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携帯通信システム及び携帯通信方法

技術分野

０００1 本発明は、携帯通信端末装置と、所定の交換網に接続されるとともにサービス・エリ

ア内に所在する該携帯通信端末装置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局

と、基地局と携帯通信端末装置との間で授受される通信データを中継する中継基地

局とを有する携帯通信システム及び携帯通信方法に関し、特に、携帯通信端末装置

が発する電波の周囲への影響を低減する携帯通信システム及び携帯通信方法に関

する。

背景技術

０００2 今 日、携帯通信端末装置は、その可搬性及び利便性等の理由から爆発的に普及

してきており、その所有者はどこへ行くにも携帯通信端末装置を所持するのが普通に

なりつつある。このため、混雑した電車等の公共機関では、多数の携帯通信端末装

置所有者が携帯通信端末装置を操作する状況が散見されている。

０００3 ここで、かかる公共機関で携帯通信端末装置が利用されると、その電波が心臓ぺ

一スメーカーの誤作動を引き起こす可能性があるため、通常公共機関では携帯通信

端末装置の使用を禁止しているが、なかなかその使用禁止が徹底されていないのが

実情である。

０００4 このため、心臓ぺ一スメーカー等の誤作動をなくすべく、携帯通信端末装置の電波

を抑制するよぅにした従来技術が知られている。例えば、特許文献 には、携帯通信

端末装置と携帯電話基地局との間の無線通信に中継基地局を介在させ、携帯通信

端末装置と中継基地局との間で小電力の送受信を行わせることにより、心臓ぺ一スメ

ーカー等の誤作動を低減するよぅ構成した携帯電話通信システムが開示されてレ巧

０００5 また、特許文献2には、携帯電話基地局により形成された一般公衆無線電話サー

ビス・エリア内に中継基地局で形成された構内無線電話サービス・エリアを構築し、こ

の構内無線電話サービス・エリア内での携帯通信端末装置と中継基地局との無線通



信を低出力の電波にて行ぅょぅ構成した携帯電話通信システムが開示されている。

０００6 また、特許文献 3 には、携帯通信端末装置の利用が制限されている場所において

、携帯通信端末装置と携帯電話基地局との間に中継基地局を介在させ、この中継基

地局が携帯通信端末装置における無線通信の発着信を制限するょぅ構成した携帯

電話通信システムが開示されている。

０００7 特許文献 1 特開2 ００3 244０4 8 号公報

特許文献2 特開平6 6298号公報

特許文献3 特開2 ０００ 324539号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 しかしながら、上記特許文献 ～3 に代表される従来技術では、登りチヤネル及び

