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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、基地局を介して相手局と通信する通信システムにおいて、
　前記移動局は、
　前記基地局から無線転送ブロックを正常に受信したことを示す送達確認を受信すると、
送達確認が取れた無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値を更新して
記憶する制御部と、
　前記制御部が記憶している送達確認量積算値と送信すべきパケットのパケット長とを含
む送信要求を前記基地局に送信する送信要求送信部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線転送ブロックのサイズに基づいて、
前記送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、前記無線転送ブロックに
前記パケットにおける何番目のブロックかを示す昇順の無線転送ブロック番号を含める無
線転送ブロック生成部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基づいて前記
無線転送ブロック生成部によって生成された無線転送ブロックを基地局に送信する無線転
送ブロック送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、
　前記送達確認を前記移動局に送信する送達確認送信部と、
　前記移動局から受信した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づ
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いて前記無線転送ブロックを送信するたびに当該無線転送ブロックのサイズを決定すると
ともに、前記無線転送ブロック番号の情報を使用せず前記移動局から受信した送信要求に
含まれる送達確認量積算値に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて前記移
動局が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるスケ
ジューラ部と、
　前記スケジューラ部が決定した無線転送ブロックのサイズ、および無線リソースの割り
当てを含む送信指示を移動局に送信する送信指示送信部と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記移動局の送信要求送信部は、
　前記送信要求としてバッファ状態報告を用いること、
　を特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　移動局が、基地局を介して相手局と通信する通信システムにおいて、
　前記移動局は、
　前記基地局に送信した無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送信済みデータ量積算
値と送信すべきパケットのパケット長とを含む送信要求を前記基地局に送信する送信要求
送信部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線転送ブロックのサイズに基づいて、
前記送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、前記無線転送ブロックに
前記パケットにおける何番目のブロックかを示す昇順の無線転送ブロック番号を含める無
線転送ブロック生成部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基づいて前記
無線転送ブロック生成部によって生成された無線転送ブロックを基地局に送信する無線転
送ブロック送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、
　前記移動局から受信した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づ
いて前記無線転送ブロックを送信するたびに当該無線転送ブロックのサイズを決定すると
ともに、前記無線転送ブロック番号の情報を使用せず前記移動局から受信した送信要求に
含まれる送信済みデータ量積算値に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて
前記移動局が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り当て
るスケジューラ部と、
　前記スケジューラ部が決定した無線転送ブロックのサイズ、および無線リソースの割り
当てを含む送信指示を移動局に送信する送信指示送信部と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　前記移動局の送信要求送信部は、
　前記送信要求としてバッファ状態報告を用いること、
　を特徴とする請求項３に記載の通信システム。
【請求項５】
　移動局が、基地局を介して相手局と通信する通信システムにおいて、
　前記移動局は、
　送信すべきパケットのパケット長を含む送信要求を前記基地局に送信する送信要求送信
部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線転送ブロックのサイズに基づいて、
前記送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、前記無線転送ブロックに
前記パケットにおける何番目のブロックかを示す昇順の無線転送ブロック番号を含める無
線転送ブロック生成部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基づいて前記
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無線転送ブロック生成部によって生成された無線転送ブロックを基地局に送信する無線転
送ブロック送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、
