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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムの前記基地局装置であ
って、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して
保持する識別情報保持部と、
　自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなった移動局装置
がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信する発信部と
、
　を備える基地局装置。
【請求項２】
　前記識別情報保持部は、
　前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移した場合に、前記
保持した識別情報を破棄する
　請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムの前記基地局装置であ
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って、
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する発信部を備え、
　前記発信部は、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレ
ストークオンとなった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別
情報と、当該識別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情
報と、を取得して発信し、
　前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置
がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を再度発信する
　基地局装置。
【請求項４】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムであって、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して
保持する識別情報保持部と、
　自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなった移動局装置
がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信する発信部と
、
　を備える無線通信システム。
【請求項５】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムであって、
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する発信部を備え、
　前記発信部は、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレ
ストークオンとなった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別
情報と、当該識別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情
報と、を取得して発信し、
　前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置
がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を再度発信する
　無線通信システム。
【請求項６】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立する無線通信方法であって、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して
保持し、
　自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなった移動局装置
がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信する
　無線通信方法。
【請求項７】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立する無線通信方法であって、
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信し、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報と、当該識
別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情報と、を取得し
て発信し、
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　前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置
がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を再度発信する
　無線通信方法。
【請求項８】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立するコンピュータを、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して
保持する識別情報保持部と、
　自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなった移動局装置
がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信する発信部
　として機能させるプログラム。
【請求項９】
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立するコンピュータを、
　プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を
発信する発信部であって、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報と、当該識
別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情報と、を取得し
て発信し、
　前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置
がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を再度発信する発信部
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の移動局装置と無線通信を行う基地局装置、無線通信システム、無線通
信方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＣＰＣ方式のデジタル無線通信を用いた無線通信システムにおいて、複数の移動局装
置間通信を、基地局装置を経由して行う技術が用いられている（特許文献１）。このよう
な無線通信システムは、移動局装置または基地局装置の何れかにおいてプレストークオン
となることを条件に無線通信を確立する。また、特許文献２には、移動局装置が、基地局
装置からの随時一斉通報に応答して音声等の通信を行うことが可能になる手法が開示され
ている。
【０００３】
　図８は、関連する無線通信システムにおける基地局発呼時の処理シーケンスを示す図で
ある。
　図８に示す処理シーケンスでは、基地局装置４０から一斉通信で複数の移動局装置４１
（移動局装置４１ａ、移動局装置４１ｂ・・・）へ無線通信（下り通信）を行う際の処理
を示している。基地局装置４０は、プレストークオンとなった場合に、最初に、同期を確