下りチヤネルのいずれの場合にも携帯電話基地局と携帯通信端末装置との間に中

継基地局を介在さることが前提となっており、各中継基地局が多くの携帯通信端末

装置の中継を同時に行ぅことを勘案すると、その負担が極めて大きいのが実情である

。本来、心臓ぺ一スメーヵ一の誤作動の要因となるのは、携帯通信端末装置から送

信される大出力電力であり、携帯通信端末装置が受信する受信電力ではないので、

これらの要因を考慮しつつ、中継基地局の処理負担を軽減することが望まれている。

０００9 加えて、携帯電話基地局と携帯通信端末装置との間に中継基地局を介在させた場

合は、携帯電話基地局において携帯通信端末装置向けの下りデータを中継基地局

向けに送信する必要があり、中継基地局から受信したデータを携帯通信端末装置か

ら発信されたデータとみなして処理する必要があるため、携帯電話基地局における

処理負担も大きい。

００1 ０ これらのことから、携帯電話基地局と携帯通信端末装置との間に中継基地局を設

けて省電力通信を行わせる場合に、該携帯電話基地局及び中継基地局の処理負

担をいかに軽減するかが重要な課題となっている。なお、かかる課題は、携帯通信端

末装置を用いる場合のみに生ずる課題ではなく、心臓ぺ一スメーヵ一等の誤作動を

引き起こす可能性のある各種携帯通信端末装置を用いる場合についても同様に生

ずる課題である。



００11 本発明は、上記従来技術による問題点 (課題)を解消するためになされたものであ

って、基地局と携帯通信端末装置との間に中継局を設けて省電力通信を行わせる

場合に、該基地局及び中継局の処理負担を効率良く軽減することができる携帯通信

システムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

００12 上述した問題を解決し、目的を達成するため、本発明は、携帯通信端末装置と、所

定の交換網に接続されるとともにサービス・エリア内に所在する前記携帯通信端末装

置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局と、前記基地局と携帯通信端末装

置との間で授受される通信データを中継する中継局とを有する携帯通信システムで

あって、前記基地局は、前記交換網から前記携帯通信端末装置の通信データを受

信した際に、前記中継局を介することなく該通信データを常に直接前記携帯通信端

末装置に送信制御する第 の送信制御手段を備え、前記携帯通信端末装置は、前

記中継局のサービス・エリアに所在し、かつ、前記交換網上の所定の端末装置に通

信データを送信する場合に、該通信データを前記中継局向けの通信データとして前

記中継局に送信制御する第2の送信制御手段を備え、前記中継局は、前記携帯通

信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを前記携帯通信端末

装置から直接送信された通信データとして前記基地局に送信制御する第3の送信制

御手段を備えたことを特徴とする。

００13 また、本発明は、上記発明において、前記第2の送信制御手段は、医療機器に影

響を与えない程度の低出力で前記通信データを前記中継局に送信制御することを

特徴とする。

００14 また、本発明は、上記発明において、前記第2の送信制御手段は、前記交換網上

の所定の端末装置に送信する通信データをカプセル化して前記中継局向けの通信

データを生成する生成手段と、前記生成手段により生成された通信データを前記中

継局に送信する送信手段とを備え、前記第3の送信制御手段は、前記携帯通信端

末装置から受信した通信データのカプセルィビを解除するカプセルィロ解除手段と、前

記カプセル化解除手段により解除された通信データを前記基地局に送信する送信

手段とを備えたことを特徴とする。



００15 また、本発明は、上記発明において、前記中継局は、サービス・エリア内に所在す

る携帯通信端末装置に対して中継局識別情報を通知する中継局識別情報通知手

段をさらに備え、前記無線通信端末は、前記中継局識別情報通知手段により通知さ

れた中継局識別情報を記憶する中継局識別情報記憶手段をさらに備え、前記第2

の送信制御手段は、前記中継局識別情報記憶手段に記憶された中継局識別情報

に基づいて前記通信データを前記中継局に送信制御することを特徴とする。

００16 また、本発明は、上記発明において、前記無線通信端末は、複数の中継局から中

継局識別情報をそれぞれ受信した場合には、受信感度の最も高い中継局からの中

継局識別情報を前記中継局識別情報記憶手段に記憶するとともに、該中継局識別

情報の継続受信が不能となった場合には該中継局識別情報記憶手段の記憶内容

を消去する中継局識別情報制御手段をさらに備えたことを特徴とする。

００17 また、本発明は、上記発明において、前記第2の送信制御手段は、前記中継局識

別情報記憶手段に中継局識別情報が記憶されていない場合には、前記通信データ

を前記中継局向けの通信データにすることなく前記基地局に送信制御することを特

徴とする。

００18 また、本発明は、上記発明において、前記中継局は、他の中継局から受信した中

継局識別情報を記憶する中継局識別情報記憶手段をさらに備え、前記第3の送信

制御手段は、前記基地局との通信が不通であり、前記中継局識別情報記憶手段に

中継局識別情報が記憶され、かつ、前記携帯通信端末装置から通信データを受信

した場合に、該通信データを当該中継局識別情報の中継局向けの通信データにし

て前記中継局に送信制御することを特徴とする。

００19 また、本発明は、携帯通信端末装置と、所定の交換網に接続されるとともにサービ

ス・エリア内に所在する前記該携帯通信端末装置に携帯通信サービスを提供する所

定の基地局と、前記基地局と携帯通信端末装置との間で授受される通信データを中

継する中継局とを有する携帯通信システムの携帯通信方法であって、前記基地局が

、前記交換網から前記携帯通信端末装置の通信データを受信した際に、前記中継

局を介することなく該通信データを常に直接前記携帯通信端末装置に送信制御す

る第 の送信制御工程と、前記携帯通信端末装置が、前記中継局のサービス・エリア



に所在し、かつ、前記交換網上の所定の端末装置に通信データを送信する場合に、

該通信データを前記中継局向けの通信データとして前記中継局に送信制御する第

2の送信制御工程と、前記中継局が、前記携帯通信端末装置から通信データを受信

した場合に、該通信データを前記携帯通信端末装置から直接送信された通信デー

タとして前記基地局に送信制御する第3の送信制御工程とを含んだことを特徴とする

００2０ また、本発明は、上記発明において、前記第2の送信制御工程は、医療機器に影

響を与えない程度の低出力で前記通信データを前記中継局に送信制御することを

特徴とする。

００2 1 また、本発明は、上記発明において、前記第2の送信制御工程は、前記交換網上

の所定の端末装置に送信する通信データをカプセルィビして前記中継局向けの通信

データを生成する生成工程と、前記生成工程により生成された通信データを前記中

継局に送信する送信工程とを含み、前記第3の送信制御工程は、前記携帯通信端

末装置から受信した通信データのカプセルィビを解除するカプセルィロ解除工程と、前

記カプセルィロ解除手段により解除された通信データを前記基地局に送信する送信

工程とを含んだことを特徴とする。

００22 また、本発明は、上記発明において、前記中継局が、サービス・エリア内に所在す

