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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局及び移動局と各々通信を行う２系統の無線通信手段と、無線通信手段の動作を制
御する通信制御手段とを備えて、時分割多重された複数のスロットを利用して移動局と基
地局との間で無線のパケット交換及び回線交換を行う無線通信システムに用いられ、移動
局と基地局との間で各々の送信電波を中継する無線中継装置において、
　基地局と通信を行う無線通信手段が送受信するパケット交換の呼制御に割り当てる１つ
以上のスロットと、移動局と通信を行う無線通信手段が送受信するパケット交換の呼制御
に割り当てる１つ以上のスロットとを互いに同一のスロットとし、
　パケット交換の中継処理中に回線交換の呼制御が発生した場合、基地局と通信を行う無
線通信手段が送受信する回線交換の呼制御に割り当てる１つ以上のスロットと、移動局と
通信を行う無線通信手段が送受信する回線交換の呼制御に割り当てる１つ以上のスロット
とは互いに同一のスロットであり、且つパケット交換の呼制御に用いるスロットとは異な
り、
　回線交換の中継処理中にパケット交換の呼制御が発生した場合、基地局と通信を行う無
線通信手段が送受信するパケット交換の呼制御及び移動局と通信を行う無線通信手段が送
受信するパケット交換の呼制御の各中継処理を、回線交換の呼制御とは異なる１つ以上の
スロットを割り当てて行い、中継処理を行っている回線交換の呼制御での干渉と新規パケ
ット交換の呼制御とが発生して、干渉が発生した回線交換の呼制御の切替先のスロットと
、新規パケット交換の呼制御に割り当てるスロットとが同一の場合、干渉が発生した回線
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交換の呼制御にスロットを優先して割り当てる
　ことを特徴とする無線中継装置。
【請求項２】
　中継処理を行っている回線交換の呼制御に干渉が発生した場合、干渉が発生した回線交
換の呼制御に割り当てたスロットを別のスロットに切り替えてパケット交換及び回線交換
の各中継処理を継続することを特徴とする請求項１記載の無線中継装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、無線通信システムで移動局と基地局との間の無線通信を中継する無線中継装
置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、図１２に示すような４チャネル多重のＴＤＭＡ－ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ
）方式の無線通信システムにおいて移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間の無線通信を中継する
無線中継装置１１が提供されている。この無線中継装置１１は、２系統のＢＳ側無線通信
部１２、ＰＳ側無線通信部１３を搭載し、ＢＳ側無線通信部１２で基地局ＢＳ向けアンテ
ナ１２ａを介して基地局ＢＳとの間で無線通信を行うと同時に、ＰＳ側無線通信部１３で
移動局ＰＳ向けアンテナ１３ａを介して移動局ＰＳとの間で無線通信を行っている。（「
第二世代コードレス電話システム標準規格（ＲＣＲ　ＳＴＤ－２８）」参照）。
【０００３】
　現在、５ｍｓｅｃの時間長を１フレームとし、さらに８等分したものを１スロット（時
間長０．６２５ｍｓｅｃ）として規定し、各スロット毎に複数のキャリアが周波数多重さ
れている。そして図２に示すように、基地局ＢＳから移動局ＰＳ（以下、「下り」と呼ぶ
）への送信信号は、１フレーム中の下り区間Ａの４スロットＳ１～Ｓ４を割り当て、移動
局ＰＳから基地局ＢＳ（以下、「上り」と呼ぶ）への送信信号は、１フレーム中の上り区
間Ｂの４スロットＳ１～Ｓ４を割り当てている。つまり、１つの基地局ＢＳは理論上最大
４つの移動局ＰＳとの通信が同時に処理できる。また、１つのスロットには１６０ｂｉｔ
