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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワークを介して、アドホックネットワークを形成する移動通信端末宛てのパ
ケットを転送する移動通信システムであって、
　前記移動通信端末は、
　前記アドホックネットワークと前記コアネットワークとの接続ポイントが変更された場
合に変更される共通情報と、前記接続ポイントが変更された場合であっても変更されない
個別情報とによって構成されたアドレス情報を管理するように構成されたアドレス情報管
理部と、
　前記アドホックネットワークを構成する他の移動通信端末が有する前記個別情報を管理
するように構成されたルーティングテーブル管理部とを備えており、
　前記コアネットワークを介する通信において、前記アドレス情報管理部で管理される前
記アドレス情報に基づいてパケットを転送するように構成されており、
　前記アドホックネットワーク内の通信において、前記ルーティングテーブル管理部で管
理される前記個別情報に基づいてパケットを転送するように構成されていることを特徴と
する移動通信システム。
【請求項２】
　アドホックネットワークを形成可能な移動通信端末であって、
　前記アドホックネットワークとコアネットワークとの接続ポイントが変更された場合に
変更される共通情報と、前記接続ポイントが変更された場合であっても変更されない個別
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情報とによって構成されたアドレス情報を管理するように構成されたアドレス情報管理部
と、
　前記アドホックネットワークを構成する他の移動通信端末が有する前記個別情報を管理
するように構成されたルーティングテーブル管理部と、
　前記コアネットワークを介する通信において、前記アドレス情報管理部で管理される前
記アドレス情報に基づいてパケットを転送するように構成されているコアネットワーク通
信部と、
　前記アドホックネットワーク内の通信において、前記ルーティングテーブル管理部で管
理される前記個別情報に基づいてパケットを転送するように構成されているアドホックネ
ットワーク通信部とを具備することを特徴とする移動通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コアネットワークを介して、アドホックネットワークを形成する移動通信端
末宛てに、該移動通信端末のアドレス情報に基づいてパケットを転送する移動通信システ
ム、及び、かかる移動通信システムで用いられる移動通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図８に、コアネットワークＣＮを介して、アドホックネットワークＡを形成する移動通
信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ３宛てに、当該移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ３のアドレス情報
に基づいてパケットを転送する移動通信システムの全体構成図を示す。
【０００３】
　従来、かかる移動通信システムとして「Ｇｌｏｂａｌｖ６［１］」が提案されている（
例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　かかる移動通信システムでは、各移動通信端末ＭＴは、アドレス情報として、自身のホ
ームアドレスＨｏＡと気付アドレスＣｏＡとを管理している。
【０００５】
　また、かかる移動通信システムでは、コアネットワークを介する通信において、ホーム
アドレスＨｏＡ及び気付アドレスＣｏＡに基づいて、各移動通信端末ＭＴ宛てに、パケッ
トを通信するように構成されている。
【０００６】
　また、かかる移動通信システムでは、アドホックネットワークＡ内の通信において、気
付アドレスＣｏＡ若しくはホームアドレスＨｏＡに基づいて、各移動通信端末ＭＴ宛てに
、パケットを転送するように構成されている。
【０００７】
　具体的には、各移動通信端末ＭＴは、「宛先アドレス」と「転送先」とを関連付けるル
ーティングテーブルに従って、アドホックネットワークＡ内のルーティングにおいて、各
移動通信端末ＭＴ宛てに、パケットを転送するように構成されている。なお、図８は、ア
ドホックネットワークＡ内の移動通信端末ＭＴを代表して、移動通信端末ＭＴ＃３によっ
て蓄積されているルーティングテーブル（移動前及び移動後）を示している。
【０００８】
　ここで、移動通信端末ＭＴの気付アドレスＣｏＡは、当該移動通信端末が属するアドホ
ックネットワークが接続されているアクセスノードＡＮによって割り当てられるプレフィ
ックス及び各アドホックネットワーク内でユニークな端末番号によって構成されている。
【０００９】
　図８において、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３によって形成されているアドホック
ネットワークＡがアクセスノードＡＮ１に接続されている場合、移動通信端末ＭＴ＃１の