立するための信号であるＳＢ０（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｂｕｒｓｔ　０）を発信する
（ステップＳ８１）。このＳＢ０は、基地局装置４０に固有に割り当てられたＩＤ情報を
含む信号である。複数の移動局装置４１は当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確立を行うと
ともに、ＳＢ０に含まれるＩＤ情報を識別する。複数の移動局装置４１は、識別したＩＤ
情報を適当な表示部等に表示させることによって、複数の移動局装置４１における各オペ
レータに、受信信号の送信元が基地局装置４０であることを認知させることができる。
【０００４】
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　続いて、基地局装置４０は、ＴＣＨ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を発信す
る（ステップＳ８２）。ＴＣＨは、基地局装置４０が複数の移動局装置４１に送信しよう
とする主情報信号（主に音声信号）である。ただし、ＴＣＨはＩＤ情報を含まない。複数
の移動局装置４１は、基地局装置４０から当該ＴＣＨを受信する。そして、複数の移動局
装置４１は、適当な通話手段を用いて、複数の移動局装置４１における各オペレータに、
当該受信したＴＣＨに基づく主情報信号（音声信号）を伝達することができる。
　なお、音声通話が終了したら、基地局装置４０はプレストークオフへと推移する（ステ
ップＳ８３）。移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、当該プレストークオフへの推
移を認知して、確立された基地局装置４０との無線通信を解除する。
【０００５】
　以上のような処理シーケンスにより、基地局装置４０のオペレータ（指令台におけるオ
ペレータ）は、基地局装置４０においてプレストークオンとすることによって、複数の移
動局装置４１における各オペレータに、その送信元が基地局装置４０であることを認知さ
せつつ、音声信号を送信することができる。
【０００６】
　図９は、関連する無線通信システムにおける移動局発呼時の処理シーケンスを示す図で
ある。当該無線通信システムでは、移動局発呼時において、基地局装置４０が移動局装置
４１間の折り返し通信を行って仲介する仕組みとなっている。
　図９に示す処理シーケンスでは、一斉通信で移動局装置４１ｂから他の移動局装置４１
ａへ、基地局装置４０を経由して無線通信（折り返し通信）を行う際の処理を示している
。移動局装置４１ｂは、プレストークオンとなった場合に、最初に、同期を確立するため
の信号であるＳＢ０を発信する（ステップＳ９１）。このＳＢ０には、移動局装置４１ｂ
に固有に割り当てられたＩＤ情報を含む。基地局装置４０は、当該ＳＢ０を受信中に通信
の同期確立を行うとともに、受信したＳＢ０をそのまま折り返し発信する。なお、ここで
基地局装置４０が行う折り返し発信は、図９に示す通り、移動局装置４１ａ及び発信元で
ある移動局装置４１ｂを含む全ての移動局装置に一斉に送信される。
【０００７】
　移動局装置４１ａは、基地局装置４０が折り返し発信したＳＢ０（元は移動局装置４１
ｂが発信したもの）を受信する。移動局装置４１ａは当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確
立を行うとともに、当該ＳＢ０に含まれるＩＤ情報を識別する。移動局装置４１ａは、識
別したＩＤ情報を適当な表示部等に表示させることによって、移動局装置４１ａのオペレ
ータに、受信信号の送信元が移動局装置４１ｂであることを認知させることができる。
【０００８】
　続いて、移動局装置４１ｂは、ＴＣＨを発信する（ステップＳ９２）。ＴＣＨは、移動
局装置４１ｂが移動局装置４１ａに送信しようとする音声信号を含む。ただし、ＴＣＨは
ＩＤ情報を含まない。基地局装置４０は、上述したＳＢ０と同様に、当該ＴＣＨをそのま
ま一斉の折り返し発信を行う。移動局装置４１ａは、基地局装置４０が折り返し発信した
ＴＣＨ（元は移動局装置４１ｂが発信したもの）を受信する。そして、移動局装置４１ａ
は、適当な通話手段を用いて、移動局装置４１ａのオペレータに、受信したＴＣＨに基づ
く主情報信号（音声信号）を伝達することができる。
　なお、音声通話が終了したら、移動局装置４１ｂはプレストークオフへと推移する（ス
テップＳ９３）。基地局装置４０は、当該プレストークオフへの推移を認知して、確立さ
れた移動局装置４１ｂとの無線通信を解除する。
【０００９】
　以上のような処理シーケンスにより、移動局装置４１ｂのオペレータは、移動局装置４
１ｂにおいてプレストークオンとすることによって、移動局装置４１ａのオペレータに、
その送信元が移動局装置４１ｂであることを認知させつつ、音声信号を送信することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特開２００８－１０９６１７号公報
【特許文献２】特開２０００－２０９１４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　図１０は、関連する無線通信システムにおいて、基地局発呼中に移動局発呼が重なった
場合の第一の処理シーケンスを示す図である。なお、ここで説明する無線通信システムの
基地局装置４０は、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場合には、移動局発呼の折り返
し発信を行わずに、基地局発呼（下り通信）を優先して移動局装置４１へ発信することを
特徴としている。
【００１２】
　図１０に示す処理シーケンスでは、基地局装置４０から全ての移動局への下り一斉通信
中に、移動局装置４１ｂからの発信信号を受信した場合の処理を示している。まず、基地
局装置４０は、自装置においてプレストークオンとなった場合に、最初に、同期を確立す
るための信号であるＳＢ０を発信し（ステップＳ１０１）、続いてＴＣＨを発信する（ス
テップＳ１０２）。移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、基地局装置４０から当該
ＳＢ０及びＴＣＨを受信する。なお、移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、基地局
装置４０からのＳＢ０により、基地局装置４０のＩＤ情報を取得し、当該取得したＩＤ情
報を適当な表示手段を用いて表示している。
【００１３】
　ここで、基地局装置４０がＴＣＨ発信中に、移動局装置４１ｂにおいてプレストークオ
ンとなったとする。移動局装置４１ｂは、プレストークオンとなった場合に、最初に、同
期を確立するための信号であるＳＢ０を発信する（ステップＳ１０３）。しかし、基地局
装置４０は、当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確立を行うが、自装置のＴＣＨを一斉通信
で移動局装置４１ａと移動局装置４１ｂに発信中であり、当該ＴＣＨを優先して送信して
いるため、移動局装置４１ｂから受信したＳＢ０を折り返し発信しない。したがって、ス
テップＳ１０３においては、移動局装置４１ａと移動局装置４１ｂは、移動局装置４１ｂ
が発信したＳＢ０を受信しない。同様に、移動局装置４１ａと移動局装置４１ｂは、移動
局装置４１ｂがＳＢ０に続いて発信したＴＣＨも受信しない（ステップＳ１０４）。
【００１４】
　そして、基地局装置４０からの通話（ＴＣＨ発信）が終了し、基地局装置４０において
プレストークオフとなったとする（ステップＳ１０５）。このとき、移動局装置４１ｂは
、ステップＳ１０３から引き続きプレストークオンとなっている。この場合は、基地局装
置４０は、移動局装置４１ｂからのＴＣＨを折り返し発信できる状態にあるので、直ちに
折り返し発信を行う（ステップＳ１０６）。そして、移動局装置４１ｂにおいてプレスト
ークオフとなるまで、移動局装置４１ａは、基地局装置４０から当該ＴＣＨを受信する（