のデータが含まれ、１つの移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間では５ｍｓｅｃ毎に１６０ｂｉ
ｔのデータが半二重で伝送されることになり、単位時間当たりで見れば３２ｋｂｐｓの通
信速度が得られることになり、４スロットでは最大１２８ｋｂｐｓの通信速度が得られる
。
【０００４】
　また、ＰＨＳでは１．９ＧＨｚ帯の無線周波数を利用しており、例えば屋外に設置され
ている基地局ＢＳの電波が建物内の移動局ＰＳに到達し難いため、屋外の基地局ＢＳと屋
内の移動局ＰＳとの間で各々の送信電波を中継する無線中継装置が従来より用いられてい
た（例えば、特許文献１参照）。この無線中継装置では、電波の受信強度が最も大きい基
地局に対して制御用チャネル（ＣＣＨ）を送信して通信要求を行い、情報チャネル（ＴＣ
Ｈ）を送信して通信を行なっていた。
【０００５】
【特許文献１】
　特開平１０－１５５１７２号公報（第３頁、第１図）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで近年では、インターネットの普及に伴って高速な通信が行える無線通信システ
ムの需要が高まってきており、上述のＰＨＳを利用したパケット交換においても通信速度
向上のために、１つの移動局ＰＳが互いに異なる複数（例えば２つ）の基地局ＢＳとの間
で通信することにより、１つの基地局ＢＳとのみ通信している場合よりも速い速度（例え
ば２つの基地局ＢＳと通信する場合であれば最大６４ｋｂｐｓの通信速度）が得られるよ



(3) JP 4225115 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

うになっている。
【０００７】
　しかし、ＢＳ側無線通信部１２はスロットＳ１で基地局ＢＳから呼制御等の信号を受信
し、ＰＳ側無線通信部１３は受信したスロットとは異なるスロット（例えばスロットＳ２
）を用いて移動局ＰＳへ送信することがあり、同様にＰＳ側無線通信部１３はスロットＳ
１を用いて移動局ＰＳからの信号を受信し、ＢＳ側無線通信部１２は受信したスロットと
は異なるスロット（例えばスロットＳ２）を用いて基地局ＢＳへ送信することがある。
【０００８】
　そして、１つの移動局ＰＳと複数の基地局ＢＳとの間に無線中継装置１１が介在する場
合、当該移動局ＰＳからは無線中継装置１１も基地局とみなされるため、移動局ＰＳが無
線中継装置１１で中継している基地局ＢＳとは別に、他の基地局ＢＳとも通信しようとし
ても、無線中継装置１１で中継している基地局ＢＳと、移動局ＰＳが直接通信する基地局
ＢＳとが重複する可能性があった。例えば、基地局ＢＳと無線中継装置１１との間の通信
にはスロットＳ１を用い、移動局ＰＳと無線中継装置１１との間の通信にはスロットＳ２
を用いているとする。このとき移動局ＰＳが通信している基地局は無線中継装置１１であ
り、さらに通信速度の高速化要求を行う場合に移動局ＰＳは直接基地局ＢＳに対して、移
動局ＰＳからみて現在空いているスロットＳ１を用いて通信を行うように要求する。しか
し基地局ＢＳは既にスロットＳ１を用いて無線中継装置１１と通信しており、移動局ＰＳ
から見れば受信強度が最も大きいと考えられる無線中継装置１１と、受信強度が次に大き
いと考えられる基地局ＢＳとを選択したとしても、実際には２つの基地局が同一であって
実質的に１つの基地局と１つのスロットのみを用いて通信している状況となり、本来の通
信速度が得られない虞があった。
【０００９】
　本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局がパケット交換
の呼制御に用いる基地局として同一の基地局を重複して選択した場合でも所期の通信速度
が得られるようにした無線中継装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、基地局及び移動局と各々通信を行う２系統の無線通信手段と、無線