気付アドレスは、アクセスノードＡＮ１によって割り当てられるプレフィックス「ＡＮ１
ｐｒｅｆｉｘ」及び端末番号「＃１」によって構成される「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ＃１」で
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あり、移動通信端末ＭＴ＃２の気付アドレスは、上述のプレフィックス「ＡＮ１ｐｒｅｆ
ｉｘ」及び端末番号「＃２」によって構成される「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ＃２」であり、移
動通信端末ＭＴ＃３の気付アドレスは、上述のプレフィックス「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ」及
び端末番号「＃３」によって構成される「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ＃３」である。
【非特許文献１】Ｒ.　Ｗａｋｉｋａｗａ等、「Ｇｌｏｂａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔ
ｙ　ｆｏｒ　ＩＰｖ６　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｄ　Ｈｏｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ」、Ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ　Ｄｒａｆｔ：ｄｒａｆｔ-ｗａｋｉｋａｗａ-ｍａｎｅｔ-ｇｌｏｂａｌｖ６-０２
.ｔｘｔ、２００２年１１月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述の移動通信システムにおいて、移動通信端末ＭＴによってアドホッ
クネットワークＡが形成されている状態でハンドオフが発生した場合、すなわち、アドホ
ックネットワークＡを形成している各移動通信端末ＭＴの移動によって当該アドホックネ
ットワークＡとコアネットワークＣＮとの接続ポイントがアクセスノードＡＮ１からアク
セスノードＡＮ２に変更された場合、各移動通信端末ＭＴの気付アドレスＣｏＡが変更さ
れるため、アドホックネットワークＡ内におけるトポロジーの変更の有無に関わらず、各
移動通信端末ＭＴにおいて、ルーティングテーブルを再構築するための多大な再計算処理
が必要となるという問題点があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、アドホックネットワークＡが形
成されている状態でハンドオフが発生した場合であっても、各移動通信端末ＭＴにおける
多大な再計算処理を不要とすることが可能な移動通信システム及び移動通信端末を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の特徴は、コアネットワークを介して、アドホックネットワークを形成す
る移動通信端末宛てに、該移動通信端末のアドレス情報に基づいてパケットを転送する移
動通信システムであって、前記移動通信端末のアドレス情報は、前記アドホックネットワ
ークと前記コアネットワークとの接続ポイントが変更された場合に変更される共通情報と
、前記アドホックネットワークと前記コアネットワークとの接続ポイントが変更された場
合であっても変更されない個別情報とによって構成されており、前記アドホックネットワ
ーク内の通信では、前記個別情報に基づいてパケットを転送するように構成されているこ
とを要旨とする。
【００１３】
　かかる発明によれば、アドホックネットワーク内では、当該アドホックネットワークが
移動した場合であっても変更されない個別情報に基づくルーティング処理のみが動作する
ため、当該アドホックネットワークが形成されている状態でハンドオフが発生した場合で
あっても、各移動通信端末における多大な再計算処理が不要となる。
【００１４】
　本発明の第２の特徴は、アドホックネットワークを形成可能な移動通信端末であって、
前記アドホックネットワークと前記コアネットワークとの接続ポイントが変更された場合
に変更される共通情報と、前記アドホックネットワークと前記コアネットワークとの接続
ポイントが変更された場合であっても変更されない個別情報とによって構成されているア
ドレス情報を管理するように構成されているアドレス情報管理部と、コアネットワークを
介する通信において、前記アドレス情報に基づいてパケットを転送するように構成されて
いるコアネットワーク通信部と、前記アドホックネットワーク内の通信において、前記個
別情報に基づいてパケットを転送するように構成されているアドホックネットワーク通信
部とを具備することを要旨とする。
【００１５】
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　かかる発明によれば、移動通信端末のアドホックネットワーク通信部が、アドホックネ
ットワークが移動した場合であっても変更されない個別情報に基づいて、当該アドホック
ネットワーク内における通信を行うため、当該アドホックネットワークが形成されている