ステップＳ１０７）。
【００１５】
　しかしながら、ステップＳ１０３において移動局装置４１ｂが発信したＳＢ０は、基地
局装置４０によって折り返し発信されておらず、移動局装置４１ａは当該ＳＢ０を受信し
ていなかった。したがって、図１０で示した処理を行う無線通信システムにおいては、ス
テップＳ１０５からステップＳ１０６にかけて送話者（ＴＣＨ発信元）が基地局装置４０
から移動局装置４１ｂに切り替わっているにもかかわらず、移動局装置４１ａは、基地局
装置４０を発信元として表示したままとなってしまう（移動局装置４１ａにおける表示手
段は、自装置がＴＣＨを受信しなくなった段階で初めてＩＤ情報の表示を消去する）。よ
って、移動局装置４１ａにおけるオペレータは、送話者が切り替わったことを直ちに認知
することができない。なお、移動局装置４１ａがステップＳ１０６からステップＳ１０７
にかけて受信するＴＣＨには、移動局装置４１ｂのＩＤ情報は含まれていない。
【００１６】
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　図１１は、関連する無線通信システムにおいて、基地局発呼中に移動局発呼が重なった
場合の第二の処理シーケンスを示す図である。なお、ここで説明する無線通信システムの
基地局装置４０は、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場合には、基地局発呼を行わず
に、移動局発呼を優先して発信（折り返し通信）することを特徴としている。
【００１７】
　図１１に示す処理シーケンスでは、基地局装置４０から移動局装置４１ｂへの下り個別
通信中に、移動局装置４１ｂからの発信信号を受信した場合の処理を示している。まず、
基地局装置４０は、自装置においてプレストークオンとなった場合に、最初に、同期を確
立するための信号であるＳＢ０を発信し（ステップＳ１１１）、続いてＴＣＨを発信する
（ステップＳ１１２）。移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、基地局装置４０から
当該ＳＢ０及びＴＣＨを受信する。なお、移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、基
地局装置４０からのＳＢ０により、基地局装置４０のＩＤ情報を取得し、当該取得したＩ
Ｄ情報を適当な表示手段を用いて表示している。
【００１８】
　ここで、基地局装置４０がＴＣＨ発信中に、移動局装置４１ｂが基地局装置４０への個
別通信を行うために、移動局装置４１ｂにおいてプレストークオンとなったとする。移動
局装置４１ｂは、プレストークオンとなった場合に、最初に、同期を確立するための信号
であるＳＢ０を発信する（ステップＳ１１３）。ここで、基地局装置４０は、当該ＳＢ０
を受信中に通信の同期確立を行うとともに、自装置におけるＴＣＨ発信を中止し、代わり
に、受信したＳＢ０をそのまま折り返し発信する。移動局装置４１ａは、基地局装置４０
が折り返し発信したＳＢ０（元は移動局装置４１ｂが発信したもの）を受信する。移動局
装置４１ａは当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確立を行うとともに、当該ＳＢ０に含まれ
るＩＤ情報を識別し、当該ＩＤ情報を適当な表示手段を用いて表示する。
【００１９】
　続いて、移動局装置４１ｂはＴＣＨを発信する（ステップＳ１１４）。基地局装置４０
は、自装置のＴＣＨの発信を中止したまま、上述したＳＢ０と同様に移動局装置４１ｂか
ら受信するＴＣＨをそのまま折り返し発信する。移動局装置４１ａは、基地局装置４０が
折り返し発信したＴＣＨ（元は移動局装置４１ｂが発信したもの）を受信する。
【００２０】
　そして、移動局装置４１ｂからの通話（ＴＣＨ発信）が終了し、移動局装置４１ｂにお
いてプレストークオフとなったとする（ステップＳ１１５）。このとき、基地局装置４０
は、ステップＳ１１１から引き続きプレストークオンとなっている。この場合は、基地局
装置４０は、自装置においてＴＣＨを発信できる状態にあるので、直ちに自装置からＴＣ
Ｈを発信する（ステップＳ１１６）。そして、自装置においてプレストークオフとなるま
で、移動局装置４１ａ及び移動局装置４１ｂは、基地局装置４０から当該ＴＣＨを受信す
る（ステップＳ１１７）。
【００２１】
　しかしながら、ステップＳ１１１において基地局装置４０から受信したＳＢ０に基づく
ＩＤ情報は、その後、ステップＳ１１３において移動局装置４１ｂから受信したＳＢ０に
基づくＩＤ情報に上書きされてしまい、以降、移動局装置４１ａは、基地局装置４０のＩ
Ｄ情報を受信する機会がない。したがって、図１１で示した処理を行う無線通信システム
においては、ステップＳ１１５において送話者（ＴＣＨ発信元）が移動局装置４１ｂから
基地局装置４０に切り替わっているにもかかわらず、移動局装置４１ａは、移動局装置４
１ｂを発信元として表示したままとなってしまう（移動局装置４１ａにおける表示手段は
、自装置がＴＣＨを受信しなくなった段階で初めてＩＤ情報の表示を消去する）。よって
、移動局装置４１ａにおけるオペレータは、送話者が切り替わったことを直ちに認知する
ことができない。なお、移動局装置４１ａがステップＳ１１６からステップＳ１１７にか
けて受信するＴＣＨには、基地局装置４０のＩＤ情報は含まれていない。
【００２２】
　以上に説明したように、関連する無線通信システムにおいて、基地局発呼中に移動局発
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呼が重なった場合には、送信先である移動局装置４１ａにおいて、受信中に送話者が切り
替わる場合が想定される。しかしながら、上述した無線通信システムにおいては、送話者
が切り替わった際に、送話者のＩＤ情報の表示が切り替わらず、切り替わる前の送話者の
ＩＤ情報がそのまま表示され続けることとなっている。このため、送信先の移動局装置４
１ａのオペレータは、送話者が途中で切り替わったことを認知することができない。
【００２３】
　特許文献２に開示される無線通信システムでは、移動局装置のプレストーク競合を基地
局装置が調停する目的で、移動局装置がプレストーク可能である旨の報知信号を受信して
から基地局装置との通信を確立することを特徴としている。しかし、上述した無線通信シ
ステムと同様、競合が解かれて通話者が変更された際に、当該通話者が誰に変更されたの
かをオペレータが認知する手段については開示されていない。
【００２４】
　そこでこの発明は、上記課題を解決する無線通信装置、回線制御装置、指令制御装置、
無線通信システム、無線通信方法及びプログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明は、上述の課題を解決すべくなされたもので、プレストークオンとなった場合に
、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置
で構成される無線通信システムの前記基地局装置であって、自装置のプレストークオンが
維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンとなった場合に、当該プレストー
クオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して保持する識別情報保持部と、自
装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなった移動局装置がプ
レストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信する発信部と、を
備える基地局装置である。前記識別情報保持部は、前記プレストークオンとなった移動局
装置がプレストークオフに推移した場合に、前記保持した識別情報を破棄してよい。また
本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて
主情報を発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムの前記基地局
