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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯用の移動通信機に中継機能を保有させ、拡大可能なエリア内の多数の移動通信機間で
パケットによる無線通信を行うための通信システムであって、各移動通信機が、パケット
受信手段と、受信したパケットが自己宛か否かを判断するパケット判定手段と、受信した
パケットが自己宛でないとき及び過去に受信したパケットと同一でないとき受信したパケ
ットを送出するパケット中継手段と、パケットを生成する手段と、生成したパケットを送
出する手段とを備え、前記パケットは、要求と返答のいずれかの属性を有し、要求のパケ
ットを受信した非終着アドレスの移動通信機は、受信したパケットをメモリに記録し、そ
のパケットの直前送出アドレス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新して送出し、
要求のパケットを受信した終着アドレスの移動通信機は、そのパケットの直前送出アドレ
スを次受取アドレスとし、自己のアドレスを直前送出アドレスとしてパケットを再構成し
、該再構成したパケットに返答の属性を付けて送出し、この返答のパケットを受信した非
終着アドレスの移動通信機は、前記メモリの中から該受信したパケットと同一の過去のパ
ケットを検索し、受信した返答パケットの次受取アドレスを、検索した過去の同一パケッ
トの直前送出アドレスに更新し、受信した返答パケットの直前送出アドレスを、自己のア
ドレスに更新し、この更新した次受取アドレスと直前送出アドレスの２つのアドレスが記
入された該返答パケットを送出して始発移動通信機と終着移動通信機との間にルーティン
グを確立させるようにしたことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
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前記要求の属性を有するパケットの前記次受取アドレスが不特定の携帯用移動通信機を対
象とするブロードキャスティングであることを特徴とする請求項１に記載の通信システム
。
【請求項３】
前記パケット中継手段は、受信したパケットをランダムなタイミングで送出するようにし
たことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
前記パケット中継手段は、パケットを送出するとき、前記パケット受信手段が他のパケッ
トを受信しているときは、パケットを送出しないようにしたことを特徴とする請求項３に
記載の通信システム。
【請求項５】
移動通信機間の通信プロトコルの上位レイヤーでの会話などのデータのやりとりは、前記
ルーティングの確立後、データ付き要求の属性を付けたパケットが始発移動通信機から終
着移動通信機に送出され、終着移動通信機は、データ付き要求の属性の付いたパケットを
受信すると、返答の属性の付いたパケットを始発移動通信機に送出するようにしたことを
特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項６】
パケットによる無線通信を行うための移動通信機であって、パケット受信手段と、受信し
たパケットのユニークワードを検出するユニークワード検出手段と、受信したパケットの
宛先やパケットの属性を判断するパケット判定手段と、受信した要求の属性の付いたパケ
ットが自己宛でないときその受信したパケットが記録され、受信した返答の属性の付いた
パケットが自己宛でないときその受信したパケットと同一の過去のパケットが検索される
パケットメモリ手段と、受信した返答の属性の付いたパケットが自己宛でないときそのパ
ケットの直前送出アドレス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新し、次受取アドレ
スをパケットメモリ手段で検索された過去の同一パケットの直前送出アドレスに更新し、
受信した要求の属性の付いたパケットが自己宛でないときそのパケットの直前送出アドレ
ス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新し、受信した要求の属性の付いたパケット
が自己宛のときは、そのパケットの直前送出アドレス部のアドレスデータを次受取アドレ
スとし、自己のアドレスを直前送出アドレスとするとともに、パケットに返答の属性を付