状態でハンドオフが発生した場合であっても、多大な再計算処理を行う必要が無い。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明によれば、アドホックネットワークＡが形成されている状
態でハンドオフが発生した場合であっても、各移動通信端末ＭＴにおける多大な再計算処
理を不要とすることが可能な移動通信システム及び移動通信端末を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成について、図１乃至図３を参照
して説明する。
【００１８】
　本実施形態に係る移動通信システムは、図１に示すように、コアネットワークＣＮと、
複数のアクセスノードＡＮ１、ＡＮ２、ＡＮ１０と、移動管理ルータＡＧＲと、ホームエ
ージェントＨＡ１、ＨＡ２とを具備している。
【００１９】
　また、図１の例では、複数のモバイル端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３によって構成されてい
るアドホックネットワークＡが、アクセスノードＡＮ１と接続する状態から、アクセスノ
ードＡＮ２と接続する状態に移動している。
【００２０】
　また、本実施形態に係る移動通信システムは、図１に示すように、コアネットワークＣ
Ｎを介して、アドホックネットワークＡを形成する移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３宛
てに、各移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３のアドレス情報（気付アドレスＣｏＡ）に基
づいてパケットを転送するものである。
【００２１】
　ここで、各移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３の気付アドレスＣｏＡは、アドホックネ
ットワークＡとコアネットワークＣＮとの接続ポイント（アクセスノードＡＮ）が変更さ
れた場合に変更される共通情報と、アドホックネットワークＡとコアネットワークＣＮと
の接続ポイント（アクセスノードＡＮ）が変更された場合であっても変更されない個別情
報とによって構成されている。
【００２２】
　なお、共通情報は、アドホックネットワークＡが接続するアクセスノードＡＮ１又はＡ
Ｎ２に関連付けられている一方、個別情報は、アドホックネットワークＡが接続するアク
セスノードＡＮ１又はＡＮ２に関連付けられていない。
【００２３】
　具体的には、移動通信端末ＭＴ＃１の気付アドレスＣｏＡは、アドホックネットワーク
ＡがアクセスノードＡＮ１に接続されている場合には、「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ（１）（共
通情報）＋＃１（個別情報）」であり、アドホックネットワークＡがアクセスノードＡＮ
２に接続されている場合には、「ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１）（共通情報）＋＃１（個別情
報）」である。
【００２４】
　上述のように、共通情報（ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ（１）又はＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１））
は、アドホックネットワークＡがアクセスノードＡＮ１に接続しているか又はアクセスノ
ードＡＮ２に接続しているかによって変更されるものである。
【００２５】
　具体的には、アクセスノードＡＮが、報知情報（エージェント広告：Ａｇｅｎｔ　Ａｄ
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ｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ）によって、アドホックネットワークＡに対して、ＣｏＰ（Ｃａ
ｒｅ-ｏｆ-Ｐｒｅｆｉｘ）を割り当てるように構成されており、アドホックネットワーク
Ａを形成する各移動通信端末は、割り当てられたＣｏＰを共通情報として管理する。
【００２６】
　図１に示すように、移動通信端末ＭＴ＃１０から送信されたパケットは、ホームエージ
ェントＨＡ１又はＨＡ２と移動管理ルータＡＧＲとを介して、アドホックネットワークＡ
内の移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３のいずれか宛てに転送される。
【００２７】
　例えば、移動通信端末ＭＴ＃１０から移動通信端末ＭＴ＃１宛てに送信されたパケット
（宛先アドレスとして、移動通信端末ＭＴ＃１のホームアドレスＨｏＡを含む）は、移動
通信端末ＭＴ＃１のホームエージェントＨＡ１に転送される。
【００２８】
　ホームエージェントＨＡ１は、移動通信端末ＭＴ＃１のホームアドレスＨｏＡ（宛先ア
ドレス）を用いてルーティングテーブルを参照して、移動通信端末ＭＴ＃１宛てのパケッ
トを移動管理ルータＡＧＲに転送する。
【００２９】
　移動管理ルータＡＧＲは、移動通信端末ＭＴ＃１宛てのパケットの宛先アドレスとして