る携帯通信端末装置に対して中継局識別情報を通知する中継局識別情報通知工

程と、前記無線通信端末が、前記中継局識別情報通知工程により通知された中継

局識別情報を記憶する中継局識別情報記憶工程とをさらに含み、前記第2の送信制

御工程は、前記中継局識別情報記憶工程に記憶された中継局識別情報に基づい
て前記通信データを前記中継局に送信制御することを特徴とする。

００23 また、本発明は、上記発明において、前記中継局が、他の中継局から受信した中

継局識別情報を記憶する中継局識別情報記憶工程をさらに含み、前記第3の送信

制御工程は、前記基地局との通信が不通であり、前記中継局識別情報記憶工程に

より中継局識別情報が記憶され、かつ、前記携帯通信端末装置から通信データを受

信した場合に、該通信データを当該中継局識別情報の中継局向けの通信データに

して前記中継局に送信制御することを特徴とする。



００24 また、本発明は、所定の交換網に接続されるとともに携帯通信サービスを提供する

所定の基地局と通信データを授受し、若しくは前記基地局との間で中継局を介して

通信データを授受する携帯通信端末装置であって、前記中継局のサービス・エリア

に所在し、かつ、前記交換網上の所定の端末装置に通信データを送信する場合に、

該通信データを前記中継局向けの通信データとして前記中継局に送信制御する中

継局向け送信制御手段を備えたことを特徴とする。

００25 また、本発明は、所定の交換網に接続されるとともにサービス・エリア内に所在する

携帯通信端末装置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局と前記携帯通信端

末装置との間で授受される通信データを中継する中継局であって、前記携帯通信端

末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを前記携帯通信端末装置

から直接送信された通信データとして前記基地局に送信制御する基地局向け送信

制御手段を備えたことを特徴とする。

発明の効果

００26 本発明によれば、基地局は、交換網から携帯通信端末装置の通信データを受信し

た際に、中継局を介することなく通信データを常に直接携帯通信端末装置に送信制

御する第 の送信制御手段を備え、携帯通信端末装置は、中継局のサービス・エリア

に所在し、かつ、交換網上の所定の端末装置に通信データを送信する場合に、通信

データを中継局向けの通信データとして中継局に送信制御する第2の送信制御手

段を備え、中継局は、携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、通信デ

ータを携帯通信端末装置から直接送信された通信データとして基地局に送信制御

する第3の送信制御手段を備えることとしたので、携帯通信端末装置から基地局へ

の通信は、中継局を介在させた通信を行い、基地局から携帯端末への通信は、中継

局を介在させない直接の通信を〒ぅので、上り通信と下り通信とで異なる伝送路を使

用することとなり、通信制御負荷が軽減されるよぅに中継局を介在させることができる

れづ効果を奏する。また、基地局は、中継局から受信した通信データを、あたかも携

帯通信端末装置から受信したよぅに取り扱ぅことができ、これに応答して、直接携帯通

信端末装置へ通信データを送信するので、従来からある基地局の構成を変更する

必要性がなく、よって第2及び第3の送信制御手段を備えた携帯通信システムをより



安価に構築できるれづ効果を奏する。

００27 また、本発明によれば、第2の送信制御手段は、医療機器に影響を与えない程度

の低出力で通信データを中継局に送信制御することとしたので、携帯通信端末装置

の使用が制限される場所においても、通常通り携帯通信端末装置を使用することが

でき、携帯通信システムの利便性を損なわせないれづ効果を奏する。

００28 また、本発明によれば、第2の送信制御手段は、交換網上の所定の端末装置に送

信する通信データをカプセルィビして中継局向けの通信データを生成する生成手段と

、生成手段により生成された通信データを中継局に送信する送信手段とを備え、第3

の送信制御手段は、携帯通信端末装置から受信した通信データのカプセル化を解

除するカプセルィロ解除手段と、カプセルィロ解除手段により解除された通信データを

基地局に送信する送信手段とを備えることとしたので、カプセルィビされた通信データ

とカプセルィビされていない通信データとの区別によって、第 及び第3の送信制御手

段と第2の送信制御手段とでそれぞれ送受信が行われる通信データを異ならせ、以

って通信データの混信を防止し、それぞれの送信制御方式に適した形式の通信デ

ータにて送信することができるれづ効果を奏する。

００29 また、本発明によれば、中継局は、サービス・エリア内に所在する携帯通信端末装

置に対して中継局識別情報を通知する中継局識別情報通知手段をさらに備え、無

線通信端末は、中継局識別情報通知手段により通知された中継局識別情報を記憶

する中継局識別情報記憶手段をさらに備え、第2の送信制御手段は、中継局識別情

報記憶手段に記憶された中継局識別情報に基づいて通信データを中継局に送信

制御することとしたので、通知された中継局識別情報が中継局識別情報記憶手段に

より記憶されたれづ明確な基準に基づいて、第2の送信制御手段は、通信データを

中継局に送信制御することができ、不必要に第2の送信制御手段が通信データを中

継局に送信制御することを防止するれづ効果を奏する。

００3０ また、本発明によれば、複数の中継局から中継局識別情報をそれぞれ受信した場

合には、受信感度の最も高い中継局からの中継局識別情報を中継局識別情報記憶

手段に記憶するとともに、中継局識別情報の継続受信が不能となった場合には中継

局識別情報記憶手段の記憶内容を消去する中継局識別情報制御手段をさらに備え



ることとしたので、第2の送信制御手段は、中継局識別情報の受信感度が最も高い
中継局を選択して通信データを効率的に送信し、以って最も安定した通信を〒ぅこと

ができるとレづ効果を奏する。

００3 1 また、本発明によれば、第2の送信制御手段は、中継局識別情報記憶手段に中継

局識別情報が記憶されていない場合には、通信データを中継局向けの通信データ

にすることなく基地局に送信制御することとしたので、中継局との通信が不能とされる

場合には、中継局向けの通信データに変換する処理を省き、迅速、効率的に基地局

との通信を〒ぅことができるとレづ効果を奏する。

００32 また、本発明によれば、中継局は、他の中継局から受信した中継局識別情報を記

憶する中継局識別情報記憶手段をさらに備え、第3の送信制御手段は、基地局との

通信が不通であり、中継局識別情報記憶手段に中継局識別情報が記憶され、かつ

、携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを当該中継局

識別情報の中継局向けの通信データにして中継局に送信制御することとしたので、

中継局が基地局と通信不可能であっても、他の中継局へ通信データを転送すること

ができ、携帯通信端末装置から基地局への通信データの消失を防止することができ

るとレづ効果を奏する。また、複数の中継局を組み合せて、中継局のサービス・エリア

をより広く確保することができるとレづ効果を奏する。

００33 図 図 は、第 の実施例に係る携帯電話網の概略構成を示す図である。

図2 図2は、音声データaのデータ構造を示す図である。

図3 図3は、携帯電話機 ００の構成を示す機能ブロック図である。