けてパケットを再構成するパケット再構成部と、パケットのデータを生成し出力装置に出
力するデータ生成部と、音声、映像、文字等のデータを収集するデータ収集手段と、ユニ
ークワード生成手段と、前記ユニークワード生成手段からの信号及び前記データ収集手段
からの信号に基づいてパケットを構成するパケット構成手段と、パケット送出手段と、前
記各手段を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする移動通信機。
【請求項７】
前記移動通信機は、前記パケット送出手段のパケット送出のタイミングをランダムに設定
する送出タイミング設定手段を備え、前記パケット送出手段からアンテナを介して送出さ
れるビーム出力に揺らぎ性を付与したことを特徴とする請求項６に記載の移動通信機。
【請求項８】
前記移動通信機は、前記ユニークワードにより特定されたパケットの到来方向を検出する
電波到来方向検出器を備え、受信したパケットの到来方向を認識できるようにしたことを
特徴とする請求項６に記載の移動通信機。
【請求項９】
前記送出タイミング設定手段を乱数発生器により構成したことを特徴とする請求項７に記
載の移動通信機。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パケットによる無線通信システム及びこの通信システムに使用される移動通
信機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　システムコストの上昇を抑えて通信可能エリアを実質的に拡大できるようにするため、
携帯電話としての通常通信時の通信情報を受信する通常時受信部と、通常時の通信情報を
送信する通常時送信部と、エリア外通信設定の可否を少なくとも入力する入力手段と、エ
リア外コードを受信検出するエリア外時受信部と、エリア外時の通信情報を送出するエリ
ア外時送信部と、制御部と、制御部のシステム制御を行う処理部とを有する携帯電話が知
られている（例えば特許文献１参照）。この携帯電話では、基地局との通信可能エリア内
に存在する場合、自局への受信情報は呼び出し側と通常通信を行い、自局への受信情報で
ない時は、中継コードを付与して中継動作を行い、基地局との通信可能エリア外に存在す
る場合、自局への受信情報は呼び出し側とエリア外コードを付加して通常通信を行い、自
局への受信情報でない時は、エリア外コードと中継コードを付与して中継動作を行ってい
る。
【特許文献１】特開２０００－４９６９０号公報（第１ページ、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の携帯電話中継システムでは、既存の基地局の増加をもたらすことなく既存の通信
可能エリアを拡大することができるが、基地局の存在は不可欠であり、その設置のための
費用もかかり、その分、加入者への費用負担も増大する。また、非常時、特定の基地局に
通話が集中し、通信不能となる場合がある。
　本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため本発明は、携帯用の移動通信機に中継機能を保有させ、拡大可
能なエリア内の多数の移動通信機間でパケットによる無線通信を行うための通信システム
であって、各移動通信機が、パケット受信手段と、受信したパケットが自己宛か否かを判
断するパケット判定手段と、受信したパケットが自己宛でないとき及び過去に受信したパ
ケットと同一でないとき受信したパケットを送出するパケット中継手段と、パケットを生
成する手段と、生成したパケットを送出する手段とを備えているものである。
【０００５】
　また本発明は、前記パケット中継手段は、受信したパケットを、ランダムなタイミング
で送出するようにしたものである。
　また本発明は、前記パケット中継手段は、パケットを送出するとき、前記パケット受信
手段が他のパケットを受信しているときは、パケットを送出しないようにしたものである
。
【０００６】
　また本発明は、前記パケットは、要求と返答のいずれかの属性を有し、要求のパケット
を受信した非終着アドレスの移動通信機は、受信したパケットをメモリに記録し、そのパ
ケットの直前送出アドレス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新して送出し、要求
のパケットを受信した終着アドレスの移動通信機は、そのパケットの直前送出アドレスを
次受取アドレスとし、自己のアドレスを直前送出アドレスとしてパケットを再構成し、該
再構成したパケットに返答の属性を付けて送出し、この返答のパケットを受信した非終着