　前記移動局から受信した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づ
いて前記無線転送ブロックを送信するたびに当該無線転送ブロックのサイズを決定すると
ともに、前記無線転送ブロック番号の情報を使用せず前記移動局に対応付けて当該移動局
に送信した送信指示に含まれる無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送信済みデータ
量積算値に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて前記移動局が送信すべき
パケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるスケジューラ部と、
　前記スケジューラ部が決定した無線転送ブロックのサイズ、および無線リソースの割り
当てを含む送信指示を移動局に送信する送信指示送信部と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　前記移動局の送信要求送信部は、
　前記送信要求としてバッファ状態報告を用いること、
　を特徴とする請求項５に記載の通信システム。
【請求項７】
　移動局が、基地局を介して相手局と通信する通信システムにおいて、
　前記移動局は、
　送信すべきパケットが発生すると、該送信すべきパケットのパケット長を含む送信要求
を前記基地局に送信する送信要求送信部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線転送ブロックのサイズに基づいて、
前記送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、前記無線転送ブロックに
パケットの何番目かの情報を示す昇順の無線転送ブロック番号を含める無線転送ブロック
生成部と、
　前記基地局から通知される送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基づいて前記
無線転送ブロック生成部によって生成された無線転送ブロックを基地局に送信する無線転
送ブロック送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、
　前記移動局から受信した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づ
いて前記無線転送ブロックを送信するたびに当該無線転送ブロックのサイズを決定すると
ともに、前記無線転送ブロック番号の情報を使用せず前記移動局が送信した無線転送ブロ
ックを正常に受信した無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づ
いて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて前記移動局が送信すべきパケットを構成
する無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるスケジューラ部と、
　前記スケジューラ部が決定した無線転送ブロックのサイズ、および無線リソースの割り
当てを含む送信指示を移動局に送信する送信指示送信部と、
　を備え、
　前記基地局のスケジューラ部は、
　前記移動局が送信した無線転送ブロックを正常に受信した無線転送ブロックのサイズの
積算値が示す送達確認量積算値に基づいて決定した優先度が等しい移動局が複数存在する
場合には、無線回線品質情報に基づいて優先度を決定すること、
　を特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線回線を用いた通信システムにおいて、回線の有効利用を考慮した通信シ
ステムに関するものであり、特に、廃棄により無効となるデータ量を減少させることによ



(4) JP 4884484 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

って回線の有効利用を実現する通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パケットの廃棄により無効となるデータ量を減少させることによって回線を有効に利用
する従来技術として、たとえば特許文献１がある。特許文献１に記載の従来の通信方法で
は、基地局制御装置が、受信パケットを無線回線上での通信単位の長さに分割した無線セ
グメントを生成し、生成した全無線セグメントのヘッダに再送制御に関する情報を設定し
て基地局に送信する。基地局は、基地局制御装置から受信した無線セグメントから所定の
転送フレーム（無線転送ブロック）を生成し、生成した無線転送ブロックを移動局に送信
する。また、基地局は、パケット内での位置が後ろになる無線セグメントから生成した無
線転送ブロックほど再送回数が多くなるように無線転送ブロックの再送回数を決定し、決
定した再送回数以内に基地局が無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合には当該
無線転送ブロックの再送を中断し、当該無線転送ブロックに対応する無線セグメントおよ
び後続の全無線セグメントを廃棄する。
【０００３】
　すなわち、特許文献１に記載の従来の通信方法では、既に多くの無線転送ブロックの送
達が完了しているパケットについて、送達が完了していない残りの無線転送ブロックの再
送回数を多くすることで、再送回数の超過により無線転送ブロックの送信が中断され、移
動局が元のパケットを再生することができずに既に送達確認されている無線転送ブロック
が無駄になってしまう確率を減らして、無線回線（周波数）を有効利用するようにしてい
る。
【０００４】
　ところで、基地局間ハンドオーバをデータの欠落無く実施するためには、ハンドオーバ
元の基地局と移動局の間で送達できなかったパケットをハンドオーバ先の基地局と移動局
との間で再度送信する必要がある。しかしながら、既に多くの無線転送ブロックの送達が
完了しているパケットについて再度ハンドオーバ先の基地局と移動局の間でパケットを送