、移動通信端末ＭＴ＃１の気付アドレスＣｏＡを設定して、当該移動通信端末ＭＴ＃１宛
てのパケットを、アクセスノードＡＮ１又はＡＮ２を介して、アドホックネットワークＡ
を形成している移動通信端末ＭＴ＃１に転送する。
【００３０】
　ここで、図２を参照して、本実施形態に係る移動通信端末ＭＴの構成について説明する
。図２に示すように、移動通信端末ＭＴは、アドレス情報管理部１１と、コアネットワー
ク通信部１２と、アドホックネットワーク通信部１３と、ルーティングテーブル管理部１
４とを具備している。
【００３１】
　本実施形態に係る移動通信端末ＭＴは、他の移動通信端末ＭＴと直接通信することによ
って、アドホックネットワークＡを形成可能なように構成されている。
【００３２】
　アドレス情報管理部１１は、共通情報と個別情報とによって構成されている自身の気付
アドレス（アドレス情報）ＣｏＡを管理するように構成されている。図２の例では、アド
レス情報管理部１１は、気付アドレスＣｏＡとして、「ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１）（共通
情報）＋＃１（個別情報）」を管理している。なお、かかる場合、移動通信端末ＭＴ（す
なわち、移動通信端末ＭＴが形成するアドホックネットワークＡ）がアクセスノードＡＮ
２に接続しているものとする。
【００３３】
　コアネットワーク通信部１２は、コアネットワークＣＮを介する通信において、各移動
通信端末ＭＴの気付アドレス（アドレス情報）ＣｏＡに基づいてパケットを転送するよう
に構成されている。
【００３４】
　例えば、コアネットワーク通信部１２は、コアネットワークＣＮを介して受信した宛先
アドレスが「ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１）（共通情報）＋＃１（個別情報）」であるパケッ
トを、自身宛てのパケットとして受信するように構成されている。
【００３５】
　また、コアネットワーク通信部１２は、アドホックネットワークＡの移動を検出した場
合（すなわち、アドホックネットワークＡが接続するアクセスノードが変更された場合）
に、移動管理ルータＡＧＲに対して、自身の気付アドレスＣｏＡの変更を通知するための
更新情報（Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｕｐｄａｔｅ）を送信するように構成されている。
【００３６】
　なお、かかる場合であっても、個別情報は変更されないため、移動管理ルータＡＧＲに
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対して送信される更新情報には、移動通信端末ＭＴの識別情報（例えば、移動通信端末Ｍ
Ｔのホームアドレス）や変更後の共通情報が含まれるように構成されていればよい。
【００３７】
　また、コアネットワーク通信部１２は、アクセスノードＡＮから送信される報知情報を
受信する。かかる報知情報には、アドホックネットワークＡが接続されているアクセスノ
ードによって当該アドホックネットワークＡに割り当てられたＣｏＰが含まれる。
【００３８】
　アドホックネットワーク通信部１３は、アドホックネットワークＡ内の通信において、
個別情報に基づいてパケットを転送するように構成されている。
【００３９】
　具体的には、アドホックネットワーク通信部１３は、ルーティングテーブル管理部１４
によって管理されているルーティングテーブルを参照して、パケットを転送するように構
成されている。
【００４０】
　また、アドホックネットワーク通信部１３は、アドホックネットワークＡ内で、宛先ア
ドレスが「＃１（個別情報）」であるパケットを、自身宛てのパケットとして受信するよ
うに構成されている。
【００４１】
　したがって、アドホックネットワーク通信部１３は、アドホックネットワークＡ内の通
信において共通情報を使用していないため、アドホックネットワークＡの移動によって共
通情報が変更になった場合であっても、他の移動通信端末ＭＴの気付アドレスを管理する
ルーティングテーブルの更新等を行うことなく、アドホックネットワークＡ内の通信を継
続することができる。
【００４２】
　すなわち、図１に示すように、アドホックネットワークＡの移動によって共通情報が変
更になった場合であっても（例えば、ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ（１）→ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（
１））、移動の前後でルーティングテーブルが変更されない。
【００４３】
　また、アドホックネットワーク通信部１３は、アドホックネットワークＡに参加するた
めの処理や、アドホックネットワークＡから脱退するための処理等のようなアドホックネ
ットワーク内の通信に係る各種処理を行うように構成されている。
【００４４】
　ルーティングテーブル管理部１４は、アドホックネットワークＡ内におけるルーティン
グテーブルを管理するように構成されている。ここで、ルーティングテーブルは、「宛先
アドレス」と「転送先」とを関連付けるように構成されている。なお、「宛先アドレス」