アドレスの移動通信機は、前記メモリの中から該受信したパケットと同一の過去のパケッ
トを検索し、受信した返答パケットの次受取アドレスを、検索した過去の同一パケットの
直前送出アドレスに更新し、受信した返答パケットの直前送出アドレスを、自己のアドレ
スに更新し、この更新した次受取アドレスと直前送出アドレスの２つのアドレスが記入さ
れた該返答パケットを送出して始発移動通信機と終着移動通信機との間にルーティングを
確立させるようにしたものである。
　また本発明は、前記要求の属性を有するパケットの前記次受取アドレスが不特定の携帯
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用移動通信機を対象とするブロードキャスティングであることを特徴とする。
【０００７】
　また本発明は、移動通信機間の通信プロトコルの上位レイヤーでの会話などのデータの
やりとりは、前記ルーティングの確立後、データ付き要求の属性を付けたパケットが始発
移動通信機から終着移動通信機に送出され、終着移動通信機は、データ付き要求の属性の
付いたパケットを受信すると、返答の属性の付いたパケットを始発移動通信機に送出する
ようにしたものである。
【０００８】
　また本発明は、パケットによる無線通信を行うための移動通信機であって、パケット受
信手段と、受信したパケットのユニークワードを検出するユニークワード検出手段と、受
信したパケットの宛先やパケットの属性を判断するパケット判定手段と、受信した要求の
属性の付いたパケットが自己宛でないときその受信したパケットが記録され、受信した返
答の属性の付いたパケットが自己宛でないときその受信したパケットと同一の過去のパケ
ットが検索されるパケットメモリ手段と、受信した返答の属性の付いたパケットが自己宛
でないときそのパケットの直前送出アドレス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新
し、次受取アドレスをパケットメモリ手段で検索された過去の同一パケットの直前送出ア
ドレスに更新し、受信した要求の属性の付いたパケットが自己宛でないときそのパケット
の直前送出アドレス部のアドレスデータを自己のアドレスに更新し、受信した要求の属性
の付いたパケットが自己宛のときは、そのパケットの直前送出アドレス部のアドレスデー
タを次受取アドレスとし、自己のアドレスを直前送出アドレスとするとともに、パケット
に返答の属性を付けてパケットを再構成するパケット再構成部と、パケットのデータを生
成し出力装置に出力するデータ生成部と、音声、映像、文字等のデータを収集するデータ
収集手段と、ユニークワード生成手段と、前記ユニークワード生成手段からの信号及び前
記データ収集手段からの信号に基づいてパケットを構成するパケット構成手段と、パケッ
ト送出手段と、前記各手段を制御する制御手段とを備えたものである。
【０００９】
　また本発明は、前記移動通信機は、前記パケット送出手段のパケット送出のタイミング
をランダムに設定する送出タイミング設定手段を備え、前記パケット送出手段からアンテ
ナを介して送出されるビーム出力に揺らぎ性を付与したものである。
　また本発明は、前記移動通信機は、前記ユニークワードにより特定されたパケットの到
来方向を検出する電波到来方向検出器を備え、受信したパケットの到来方向を認識できる
ようにしたものである。
　また本発明は、前記送出タイミング設定手段を乱数発生器により構成したものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は基地局が不要となるので、システム全体のコストを極めて低くできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に本発明の実施の形態を添付した図面を参照して詳細に説明する。
　図３は、本通信システムに使用される携帯電話器の機能を備えた携帯用移動通信機２の
内部構造を示している。移動通信機（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）２のケーシングに
は、受信用のアダプティブ・アレイ・アンテナ４と、送信用のアダプティブ・アレイ・ア
ンテナ６が装備されている。受信用のアンテナ４は受信アンプ８に接続し、送信用のアン
テナ６は送信アンプ１０に接続している。データ収集部１２は、音声などのオーディオ信
号や、データ及び映像信号を処理する入力機器（図示省略）に接続している。
【００１２】
操作者によって、これらの入力機器に入力されたデータは、データ収集部１２に入力され