信することは、既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまい無線回線
（周波数）を無駄にすることになってしまうという問題があった。また、送達できなかっ
た下り方向のパケットをハンドオーバ元の基地局からハンドオーバ先の基地局に転送する
必要もあった。
【０００５】
　このような問題を改善する従来技術として、たとえば、特許文献２がある。特許文献２
には、受信側でパケットの再生が完了するまで、実際のハンドオーバの実行を遅延させる
ことで、短いパケットの廃棄が生じる可能性を減少させ、周波数の利用効率の劣化および
遅延の増大を可能な限り防止することを可能にする技術が開示されている。すなわち、特
許文献２に記載の従来技術では、パケットが完成してからハンドオーバを実行することで
無線回線を無駄にしないようにしている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２７１６７号公報
【特許文献２】特開２０００－９２５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、無線通信システムにおいて、無線転送ブロックの送信順に再送制御の送
達確認が取れるとは限らない。ある無線転送ブロックについて再送を繰り返している間に
、後続の無線転送ブロックの送達確認が取れることもありえる。そのため、無線転送ブロ
ックのパケット内での位置によって再送回数を決定する上記特許文献１に記載の従来の通
信方法では、送信されている無線転送ブロックが無駄となってしまう確率を減らすという
効果を十分発揮することができないという問題があった。
【０００８】
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　また、無線通信システムにおいて無線転送ブロックが受信側に送達できない原因には、
再送制御によって無線転送ブロックの再送回数が再送回数の上限値に達したために送信側
が当該無線転送ブロックに対応する無線セグメントおよび後続の全無線セグメントを廃棄
する場合と、無線セグメントが残留許容時間を超過してバッファ内に滞留したために送信
側が当該無線セグメントおよび後続の全無線セグメントを廃棄する場合の２つがある。上
記特許文献１に記載の従来の通信方法では、再送回数の上限値のみを変化させており、残
留許容時間を考慮していないため、再送回数の上限に達する前に残留許容時間を超過して
しまう場合において、送信されている無線転送ブロックが無駄となってしまう確率を減ら
すという効果を十分発揮することができないという問題があった。
【０００９】
　また、無線通信システムにおいては、一般にパケットは複数の無線転送ブロックに分割
されて送信され、無線転送ブロックのエラー率を一定に保つように無線転送ブロックに対
して変調方式や符号化率の制御がなされるため、パケットがいくつの無線転送ブロックか
ら構成されているか（パケットの分割数）によって、パケットのエラー率は異なる値とな
るという問題があった。具体的には、パケットを構成する無線転送ブロック数が多くなる
ほどパケットのエラー率は大きくなるという問題があった。
【００１０】
　また、上記特許文献２に記載の従来技術では、無線回線品質測定から得られるハンドオ
ーバ要求時刻と実際のハンドオーバ実行時刻との差であるハンドオーバ遅延時間は、移動
局と基地局間の無線回線品質変動の影響を受けるため不安定となる。よって、ハンドオー
バを遅延させている間に無線回線品質の劣化がさらに進み通信が不可能になった場合には
、遅延時間中に送達した無線転送ブロック分も加えて無線回線を多く無駄にすることにな
ってしまうという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、パケットを複数の無線転送ブロックに
分割して送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生す
ることができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を
減らして、無線回線（周波数）を有効利用する通信システムを得ることを第１の目的とす
る。
【００１２】
　第２の目的は、パケットを構成する無線転送ブロックの数に影響されること無くパケッ
トのエラー率を一定に保つ通信システムを得ることである。
【００１３】
　第３の目的は、ハンドオーバ遅延時間を短縮し無線回線品質の劣化により通信が不可能
になる前にハンドオーバを完了する通信システムを得ることである。
【００１４】
　第４の目的は、通信が不可能になる前にパケットの完成が見込めない場合には、ハンド
オーバ要求時刻において即ハンドオーバを実行する通信システムを得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、移動局が、ネットワークに
接続される基地局を介して相手局と通信する通信システムにおいて、前記基地局は、送信
すべきパケットを複数の無線転送ブロックに分割する無線転送ブロック生成部と、前記無
線転送ブロックが前記移動局に到達したことを示す送達確認が取れた無線転送ブロックの
サイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基
づいて送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるスケ
ジューラ部と、前記スケジューラ部によって割り当てられた無線リソースを用いて、前記
無線転送ブロック生成部によって生成された無線転送ブロックを送信する無線転送ブロッ
ク送信部と、を備え、前記移動局は、前記基地局から無線転送ブロックを正常に受信した
場合には送達確認を前記基地局に送信し、前記基地局から無線転送ブロックを正常に受信
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できなかった場合には再送要求を前記基地局に送信する再送制御部と、前記基地局から受
信した無線転送ブロックからパケットを再生するパケット再生部と、を備えることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、無線転送ブロックが移動局に到達したことを示す送達確認が取れた