通信手段の動作を制御する通信制御手段とを備えて、時分割多重された複数のスロットを
利用して移動局と基地局との間で無線のパケット交換及び回線交換を行う無線通信システ
ムに用いられ、移動局と基地局との間で各々の送信電波を中継する無線中継装置において
、基地局と通信を行う無線通信手段が送受信するパケット交換の呼制御に割り当てる１つ
以上のスロットと、移動局と通信を行う無線通信手段が送受信するパケット交換の呼制御
に割り当てる１つ以上のスロットとを互いに同一のスロットとし、パケット交換の中継処
理中に回線交換の呼制御が発生した場合、基地局と通信を行う無線通信手段が送受信する
回線交換の呼制御に割り当てる１つ以上のスロットと、移動局と通信を行う無線通信手段
が送受信する回線交換の呼制御に割り当てる１つ以上のスロットとは互いに同一のスロッ
トであり、且つパケット交換の呼制御に用いるスロットとは異なり、回線交換の中継処理
中にパケット交換の呼制御が発生した場合、基地局と通信を行う無線通信手段が送受信す
るパケット交換の呼制御及び移動局と通信を行う無線通信手段が送受信するパケット交換
の呼制御の各中継処理を、回線交換の呼制御とは異なる１つ以上のスロットを割り当てて
行い、中継処理を行っている回線交換の呼制御での干渉と新規パケット交換の呼制御とが
発生して、干渉が発生した回線交換の呼制御の切替先のスロットと、新規パケット交換の
呼制御に割り当てるスロットとが同一の場合、干渉が発生した回線交換の呼制御にスロッ
トを優先して割り当てることを特徴とする。　
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１において、中継処理を行っている回線交換の呼制御に干渉
が発生した場合、干渉が発生した回線交換の呼制御に割り当てたスロットを別のスロット
に切り替えてパケット交換及び回線交換の各中継処理を継続することを特徴とする。　
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【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
　　（基本構成１）
　本基本構成の無線中継装置は、４チャネル多重のＴＤＭＡ－ＴＤＤ方式の無線通信シス
テムにおいて移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間の無線通信を中継するＰＨＳなどの無線通信
システムに用いられ、移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間のパケット交換及び回線交換を行う
無線通信を中継するもので、そのスロット構成は従来例と同様に図２に示され、最大１２
８ｋｂｐｓの通信に対応している。
【００１４】
　図１は無線中継装置１のブロック図であり、この無線中継装置１は、基地局ＢＳ向けア
ンテナ２ａを介して基地局ＢＳとの間で無線通信を行うＢＳ側無線通信部２と、移動局Ｐ
Ｓ向けアンテナ３ａを介して移動局ＰＳとの間で無線通信を行うＰＳ側無線通信部３と、
ＢＳ側無線通信部２及びＰＳ側無線通信部３の送受信動作を制御する通信制御部４と、電
源部５とから構成される。
【００１５】
　通信制御部４は、制御ブロック４ａと、Ｆ－ＲＯＭ４ｂ，４ｃと、ＲＡＭ４ｄ，４ｅと
を備えており、制御ブロック４ａはモデム部、ＴＤＭＡ処理部、ＣＰＵから構成される。
基地局ＢＳから移動局ＰＳへの信号を中継する際は、アンテナ２ａを介して受信した基地
局ＢＳからの信号をＢＳ側無線通信部２で周波数変換する。そして制御ブロック４ａ内に
おいて、モデム部で復調した後、ＴＤＭＡ処理部でデコードして、ＣＰＵで受信した情報
を解析し、その後ＴＤＭＡ処理部でコード化し、モデム部で変調した後、ＰＳ側無線通信
部３で周波数変換し、アンテナ３ａを介して外部の移動局ＰＳに送信する。一方、移動局
ＰＳから基地局ＢＳへの信号を中継する際は、上述と逆の信号経路で信号を中継し、アン
テナ２ａを介して基地局ＢＳに信号を送信する。尚、Ｆ－ＲＯＭ４ｂ，４ｃは動作プログ