には、宛先の移動通信端末の個人情報が設定されており、「転送先」には、転送先の移動
通信端末の個人情報が設定されている。なお、図１は、アドホックネットワークＡ内の移
動通信端末ＭＴを代表して、移動通信端末ＭＴ＃３によって蓄積されているルーティング
テーブル（移動前及び移動後）を示している。
【００４５】
　また、図３を参照して、移動管理ルータＡＧＲの構成について説明する。図３に示すよ
うに、移動管理ルータＡＧＲは、アドレス情報管理部２１と、更新情報受信部２２と、ル
ーティング処理部２３とを具備している。
【００４６】
　アドレス情報管理部２１は、コアネットワークＣＮを介して通信を行うことができる全
ての移動通信端末ＭＴのホームアドレスＨｏＡ及び気付アドレスＣｏＡを管理するように
構成されている。
【００４７】
　具体的には、アドレス情報管理部２１は、移動通信端末ＭＴのホームアドレスＨｏＡ（
又は、移動通信端末ＭＴの識別情報であってもよい）と、移動通信端末ＭＴの気付アドレ
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スＣｏＡとを関連付けて記憶している。
【００４８】
　図３の例では、アドレス情報管理部２１は、「共通情報＝ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１）」
と「個別情報＝＃１」とから構成される移動通信端末ＭＴ＃１の気付アドレスＣｏＡや、
「共通情報＝ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１）」と「個別情報＝＃２」とから構成される移動通
信端末ＭＴ＃２の気付アドレスＣｏＡ等を管理している。
【００４９】
　また、アドレス情報管理部２１は、移動通信端末ＭＴからの更新情報に基づいて、管理
している移動通信端末ＭＴの気付アドレスＣｏＡを構成する共通情報を変更することによ
って、当該移動通信端末ＭＴの気付アドレスを変更するように構成されている。
【００５０】
　更新情報受信部２２は、アドホックネットワークＡへの参加を開始した移動通信端末Ｍ
Ｔから送信される気付アドレスを含む登録情報や、移動通信端末ＭＴから送信される更新
情報等の各種情報を受信するものである。
【００５１】
　ルーティング処理部２３は、アドレス情報管理部２１を参照して、コアネットワークを
介して、アドホックネットワークＡ内の移動通信端末ＭＴ宛てにパケットを転送するよう
に構成されている。
【００５２】
　図３の例では、ルーティング処理部２３は、アクセスノードＡＮ１０を介して移動通信
端末ＭＴ＃１０から送信されたパケットを、アクセスノードＡＮ２を介して移動通信端末
ＭＴ＃１宛てに転送する。
【００５３】
（本実施形態に係る移動通信システムの動作）
　本実施形態に係る移動通信システムの動作を、図４及び図５を参照にして説明する。
【００５４】
　第１に、図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、プロアクティ
ブ型のルーティングプロトコルで動作するアドホックネットワークＡ内の移動通信端末Ｍ
Ｔ＃３が通信を開始するときの動作について説明する。
【００５５】
　ステップＳ１００１において、アクセスノードＡＮ１が、定期的に、共通情報（ＡＮ１
ｐｒｅｆｉｘ（１））及び移動管理ルータＡＧＲのアドレスを含む報知情報を送信する。
【００５６】
　ステップＳ１００２において、移動通信端末ＭＴ＃３は、アドホックネットワークＡ外
の通信端末と通信を行いたい場合、受信した報知情報に基づいて、自身の気付アドレスＣ
ｏＡを生成する。
【００５７】
　ステップＳ１００３において、移動通信端末ＭＴ＃３は、自身の気付アドレスＣｏＡ及
び自身のホームアドレスＨｏＡを含む登録情報を、移動管理ルータＡＧＲ及びホームエー
ジェントＨＡに対して送信する。
【００５８】
　ステップＳ１００４において、移動管理ルータＡＧＲは、移動通信端末ＭＴ＃３から送
信された登録情報に応じて、移動通信端末ＭＴ＃３の気付アドレスＣｏＡ及びホームアド
レスＨｏＡの管理を開始する。
【００５９】
　ステップＳ１００５において、ホームエージェントＨＡは、移動通信端末ＭＴ＃３から
送信された登録情報に応じて、移動通信端末ＭＴ＃３の気付アドレスＣｏＡとして移動管
理ルータＡＧＲのアドレスの管理を開始する。
【００６０】
　第２に、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、アドホックネ
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ットワークＡが移動した場合の気付アドレスＣｏＡの変更動作を説明する。ここで、移動
通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３が、アドホックネットワークＡを形成しており、互いに通
信を行っているものとする。
【００６１】
　ステップＳ１１０１において、移動先のアクセスノードＡＮ２が、アドホックネットワ
ークＡに対して割り当てた共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１））及び移動管理ルータＡ
