－３のデータ更新は、特
に図示しないが、更新用の入力端子を別に設けて、この更新用入力端子を用いて、ネット
ワーク管理者等が、定期的に、又は、ネットワーク構成もしくは構造物が変化した時に、
ホットスポットネットワークデータベース２１０－２及び地図・構造物データベース２１
０－３のデータを更新することで、データベースの更新が実現できる。また、電波伝搬推
定部２０５の出力結果を保存しておき、各種要求メッセージを受信するたびに電波伝搬推
定を行わず、保存された出力結果を用いることも可能である。
【００６４】
本発明の第２の実施の形態を図１２のシステム構成を例にして説明する。図１２において
、１００はインターネット、１０２－１～１０２－４はホットスポット無線通信エリア、
５００－１～５００－３はホットスポット通信サービスプロバイダ、５１０は無線エリア
通知サーバ、５２０はホットスポット無線通信エリア１０２－１～１０２－４を含むショ
ッピングモールや空港のような建物である。
【００６５】
ホットスポット無線通信エリア１０２－１～１０２－４はインターネット１００に接続さ
れ、ユーザにインターネット１００への接続サービスを提供する。また、ホットスポット
無線通信エリア１０２－１～１０２－４はホットスポット通信サービスプロバイダ５００
－１～５００－３のいずれかに管理されてもよいし、一つのホットスポット通信サービス
プロバイダ、例えば、５００－１で管理されていてもかまわない。
【００６６】
このような状況において、例えば、ホットスポット無線通信プロバイダ５００－１が新た
なホットスポット無線通信エリアを追加する場合を考える。このときの基本的なシーケン
ス例を図１３に示す。ホットスポット無線通信サービスプロバイダ５００－１は、エリア
の新設を要求するメッセージを無線通信エリア通知サーバ５０１に送信する（Ｓ２０１）
。
【００６７】
エリアの新設を要求するメッセージとしては、例えば、図１４のフォーマットを用いるこ
とができる。図１４において、６００はメッセージ識別子フィールド、６１０は設置位置
プロファイルフィールド、６２０は無線システムプロファイルフィールドである。エリア
の新設を要求するメッセージとしては、ホットスポット基地局要求メッセージ、ホットス
ポットエリア要求メッセージの２種類を用いることができ、メッセージ識別子フィールド
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６００は、これらのメッセージを識別するための識別子が入力される。ホットスポット基
地局要求メッセージ、ホットスポットエリア要求メッセージのそれぞれは、例えば、以下
のように構成することができる。
【００６８】
ホットスポット基地局要求メッセージ：
設置位置構成プロファイルフィールド６１０には、ホットスポット通信サービスを提供す
るための基地局を設置する位置を入力する。位置としては、北緯３５．２２３４度、東経
１３５．２３４４度、海抜３５．８ｍというような絶対的な位置、住所、設置したい建物
等の構造物名などを用いることができる。また、無線システムプロファイル領域６２０に
は、利用する無線システム、利用したい周波数、提供したい伝送速度など、無線システム
を特徴付けるパラメータが入力される。
【００６９】
ホットスポットエリア要求メッセージ：
設置位置構成プロファイルフィールド６１０には、ホットスポット通信サービスを提供し
たいエリアを入力する。エリアとしては、例えば、北緯３５．２２３４度～３５．２２３
５度、東経１３５．２３４４度～１３５．２３４５度、海抜３５．８ｍ～３６．８ｍとい
うような絶対的なエリア、住所、サービスエリア内に含まれる建物などの構造物群などを
用いることができる。また、無線システムプロファイル領域６２０には、利用する無線シ
ステム、利用したい周波数、提供したい伝送速度など、無線システムを特徴付けるパラメ
ータが入力される。
【００７０】
無線通信エリア通信サーバ５１０は、ホットスポット基地局要求メッセージ、ホットスポ
ットエリア要求メッセージを受信すると、これらのメッセージに基づいて処理を開始し、
これらの要求メッセージを送信したホットスポット無線通信プロバイダ、例えば、ホット
スポット無線通信プロバイダ５００－１に、エリアを新設するための条件を示すためのメ