図4 図4は、中継基地局2００の構成を示す機能ブロック図である。

図5 図5は、携帯電話機 ００の信号受信時処理手順のフローチヤートを示す図であ

る。

図6 図6は、携帯電話機 ００の発信時処理手順のフローチヤートを示す図である。

図7 図7は、中継基地局2００の音声データ受信時処理手順のフローチヤートを示す

図である。

図8 図8は、第2の実施例に係る携帯電話網の概略構成を示す図である。



図9 図9は、中継基地局2００の構成を示す機能ブロック図である。

図1０図 ０は、中継基地局2００の中継基地局 受信時処理手順のフローチヤート

を示す図である。

図11 図 、中継基地局2００の音声データ受信時処理手順を示すフローチヤー

トを示す図である。

符号の説明

００3 4 、C 伝送路

a、b、 C 2 音声データ

００ 携帯電話機

０ 2０ 2０ 信号処理部

０2 2０2 切換部

０3 ０3 中継基地局 記憶部

０4 音声データaへの変換部

０5 a 伝送路C音声データ送受信部

０5b 伝送路 音声データ送受信部

2０2 2０4 a 音声データbへの変換部

2０3b 伝送路 音声データ送受信部

2０4 b あて先中継墓地局変更部

2０3 a 2０5 a 伝送路 音声データ送信部

発明を実施するための最良の形態

００3 5 以下に添付図面を参照して、本発明の携帯電話通信システムの好適な実施の形

態を詳細に説明する。以下に示す実施の形態では、本発明を携帯電話通信システ

ムに適用した場合を説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、P S (Pe

s ona Handyphone s em) P (Pe sona D g a Ass s an s) 通信システム等

に適用することもできる。

実施例

００3 6 図 は、本発明の第 の実施例に係る携帯電話網の概略構成を示す図である。図

では、携帯電話機 ００と、中継基地局2００と、基地局3００との間で、無線通信による



伝送路が確立され、音声データの送受信処理を〒ぅ状況を示している。

００3 7 同図に示すよぅに、この携帯電話網では、登りチヤネルについては携帯電話機 ００

と基地局3００の間に中継基地局2００を介在させるものの、下りチヤネルについては

基地局3００から携帯電話機 ００に直接通信させ中継基地局2００を介在させないこと

としている。心臓ぺ一スメーヵ一の誤作動を招く要因は、携帯電話機 ００から送信さ

れる出力電力の大きい電波であり、携帯電話機 ００による受信時には誤作動を招く

ほどの電力が伴わない点を考慮するとともに、基地局3００及び中継基地局2００の負

担軽減を図ったためである。

００3 8 携帯電話機 ００は、基地局3００のヵバ一エリアに所在する場合に通話可能な音声

通信端末であり、 (T me D v s on M p e Access) 方式によるP C (Pe so

na D g a C e a ) C (Code D v s on M p e Access) 方式等に対応可

能に形成されている。

００3 9 中継基地局2００は、携帯電話機 ００と基地局3００の間に介在し、携帯電話機 ００

からの登りチヤネルの中継を〒ぅ装置である。この中継基地局2００は、携帯電話機

００との間で低電力の電波にて通信を 、竹 、基地局3００との間で通常電力の電波に

て通信を行ぅ。この中継基地局2００は、登りチヤネル上のデータの中継を〒ぅもので

あるが、併せてヵプセルィロ解除 (その詳細な説明は後述する) と称するデータフオー

マットの変換を〒ぅ。

００4０ 基地局3００は、ヵバ一エリアに所在する携帯電話機 ００に対して通話サービスを

提供する装置であり、図示しない交換機と接続されている。この基地局3００は、サー

ビエリア内の携帯電話機 ００に対する音声データを交換機から受信したならば、中

継基地局2００を介在させることなくそのまま通常電力で携帯電話機 ００向けに送信

する。また、携帯電話機 ００から電話交換網上の電話端末向けの登りチヤネルの音

声データを受信したならば、該音声データを交換機に受け渡す。さらに、この基地局

3００が中継基地局2００から登りチヤネルの音声データを受信した場合については、

この音声データのデータフオーマットが、ヵプセルィロ解除により携帯電話機 ００から

直接受信した音声データのデータフオーマットと同一形式であるため、携帯電話機

００から直接受信した音声データとして取り扱ぅ。



００41 図 に示したよぅに、ここでは登りチヤネルとして携帯電話機 ００と中継基地局2００

との間に伝送路 を形成するとともに中継基地局2００と基地局3００との間に伝送路

を形成し、かかる伝送路 及び を用いて上りチヤネルの音声データの送信を行ぅ。

また、下りチヤネルとして基地局3００と携帯電話機 ００との間に伝送路Cを形成し、

かかる伝送路Cを用いて下りチヤネルの音声データの送信を行ぅ。

００42 ここで、上記伝送路 は低電力の電波により形成されるが、伝送路 及びCは通常

電力の電波により形成される。ここで言ぅ「低電力」とは、携帯電話機 ００が心臓ぺ一

スメーヵ一等の電子機器にある程度近接していたとしても該電子機器の誤作動を招

かない程度の出力電力を意味する。

００43 このよぅに伝送路 を低電力の電波により構成すると、携帯電話機 ００が心臓ぺ一

スメーヵ一等の電子機器にある程度近接していたとしても該電子機器の誤作動を招

くおそれを低減することができ、また、省エネルギーに資することとなる。

００44 次に、登りチヤネル 送路 及び を用いた音声データの送信要領及び下りチヤ

ネル 送路C)を用いた音声データの受信要領について説明する。まず、準備段階

として、中継基地局2００は、白装置固有の中継基地局 をブロードキヤストにて送信

し(ステップS ０) 、この中継基地局 を受信した携帯電話機 ００は、該中継基地局

を記憶しておく。

００45 そして、携帯電話機 ００に対して音声入力がなされた場合には、この音声を圧縮

符号化して音声データィビするとともに、この音声データをヵプセル化して音声データ

aを生成する (ステップ )。ここで、かかるヵプセルィロ前の音声データは、基地局3

００向けの送信対象となる音声データであり、ヵプセル化後の音声データaは、この音

声データをデータとしてヵプセルィビするとともにこれに新たな制御情報を付加して中

継基地局2００向けに再構成した音声データである。

００46 その後、携帯電話機 ００は、ヵプセルィビされた音声データaを、低電力で中継基地

局2００へ送信し(ステップS 2) 、この音声データaを受信した中継基地局2００は、音

声データaのヵプセルィビを解除して音声データbを取得し(ステップS 3) 、取得した

音声データbを基地局3００に送信する (ステップS 4 。その後、基地局3００は、受信

した音声データbを図示しない交換機に送信することになる。ここで言ぅヵプセルィビの



解除とは、音声データaの中から本来の音声データbを抽出する処理を意味し、この

音声データbを受信した基地局3００は、音声データbを中継基地局2００から受信した

のではなく携帯電話機 ００から直接受信した場合と同様に取り扱ぅことができる。

００47 一方、基地局3００が、図示しない交換機から音声データ を受信したならば、中継

基地局2００を介在させることなくこの音声データ を直接携帯電話機 ００へ送信す

る (ステップS 5)