装置であって、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続
いて主情報を発信する発信部を備え、前記発信部は、自装置のプレストークオンが維持さ
れている間に前記移動局装置がプレストークオンとなった場合に、当該プレストークオン
となった移動局装置が発信した識別情報と、当該識別情報に続いて前記プレストークオン
となった移動局装置が発信した主情報と、を取得して発信し、前記プレストークオンとな
った移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置がプレストークオフに推移し
ていない場合に、自装置の識別情報を再度発信する基地局装置である。
【００２６】
　また本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、
続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムであっ
て、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオン
となった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得し
て保持する識別情報保持部と、自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレスト
ークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した
識別情報を発信する発信部と、を備える無線通信システムである。
【００２７】
　また本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、
続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置で構成される無線通信システムであっ
て、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報
を発信する発信部を備え、前記発信部は、自装置のプレストークオンが維持されている間
に前記移動局装置がプレストークオンとなった場合に、当該プレストークオンとなった移
動局装置が発信した識別情報と、当該識別情報に続いて前記プレストークオンとなった移
動局装置が発信した主情報と、を取得して発信し、前記プレストークオンとなった移動局
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装置がプレストークオフに推移し、かつ、自装置がプレストークオフに推移していない場
合に、自装置の識別情報を再度発信する無線通信システムである。
【００２８】
　また本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、
続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立する無線通信方法で
あって、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストーク
オンとなった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取
得して保持し、自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストークオンとなっ
た移動局装置がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識別情報を発信
する無線通信方法である。
【００２９】
　また本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、
続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立する無線通信方法で
あって、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主
情報を発信し、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレス
トークオンとなった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情
報と、当該識別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情報
と、を取得して発信し、前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに
推移し、かつ、自装置がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を
再度発信する無線通信方法である。
【００３０】
　また本発明は、プレストークオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、
続いて主情報を発信する基地局装置及び移動局装置の無線通信を確立するコンピュータを
、自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報を取得して
保持する識別情報保持部と、自装置がプレストークオフに推移し、かつ、前記プレストー
クオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移していない場合に、前記保持した識
別情報を発信する発信部として機能させるプログラムである。また本発明は、プレストー
クオンとなった場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を発信する基地
局装置及び移動局装置の無線通信を確立するコンピュータを、プレストークオンとなった
場合に、最初に自装置の識別情報を発信し、続いて主情報を発信する発信部であって、
　自装置のプレストークオンが維持されている間に前記移動局装置がプレストークオンと
なった場合に、当該プレストークオンとなった移動局装置が発信した識別情報と、当該識
別情報に続いて前記プレストークオンとなった移動局装置が発信した主情報と、を取得し
て発信し、前記プレストークオンとなった移動局装置がプレストークオフに推移し、かつ
、自装置がプレストークオフに推移していない場合に、自装置の識別情報を再度発信する
発信部として機能させるプログラムである。
　
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場合であっても、受信側におい
て送話者が途中で切り替わったことを認知することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第一の実施形態による無線通信システムの構成を示す図である。
【図２】第一の実施形態の無線通信システム１における基地局装置１０ａの機能構成を示
す図である。
【図３】第一の実施形態の無線通信システム１において、基地局発呼中に移動局発呼が重
なった場合の第一の処理シーケンスを示す図である。
【図４】第一の実施形態の無線通信システム１において、基地局発呼中に移動局発呼が重
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なった場合の第二の処理シーケンスを示す図である。
【図５】本発明の第二の実施形態による無線通信システム２の構成を示す第一の図である
。
【図６】第二の実施形態の無線通信システム２における回線制御装置２２及び複数の基地
局装置２０の機能構成を示す図である。
【図７】本発明の第二の実施形態による無線通信システム２の構成を示す第二の図である
。
【図８】関連する無線通信システムにおける基地局発呼時の処理シーケンスを示す図であ
る。
【図９】関連する無線通信システムにおける移動局発呼時の処理シーケンスを示す図であ
る。
【図１０】関連する無線通信システムにおいて、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場