ＧＲのアドレスを含む報知情報を、アドホックネットワークＡ内の全ての移動通信端末Ｍ
Ｔ＃１乃至ＭＴ＃３に対して送信する。
【００６２】
　ステップＳ１１０２ａ乃至ｃにおいて、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３が、管理し
ている自身の共通情報（ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘ（１））を、アクセスノードＡＮ２から受信
した報知情報に含まれる共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１））に変更する。
【００６３】
　ステップＳ１１０３において、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３が、変更後の共通情
報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１））を含む更新情報を、移動管理ルータＡＧＲに対して送信
する。
【００６４】
　ステップＳ１１０４において、移動管理ルータＡＧＲは、アドホックネットワークＡ内
の移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３の気付アドレスＣｏＡを構成する共通情報（ＡＮ１
ｐｒｅｆｉｘ（１））を、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３から受信した更新情報に含
まれる共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ（１））に変更する。その結果、アドホックネット
ワークＡ内の移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３のハンドオフ処理が完了する。
【００６５】
　なお、本発明は、リアクティブ型のルーティングプロトコルを動作した場合にも同様に
適用可能である。
【００６６】
（本実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本実施形態によれば、移動通信端末ＭＴのアドホックネットワーク通信部１３が、アド
ホックネットワークＡが移動した場合であっても変更されない個別情報に基づいて、アド
ホックネットワークＡ内におけるルーティングを行うため、アドホックネットワークＡが
形成されている状態でハンドオフが発生した場合、全ての移動通信端末ＭＴの気付アドレ
スＣｏＡは変更になるが、アドホックネットワークＡ内のルーティングのための多大な再
計算処理を行う必要が無い。
【００６７】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図６及び図７を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係
る移動通信システムとの相違点を主として説明する。
【００６８】
　図６に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、アドホックネットワークＡ
を管理するモバイルノードＭＮを具備する点で、上述の第１の実施形態に係る移動通信シ
ステムの構成と相違している。
【００６９】
　モバイルノードＭＮは、アドホックネットワークＡ内の移動通信端末ＭＴとアクセスノ
ードＡＮとの間のインターフェース機能を果たすものである。
【００７０】
　本実施形態では、共通情報は、接続先アクセスノードＡＮによって割り当てられたモバ
イルノードＭＮのアドレスとなっており、個別情報は、アドホックネットワークＡを管理
するモバイルノードＭＮによって割り当てられた移動通信端末ＭＴのアドレスとなってい
る。
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【００７１】
　具体的には、移動通信端末ＭＴ＃１の気付アドレスＣｏＡは、アドホックネットワーク
ＡがアクセスノードＡＮ１に接続されている場合には、「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘＭＮ（共通
情報）＋ＭＮｐｒｅｆｉｘ＃１（個別情報）」であり、アドホックネットワークＡがアク
セスノードＡＮ２に接続されている場合には、「ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ（共通情報）＋
ＭＮｐｒｅｆｉｘ＃１（個別情報）」である。
【００７２】
　同様に、移動通信端末ＭＴ＃２のアドレス情報は、アドホックネットワークＡがアクセ
スノードＡＮ１に接続されている場合には、「ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘＭＮ（共通情報）＋Ｍ
Ｎｐｒｅｆｉｘ＃２（個別情報）」であり、アドホックネットワークＡがアクセスノード
ＡＮ２に接続されている場合には、「ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ（共通情報）＋ＭＮｐｒｅ
ｆｉｘ＃２（個別情報）」である。
【００７３】