００48 このよぅに、携帯電話機 ００からの音声データの送信は、中継基地局2００を介した

登りチヤネル 送路 及び を用いて行われ、携帯電話機 ００による音声データ

の受信は、中継基地局2００を介さずに下りチヤネル 送路C)を用いて行われること

になる。

００49 なお、携帯電話機 ００内に中継基地局 が記憶されていない場合には、低電力
。

通信をサポートする中継基地局2００のカバーエリアにないことを意味するため、カフ

セルィビされていない音声データc 2そのものを基地局3００に送信することになる (ステ

、ソプS 2 )。

００5０ 次に、図 において説明したカプセル化についてさらに詳細に説明する。図2は、

図 に示したカプセルィビされていない音声データbとカプセルィロ後の音声データaの

データ構造を示す図である。なお、音声データ 及びc 2については、音声データb

と同じデータ構造となる。

００5 1 まず、カプセルィビされる前の音声データbは、本来の音声データの前後にへツダ及

びフラグと呼ばれる制御情報を付加したデータ構造となる。この制御情報には、デー

タの送信先の情報、送信元の情報、送信か受f (応答 )かの種別を示す情報、デー

タの同期を取るための情報などが含まれる。

００52 これに対して、カプセルィロ後の音声データaは、本来の制御情報を含めた音声デ

ータbをデータと見なしてこれにへツダ及びフラグからなる新たな制御情報を付加した

データ構造となる。つまり、ここで言ぅカプセルィビとは、制御情報を含む本来送信すべ

き音声データをデータとみなしてこれに制御情報を付加するデータ生成方式のことを

意味する。

００53 次に、図 に示した携帯電話機 ００の構成について説明する。図3は、図 に示し



た携帯電話機 ００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよぅに、この携帯

電話機 ００は、信号処理ｧ ０ と、切換ｧ ０2と、中継基地局 記憶部 ０3と、音

声データaへの変換部 ０4と、伝送路C音声データ送受信部 ０5aと、伝送路 音声

データ送受信部 ０5bと、マイク ０6aと、スピーヵ０6aと、アンテナ ０7とを有する。

００54 fa号処理部 ０は、携帯電話機 ００の無線通信に係る発呼制御及び着呼制御等

の各種通信制御を行い、携帯電話機 ００に入力される各種音声の圧縮符号ィロ処理

を行い、また、圧縮符号ィビされた受信音声データの音声への伸長処理を行ぅ。即ち、

マイク ０6aから入力された音声を音声データヘ圧縮符号ィビして切換部 ０2へ送信

し、また、アンテナ ０7を介して伝送路C音声データ送受信部 ０5aから受信した音

声データの入力に応じて、該音声データを音声へ伸長して、スピーヵ０6bから出カ

する。

００55 切換部 ０2は、中継基地局 E憶ｧ ０3に中継基地局 が記憶されている場合

には、信号処理部 ０から受信した音声データを音声データaへの変換部 ０4を経

て伝送路 音声データ送受信部 ０5bから有形基地局2００へ低電力で送信する。他

方で、中継基地局 記憶部 ０3に中継基地局 が記憶されていない場合に、信号

処理部 ０から受信した音声データを伝送路C音声データ送受信部 ０5aから通常

電力で送信するれづ切換え処理を〒ぅものである。

００56 中継基地局 記憶部 ０3は、書き換え可能な記憶媒体であって、伝送路 音声

データ送受信部 ０5bがアンテナ ０7を介して中継基地局2００から中継基地局 を

受信した場合に、該受信された中継基地局 及び該中継基地局 の受信レベル (

受信電波の強度)を記憶する。この中継基地局 が保持する記憶内容に基づいて、

切換部 ０2により参照され、音声データを送信する手段として、伝送路C音声データ

送受信部 ０5a又は伝送路 音声データ送受信部 ０5bのいずれかが選択される。

また、中継基地局 記憶部 ０3に記憶される中継基地局 は、伝送路 音声デー

タ送受信部 ０5bにて外部へ送出される音声データaの制御情報に、あて先中継基

地局を識別する識別情報として挿入される。また、中継基地局 の受信レベルは、

複数の中継基地局2００から中継基地局 の受信がある場合に、いずれの中継基地

局2００と通信を〒ぅかを比較して判定するための比較判定基準となる。即ち、中継基



地局 の受信レベルが最も高い中継基地局2００が、該携帯電話機 ００と無線通信

を行ぅこととなる。

００57 音声データaへの変換部 ０4は、切換部 ０2から送信されてきた、入力音声が圧縮

符号化された音声データを、ヵプセルィビして音声データaへ変換する処理を行ぅもの

である。ヵプセルィビして音声データaへ変換された音声データは、伝送路 を介した

低電力の電波による搬送が可能となることとなる。

００58 伝送路C音声データ送受信部 ０5aは、基地局3００から伝送路Cにて通常電力の

電波で送信された、音声データ をアンテナ ０7を介して受信し、直接基地局3００

へ向けて伝送路Cにて通常出力で音声データc 2をアンテナ ０7を介して送信する。

即ち、伝送路C音声データ送受信部 ０5aは、受信した音声データ を信号処理部

０へ送信し、切換部 ０2から受信した音声データc 2を、基地局3００へ向けて送信

する。

００59 伝送路 音声データ送受信部 ０5bは、中継基地局2００から伝送路 を介して低

電力の電波にて搬送された中継基地局 をアンテナ ０7を介して受信し、中継基地

局2００へ向けて伝送路 にて低電力で音声データaを送信する。伝送路 音声デー

タ送受信部 ０5bは、受信した中継基地局 及びこの中継基地局 の受信レベル

を中継基地局 記憶 ０3へ送信し、音声データaへの変換部から受信した音声デ

ータaを、中継基地局2００へ向けて低電力で送信する。

００6０ 次に、図 に示した中継基地局2００の構成にっいて説明する。図4は、図 に示し

た中継基地局2００の構成を示す機能ブロック図である。中継基地局2００は、信号処

理部2０ と、音声データbへの変換部2０2と、伝送路 音声データ送受信部2０3bと

、伝送路 音声データ送信部2０3aと、中継基地局 送信部2０4と、アンテナ2０5と

を有する。

００6 1 fa号処理部2０は、中継基地局2００の無線通信に係る受信制御及び送信制御の

各処理を実行し、伝送路 音声データ送受信部2０3bが伝送路 からアンテナ2０5

を介して受信した音声データaを、該伝送路 音声データ送受信部2０3bから受信し

、該音声データaを音声データbへの変換部2０2へ送信する。音声データbへの変換

部2０2は、信号処理部2０から送信されてきた、ヵプセルィビされた音声データaを、



ヵプセル化を解除して音声データbへ変換する処理を行ぅ。ヵプセルィビが解除されて

音声データbへ変換された音声データは、伝送路 を介した通常電力の電波による

搬送が可能となることとなる。

００62 伝送路 音声データ送信部2０3aは、音声データbへの変換部2０2から受信した音

声データbを、基地局3００へ向けて伝送路 を介して搬送可能とするよぅに、アンテナ

2０5を介して通常電力の電波にて送信する。伝送路 音声データ送受信部2０3bは

、携帯電話機 ００から送信されアンテナ2０5を介して受信した音声データaを、信号

処理部2０へ送信する。また、伝送路 音声データ送受信部2０3bは、中継基地局1

送信部2０4から送信されてきた該中継基地局2００の中継基地局 を、アンテナ2

０5を介して携帯電話機 ００へ低電力で送信する。

００63 中継基地局1 送信部2０4は、中継基地局を識別する該中継基地局2００の中継基

地局 を、伝送路 音声データ送受信部2０5を介して、携帯電話機 ００ヘブロード

キヤストにて送信する。

００64 次に、図 に示した携帯電話機 ００を用いた信号受信時処理手順について説明す

る。図5は、図 に示した携帯電話機 ００を用いた、何れかの信号受信時の処理手

順を示すフローチヤートである。

００65 同図に示すよぅに、携帯電話機 ００が何れかの電波信号の受信圏内に持ち込まれ

ると、信号受信か否かを判定する (ステップS ０ )。即ち、基地局3００からの通話要

求を示す信号、又は中継基地局2００からの中継基地局 を受信したか否かを判定

する。

００66 その結果、基地局3００からの通話要求を示す信号又は中継基地局2００からの中

継基地局 を受信したとされなかった場合には (ステップS ０否定) 、中継基地局1

記憶部 ０3に記憶されている中継基地局 及び該中継基地局 の受信レベル

を消去けリア)して (ステッ ０3) 、ステップS ０へ戻る。ステップS ０3の処理では

、中継基地局 記憶部 ０3に中継基地局 が記憶されているか否かにかかわらず

、中継基地局 のクリアを行ぅ。これにより、中継基地局2００との通信可能圏内でな

いにもかかわらずこの中継基地局2００と通信を行おぅとする誤動作を防止することが

できる。



００67 これに対して、基地局3００からの通話要求を示す信号、又は中継基地局2００から

の中継基地局 を受信したとされた場合には (ステップS ０肯定) 、は、受信信号

が基地局からの通話要求か否かを判定する (ステップS ０2)

００68 その結果、受信信号が基地局からの通話要求である場合には (ステップ ０2肯定

) 、該携帯電話機 ００と基地局3００との間の通常の着信通話処理を〒ぅ(ステップ

０4)

００69 これに対して、受信信号が基地局からの通話要求でない場合には (ステップ ０2

否定) 、受信信号は中継基地局 か否かを判定する (ステップS ０5)。受信信号は

中継基地局 である場合には (ステップS ０5肯定) 、所定の記憶領域に、中継基地

局 と受信レベルを一時記憶する (ステップS ０6)。これに対して、受信信号は中継

基地局 でない場合には (ステップS ０5否定) 、ステップS ０へ処理を戻す。

００7０ そして、中継基地局 記憶部 ０3に、既に中継基地局 が記憶されているか否か

を判定する (ステップS ０7)。その結果、既に中継基地局 が記憶されている場合

には (ステップS ０7肯定) 、今回受信した中継基地局 と、既に記憶されている中

継基地局 とは同一であるか否かを判定する (ステップS ０8)。その結果、既に記

憶されている中継基地局 とは同一でない場合には (ステップS ０8肯定) 、本信号

受信時処理は終了する。一方で、既に記憶されている中継基地局 とは同一でな

い場合には (ステップS ０8否定) 、今回受信した中継基地局 の受信レベルと、既

に記憶されている中継基地局 の受信レベルとを比較する (ステップS )し、今

回受信した中継基地局 の受信レベルの方が高いか否かを判定する。この判定処

理結果により、最も受信電波の強い中継基地局2００を選択して通信可能となり、以っ
て携帯通信端末装置 ００は、中継基地局2００と、より安定的に通信を〒ぅことができ

る。

００7 1 その結果、今回受信した中継基地局1 の受信レベルの方が高い場合には (ステッ
プ 肯定) 、中継基地局 記憶部 ０3に記憶される中継基地局 と受信レベル

を、今回受信した中継基地局 及びこの受信レベルで更新する (S 2)。これに対

して、今回受信した中継基地局 の受信レベルの方が高くない場合には (ステップS

皿 否定) 、本信号受信時処理は終了する。



００72 上記処理に対して、既に中継基地局 が記憶されていない場合には (ステップ

０7否定) 、今回受信した中継基地局 と該中継基地局 の受信レベルを、中継基

地局 記憶部 ０3へ記憶する (ステップS ０9)

００73 次に、図 に示した携帯電話機 ００を用いた発信時処理手順について説明する。

図6は、図 に示した携帯電話機 ００を用いた発話時の処理手順を示すフローチヤ

ートである。

００74 同図に示すよぅに、携帯電話機 ００に対して発信操作がなされると、該携帯電話機

００は、発信要求があったか否かを判定する (ステップS 5 )。その結果、発話要求

なしの場合には (ステップS 5 否定) 、ステップS 5 を繰り返す。これに対して、発

話要求ありの場合には (ステップS 5 肯定) 、中継基地局 記憶部 ０3に中継基

地局 の記憶があるか否かをチェックする (ステップS 52) 。続いて、中継基地局

記憶部 ０3に中継基地局 の記憶があるか否かを判定する (ステップS 53) 。その

結果、記憶ありの場合には (ステップS 53肯定) 、入力された音声を圧縮符号ィビし、

さらに音声データaへの変換部 ０4を制御して音声データaにする (ステップS 54)

続いて、伝送路 音声データ送受信部 ０5bを制御して、音声データaを低電力で中

継基地局2００へ送信する (ステップS 55)

００75 これに対して、記憶なしの場合には (ステップ 53否定) 、入力された音声を圧縮

符号化して音声データc 2にする (ステップS 56) 。続いて、伝送路C音声データ送

受信部 ０5aを制御して、音声データc 2を基地局3００へ通常電力で送信する (ステッ
プS 57)