ッセージ、エリア新設応答メッセージを送信する（Ｓ２０２）。
【００７１】
このメッセージのフォーマットは、例えば、図１４に示すフォーマットで実現できる。メ
ッセージ識別子フィールド６００は、これらのメッセージを識別するための識別子が入力
される。ホットスポット基地局応答メッセージ、ホットスポットエリア応答メッセージの
それぞれは、例えば、以下のように構成することができる。設置位置構成プロファイルフ
ィールド６１０には、ホットスポット通信サービスを提供する基地局の設置位置が入力さ
れる。位置としては、北緯３５．２２３４度、東経１３５．２３４４度、海抜３５．８ｍ
というような絶対的な位置、住所、設置したい建物等の構造物名などを用いることができ
る。
【００７２】
また、無線システムプロファイルフィールド６２０には、利用する無線システム、干渉を
考慮し適切なサービス品質を提供できる周波数、提供可能な伝送速度、送信電力など、無
線システムを設定するために必要なパラメータが入力される。また、付加情報として、ホ
ットスポットを新設したことによる被干渉・与干渉の情報を付加することも可能である。
【００７３】
無線エリア通知サーバ５１０は、例えば、図１５のように構成することができる。図１５
において、７００は入出力端子、７０１はメッセージハンドリング部、７０２はホットス
ポット基地局要求制御部、７０４はホットスポットエリア要求制御部、７０５は電波伝搬
推定部、７０６はスイッチ、７１０はデータベース群であり、ホットスポットネットワー
クデータベース７１０－１（以下、ホットスポットデータベースと略記する）、地図・構
造物データベース７１０－２から構成される。メッセージハンドリング部７０１には、入
出力端子７００を介してホットスポット基地局要求メッセージあるいはホットスポットエ
リア要求メッセージが入力される。
【００７４】
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メッセージハンドリング部７０１は、入力されたメッセージのメッセージ識別子フィール
ド６００を参照し、ホットスポット基地局要求メッセージであればホットスポット基地局
要求制御部７０２へ、ホットスポットエリア要求メッセージであればホットスポットエリ
ア要求制御部７０４へ入力されたメッセージを出力する。また、スイッチ７０６を制御し
て、電波伝搬推定部７０５の出力が、入力されたメッセージがホットスポット基地局要求
メッセージであればホットスポット基地局要求制御部７０２へ、ホットスポットエリア要
求メッセージであればホットスポットエリア要求制御部７０４へ、それぞれ供給されるよ
うにする。
【００７５】
ホットスポット基地局要求制御部７０２、ホットスポットエリア要求制御部７０４、デー
タベース群７１０、電波伝搬推定部７０５の動作を、図１６のフローを参照して説明する
。
【００７６】
プロファイル設定ステップ（Ｓ１）は、ホットスポット基地局要求制御部７０２、ホット
スポットエリア要求制御部７０４がメッセージハンドリング部７０１から供給されたホッ
トスポット基地局要求メッセージ、ホットスポットエリア要求メッセージの設置位置プロ
ファイルフィールド６１０、無線システムプロファイルフィールド６２０に記述される内
容を読取って、一時記憶メモリであるＲＡＭ等の作業メモリに、設置位置プロファイル、
無線システムプロファイルとして一時記憶しておく。
【００７７】
ホットスポットデータベース更新ステップ（Ｓ２）は、入出力端子７００から入力された
メッセージに応じて、ホットスポット基地局要求制御部７０２、ホットスポットエリア要
求制御部７０４で行われる。設置位置プロファイル、無線システムプロファイルに示され
る要求された新設するホットスポットの情報をホットスポットデータベース７１０－１に
追加する。ホットスポットデータベース７１０－１は、例えば、図６のように構成するこ
とができる。
【００７８】
電波伝搬推定用データ抽出ステップ（Ｓ３）は、入出力端子７００から入力されたメッセ
ージに応じて、ホットスポット基地局要求制御部７０２、ホットスポットエリア要求制御
部７０４で行われる。設置位置プロファイルに基づき、電波伝搬推定を行う伝搬推定エリ
アを求め、地図・構造物データベース７１０－２から伝搬推定エリア内の地図・構造物の