　また、モバイルノードＭＮは、アドホックネットワークＡの移動を検出した場合に、ア
ドホックネットワークＡ内の全ての移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３を代表して、移動
管理ルータＡＧＲに対して、アドホックネットワークＡ内の全ての移動通信端末ＭＴ＃１
乃至ＭＴ＃３の気付アドレスＣｏＡに係る更新情報を通知するように構成されている。
【００７４】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、アドホックネットワークＡ内の代
表移動通信端末（例えば、移動通信端末ＭＴ＃１）が、モバイルノードＭＮの機能を具備
するように構成されていてもよい。
【００７５】
　ここで、図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、アドホックネ
ットワークＡが移動した場合の気付アドレスの変更動作を説明する。ここで、移動通信端
末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３が、アドホックネットワークＡを形成しており、互いに通信を行
っているものとする。
【００７６】
　ステップＳ１３０１において、移動先のアクセスノードＡＮ２が、モバイルノードＭＮ
に対して割り当てた共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ）を含む報知情報を、アドホック
ネットワークＡを管理するモバイルノードＭＮに対して送信する。
【００７７】
　ステップＳ１３０２において、モバイルノードＭＮが、アドホックネットワークＡ内の
移動通信端末ＭＴの気付アドレスを構成する共通情報（ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘＭＮ）を、ア
クセスノードＡＮ２から受信した報知情報に含まれる共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ
）に変更する。そして、モバイルノードＭＮが、変更後の共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘ
ＭＮ）を含む報知情報を、アドホックネットワークＡ内の全ての移動通信端末ＭＴ＃１乃
至ＭＴ＃３に送信する。
【００７８】
　ステップＳ１３０３ａ乃至ｃにおいて、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３が、管理し
ている自身の共通情報（ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘＭＮ）を、モバイルノードＭＮから受信した
報知情報に含まれる共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ）に変更する。この際、移動通信
端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３は、気付アドレスＣｏＡについての更新情報を移動管理ルータ
ＡＧＲに送信しないように構成されている。
【００７９】
　ステップＳ１３０４において、モバイルノードＭＮが、アドホックネットワークＡが移
動した旨、すなわち、アドホックネットワークＡ内の移動通信端末ＭＴＭＴ＃１乃至ＭＴ
＃３の気付アドレスの変更（ＡＮ１ｐｒｅｆｉｘＭＮ→ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ）につい
て通知するための更新情報を移動管理ルータＡＧＲに送信する。
【００８０】
　ステップＳ１１０４において、移動管理ルータＡＧＲは、アドホックネットワークＡ内
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ｐｒｅｆｉｘＭＮ）を、移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３から受信した更新情報に含ま
れる共通情報（ＡＮ２ｐｒｅｆｉｘＭＮ）に変更する。その結果、アドホックネットワー
クＡ内の移動通信端末ＭＴ＃１乃至ＭＴ＃３のハンドオフ処理が完了する。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信端末の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動管理ルータの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】従来技術に係る移動通信システムの全体構成図である。
【符号の説明】
【００８２】
ＡＮ１、ＡＮ２、ＡＮ１０…アクセスノード
ＣＮ…コアネットワーク
ＨＡ１、ＨＡ２…ホームエージェント
ＭＴ＃１、ＭＴ＃２、ＭＴ＃３、ＭＴ＃１０…移動通信端末
１１、２１…アドレス情報管理部
１２…コアネットワーク通信部
１３…アドホックネットワーク通信部
１４…ルーティングテーブル管理部
ＡＧＲ…移動管理ルータ
２２…更新情報管理部
２３…ルーティング処理部
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