、該データ収集部１２は、これらの入力機器から出力された入力信号を受け取り、該入力
信号をパケット構成部１４に供給する。パケット構成部１４は、前記入力信号と、ユニー
ク・ワード生成器１６からの信号に基づいて、図２に示すパケット１８を生成する。また
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、パケット構成部１４は、符号器２０，変調器２２を介して、送信アンプ１０に接続して
いる。２４は制御部であり、これに本システムを制御するアプリケーション及び各種の通
信制御プログラムが格納されている。制御部２４には、高精度発信器２６、出力ビーム制
御部２８、乱数（揺らぎ）発生部３０、電波到来方向検出器３２、電波到来距離測定器３
４、パケット判定部３６が接続している。
【００１３】
前記受信アンプ８は、復調器３６、復号器３８を介して、ユニーク・ワード検出器４０と
パケット再構成部４２に接続している。パケット再構成部４２は、制御部２４の制御によ
り、受信したパケットのデータを変更し、あるいは、追加してパケットを再構成する。デ
ータ生成部４４は、パケットを音声、あるいは文字データあるいは映像に変換し、出力機
器（図示省略）に出力する。前記パケット判定部３７は、制御部２４の制御により、パケ
ットの種別等を判定する。パケット判定部３６は、パケット・メモリ部４６に接続し、該
パケット・メモリ部４６は、パケット構成部１４に接続している。
　次に、図４に示す、送信メインフローを参照して送信の主動作について説明する。
【００１４】
　移動通信機２（以下移動通信機をＭＳと略称する）の制御部２４は、送信のモードに入
ると、まず、完成されたパケットがあるか否か判断し（ステップ１）、否定を判断すると
、データ収集部１２のデータに基づき、パケット構成部１４を制御し、パケット１８を構
成する（ステップ２）。パケット構成部１４により構成されるパケット１８は、図２に示
すように、ヘッダー部４８とデータ部５０及びデータエラー訂正部５２とから成り、ヘッ
ダー部４８は、ユニーク・ワード部５４、始発アドレス部５６、終着アドレス部５８、始
発シリアルＮｏ．部６０、中継カウント部６２、種別コード部６４、ヘッダーエラー訂正
部６８とから構成される。ユニーク・ワード部５４に格納されるユニーク・ワードは、パ
ケットの検出及びパケット（電波）の方向、時間差確定、パケットのバージョンＮｏ．の
検出のために用いられる。
【００１５】
始発アドレス部５６に格納される始発アドレスは、最初に送出したＭＳ２のアドレスであ
る。始発シリアルＮｏ．は、最初に送出したパケットに０を与え、順次、送出するパケッ
トに＋１を加える。中継カウントは、最初に送出すると０であり、中継すると＋１を加算
する。種別コードはパケットの種類を示し、０はデータ部なし、１はデータ部有りを示す
。ステップ２でパケット１８が構成されると、制御部２４は、次に、アレイアンテナ６の
ビームの方向や、ビーム電力の大きさ、乱数によるビーム出力の送出のタイミングを決め
る送信パラメータを設定する（ステップ３）。次に、制御部２４は、自己空間にパケット
が存在するかどうか判断する（ステップ４）。この判断は、自己の送信しようとする時間
的、周波数的なチャンネルの中にある他のパケットを保全するためのものである。自己空
間とは、受信アンテナ４の周囲の空間であり、受信アンテナ４が他のパケットを受信して
いるときは、自己空間に他のパケットが存在していることになる。
【００１６】
自己空間に他のパケットが存在しているとき、自己のパケットを送信すると、自己の送信
パケットと自己空間内の他のパケットとがバッティングを起こしてしまうことになる。自
己空間にパケットが存在しないときは、制御部２４は、パケット送出のタイミングの条件
が満たされているかどうか判断し（ステップ５）、満たされていると判断すると、パケッ
ト１８を、設定した送信パラメータに基づき、乱数発生部３０、出力ビーム制御部２８を
制御して外部空間に送出する（ステップ６）。パケットの送出のタイミングは乱数によっ
て決定され、この乱数によって、アレイアンテナ６のビーム出力に揺らぎが与えられ、自
然現象に近い状態でパケットが発信される。この発信のタイミングのルール化されない揺
らぎ性は、ＭＳが、中継機として動作するときに特に重要である。多数のＭＳ２が同時に
特定のパケットを受信し、この受信したパケットを同時に送出した場合、パケット同士に
干渉が生じてしまう。パケット送出の揺らぎは、この現象を回避する。
【００１７】