合の第一の処理シーケンスを示す図である。
【図１１】関連する無線通信システムにおいて、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場
合の第二の処理シーケンスを示す図である。
【図１２】本発明に基づく無線通信装置の最小構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　＜第一の実施形態＞
　以下、本発明の第一の実施形態による無線通信システムを、図面を参照して説明する。
　図１は本発明の第一の実施形態による無線通信システムの構成を示す図である。
　この図において、符号１は無線通信システムであり、例えば、ＳＣＰＣ方式を用いた消
防緊急無線通信システムである。図１に示す通り、無線通信システム１は、複数の基地局
装置１０（基地局装置１０ａ、基地局装置１０ｂ・・・）、複数の移動局装置１１（移動
局装置１１ａ、移動局装置１１ｂ・・・）、回線制御装置１２、指令系装置１３を備えて
いる。また、指令系装置１３は、指令台１３１と指令制御装置１３２を備えている。
【００３４】
　複数の基地局装置１０（基地局装置１０ａ、基地局装置１０ｂ・・・）は、複数の移動
局装置１１（移動局装置１１ａ、移動局装置１１ｂ・・・）のうち、自己の交信可能エリ
ア内に存在する移動局装置１１との間で無線通信回線を確立して無線通信を行う。複数の
移動局装置１１は、複数の基地局装置１０のうち、交信可能な基地局装置１０との間で無
線通信を行う。回線制御装置１２は、複数の基地局装置１０間、または、指令系装置１３
との通信回線網を制御し、指示に応じて、所定の装置間における通信回線を確立する。指
令台１３１は、オペレータの操作に基づく指令信号を指令制御装置へ出力する。指令制御
装置１３２は、指令台１３１と、オペレータが指令台１３１を介して指定した移動局装置
１１との間で通信回線を確立すべく、回線制御装置１２に指示を出し、指令台１３１が指
定した移動局装置１１との無線通信を行うための回線及び基地局装置１０を選択させる。
なお、本実施形態においては、基地局装置１０が無線通信装置としての機能を備えるもの
である。また、移動局装置１１自身が以下に説明する基地局装置１０（すなわち無線通信
装置）としての機能を備えていてもよい。
【００３５】
　以下の説明においては、基地局装置１０ａ、移動局装置１１ａ、移動局装置１１ｂ間に
おいて行われる無線通信処理について説明する。ここで、基地局装置１０ａの交信可能エ
リア内には移動局装置１１ａと移動局装置１１ｂが存在し、移動局装置１１ａ及び移動局
装置１１ｂは、基地局装置１０ａによる折り返し通信を介して他方の移動局装置１１と無
線通信を行うものとする。なお、無線通信システム１を構成する他の基地局装置１０及び
他の移動局装置１１間では、基地局装置１０ａ、移動局装置１１ａ、移動局装置１１ｂ間
において行われる無線通信処理と同等の無線通信処理を行う。
【００３６】
　ここで、本実施形態においては、プレストークオン／オフとは、当該基地局装置１０ま
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たは移動局装置１１における状態を表すものとする。他の基地局装置１０または移動局装
置１１へ向けて無線通信確立のための信号（ＳＢ０）または無線通信の主情報となる音声
信号（ＴＣＨ）の発信を行っている状態をプレストークオンとする。また、無線通信の確
立を解除し、ＴＣＨの発信を停止している状態をプレストークオフとする。
【００３７】
　図２は、本実施形態の無線通信システム１における基地局装置１０ａの機能構成を示す
図である。なお、無線通信システム１を構成する他の基地局装置１０も、基地局装置１０
ａと同一の構成である。
　ここで、図２を用いて、基地局装置１０ａの機能構成について説明する。図２に示す通
り、基地局装置１０ａは、制御部１００、無線通信部１０１、ＩＤ保持部１０２、検知部
１０３、回線通信部１０４及びＩＤ発信指示部１０５を備えている。また、無線通信部１
０１は、発信部１０１１及び受信部１０１２を備えている。なお、基地局装置１０ａは、
上記以外の機能構成を備えていてもよい。
【００３８】
　制御部１００は、基地局装置１０ａにおける各種処理を制御するものである。本実施形
態における制御部１００の具体的な処理については後述する。無線通信部１０１は、発信
部１０１１及び受信部１０１２を用いて、複数の移動局装置１１のうち、自己の交信可能
エリア内に存在する移動局装置１１との間で、相互にＳＢ０、ＴＣＨ等の信号を無線で送
受信する。ＩＤ保持部１０２は識別情報保持部の一態様であり、制御部１００からの入力
信号に基づいて、所定のＩＤ情報を保持するものである。検知部１０３は、複数の移動局
装置１１及び自装置においてプレストークオンからプレストークオフに推移したことを検
知する。回線通信部１０４は、指令系装置１３及び他の基地局装置１０と、回線制御装置
１２を介して通信を行う。ＩＤ発信指示部１０５は識別情報発信指示部の一態様であり、
所定の要件を満たした時に自装置のＩＤ情報またはＩＤ保持部に保持されたＩＤ情報を発
信する指示を発信部１０１１に行う。
【００３９】
　ここで、検知部１０３が移動局装置１１におけるプレストークオフを検知する具体的手
段について説明すると、例えば、移動局装置１１におけるプレストークオフ時に、その移
動局装置１１からプレストークオフ信号を、受信部１０１２を介して受信して検知する態
様が考えられる。また、基地局装置１０ａの受信部１０１２において、移動局装置１１が
発するＴＣＨを所定の期間受信しなくなったことを条件として「プレストークオフ」と検
知する態様であってもよい。ただし、本実施形態においては、自装置（基地局装置１０ａ
）及び移動局装置１１がプレストークオンからプレストークオフへ推移したことを検知で
きれば、その具体的手段は上述した態様に限定されない。
【００４０】
　次に、本実施形態の無線通信システム１において、上述した基地局装置１０ａを用いて
行われる一連の処理の流れを、順を追って説明する。
【００４１】
　図３は、本実施形態の無線通信システム１において、基地局発呼中（基地局一斉通信中
）に移動局発呼（移動局発呼の一斉通信）が重なった場合の第一の処理シーケンスを示す
図である。なお、ここで説明する無線通信システム１の基地局装置１０ａは、基地局発呼
中に移動局発呼が重なった場合には、移動局発呼の折り返し発信を行わずに、基地局発呼
（下り通信）を優先して移動局装置１１へ発信することを特徴としている。また、移動局
装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは、基地局装置１０ａの交信可能エリア内に存在してい
るものとし、図３に示す処理シーケンスは、基地局装置１０ａ、移動局装置１１ａ及び移
動局装置１１ｂの間で行われる無線通信（上り通信、下り通信及び折り返し通信）の処理
を示している。なお、当該処理シーケンスは、他の基地局装置１０、移動局装置１１間の
無線通信においても同様に行われる。
【００４２】
　図３に示す処理シーケンスでは、基地局装置１０ａからの下り一斉通信中に、移動局装
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置１１ｂからの発信信号を受信した場合の処理を示している。まず、基地局装置１０ａは
、自装置においてプレストークオンとなった場合に、最初に、発信部１０１１を介して同
期を確立するための信号であるＳＢ０を発信し（ステップＳ３１）、続いてＴＣＨを発信
する（ステップＳ３２）。移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは、基地局装置１０ａ
から当該ＳＢ０及びＴＣＨを受信する。なお、移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは
、基地局装置１０ａからのＳＢ０により、基地局装置１０ａのＩＤ情報を取得し、当該取
得したＩＤ情報を適当な表示手段を用いて表示している。
【００４３】