００76 次に、図 に示した中継基地局2００を用いた音声データ受信時処理手順について

説明する。図7は、図 に示した中継基地局2００を用いた、音声データ受信時の処理

手順を示すフローチヤートである。

００77 同図に示すよぅに、中継基地局2００が音声データaの受信圏内に入ると、中継基地

局2００は、音声データbの受信ありか否かを判定する (ステップS 2０ )。その結果、

受信なしの場合には (ステップS 2０否定) 、ステップS 2０を繰り返す。

００78 これに対して、受信なしの場合には (ステ、ソプ 2０肯定 、音声データbへの変換

部2０2を制御して、音声データaを音声データbへ変換する処理を〒ぅ(ステップS 2０



2)。続いて、信号処理部2０は、音声データbを基地局3００へ通常電力で送信する

(ステップS 2０3

実施例 2

００79 図8は、本発明の第2の実施例に係る携帯電話網の概略構成を示す図である。図8

では、携帯電話機 ００と、2つの中継基地局2００と、基地局3００との間で、無線通

信による伝送路が確立され、音声データの送受信処理を〒ぅ状況を示している。

００8０ 同図に示すよぅに、この携帯電話網では、登りチヤネルについては携帯電話機 ００

と基地局3００の間に2つの中継基地局2００を介在させるものの、下りチヤネルにつ

いては基地局3００から携帯電話機 ００に直接通信させ中継基地局2００を介在させ

ないこととしている。なお、第2の実施例の携帯電話機 ００及び基地局3００は、第

実施例と同一の構成をとる。また、以下に示す第2の実施例は、中継基地局2００の

構成が中継基地局2００とは異なり、中継基地局2００の中継基地局 受信時処理

が第 の実施例から追加となり、中継基地局2００の音声データ受信時処理が中継

基地局2００の音声データ受信時処理と異なる以外は、第 の実施例と同一の構成を

とる。

００8 1 同図に示すよぅに、この携帯電話網では、登りチヤネルについては携帯電話機 ００

と基地局3００の間に2つの中継基地局2００を介在させるものの、下りチヤネルにつ

いては基地局3００から携帯電話機 ００に直接通信させ中継基地局2００を介在させ

ないこととしている。2つの中継基地局2００は、携帯電話機 ００と基地局3００の間

に介在し、携帯電話機 ００からの登りチヤネルの中継を〒ぅ装置である。一方の中継

基地局2００は、携帯電話機 ００との間で低電力の電波にて通信を 、竹 、他方の中

継基地局2００との間でも低電力の電波にて通信を 、竹 、他方の中継基地局2００

は、基地局3００との間で通常電力の電波にて通信を行ぅ。これらの中継基地局2００

は、登りチヤネル上のデータの中継を〒ぅものであるが、基地局3００との直接の通信

を〒ぅに先立っては、カプセル化解除を行ぅものである。

００82 次に、登りチヤネル 送路 、 及び を用いた音声データの送信要領及び下

りチヤネル 送路C)を用いた音声データの受信要領について説明する。まず、準

備段階として、他方の中継基地局2００は、もぅ一方の中継基地局2００へ、白装置



固有の中継基地局 をブロードキヤストにて送信し(ステップS5０)、この中継基地局

を受信した一方の中継基地局2００は、該中継基地局 を記憶しておく。これと

相前後して、一方の中継基地局2００は、中継基地局 をブロードキヤストにて送信

し(ステップS 5 )、この中継基地局 を受信した携帯電話機 ００は、該中継基地局

を記憶しておく。

００83 そして、携帯電話機 ００に対して音声入力がなされた場合には、この音声を圧縮

符号化して音声ヂ一タ化するとともに、この音声データをカプセル化して音声データ

aを生成する (ステップS52) 。ここで、かかるカプセルィロ前の音声データは、基地局3

００向けの送信対象となる音声データであり、カプセルィ出後の音声データaは、この音

声データをデータとしてカプセルィビするとともにこれに新たな制御情報を付加して一

方の中継基地局2００向けに再構成した音声データである。

００84 その後、携帯電話機 ００は、カプセルィビされた音声データaを、低電力で一方の中

継基地局2００へ送信し(ステップS53) 、この音声データaを受信した一方の中継基

地局2００は、音声データaと同一である音声データa を、さらに他方の中継基地局

2００へ低電力で送信する (ステップ 4)。音声データa を受信した他の中継基地

局2００では、音声データa のカプセルィビを解除して音声データbを取得し(ステップ

55)、取得した音声データbを基地局3００に送信する (ステップ 56)。その後、基

地局3００は、受信した音声データbを図示しない交換機に送信することになる。ここ

で言ぅカプセルィビの解除とは、音声データaの中から本来の音声データbを抽出する

処理を意味し、この音声データbを受信した基地局3００は、音声データbを中継基地

局2００から受信したのではなく携帯電話機 ００から直接受信した場合と同様に取り

扱ぅことができる。

００85 一方、基地局3００が、図示しない交換機から音声データ を受信したならば、2つ
の中継基地局2００を介在させることなくこの音声データ を直接携帯電話機 ００

へ送信する (ステップS 57)

００86 このよぅに、携帯電話機 ００からの音声データの送信は、2つの中継基地局2００

を介した登りチヤネル (伝送路 、 及び を用いて行われ、携帯電話機 ００によ

る音声データの受信は、2つの中継基地局2００を介さずに下りチヤネル 送路C)