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　次に、図５のフローチャートを参照して、パケットを始発させるＭＳがＲ要求、ＲＤ要
求を送出する動作について説明する。
　ここでＲは、通信の内容例えば音声などのデータＢ７０の付いていないパケットによる
要求（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）であり、ＲＤは、このデータＢ７０の付いてい
るパケットによる要求（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ＆Ｄａｔａ）のことである。制
御部２４は、Ｒ、ＲＤ始発モードに入ると、パケットのプロトコル種別にＲ又はＲＤをセ
ットする（ステップ１）。次に、ＭＳ内の到達待ち受け時間カウンタをセットし（ステッ
プ２）、パケットを送信する（ステップ３）。次に、制御部２４は、ＭＳ内のメモリ中の
到達フラグがオンか否か判断し（ステップ４）、肯定を判断すると、処理を終了する。
【００１８】
ステップ４で否定を判断すると、次に、待ち受け時間内かどうか判断し（ステップ５）、
待ち受け時間を越えているときは、上位アプリケーション例えば、会話のアプリケーショ
ンにエラー情報を与え（ステップ６）、処理を終了する。再送は上位レイヤーのアプリケ
ーションに決定させる。
　次に、図６を参照して、パケットがヘッダーのみの場合、パケットの種別がＲ、ＲＡ、
ＲＤの場合の共通の受信の主フローについて説明する。ここでプロトコル種別ＲＡとは、
返答（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）のことである。
【００１９】
　ＭＳ制御部２４が受信のモードに入ると、受信したパケットがユニーク・ワードを含ん
でいるか否か判断し（ステップ１）、肯定を判断すると、パケットを復調する（ステップ
２）。次に、制御部２４は、復号器３８を制御し、ヘッダー部４８の復号及びエラー訂正
を行い（ステップ３）、ヘッダー部４８を解析する（ステップ４）。
【００２０】
次に、制御部２４は処理を中断するか否か判断し（ステップ５）、パケットにエラーがあ
る、あるいは、ヘッダーのみでデータ部がない、あるいは、パケットが重複している、あ
るいは、パケット中継数が設定値をオーバーしている等の中断事由が認められると、処理
を中断する。これらの中断事由がない場合は、データの復号、エラー訂正を行い（ステッ
プ６）、データ部の解析を行う（ステップ７）。
【００２１】
　次に図７を参照してヘッダー部解析の動作について説明する。
制御部２４は、受信モードに入ると、ユニーク・ワード検出器４０の信号に基づき、ユニ
ーク・ワードが成立したか否か判断し（ステップ１）、肯定を判断すると、パケット判定
部３７により、パケットメモリ部４６に同一のパケットが存在するか否か判断する（ステ
ップ２）。同一のパケットの有無は、パケットの始発アドレス、終着アドレス、始発シリ
アルＮｏ．のパケット３要素をチェックする。
【００２２】
次に、受信したパケットをパケットメモリ部４６に記録する（ステップ３）。次に、制御
部２４は、パケットが自己宛のアドレスを有しているか否か判断し、肯定を判断すると、
処理継続モードを続行する。ステップ４で否定を判断すると、制御部２４は、パケット判
定部３７によって、パケットが最大中継カウントをオーバーしているか否か判断する（ス
テップ５）。制御部２４により否定が判断されると、パケット判定部３７から制御部２４
に、パケット再送出要求が出される。制御部２４にこの要求が出されると、制御部２４は
、図４に示すフローチャートの送信処理に移行する（処理継続）。
【００２３】
　次に、図１のフローチャートを参照して自己宛のパケットのプロトコル種別がＲの時に
、ＲＡのプロトコルで返答を送る動作について説明する。
　ＭＳが、受信アンテナ４より、ユニーク・ワードに基づいて、パケット１８を受信する
と、制御部２４は、パケットが成立しているか否かを判断する（ステップ１）。ここでパ
ケットが成立しているとは、ユニーク・ワードが成立し、パケットのエラーが訂正され、
データが全部確定した状態を言う。パケットが成立しているときは、次に、制御部２４は
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、パケットメモリ部４６に同一のパケットが存在しているか否かを判断する（ステップ２
）。ここで同一のパケットとは、始発アドレス、終着アドレス、始発シリアルＮｏ．が全
て同じものを言う。
【００２４】