　ここで、基地局装置１０ａがＴＣＨ発信中に、移動局装置１１ｂにおいて一斉通信でプ
レストークオンとなったとする。移動局装置１１ｂは、プレストークオンとなった場合に
、最初に、同期を確立するための信号であるＳＢ０を発信する（ステップＳ３３）。ここ
で、基地局装置１０ａは、受信部１０１２を介して当該ＳＢ０を受信し、その受信中に通
信の同期確立を行う。
【００４４】
　そして、本実施形態の基地局装置１０ａの制御部１００は、受信部１０１２を介して受
信した、移動局装置１１ｂからのＳＢ０に含まれるＩＤ情報（移動局装置１１ｂ自身のＩ
Ｄ情報）を取得する。そして、制御部１００は、当該ＩＤ情報をＩＤ保持部１０２に入力
して保持する。
【００４５】
　一方、ステップＳ３３においては、基地局装置１０ａの発信部１０１１は、自装置のＴ
ＣＨを移動局装置１１ａに発信中であり、当該ＴＣＨを優先して送信しているため、受信
部１０１２が移動局装置１１ｂから受信したＳＢ０を折り返し発信しない。したがって、
ステップＳ３３においては、移動局装置１１ａと移動局装置１１ｂは、移動局装置１１ｂ
が発信したＳＢ０を受信しない。移動局装置１１ｂは、ＳＢ０に続いてＴＣＨを発信する
（ステップＳ３４）が、基地局装置１０ａは、ＳＢ０と同様に当該ＴＣＨも折り返し発信
しないので、移動局装置１１ａと移動局装置１１ｂは当該ＴＣＨも受信しない。
【００４６】
　次に、基地局装置１０ａからの通話（ＴＣＨ発信）が終了し、基地局装置１０ａにおい
てプレストークオフとなったとする（ステップＳ３５）。このとき、移動局装置１１ｂは
、ステップＳ３３から引き続きプレストークオンとなっている。この場合は、基地局装置
１０ａは、移動局装置１１ｂからのＴＣＨを折り返し発信できる状態にある。
【００４７】
　ここで、本実施形態の無線通信システム１においては、基地局装置１０ａにおいてプレ
ストークオフとなると、まず、自装置における検知部１０３が、自装置がプレストークオ
ンからプレストークオフに推移したことを検知する。そして、自装置がプレストークオン
からプレストークオフに推移したことを検知した段階では、検知部１０３は、移動局装置
１１ｂがプレストークオンからプレストークオフに推移したことを検知していない（すな
わち、基地局装置１０ａは「移動局装置１１ｂがプレストークオンを維持している」と認
識している）。
【００４８】
　そして、検知部１０３が上記条件を満たしたとき、ＩＤ発信指示部１０５は自装置の発
信部１０１１に向けてＩＤ発信指示を出力する。そして、発信部１０１１は、移動局装置
１１ｂからのＴＣＨを折り返し発信するに先立って、ステップＳ３３の段階でＩＤ保持部
１０２に保持していた移動局装置１１ｂのＩＤ情報を含むＳＢ０を、移動局装置１１ａと
移動局装置１１ｂに発信する（ステップＳ３６）。移動局装置１１ａは当該ＳＢ０を受信
中に通信の同期確立を行うとともに、当該ＳＢ０に含まれるＩＤ情報（すなわち、移動局
装置１１ｂのＩＤ情報）を識別し、適当な表示部を用いて当該ＩＤ情報を表示する。
【００４９】
　最後に、基地局装置１０ａがステップＳ３５にてプレストークオフとなった後も、移動
局装置１１ｂは引き続きプレストークオンであり、ＴＣＨを発信している（ステップＳ３
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７）。基地局装置１０ａは、当該移動局装置１１ｂからのＴＣＨをそのまま折り返し発信
する。そして、移動局装置１１ｂがプレストークオフとなる（ステップＳ３８）まで、移
動局装置１１ａは当該ＴＣＨを受信する。なお、移動局装置１１ｂからの通話（ＴＣＨ発
信）が終了し、検知部１０３がプレストークオフへ推移したことを検知したら、ＩＤ保持
部１０２は、保持していた移動局装置１１ｂのＩＤ情報を破棄する（基地局装置１０ａが
プレストークオフする前に、移動局装置１１ｂがプレストークオフした場合についても同
様である）。
【００５０】
　本実施形態による無線通信システム１の第一の処理シーケンスによれば、ステップＳ３
５において基地局装置１０ａがプレストークオフとなり、送話者（ＴＣＨ発信元）が基地
局装置１０ａから移動局装置１１ｂに切り替わると、移動局装置１１ａは、発信元の表示
を基地局装置１０ａのＩＤ情報から移動局装置１１ｂのＩＤ情報へと切り替える。これは
、基地局装置１０ａが、ステップＳ３３で移動局装置１１ｂが発信したＳＢ０からＩＤ情
報を一時的に保持しておき、その後、自装置がプレストークオフとなって（ステップＳ３
５）、移動局装置１１ｂのＴＣＨを折り返し発信できるようになったときに、当該保持し
ていた移動局装置１１ｂのＩＤ情報を含むＳＢ０を発信する処理（ステップＳ３６）に基
づくものである。
　よって、本実施形態による無線通信システム１によれば、音声信号の送信先である移動
局装置１１ａのオペレータは、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場合であっても、送
話者が基地局装置１０ａから移動局装置１１ｂへと切り替わったことを認知することがで
きる。
【００５１】
　図４は、本実施形態の無線通信システム１において、基地局発呼中（基地局個別通信中
）に移動局発呼（移動局個別通信）が重なった場合の第二の処理シーケンスを示す図であ
る。なお、ここで説明する無線通信システム１の基地局装置１０ａは、基地局発呼中に移
動局発呼が重なった場合には、基地局発呼を行わずに、移動局発呼を優先して発信（折り
返し通信）することを特徴としている。また、移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは
、基地局装置１０ａの交信可能エリア内に存在しているものとし、図４に示す処理シーケ
ンスは、基地局装置１０ａ、移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂの間で行われる無線
通信（上り通信、下り通信及び折り返し通信）の処理を示している。なお、当該処理シー
ケンスは、他の基地局装置１０、移動局装置１１間の無線通信においても同様に行われる
。
【００５２】
　図４に示す処理シーケンスでは、基地局装置１０ａからの下り通信中に、移動局装置１
１ｂからの発信信号を受信した場合の処理を示している。まず、基地局装置１０ａは、プ
レストークオンとなった場合に、最初に、発信部１０１１を介して同期を確立するための
信号であるＳＢ０を発信し（ステップＳ４１）、続いてＴＣＨを発信する（ステップＳ４
２）。移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは、基地局装置１０ａから当該ＳＢ０及び
ＴＣＨを受信する。なお、移動局装置１１ａ及び移動局装置１１ｂは、基地局装置１０ａ
からのＳＢ０により、基地局装置１０ａのＩＤ情報を取得し、当該取得したＩＤ情報を適
当な表示手段を用いて表示している。
【００５３】
　ここで、基地局装置１０ａがＴＣＨ発信中に、移動局装置１１ｂにおいてプレストーク
オンとなったとする。移動局装置１１ｂは、プレストークオンとなった場合に、最初に、
同期を確立するための信号であるＳＢ０を発信する（ステップＳ４３）。ここで、基地局
装置１０ａは、受信部１０１２を介して当該ＳＢ０を受信し、その受信中に通信の同期確
立を行うとともに、自装置におけるＴＣＨ発信を中止し、代わりに、受信したＳＢ０をそ
のまま発信部１０１１を介して折り返し発信する。移動局装置１１ａは、基地局装置１０
ａが再発信したＳＢ０（元は移動局装置１１ｂが発信したもの）を受信する。移動局装置
１１ａと移動局装置１１ｂは当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確立を行うとともに、当該
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ＳＢ０に含まれるＩＤ情報を識別し、当該ＩＤ情報を適当な表示手段を用いて表示する。
【００５４】
　続いて、移動局装置１１ｂはＴＣＨを発信する（ステップＳ４４）。基地局装置１０ａ
は、自装置のＴＣＨの発信を中止したまま、上述したＳＢ０と同様に移動局装置１１ｂか