ラムやパラメータなどのデータを記憶し、ＲＡＭ４ｄ，４ｅは演算データなどのデータや
各基地局ＢＳからの無線信号から制御ブロック４ａのＣＰＵが取得した各基地局ＢＳの基
地局ＩＤを記憶し、電源５は商用電源から電源供給され内部回路の動作電源を生成する。
【００１６】
　そして本基本構成の無線中継装置１では図３に示すように、ＢＳ側無線通信部２はスロ
ットＳ１を用いて基地局ＢＳとの３２ｋｂｐｓのパケット交換Ｐの呼制御を中継し、スロ
ットＳ２を用いて基地局ＢＳとの３２ｋｂｐｓの回線交換Ｌの呼制御を中継し、ＰＳ側無
線通信部３はスロットＳ１を用いて移動局ＰＳとの３２ｋｂｐｓのパケット交換Ｐの呼制
御を中継し、スロットＳ２を用いて移動局ＰＳとの３２ｋｂｐｓの回線交換Ｌの呼制御を
中継する。すなわち、受信したパケット交換Ｐ、回線交換Ｌの各呼制御の信号は、受信し
たスロットと同一のスロットを用いて送信される。
【００１７】
　上記動作のうち、無線中継装置１が移動局ＰＳとの間でパケット交換Ｐ、回線0交換Ｌ
の各呼制御を行うスロットを割り当てる処理について図４に示すフローチャートを用いて
説明する。パケット交換Ｐまたは回線交換Ｌの呼制御の要求（リンクチャネル確立要求Ｓ
ＣＣＨ）が移動局ＰＳから無線中継装置１を介して基地局ＢＳに送信されると、基地局Ｂ
Ｓはスロットの割当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を無線中継装置１に送信し、無線中
継装置１で移動局ＰＳの割り当て処理が開始される（ステップＫ１）。まず無線中継装置
１は基地局ＢＳから割り当てられたスロット番号を識別する（ステップＫ２）。そして基
地局ＢＳから割り当てられたスロット番号がスロットＳ１であればスロットＳ１の割当（
リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を移動局ＰＳに送信し（ステップＫ３）、基地局ＢＳから
割り当てられたスロット番号がスロットＳ２であればスロットＳ２の割当（リンクチャネ
ル割当ＳＣＣＨ）を移動局ＰＳに送信し（ステップＫ４）、基地局ＢＳから割り当てられ
たスロット番号がスロットＳ３であればスロットＳ３の割当（リンクチャネル割当ＳＣＣ
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Ｈ）を移動局ＰＳに送信し（ステップＫ５）、基地局ＢＳから割り当てられたスロット番
号がスロットＳ４であればスロットＳ４の割当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を移動局
ＰＳに送信して（ステップＫ６）、本処理を終了する（ステップＫ７）。
【００１８】
　このように無線中継装置１が基地局ＢＳまたは移動局ＰＳから受信したパケット交換Ｐ
、回線交換Ｌの各呼制御の信号は、受信したスロットと同一のスロットを用いて基地局Ｂ
Ｓまたは移動局ＰＳへ送信される。したがって図３において、移動局ＰＳが通信速度の高
速化のために、基地局ＢＳに対して現在空いているスロットＳ３を用いてパケット交換Ｐ
の呼制御を行うように直接要求した場合、基地局ＢＳは無線中継装置１を介した移動局Ｐ
Ｓとの間で、スロットＳ１を用いたパケット交換Ｐの呼制御を行うとともに、空いている
スロットＳ３を用いて移動局ＰＳとパケット交換Ｐの呼制御を直接行うことができる。つ
まり、基地局ＢＳと移動局ＰＳとはスロットＳ１とスロットＳ３とを用いてパケット交換
の呼制御を行うので、通信速度は３２ｋｂｐｓから６４ｋｂｐｓに向上する。
【００１９】
　すなわち、移動局ＰＳが通信の呼制御に用いる基地局として同一の基地局ＢＳを重複し
て選択した場合でも所期の通信速度が得られるのである。
【００２０】
　　（基本構成２）
　本基本構成の無線中継装置１の構成は基本構成１と同様であり、同様の構成には同一の
符号を付して説明は省略する。図５は本基本構成の動作を示すシーケンス図であり、無線
中継装置１が基地局ＢＳ及び移動局ＰＳとの間で１つのスロットを用いて３２ｋｂｐｓの