データを抽出して、電波伝搬推定部７０５に出力させる。また、無線システムプロファイ
ルに基づき、ホットスポットの新設により与干渉・被干渉などの影響を与える他のホット
スポットに関するデータを抽出し、電波伝搬推定部７０５に出力させる。
【００７９】
電波伝搬推定ステップ（Ｓ４）は、電波伝搬推定用データ抽出ステップＳ４で抽出された
データに基づいて、電波伝搬推定部７０５が伝搬推定エリア内の電波伝搬状況を推定し、
干渉、伝搬ロス、遅延歪みを考慮して、伝搬推定エリア内の通信サービス品質を推定して
出力する。
【００８０】
条件判断ステップ（Ｓ５）は、メッセージハンドリング部７０１によって制御されるスイ
ッチ７０６を介して電波伝搬推定ステップＳ４の出力が入力されるホットスポット基地局
要求制御部７０２あるいはホットスポットエリア要求制御部７０４で実施される。このス
テップでは、電波伝搬推定ステップＳ４で推定された新たなホットスポットの新設により
生じる通信サービス品質を評価し、十分な通信サービスを提供できるか否かを判定する。
十分な通信サービスを提供できるならば応答メッセージ出力ステップＳ６、十分な通信サ
ービスを提供できないならばホットスポットデータベース削除ステップＳ７のステップを
行う。この評価は、通信サービス品質と規定された閾値とを比較することにより行われる
。
【００８１】
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応答メッセージ出力ステップ（Ｓ６）では、条件判断ステップＳ５において十分な通信サ
ービスを提供できると判定された場合、ホットスポット基地局要求制御部７０２あるいは
ホットスポットエリア要求制御部７０４が、作業領域として保持している設置位置プロフ
ァイル、無線システムプロファイルに基づいて、ホットスポット基地局応答メッセージあ
るいはホットスポットエリア応答メッセージを作成して、メッセージハンドリング部７０
１に出力する。
【００８２】
ホットスポットデータベース削除ステップ（Ｓ７）では、条件判断ステップＳ５において
十分な通信サービスを提供できないと判定された場合、ホットスポット基地局要求制御部
７０２あるいはホットスポットエリア要求制御部７０４が、ＲＡＭ等の作業メモリに保持
されている設置位置プロファイル、無線システムプロファイルに基づいてホットスポット
データベース７１０－１に登録したデータを削除する。
【００８３】
設置位置プロファイル・無線システムプロファイル更新ステップ（Ｓ８）では、条件判断
ステップＳ５において十分な通信サービスを提供できないと判定された場合、ホットスポ
ット基地局要求制御部７０２あるいはホットスポットエリア要求制御部７０４が、十分な
通信サービスを提供できるように、設置位置プロファイル、無線システムプロファイルを
修正する。この修正方法としては、上述した図１１のフローのステップＳ５６での方法と
同様の方法が用いられ得る。修正後は、ホットスポットデータベース更新ステップＳ２以
降のステップを繰返す。
【００８４】
メッセージハンドリング部７０１は、入出力端子７００を介して、以上の処理によって生
成されたホットスポット基地局応答メッセージあるいはホットスポットエリア応答メッセ
ージをホットスポット基地局要求メッセージあるいはホットスポットエリア要求メッセー
ジの送信元であるホットスポットサービスプロバイダ５０１－１へ送信する。
【００８５】
無線エリア通知サーバ７０５では、図１６に示すフローチャートに示されるループ回数の
上限を設け、上限を超えた場合には、ホットスポット基地局要求メッセージあるいはホッ
トスポットエリア要求メッセージで要求された新設を拒否するように設定することも可能
である。
【００８６】
また、本実施例では、ホットスポットの新設に関して述べたが、ホットスポットの撤去の
場合には、ホットスポットデータベース７１０－１から撤去するホットスポットに関する
データを除去することで対応することができる。また、地図・構造物データベース７１０
－２は、ビルの新設や壁の増設などの変化に即して、適宜、データの更新を行うことが可
能である。
【００８７】
なお、上述した図８～図１１や図１６の動作フローは、予め記録媒体にこれ等手順をプロ
グラムとして記録しておき、コンピュータにこれを読取らせて実行させることにより動作
制御が可能であることは勿論である。