ら受信するＴＣＨをそのまま折り返し発信する。移動局装置１１ａと移動局装置１１ｂは
、基地局装置１０ａが折り返し発信したＴＣＨ（元は移動局装置１１ｂが発信したもの）
を受信する。
【００５５】
　次に、移動局装置１１ｂからの通話（ＴＣＨ発信）が終了し、移動局装置１１ｂにおい
てプレストークオフとなったとする（ステップＳ４５）。このとき、基地局装置１０ａは
、ステップＳ４１から引き続きプレストークオンとなっている。この場合は、基地局装置
１０ａは、自装置においてＴＣＨを発信できる状態にある。
【００５６】
　ここで、本実施形態の無線通信システム１においては、移動局装置１１ｂにおいてプレ
ストークオフとなると、まず、基地局装置１０ａにおける検知部１０３が、移動局装置１
１ｂがプレストークオンからプレストークオフに推移したことを検知する。そして、移動
局装置１１ｂがプレストークオンからプレストークオフに推移したことを検知した段階で
は、検知部１０３は、自装置がプレストークオンからプレストークオフに推移したことを
検知していない（すなわち、基地局装置１０ａは「自装置がプレストークオンを維持して
いる」と認識している）。
【００５７】
　そして、検知部１０３が上記条件を満たしたとき、ＩＤ発信指示部１０５は自装置の発
信部１０１１にＩＤ発信指示を出力する。そして、発信部１０１１は、自装置（基地局装
置１０ａ）からのＴＣＨを再度発信するに先立って、自装置のＩＤ情報を含むＳＢ０を移
動局装置１１ａと移動局装置１１ｂに発信する（ステップＳ４６）。移動局装置１１ａは
当該ＳＢ０を受信中に通信の同期確立を行うとともに、当該ＳＢ０に含まれるＩＤ（すな
わち、基地局装置１０ａのＩＤ）を識別し、適当な表示部を用いて当該ＩＤ情報を表示す
る。
【００５８】
　最後に、基地局装置１０ａは、当該ＳＢ０に引き続き、自装置からのＴＣＨを発信する
（ステップＳ４７）。そして、基地局装置１０ａがプレストークオフとなる（ステップＳ
４８）まで、移動局装置１１ａは当該ＴＣＨを受信する。
【００５９】
　本実施形態による無線通信システム１の第二の処理シーケンスによれば、ステップＳ４
５において移動局装置１１ｂがプレストークオフとなり、送話者（ＴＣＨ発信元）が移動
局装置１１ｂから基地局装置１０ａに切り替わると、移動局装置１１ａは、発信元の表示
を移動局装置１１ｂのＩＤ情報から基地局装置１０ａのＩＤ情報へと切り替える。これは
、基地局装置１０ａが、自装置のＴＣＨを再度発信できるようになったとき（ステップＳ
４５）に、当該ＴＣＨの再度の発信に先だって、自装置のＩＤ情報を含むＳＢ０を発信す
る処理（ステップＳ４６）に基づくものである。
　よって、本実施形態による無線通信システム１によれば、音声信号の送信先である移動
局装置１１ａのオペレータは、基地局発呼中に移動局発呼が重なった場合であっても、送
話者が、移動局装置１１ｂから基地局装置１０ａへと切り替わったことを認知することが
できる。
【００６０】
　なお、以上の説明においては、基地局装置１０ａ自身が、プレストークオン動作並びに
移動局装置１１に向けての無線信号発信動作の主体であるように説明しているが、実際に
は、これらの動作は、指令台１３１におけるオペレータの操作に基づくものである。すな
わち、指令台１３１におけるオペレータのプレストークオン操作及び所定の基地局装置１
０の指定に基づいて、当該指定された基地局装置１０が、その指定に基づいてプレストー
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クオンとなり、さらに、回線制御装置１２を介して回線通信部１０４に入力される指令台
１３１のオペレータの音声信号等を所定の移動局装置１１へと発信する。
【００６１】
　また、本実施の形態の無線通信システム１におけるプレストークオン及びプレストーク
オフへの状態遷移は、各移動局装置１１、基地局装置１０（指令台１３１）に設けられて
いるプレストークスイッチ（図示せず）の操作に基づいて行われるものとする。ただし、
当該プレストークオン及びプレストークオフの状態遷移手段は、上述した手段に限定され
ない。例えば、オペレータの送話音声の有無の検出により、プレストークオン／オフの処
理を行うこともできる。
【００６２】
　また、本実施形態の無線通信システム１における第一の処理シーケンスでは、基地局装
置１０と移動局装置１１の通信種別が共に一斉通信の場合の例を示しているが、共に他の
通信種別（例えば、個別通信）であっても良いし、それぞれが異なる通信種別であっても
良い。同様に、第二の処理シーケンスにおいても、基地局装置１０と移動局装置１１の通
信種別は、他の通信種別であっても良い。
　また、移動局装置１１は、基地局装置１０からの折返し発信信号のうち自装置が発信元
であったものを受信したときには、表示部に送信元のＩＤ情報を表示しないようにしても
良いし、音声を出力しなくても良い。
　さらに、プレストークオフ時には、送話者がアイドル状態になったことを示すアイドル
信号をＴＣＨで送信しても良い。この場合、移動局装置ではアイドル信号を受信して、表
示部で表示していたＩＤ情報の表示を消しても良い。
【００６３】
　＜第二の実施形態＞
　次に、本発明の第二の実施形態による無線通信システムを、図面を参照して説明する。
　図５は本発明の第二の実施形態による無線通信システム２の構成を示す第一の図である
。
　図５に示す通り、無線通信システム２は、複数の基地局装置２０（基地局装置２０ａ、
基地局装置２０ｂ・・・）、複数の移動局装置２１（移動局装置２１ａ、移動局装置２１
ｂ・・・）、回線制御装置２２、指令系装置２３を備えている。また、指令系装置２３は
、指令台２３１と指令制御装置２３２を備えている。
【００６４】
　複数の基地局装置２０（基地局装置２０ａ、基地局装置２０ｂ・・・）は、複数の移動
局装置２１（移動局装置２１ａ、移動局装置２１ｂ・・・）のうち、自己の交信可能エリ
ア内に存在する移動局装置２１との間で無線通信回線を確立して無線通信を行う。複数の
移動局装置２１は、複数の基地局装置２０のうち、交信可能な移動局装置２１との間で無
線通信を行う。回線制御装置２２は、複数の基地局装置２０間、または、指令系装置２３
との通信回線網を制御し、指示に応じて、所定の装置間における通信回線を確立する。指
令台２３１は、オペレータの操作に基づく指令信号を指令制御装置へ出力する。指令制御
装置２３２は、指令台２３１と、オペレータが指令台２３１を介して指定した移動局装置
２１との間で通信回線を確立すべく、回線制御装置２２に指示を出し、指令台２３１が指
定した移動局装置２１との無線通信を行うための回線及び基地局装置２０を選択させる。
なお、本実施形態においては、回線制御装置２２が無線通信装置としての機能を備えるも
のである。
【００６５】
　以下の説明においては、基地局装置２０ａ、基地局装置２０ｂ、移動局装置２１ａ、移
動局装置２１ｂ及び回線制御装置２２間において行われる通信処理について説明する。こ
こで、基地局装置２０ａの交信可能エリア内、かつ、基地局装置２０ｂの交信可能エリア
外に移動局装置２１ａが存在し、基地局装置２０ｂの交信可能エリア内、かつ、基地局装
置２０ａの交信可能エリア外に移動局装置２１ｂが存在している場合を考える。この場合
、移動局装置２１ａと移動局装置２１ｂとの間で相互に通信を行うために、回線制御装置
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２２が、基地局装置２０ａ及び基地局装置２０ｂ間の回線通信を仲介する。なお、無線通
信システム２を構成する他の基地局装置２０及び他の移動局装置２１間では、基地局装置
２０ａ、基地局装置２０ｂ、移動局装置２１ａ、移動局装置２１ｂ及び回線制御装置２２
間において行われる通信処理と同等の通信処理を行う。
　なお、本実施形態におけるプレストークオン／オフの定義、及びその具体的手段につい
ては、第一の実施形態で説明したものと同等である。
【００６６】
　図６は、本実施形態の無線通信システム２における回線制御装置２２及び複数の基地局
装置２０（基地局装置２０ａ、基地局装置２０ｂ・・・）の機能構成を示す図である。