パケット交換Ｐの呼制御を中継しているときに、２つのスロットを用いた６４ｋｂｐｓの
回線交換Ｌの呼制御の要求（リンクチャネル確立要求ＳＣＣＨ）が移動局ＰＳから無線中
継装置１を介して基地局ＢＳに送信されると、基地局ＢＳは回線用スロットの割当（リン
クチャネル割当ＳＣＣＨ）を無線中継装置１に送信し、無線中継装置１は基地局ＢＳから
割り当てられたスロットと同一のスロットの割当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を移動
局ＰＳに送信する。そして基地局ＢＳと移動局ＰＳとは割り当てられた２つのスロットを
用いて無線中継装置１を介して６４ｋｂｐｓの回線交換Ｌの呼制御を行う。
【００２１】
　無線中継装置１の上記動作について図６に示すフローチャートを用いて説明する。まず
基地局ＢＳと移動局ＰＳとの間で回線交換及びパケット交換の呼制御の中継処理が開始さ
れると（ステップＫ１１）、回線交換Ｌの呼制御（回線通信呼）が発生したか否かを判別
し（ステップＫ１２）、発生していなければこの処理を繰り返す。回線通信呼が発生すれ
ば、次にパケット交換Ｐの呼制御（パケット通信呼）を現在行っているか否かを判別し（
ステップＫ１３）、現在パケット通信呼を行っておれば、回線通信呼も起動してパケット
交換及び回線交換の各呼制御の混在中継を行って（ステップＫ１４）、本処理を終了する
（ステップＫ１６）。パケット通信呼を現在行っていなければ、回線通信呼を起動して回
線通信呼の中継のみを行って（ステップＫ１５）、本処理を終了する（ステップＫ１６）
。このようにしてパケット交換Ｐ及び回線交換Ｌの各呼制御の混在中継を行う。
【００２２】
　また、基本構成１同様に無線中継装置１で基地局ＢＳまたは移動局ＰＳから受信したパ
ケット交換Ｐ、回線交換Ｌの各信号は、受信したスロットと同一のスロットを用いて基地
局ＢＳまたは移動局ＰＳへ送信されるので、移動局ＰＳが同一の基地局ＢＳを重複して選
択した場合でも所期の通信速度が得られる。
【００２３】
　　（基本構成３）
　本基本構成の無線中継装置１の構成は基本構成１と同様であり、同様の構成には同一の
符号を付して説明は省略する。本基本構成では、無線中継装置１がパケット交換及び回線
交換の各呼制御の混在中継を行っているときに回線交換の呼制御に干渉が発生した場合の
動作について図７に示すフローチャートを用いて説明する。まず基地局ＢＳと移動局ＰＳ
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との間で回線交換及びパケット交換の呼制御の中継処理が開始され（ステップＫ２１）、
基本構成２で説明したパケット交換及び回線交換の各呼制御の混在中継が行われている状
態で（ステップＫ２２）、回線交換Ｌの呼制御（回線通信呼）に干渉が発生したか否かを
判別し（ステップＫ２３）、発生していなければこの処理を繰り返す。回線通信呼に干渉
が発生すれば、無線中継装置１は、回線通信呼の情報チャネル（ＴＣＨ）を切り替える要
求（ＴＣＨ切替要求ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）を基地局ＢＳへ送信し、基地局ＢＳは回線
通信呼の情報チャネル（ＴＣＨ）を切り替える指示（ＴＣＨ切替指示ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣ
ＣＨ）を無線中継装置１に送信して、無線中継装置１はこのＴＣＨ切替指示（ＳＡＣＣＨ
／ＦＡＣＣＨ）を受信し、ＴＣＨ切替を行う（ステップＫ２４）。そのＴＣＨ切替後のス
ロットを用いて回線交換の呼制御を行い、無線中継装置１はパケット交換及び回線交換の
各呼制御の混在中継を継続して（ステップＫ２５）、本処理を終了する（ステップＫ２６
）。
【００２４】
　　（基本構成４）
　本基本構成の無線中継装置１の構成は基本構成１と同様であり、同様の構成には同一の
符号を付して説明は省略する。図８は本基本構成の動作を示すシーケンス図であり、無線
中継装置１が基地局ＢＳ及び移動局ＰＳとの間で２つのスロットを用いて６４ｋｂｐｓの