パケットメモリ部４６に同一のパケットが存在していないときは、制御部２４は、受信し
たパケットが自己宛のアドレスであるか否かをパケット１８の終着アドレス５８のデータ
から判断し（ステップ３）、自己宛のパケットであれば、そのパケットをパケットメモリ
部４６に保存する（ステップ４）。次に制御部２４は、受信したパケットのデータ部５０
中のプロトコル種別部７２が”Ｒ”か否か判断する（ステップ５）。プロトコル種別には
、Ｒ，ＲＤ，ＲＡがあり、Ｒ（要求）或いはＲＤ（データ付き要求）は、プロトコル種別
ＲＡ（返答）と対で使用される。制御部２４は、パケットのプロトコル種別が”Ｒ”では
ないと判断すると、次に、プロトコル種別が”ＲＤ”か、即ち通話データの付いた要求か
否か判断し（ステップ７）、肯定を判断すると、通話データＢ７０をメモリに保存し（ス
テップ８）、ステップ６に移行する。
【００２５】
プロトコル種別が”ＲＤ”でないときは、プロトコル種別が”ＲＡ”か否か判断し（ステ
ップ９）、肯定を判断すると、制御部２４は、メモリに到達フラグをオンにセットし、デ
ータを保存する（ステップ１０）。制御部２４は、判断ステップ５で、肯定を判断した場
合には、次に、プロトコル種別部７２に、図２（Ｄ）に示すように、”ＲＡ”をセットし
、パケットメモリ部４６に保存したヘッダーの３要素（始発アドレス、終着アドレス、始
発シリアルＮｏ．）を受信したパケットのデータ部Ａ５０にセットして、パケット１８を
構成する（ステップ６）。
【００２６】
　次に、制御部２４は、パケットを送信する（ステップ１５）。制御部２４は、上記ステ
ップ３で否定を判断すると、次に、受信したパケットのプロトコル種別が”ＲＡ”か否か
判断する（ステップ１１）。肯定を判断すると、次に制御部２４は、メモリから、過去の
受信した同一のパケットを検索し、該同一のパケットの直前送出アドレス７４を、受信し
たＲＡのパケットの次受取アドレス７６にする。パケットがない場合はエラーフラグをた
てる（ステップ１２）。次に制御部２４は、エラーか否か判断し（ステップ１３）、否定
を判断すると、パケットを再構成し（ステップ１４）、送信する（ステップ１５）。
【００２７】
　次に基本ルーティング・アルゴリズムについて図８を参照して説明する。
　Ｎｏ．０のＭＳ２が、プロトコル種別がＲのパケット１８を、Ｎｏ．４のＭＳ２を宛先
として、送出すると、パケット１８が周辺のＮｏ．１のＭＳ２に受信され、ここでパケッ
トの内容がメモリに書き込まれるとともに、パケット１８の中継カウント部６２を”１”
とし、（直前）送出アドレス部７４をＮｏ．１のＭＳ２のアドレスとする。パケット１８
の次受取アドレス部７６が”ＡＬＬ”の場合は、ブロードキャスティングである。Ｎｏ．
１のＭＳ２は、この新しいデータに再構成したパケット１８を送出する。
【００２８】
　送出されたパケットを受信した周辺のＮ０．２のＭＳは、同様の処理を行って、パケッ
ト１８を送出する。このパケット１８の中継カウント部６２は”２”に更新される。パケ
ット１８を受信したＮｏ．３のＭＳは、同様の処理を行って、パケット１８を送出する。
パケット１８が周辺のＮｏ．３のＭＳ２によって中継され、終着アドレスのＮｏ．４のＭ
Ｓ２に到達する。
【００２９】
Ｎｏ．４のＭＳ２は、自己宛のパケット１８を受信すると、自己のＭＳ２を始発アドレス
とし、Ｎｏ．０のＭＳを終着アドレスとする返答用（ＲＡ）のパケット１８を再構成し、
次受取アドレス７６を図示するように、Ｎｏ．３として、次受取アドレスのＮｏ．３のＭ
Ｓに向けて送出する。このパケット１８は、データ部Ａ５０に、プロトコル種別”ＲＡ”
、直前送出アドレス”Ｎｏ．４”、次受取アドレス”Ｎｏ．３”、始発アドレス”Ｎｏ．
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０”、終着アドレス”Ｎｏ．４”、始発シリアルＮｏ．”Ｎ”を具備している。
【００３０】
　この始発シリアルＮｏ．は、最初に送出したパケットに”０”を与え、順次送出する違
うパケットに＋１を加えている。Ｎｏ．４のＭＳ２から送出された、Ｎｏ．０のＭＳ２を
終着アドレスとするプロトコル種別”ＲＡ”のパケット１８は、対となっているプロトコ
ル種別”Ｒ”のパケット１８の往路に対して、逆方向の復路をたどり、Ｎｏ．３のＭＳ、
ＮＯ．２のＭＳ、Ｎｏ．１のＭＳと順次中継され、Ｎｏ．０のＭＳに到達する。
【００３１】
　この復路おいて、Ｎｏ．３、Ｎｏ．２、Ｎｏ．１の各ＭＳは、ルータの役割を果たし、
Ｎｏ．１のＭＳから送出されるパケット１８の直前送出アドレス７４は、図示するように