　ここで、図６を用いて、回線制御装置２２及び複数の基地局装置２０の機能構成につい
て説明する。図６に示す通り、基地局装置２０ａは、無線通信部２０１を備えており、無
線通信部２０１は、発信部２０１１及び受信部２０１２を備えている。（図示していない
が、他の基地局装置２０は、基地局装置２０ａと同等の機能構成を備えている）。また、
回線制御装置２２は、制御部２２０、回線切替部２２１、ＩＤ保持部２２２、検知部２２
３及びＩＤ発信指示部２２４を備えている。なお、基地局装置２０ａ及び回線制御装置２
２は、上記以外の機能構成を備えていてもよい。
【００６７】
　基地局装置２０ａの無線通信部２０１は、発信部２０１１及び受信部２０１２を用いて
、複数の移動局装置２１のうち、自己の交信可能エリア内に存在する移動局装置２１との
間で相互にＳＢ０、ＴＣＨ等の信号を無線で送受信する。回線通信部２０４は、指令系装
置２３及び他の基地局装置２０と、回線制御装置２２を介して通信を行う。
【００６８】
　回線制御装置２２の制御部２２０は、回線制御装置２２における各種処理を制御するも
のである。回線切替部２２１は、複数の基地局装置２０間及び指令制御装置２３２との回
線を逐次切り替えて通信を仲介する。ＩＤ保持部２２２は識別情報保持部の一態様であり
、制御部２２０からの入力信号に基づいて、所定のＩＤ情報を保持するものである。検知
部２２３は、複数の移動局装置２１及び複数の基地局装置２０においてプレストークオン
からプレストークオフに推移したことを検知する。ＩＤ発信指示部２２４は識別情報発信
指示部の一態様であり、基地局装置２０に、ＩＤ保持部２２２に保持されたＩＤ情報か、
または、基地局装置２０自身のＩＤ情報を移動局装置２１に向けて発信させるための指示
を出す。
【００６９】
　本実施形態による無線通信システム２において、上述した回線制御装置２２及び複数の
基地局装置２０を用いて行われる一連の処理シーケンスについては、図３及び図４で説明
した第一の実施形態の処理シーケンスと同等である。具体的には、第一の実施形態におけ
る基地局装置１０ａが行う所定の処理を、基地局装置１０ａに代わって回線制御装置２２
が行う。
【００７０】
　例えば、図３におけるステップＳ３３では、回線制御装置２２が備える制御部２２０が
、基地局装置２０ａを介して受信した移動局装置２１ｂのＩＤ情報を、自装置（回線制御
装置２２）が備えるＩＤ保持部２２２に保持する。また、図３におけるステップＳ３６で
は、ステップＳ３３で自装置（回線制御装置２２）のＩＤ保持部２２２に保持された移動
局装置２１ｂのＩＤ情報を、基地局装置２０ａを介して移動局装置２１ａ及び移動局装置
２１ｂに発信する。ここで、自装置（回線制御装置２２）が備えるＩＤ発信指示部２２４
は、基地局装置２０ａに対し、ＩＤ保持部２２２に保持していたＩＤ情報を移動局装置２
１ａ及び移動局装置２１ｂに向けて発信するように指示を出す。
【００７１】
　以上のように、第一の実施形態における基地局装置１０ａ及び他の基地局装置１０が備
えていた制御部１００、ＩＤ保持部１０２及び検知部１０３の代わりに、第二の実施形態
における回線制御装置２２が備えている制御部２２０、ＩＤ保持部２２２及び検知部２２
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３を用いることによっても、本発明を実施することができる。なお、この場合、基地局装
置２０ａ及び他の基地局装置２０は、ＩＤ保持部及び検知部を備えていてもよいし、備え
ていなくてもよい。
【００７２】
　また、第二の実施形態の無線通信システム２によれば、異なる基地局装置２０の交信可
能エリア内に存在する移動局装置２１間における無線通信であっても、発明の効果を得る
ことができる。すなわち、本実施形態による無線通信システム２によれば、音声信号の送
信先である移動局装置２１ａのオペレータは、送話者が、基地局装置２０ａから、基地局
装置２０ａの交信可能エリア外に存在する移動局装置２１ｂへと切り替わったことを認知
することができる。
【００７３】
　なお、本実施形態の無線通信システム２においては、回線制御装置２２が備えている制
御部２２０、ＩＤ保持部２２２、検知部２２３及びＩＤ発信指示部２２４を、指令制御装
置２３２が備えていてもよい。なお、この場合は、指令制御装置２３２が無線通信装置と
しての機能を備えるものである。
【００７４】
　図７は本発明の第二の実施形態による無線通信システム２の構成を示す第二の図である
。
　図７に示すように、回線制御装置２２は、基地局装置２０同士の通信を仲介する際に、
当該通信情報を、指令制御装置２３２を経由して伝送する。
　ここで、例えば図３におけるステップＳ３３では、指令制御装置２３２が当該通信情報
を受信した際に、指令制御装置２３２が備える制御部２２０が、基地局装置２０ａ及び回
線制御装置２２を介して受信した移動局装置２１ｂのＩＤ情報を、自装置（指令制御装置
２３２）が備えるＩＤ保持部２２２に保持する。また、図３におけるステップＳ３６では
、ステップＳ３３で自装置（指令制御装置２３２）のＩＤ保持部２２２に保持されていた
移動局装置２１ｂのＩＤ情報を、回線制御装置２２及び基地局装置２０ａを介して移動局
装置２１ａ及び移動局装置２１ｂに発信する。ここで、自装置（指令制御装置２３２）が
備えるＩＤ発信指示部２２４は、基地局装置２０ａに対し、ＩＤ保持部２２２に保持して
いたＩＤ情報を移動局装置２１ａ及び移動局装置２１ｂに向けて発信するように指示を出
す。
　以上のように、回線制御装置２２が備えている制御部２２０、ＩＤ保持部２２２及び検
知部２２３を、指令制御装置２３２が備えていても発明の効果を得ることができる。
【００７５】
　図１２は、本発明に基づく無線通信装置の最小構成を示すブロック図である。
　上述した基地局装置、回線制御装置、指令制御装置及び移動局装置などの無線通信装置
は、少なくとも、複数の無線通信装置のうちの何れかがプレストークオンからプレストー
クオフに推移したことを検知する検知部３０１を備えている。また、無線通信装置は、複
数の無線通信装置のうちの何れかがプレストークオンからプレストークオフに推移した場
合に、複数の無線通信装置のうち、プレストークオンを維持している無線通信装置の識別
情報の発信を指示する識別情報発信指示部３０２を備えている。
【００７６】
　なお、上述の基地局装置１０、回線制御装置２２、指令制御装置２３２及び移動局装置
１１は、内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述した各処理の過程は
、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプロ
グラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここで
、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通
信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラム
を実行するようにしても良い。
【符号の説明】
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【００７７】
１、２・・・無線通信システム
１０、２０、４０・・・基地局装置
１００、２２０・・・制御部
１０１、２０１・・・無線通信部
１０１１、２０１１・・・発信部
１０１２、２０１２・・・受信部
１０２、２２２・・・ＩＤ保持部
１０３、２２３・・・検知部
１０４、２０４・・・回線通信部
１０５、２２４・・・ＩＤ発信指示部
１１、２１、４１・・・移動局装置
１２、２２・・・回線制御装置
２２１・・・回線切替部
１３、２３・・・指令系装置
１３１、２３１・・・指令台
１３２、２３２・・・指令制御装置
３０１・・・検知部
３０２・・・識別情報発信指示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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