回線交換Ｌの呼制御を中継しているときに、１つのスロットを用いた３２ｋｂｐｓパケッ
ト交換Ｐの呼制御の要求（リンクチャネル確立要求ＳＣＣＨ）が移動局ＰＳから無線中継
装置１を介して基地局ＢＳに送信されると、基地局ＢＳはパケット用スロットの割当（リ
ンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を無線中継装置１に送信し、無線中継装置１は基地局ＢＳか
ら割り当てられたスロットと同一のスロットの割当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を移
動局ＰＳに送信する。そして基地局ＢＳと移動局ＰＳとは割り当てられた１つのスロット
を用いて無線中継装置１を介して３２ｋｂｐｓのパケット交換Ｐの呼制御を行う。
【００２５】
　無線中継装置１の上記動作について図９に示すフローチャートを用いて説明する。まず
基地局ＢＳと移動局ＰＳとの間で回線交換及びパケット交換の呼制御の中継処理が開始さ
れると（ステップＫ３１）、パケット交換Ｐの呼制御（パケット通信呼）が発生したか否
かを判別し（ステップＫ３２）、発生していなければこの処理を繰り返す。パケット通信
呼が発生すれば、次に回線交換Ｌの呼制御（回線通信呼）を現在行っているか否かを判別
し（ステップＫ３３）、現在回線通信呼を行っておれば、パケット通信呼も起動してパケ
ット交換及び回線交換の各呼制御の混在中継を行って（ステップＫ３４）、本処理を終了
する（ステップＫ３６）。回線通信呼を現在行っていなければ、パケット通信呼を起動し
てパケット通信呼の中継のみを行って（ステップＫ３５）、本処理を終了する（ステップ
Ｋ３６）。このようにしてパケット交換Ｐ及び回線交換Ｌの各呼制御の混在中継を行う。
【００２６】
　　（実施形態１）
　本実施形態の無線中継装置１の構成は基本構成１と同様であり、同様の構成には同一の
符号を付して説明は省略する。図１０は本実施形態の動作を示すシーケンス図であり、無
線中継装置１が基地局ＢＳ１及び移動局ＰＳとの間で１つのスロットを用いて３２ｋｂｐ
ｓの回線交換Ｌの呼制御を中継しているときに、１つのスロットを用いた３２ｋｂｐｓの
パケット交換Ｐの呼制御の要求（リンクチャネル確立要求ＳＣＣＨ）が移動局ＰＳから無
線中継装置１を介して基地局ＢＳ２に新規に送信されるとともに、基地局ＢＳ１と移動局
ＰＳとの間で行われている回線交換Ｌの呼制御に干渉が発生した場合、まず最初に無線中
継装置１は、回線交換Ｌの呼制御の情報チャネル（ＴＣＨ）を切り替える要求（ＴＣＨ切
替要求ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）を基地局ＢＳ１へ送信し、基地局ＢＳ１は干渉を受けな
いスロットを選択してＴＣＨ切替指示（ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）を無線中継装置１へ送
信する。無線中継装置１はパケット要求を基地局ＢＳ２に送信しているにも関わらず、Ｔ
ＣＨ切替指示（ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）に基づいて、基地局ＢＳ１に対して回線交換Ｌ
の呼制御を行う回線用スロットをスロットＮに切り替える。
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【００２７】
　上記のようにパケット要求を送信しているにも関わらず、回線交換Ｌに干渉が発生した
場合は、回線交換Ｌの干渉回避を優先して回線交換を行い、またパケット用スロットの割
当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）がＴＣＨ切替スロットと同一の場合には、無線中継装
置１はパケット交換Ｐの呼制御の再要求（リンクチャネル再要求）を基地局ＢＳ２に対し
て送信する。そして、基地局ＢＳ１と移動局ＰＳとの間で回線用スロットＮを用いて回線