を用いて行われることになる。

００87 なお、携帯電話機 ００内に中継基地局 が記憶されていない場合には、低電力

通信をサポートする中継基地局2００のカバーエリアにないことを意味するため、カ

プセルィビされていない音声データc 2そのものを基地局3００に送信することになるほ
テップ 53 。

００88 次に、図8に示した中継基地局2００の構成について説明する。図9は、図8に示し

た中継基地局2００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよぅに、この中

継基地局2００は、信号処理部2０ と、切換部2０2 と、中継基地局 記憶部2０3

と、音声データbへの変換部2０4 aと、あて先中継基地局 変更部2０4 bと、伝送

路 音声データ送信部2０5 aと、伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5

bと、中継基地局 送信部2０6 と、アンテナ2０7 とを有する。

００89 号処理ｧi 2 ０ は、中継基地局2００の無線通信に係る受信制御及び送信制御

の各処理を実行し、伝送路 及び伝送路 音声データ受信部2０5 bから送信され

た音声データa又は音声データa を受信し、切換部2０2 へ送信する。切換部2０2

は、中継基地局 記憶部2０3 に中継基地局 が記憶されていない場合には、信

号処理部2０ から受信した音声データaを音声データbへの変換部2０4 aを経て伝

送路 音声データ送信部2０5 aから、音声データa として基地局3００へ送信し、中

継基地局 記憶部2０3 に中継基地局 が記憶されている場合には、信号処理部

2０ から受信した音声データをあて先中継基地局 変更部2０4 bを経て伝送路

及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bから他の中継基地局2００へ送信すると

いぅ、何れかへの切換え処理を行ぅ。

００9０ 中継基地局 記憶部2０3 は、書き換え可能な記憶媒体であって、アンテナ2０7

を介して伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bが他の中継基地局2０

０から受信した中継基地局 を、この受信した中継基地局 の中継基地局 の受

信レベルとともに記憶する。この記憶された中継基地局 及び受信レベルに基づい
て、切換部2０2 は、音声データを送信する手段として伝送路 音声データ送信部2

０5 a又は伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bのいずれを選択する

。また、中継基地局 の受信レベルは、複数の中継基地局2００から中継基地局



の受信がある場合に、いずれの中継基地局2００と通信を〒ぅかを比較して判定する

ための比較判定基準となる。即ち、中継基地局 の受信レベルが最も高い他の中

継基地局2００が、本中継基地局2００と無線通信を〒ぅこととなる。

００9 1 音声データbへの変換部2０4 aは、信号処理部2０ から送信されてきた、ヵプセ

ルィビされた音声データa又は音声データa を、ヵプセルィビを解除して音声データbの

フオーマットに変換する処理を行ぅ。ヵプセルィビが解除されて音声データbへ変換さ

れた音声データは、伝送路 にての搬送が可能となる。

００92 あて先中継基地局 変更部2０4 bは、切換部2０2 から送信されてきた音声デー

タaの制御情報に含まれるあて先中継基地局 を、中継基地局 記憶部2０3 に記

憶されている中継基地局 へ変更する。即ち、当該中継基地局2００が伝送路

にて通信路を確立させている他の中継基地局2００へ音声データaを転送すべく、そ

のあて先を中継基地局 記憶ｧ 2 ０3 に記憶されている他の中継基地局2００に指

定するものである。

００93 伝送路 音声データ送信部2０5 aは、音声データbへの変換部2０4 aから受信し

た音声データbを、基地局3００へ向けて伝送路 にて送信するよぅに、アンテナ2０7

を介して通常電力にて送信する。伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5

bは、携帯電話機 ００から送信されアンテナ2０7 を介して受信した音声データa、

又は他の中継基地局2００から送信されアンテナ2０7 が受信した音声データa を

信号処理部2０ へ送信する。

００94 伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bは、他の中継基地局2００か

ら伝送路 にて低電力で送信され、アンテナ2０7 を介して受信された中継基地局1

を、他の中継基地局2００へ向けて伝送路 にて音声データa を低電力で送信

する。伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bは、低電力で受信した中

継基地局 及びこの中継基地局 の受信レベルを中継基地局 記憶2０3 へ送

信し、あて先中継基地局 変更部2０4 から受信した音声データa を、他の中継基

地局2００へ向けて通常電力で送信する。

００95 中継基地局 送信部2０6 は、中継基地局2００を識別する該中継基地局2００

の中継基地局 を、伝送路 及び伝送路 音声データ送受信部2０5 bを介して、



他の中継基地得局2００へ低電力で送信する。

００96 次に、図8に示した中継基地局2００を用いた中継基地局1 受信時処理手順につ

いて説明する。図 ０は、図8に示した中継基地局2００を用いた、中継基地局 受

信時の処理手順を示すフローチヤートである。

００97 同図に示すよぅに、他の中継基地局2００の中継基地局 の受信圏内にあるとき、

中継基地局2００は、中継基地局 を受信したか否かを判定する (ステップS 5０ )

その結果、中継基地局 受信でなかった場合には (ステップS 5０否定) 、中継基地

局 記憶部 ０3 に記憶されている中継基地局 を消去けリア)する。これにより、

他の中継基地局2００との通信可能圏内でないにもかかわらず不必要にこの他の中

継基地局2００と通信を行おぅとする誤動作を防止することができる。

００98 これに対して、中継基地局 受信の場合には (ステップS 5０肯定) 、受信した中

継基地局 と受信レベルを、所定の一時記憶領域に一時記憶する (ステップS 5０2)

。その後、既に中継基地局 は中継基地局 記憶部2０3 2記憶されているかを判

定する。その結果、既に記憶されている場合に(ステップ ０4肯定) 、今回受信した

中継基地局 と、既に記憶されている中継基地局 とは同一か否かを判定する。今

回受信した中継基地局 と、既に記憶されている中継基地局 とは同一でない場

合に (ステップS 5０5否定) 、本中継基地局 受信時処理は終了する。これに対して

、今回受信した中継基地局 と、既に記憶されている中継基地局 とは同一でない
場合に (ステップS 5０5肯定) 、今回受信した中継基地局 の受信レベルと、既に記

憶されている中継基地局 の受信レベルとを比較し(ステップS 5０7) 、今回受信した

中継基地局 の受信レベルの方が高い場合には (ステップS 5０8肯定) 、中継基地

局 受信記憶部2０3 の中継基地局 と受信レベルの更新を 、竹 (ステップS 5０9)

、今回受信した中継基地局 の受信レベルの方が高くない場合に (ステップS 5０8

否定) 、本中継基地局 受信時処理は終了する。なお、ステップS 5０7の判定処理

結果により、最も受信電波の強い他の中継基地局2００を選択して通信可能となり、

以って携帯通信端末装置 ００は、中継基地局2００と、より安定的に通信を〒ぅことが

できる。

００99 他方、中継基地局 記憶部2０3 に中継基地局 は記憶されていない場合には (



ステップS5０4 否定)、今回受信した中継基地局 とこの中継基地局 の受信レベ

ルを、中継基地局 記憶ｧ 2０3 へ記憶する (ステップS5０6 。この処理が終了する

と、本中継基地局 受信時処理は終了する。

０1００ 次に、図8に示した中継基地局2００を用いた音声データ受信時処理手順につい
て説明する。図 、図8に示した中継基地局2００を用いた、音声データ受信時の

処理手順を示すフローチヤートである。

０1０1 同図に示すよぅに、中継基地局2００が音声データaの受信圏内に入ると、中継基地

局2００は、音声データa又は音声データa の受信があったか否かを判定する (ステ

、ソプS55 )。その結果、音声データa又は音声データa の受信がなかった場合には (

ステップS55 否定)、ステップS55 を繰り返す。

０1０2 これに対して、音声データa又は音声データa の受信があった場合には (ステップS

55 肯定 、中継基地局 記憶ｧ 2０3 に中継基地局 の記憶があるか否かをチェ
、ソクする (ステップS552) 。続いて、信号処理部2０ は、中継基地局 記憶部2０3