【００８８】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、広域サービスエリアを持つ無線システム、狭域サー
ビスエリアを持つ無線システム、アドホックサービスを提供する無線システムが混在する
状況において、ユーザが希望する適切な無線システムに接続するための情報を提供するこ
とが可能となり、ユーザに対するサービス性を向上できるという効果がある。
【００８９】
また、本発明によれば、サービスポリシーの異なる複数のホットスポットサービスオペレ
ータが混在する場合であっても、干渉、伝搬損失、遅延歪みを考慮し、高品質な通信サー
ビスを提供できるように、ホットスポットサービスを提供する基地局配置を示すことが可
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能になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を説明するシステム構成例である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるシーケンスの例である。
【図３】ホットスポット要求メッセージのフォーマット例である。
【図４】アドホック参加要求メッセージ、アドホック構築要求メッセージのフォーマット
例である。
【図５】無線エリア通知サーバ１３０の実施例を示す系統図である。
【図６】ホットスポットネットワークデータベース２１０－２，７１０－１のデータ構造
の例である。
【図７】アドホックネットワークデータベース２１０－２１データ構造の例である。
【図８】本発明の第１の実施の形態の全体的な動作を示すフローチャートである。
【図９】図８のステップＳ２２の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１０】図８のステップＳ２３の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１１】図８のステップＳ２４の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施の形態を説明するシステム構成例である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態におけるシーケンスの例である。
【図１４】ホットスポット基地局要求メッセージ、ホットスポットエリア要求メッセージ
、ホットスポット基地局応答メッセージ、ホットスポットエリア応答メッセージのフォー
マット例である。
【図１５】無線エリア通知サーバ５１０の例を示す系統図である。
【図１６】ホットスポット基地局要求制御部７０２、ホットスポットエリア要求制御部７
０４、データベース群７１０、電波伝搬推定部７０５の動作例を示すフローチャートであ
る。
【図１７】無線システムが混在したシステムの構成を示す図である。
【符号の説明】
１００　インターネット
１０１　セルラーシステムのセル
１０２－１～１０２－４　無線ＬＡＮシステムのセルのようなホットスポット無線通信エ
リア
１０３－１，１０３－２　アドホックネットワークのセル
１１０　端末
１１５　無線回線
１２０　測位サーバ
１３０，５１０　無線エリア通知サーバ
２００，７００　入出力端子
２０１，７０１　メッセージハンドリング部
２０２　ホットスポット要求制御部
２０３　アドホック参加要求制御部
２０４　アドホック構築要求制御部
２０５，７０５　電波伝搬推定部
２０６，７０６　スイッチ
２１０，７１０　データベース群
２１０－１　アドホックネットワークデータベース
２１０－２，７１０－１　ホットスポットネットワークデータベース
２１０－３，７１０－２　地図・構造物データベース
７０２　ホットスポット基地局要求制御部
７０４　ホットスポットエリア要求制御部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(26) JP 3775278 B2 2006.5.17



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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