交換Ｌの呼制御の中継を行っている間に、基地局ＢＳ２はスロットＮとは異なるパケット
用スロットの割当（リンクチャネル割当ＳＣＣＨ）を無線中継装置１に送信し、無線中継
装置１は基地局ＢＳ２から割り当てられたスロットと同一のスロットの割当（リンクチャ
ネル割当ＳＣＣＨ）を移動局ＰＳに送信する。このようにしてパケット交換Ｐ及び回線交
換Ｌは異なるスロットを用いて各呼制御の混在中継を行う。
【００２８】
　無線中継装置１の上記動作について図１１に示すフローチャートを用いて説明する。ま
ず回線交換及びパケット交換の呼制御の中継処理が開始されると（ステップＫ４１）、回
線交換Ｌの呼制御（回線通信呼）の中継が行われている状態で（ステップＫ４２）、回線
通信呼の干渉発生と、新規のパケット交換Ｐの呼制御（パケット通信呼）発生とが競合し
、基地局からのＴＣＨ切替指示に基づく切替先の回線用スロットと、基地局からリンクチ
ャネル割当（ＳＣＣＨ）によって割り当てられたパケット用スロットとが重複（同一）し
ているか否かを判別する（ステップＫ４３）。重複しておれば、回線通信呼のＴＣＨ切替
指示（ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）によって回線用スロットを切り替えた後、パケット通信
呼のリトライ（呼制御の再要求（リンクチャネル確立再要求ＳＣＣＨ））を実施して（ス
テップＫ４４）、本処理を終了する（ステップＫ４６）。重複していなければ、回線通信
呼のＴＣＨ切替指示（ＳＡＣＣＨ／ＦＡＣＣＨ）による回線用スロットの切替と、呼制御
の要求（リンクチャネル確立要求ＳＣＣＨ）によるパケット通信呼の起動とを実施し、本
処理を終了する（ステップＫ４６）。
【００２９】
【発明の効果】
　請求項１の発明によれば、移動局がパケット交換の呼制御に用いる基地局として同一の
基地局を重複して選択した場合でも所期の通信速度が得られるという効果がある。また、
移動局が回線交換の呼制御に用いる基地局として同一の基地局を重複して選択した場合で
も所期の通信速度を得ることができ、さらにはパケット交換及び回線交換の各呼制御の混
在中継を行うことができ、中継処理を行っている回線交換の呼制御での干渉と新規パケッ
ト交換の呼制御とが発生し、各呼制御に割り当てるスロットが同一であった場合でも、パ
ケット交換及び回線交換の各呼制御の混在中継を行うことができるという効果もある。
【００３０】
　請求項２の発明によれば、干渉が発生した場合でも回線交換の呼制御を継続することが
できるという効果がある。　
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の無線中継装置の構成を示す図である。
【図２】　同上のスロット構成を示す図である。
【図３】　本発明の基本構成１のスロット構成を示す図である。
【図４】　同上の動作フローチャートを示す図である。
【図５】　本発明の基本構成２の動作シーケンスを示す図である。
【図６】　同上の動作フローチャートを示す図である。
【図７】　本発明の基本構成３の動作フローチャートを示す図である。
【図８】　本発明の基本構成４の動作シーケンスを示す図である。
【図９】　同上の動作フローチャートを示す図である。
【図１０】　本発明の実施形態１の動作シーケンスを示す図である。
【図１１】　同上の動作フローチャートを示す図である。
【図１２】　従来の無線中継装置の構成を示す図である。
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【符号の説明】
　１　無線中継装置
　２　ＢＳ側無線通信部
　２ａ　ＢＳ向けアンテナ
　３　ＰＳ側無線通信部
　３ａ　移動局ＰＳ向けアンテナ
　４　制御部
　４ａ　制御ブロック
　４ｂ，４ｃ　Ｆ－ＲＯＭ
　４ｄ，４ｅ　ＲＡＭ
　５　電源
　ＢＳ　基地局
　ＰＳ　移動局

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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