に中継基地局 の記憶があるか否かを判定する (ステップS553) 。この結果、中継

基地局 の記憶がある場合に(ステップS553 肯定)、あて先中継基地局 変更部2

０4 bを制御して、受信した音声データaの制御情報に含まれるあて先中継基地局1

を変更して音声データa にする (ステップS55 4)。続いて、伝送路 及び伝送路

音声データ送受信部2０5 bを制御して、音声データa を低電力で他の中継基地

局2００へ送信する (ステップ 555)。この処理が終了すると、本音声データ受信時

処理は終了する。

０1０3 これに対して、中継基地局1 の記憶がない場合に(ステップ 553否定)、音声デ

ータbへの変換部2０4 aを制御して、音声データa又は音声データa を音声データb

に変換する (ステップS556) 。続いて、伝送路 音声データ送信部2０5 aを制御して

、音声データbを通常電力で基地局3００へ送信する (ステップ 557)。この処理が終

了すると、本音声データ受信時処理は終了する。

０1０4 第2の実施例では、2つの中継基地局2００が、携帯電話機 ００と基地局3００との

間の通信に介在するとしたが、2つ以上の中継基地局2００が介在する場合も、中継

基地局2００の構成及び中継基地局2００の制御動作は同様である。



産業上の利用可能，性

以上のよぅに、本発明の携帯通信システムは、携帯通信端末装置の使用が制限さ

れる場所において、携帯通信端末装置が発する電波の周囲への影響を低く抑制す

ることが必要な携帯通信システムに有用である。



請求の範囲

携帯通信端末装置と、所定の交換網に接続されるとともにサービス・エリア内に所

在する前記携帯通信端末装置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局と、前

記基地局と携帯通信端末装置との間で授受される通信データを中継する中継局とを

有する携帯通信システムであって、

前記基地局は、前記交換網から前記携帯通信端末装置の通信データを受信した

際に、前記中継局を介することなく該通信データを常に直接前記携帯通信端末装置

に送信制御する第 の送信制御手段を備え、

前記携帯通信端末装置は、前記中継局のサービス・エリアに所在し、かつ、前記交

換網上の所定の端末装置に通信データを送信する場合に、該通信データを前記中

継局向けの通信データとして前記中継局に送信制御する第2の送信制御手段を備

ぇ、

前記中継局は、前記携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信

データを前記携帯通信端末装置から直接送信された通信データとして前記基地局

に送信制御する第3の送信制御手段を備えた

ことを特徴とする携帯通信システム。

2 前記第2の送信制御手段は、医療機器に影響を与えない程度の低出力で前記通

信データを前記中継局に送信制御することを特徴とする請求項 に記載の携帯通信

システム。

3 前記第2の送信制御手段は、前記交換網上の所定の端末装置に送信する通信デ

ータをカプセルィビして前記中継局向けの通信データを生成する生成手段と、前記生

成手段により生成された通信データを前記中継局に送信する送信手段とを備え、

前記第3の送信制御手段は、前記携帯通信端末装置から受信した通信データのカ

プセルィビを解除するカプセル化解除手段と、前記カプセルィロ解除手段により解除さ

れた通信データを前記基地局に送信する送信手段とを備えた

ことを特徴とする請求項 に記載の携帯通信システム。

4 前記中継局は、サービス・エリア内に所在する携帯通信端末装置に対して中継局

識別情報を通知する中継局識別情報通知手段をさらに備え、



前記無線通信端末は、前記中継局識別情報通知手段により通知された中継局識

別情報を記憶する中継局識別情報記憶手段をさらに備え、前記第2の送信制御手

段は、前記中継局識別情報記憶手段に記憶された中継局識別情報に基づいて前

記通信データを前記中継局に送信制御する

ことを特徴とする請求項 に記載の携帯通信システム。

5 前記無線通信端末は、複数の中継局から中継局識別情報をそれぞれ受信した場

合には、受信感度の最も高い中継局からの中継局識別情報を前記中継局識別情報

記憶手段に記憶するとともに、該中継局識別情報の継続受信が不能となった場合に

は該中継局識別情報記憶手段の記憶内容を消去する中継局識別情報制御手段を

さらに備えたことを特徴とする請求項4に記載の携帯通信システム。

6 前記第2の送信制御手段は、前記中継局識別情報記憶手段に中継局識別情報が

記憶されていない場合には、前記通信データを前記中継局向けの通信データにす

ることなく前記基地局に送信制御することを特徴とする請求項5に記載の携帯通信シ

ステム。

7 前記中継局は、他の中継局から受信した中継局識別情報を記憶する中継局識別

情報記憶手段をさらに備え、前記第3の送信制御手段は、前記基地局との通信が不

通であり、前記中継局識別情報記憶手段に中継局識別情報が記憶され、かつ、前

記携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを当該中継

局識別情報の中継局向けの通信データにして前記中継局に送信制御することを特

徴とする請求項4に記載の携帯通信システム。

8 所定の交換網に接続されるとともに携帯通信サービスを提供する所定の基地局と

通信データを授受し、若しくは前記基地局との間で中継局を介して通信データを授

受する携帯通信端末装置であって、

前記中継局のサービス・エリアに所在し、かつ、前記交換網上の所定の端末装置

に通信データを送信する場合に、該通信データを前記中継局向けの通信データとし

て前記中継局に送信制御する中継局向け送信制御手段を備えた

ことを特徴とする携帯通信端末装置。

9 所定の交換網に接続されるとともにサービス・エリア内に所在する携帯通信端末装



置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局と前記携帯通信端末装置との間で

授受される通信データを中継する中継局であって、

前記携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを前記携

帯通信端末装置から直接送信された通信データとして前記基地局に送信制御する

基地局向け送信制御手段を備えた

ことを特徴とする中継局。

０ 携帯通信端末装置と、所定の交換網に接続されるとともにサービス・エリア内に所

在する前記該携帯通信端末装置に携帯通信サービスを提供する所定の基地局と、

前記基地局と携帯通信端末装置との間で授受される通信データを中継する中継局と

を有する携帯通信システムの携帯通信方法であって、

前記基地局が、前記交換網から前記携帯通信端末装置の通信データを受信した

際に、前記中継局を介することなく該通信データを常に直接前記携帯通信端末装置

に送信制御する第 の送信制御工程と、

前記携帯通信端末装置が、前記中継局のサービス・エリアに所在し、かつ、前記交

換網上の所定の端末装置に通信データを送信する場合に、該通信データを前記中

継局向けの通信データとして前記中継局に送信制御する第2の送信制御工程と、

前記中継局が、前記携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信

データを前記携帯通信端末装置から直接送信された通信データとして前記基地局

に送信制御する第3の送信制御工程と

を含んだことを特徴とする携帯通信方法。

前記第2の送信制御工程は、医療機器に影響を与えない程度の低出力で前記通

信データを前記中継局に送信制御することを特徴とする請求項 ０に記載の携帯通

信方法。

2 前記第2の送信制御工程は、前記交換網上の所定の端末装置に送信する通信デ

ータをカプセルィビして前記中継局向けの通信データを生成する生成工程と、前記生

成工程により生成された通信データを前記中継局に送信する送信工程とを含み、

前記第3の送信制御工程は、前記携帯通信端末装置から受信した通信データのカ

プセルィビを解除するカプセルィロ解除工程と、前記カプセルィロ解除手段により解除さ



れた通信データを前記基地局に送信する送信工程とを含んだ

ことを特徴とする請求項 ０に記載の携帯通信方法。

3 前記中継局が、サービス・エリア内に所在する携帯通信端末装置に対して中継局

識別情報を通知する中継局識別情報通知工程と、前記無線通信端末が、前記中継

局識別情報通知工程により通知された中継局識別情報を記憶する中継局識別情報

記憶工程とをさらに含み、前記第2の送信制御工程は、前記中継局識別情報記憶工

程に記憶された中継局識別情報に基づいて前記通信データを前記中継局に送信

制御することを特徴とする請求項 ０に記載の携帯通信方法。

4 前記中継局が、他の中継局から受信した中継局識別情報を記憶する中継局識別

情報記憶工程をさらに含み、前記第3の送信制御工程は、前記基地局との通信が不

通であり、前記中継局識別情報記憶工程により中継局識別情報が記憶され、かつ、

前記携帯通信端末装置から通信データを受信した場合に、該通信データを当該中

継局識別情報の中継局向けの通信データにして前記中継局に送信制御することを

特徴とする請求項 3に記載の携帯通信方法。
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