、”Ｎｏ．１、次受取アドレスは、”Ｎｏ．０”に再構成されている。図８において、プ
ロトコル種別”ＲＡ”のパケットが、確立されたルーティング以外のＭＳに受信された場
合、このＭＳは、図１のステップ１２に示すように、エラーフラグを立て、受信処理を終
了し、中継動作は行わない。
　上記動作を音声データのやりとりの場合を例として、図１０を参照して更に説明する。
【００３２】
　始発ＭＳＡ局と、終着ＭＳＢ局間のルーティングを確立させるため、始発局のＭＳＡ局
は、終着局のＭＡＢ局へ向けて返答要求即ちＲのパケットを送出する（ステージ１）。終
着局のＭＳＢ局は、パケットＲを受信すると、返答用のパケットＲＡを作り、これと対に
なったＲの始発局だったＭＳＡ局に向けてパケットＲＡを送出する（ステージ２）。ルー
ティングがステージ２で確立したので、ＭＳＡ局は、音声の含まれるパッケージＲＤを、
ＭＳＢ局に向けて送出する（ステージ３－１）。ＭＳＢ局は、パッケージＲＤに対する返
答ＲＡをＭＳＡ局に向けて送出する（ステージ３－２）。このようにして、ＭＳＡ局は、
必要なだけＭＳＢ局に音声データの付いたパケットＲＤを送る（ステージ４・・・ｎ）。
ＭＳＡ局とＭＳＢ局との間の音声のやりとりのためには、ＭＳＢ局からＭＳＡ局に向けた
逆方向の音声の送出が必要となる。音声データのやりとりは、ＭＳＢ局から音声データ付
きのパケットＲＤがＭＳＡ局に向かうことにより成立する（ステージｎ＋１）。
【００３３】
　次に図９を参照して、パケットのヘッダー部のみの伝送について説明する。
　この伝送は、ネットワークとしての初期設定の意味を持ち、次に行われる実際の通信が
スムーズに行われるようにするためのものである。
　始発のＮｏ．０のＭＳ２は、パケット１８のヘッダー部を、図示のように、始発アドレ
ス部５６を”Ｎｏ．０”、終着アドレス部５８を”Ｎｏ．５０”、始発シリアルＮｏ．部
６０を”Ｎｏ．０”、中継カウント部６２を”０”、種別コード部６４を”０”に設定す
る。
【００３４】
　この種別コード部６４は、パケットの種類を示し、”０”は”データ部なし”、”１”
は”データ部あり”を表している。Ｎｏ．０のＭＳ２から送出されたパケット１８は、図
示の如く、種々のルートを通ってＮｏ．５０のＭＳ２に到達するが、Ｎｏ．５０のＭＳ２
は、到達したパケット１８の中継カウント部６２のカウント値により、Ｎｏ．０のＭＳ２
との最短のルートを設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図２】パケットの説明図である。
【図３】移動通信機の内部の構成を示すブロック説明図である。
【図４】本発明に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
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【図８】本発明に係る通信システムの動作を示す説明図である。
【図９】本発明に係る通信システムの動作を示す説明図である。
【図１０】本発明に係る通信システムの動作を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３６】
２　　　　移動通信機
４　　　　アンテナ
６　　　　アンテナ　
８　　　　受信アンプ　　　　
１０　　　送信アンプ
１２　　　データ収集部
１４　　　パケット構成部
１６　　　ユニーク・ワード生成器
１８　　　パケット
２０　　　符号器
２２　　　変調器
２４　　　制御部
２６　　　発信器
２８　　　出力ビーム制御部
３０　　　乱数発生部
３２　　　電波到来方向検出器
３４　　　電波到来距離測定器
３６　　　復調器
３７　　　パケット判定部
３８　　　復号器
４０　　　ユニーク・ワード検出器
４２　　　パケット再構成部
４４　　　データ生成部
４６　　　パケットメモリ部
４８　　　ヘッダー部
５０　　　データ部
５２　　　データエラー訂正部
５４　　　ユニーク・ワード部
５６　　　始発アドレス部
５８　　　終着アドレス部
６０　　　始発シリアルＮｏ．部
６２　　　中継カウント部
６４　　　種別コード部
６６　　　種別コード部
６８　　　ヘッダーエラー訂正部
７０　　　データＢ
７２　　　プロトコル種別部
７４　　　直前送出アドレス部
７６　　　次受取アドレス部
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【図３】 【図４】
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