無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づいて優先度を決定し、
決定した優先度に基づいて送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソー
スを割り当てるようにしているため、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信
する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができ
ずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無
線回線を有効利用する無線通信システムを得ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、この発明における通信システムの実施の形態１の構成を示す図である。
【図２】図２は、図１に示した基地局の下り方向の通信に関する構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図３は、図１に示した移動局の下り方向の通信に関する構成を示すブロック図で
ある。
【図４】図４は、この発明における通信システムの実施の形態１のスケジューラ部の動作
を説明するためのフローチャートである。
【図５】図５は、ある１つのパケットに着目した場合の送達確認量積算値の変化を説明す
るための図である。
【図６】図６は、この発明における通信システムの実施の形態１のスケジューラ部のスケ
ジューリング処理の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図７は、スケジューリングの優先度の変化を説明するための図である。
【図８】図８は、この発明における通信システムの別の一例を示す図である。
【図９】図９は、この発明における実施の形態２の移動局の上り方向の通信の構成を示す
ブロック図である。
【図１０】図１０は、この発明における実施の形態２の基地局の上り方向の通信の構成を
示すブロック図である。
【図１１】図１１は、この発明における実施の形態２の基地局のスケジューラ部の動作を
説明するためのフローチャートである。
【図１２】図１２は、ある移動局から送信されるパケットに着目した場合の送達確認量積
算値の変化を説明するための図である。
【図１３】図１３は、この発明における実施の形態３のある１つのパケットに着目した時
の滞留許容時間の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、この発明における実施の形態３の基地局のスケジューラ部のスケジ
ューリング処理の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１５】図１５は、この発明における実施の形態４の基地局のスケジューラ部が備える
無線回線品質情報テーブルの構成を示す図である。
【図１６】図１６は、この発明における実施の形態６の基地局のスケジューラ部が備える
パケットテーブルの構成を示す図である。
【図１７】図１７は、この発明における通信システムの実施の形態７の構成を示す図であ
る。
【図１８】図１８は、図１７に示した移動局の下り方向の通信に関する構成を示すブロッ
ク図である。
【図１９】図１９は、図１７に示した基地局の下り方向の通信に関する構成を示すブロッ
ク図である。
【図２０】図２０は、無線回線品質の劣化と時間の関係を示す図である。
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【図２１】図２１は、この発明における実施の形態８の基地局のスケジューラ部の動作を
説明するためのフローチャートである。
【図２２】図２２は、この発明の実施の形態１０における通信システムの送達確認量積算
値をインデックス化する場合の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、この発明の実施の形態１０における通信システムのパケットサイズ
をインデックス化する場合の一例を示す図である。
【図２４】図２４は、この発明の実施の形態１０における通信システムが用いる拡張ＭＡ
Ｃ－ｅ　ＰＤＵのフォーマットの一例を示す図である。
【図２５】図２５は、この発明の実施の形態１０における通信システムが用いる拡張ＭＡ
Ｃ－ｅ　ＰＤＵのフォーマットの別の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、この発明の実施の形態１０における通信システムのスケジューリン
グに送達確認量積算値を用いた場合の３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１を拡張したＲＬＣレイ
ヤとＭＡＣレイヤとの間の伝達情報（プリミティブ）を示す図である。
【図２７】図２７は、この発明の実施の形態１３における通信システムの３ｇｐｐ　ＴＳ
２５．３２１を拡張したＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間の伝達情報（プリミティブ）
を示す図である。
【図２８】図２８は、パケット位置情報を説明するための図である。
【符号の説明】
【００１８】
　１　有線ネットワーク
　２，２ａ－１，２ａ－ｍ　基地局
　３－１，３－２，３－ｎ，３ａ－１，３ａ－２，３ａ－ｎ　移動局
　５　基地局制御装置
　２０１　有線信号受信部
　２０２，３１２　パケットバッファ
　２０３，３１３　無線転送ブロック生成部
　２０４，２１４，３０４，３１４　再送制御部
　２０５，３１５　再送制御信号受信部
　２０６，２１１，３０１，３１６　無線信号送受信部
　２０７，３１７　無線転送ブロック送信部
　２０８，２１９　スケジューラ部
　２０９　無線回線品質情報受信部
　２１０　ハンドオーバ制御部
　２１２，３０３　再送制御信号送信部
　２１３，３０２　無線転送ブロック受信部
　２１５，３０５　パケット再生部
　２１６　有線信号送信部
　２１７　送信指示送信部
　２１８　送信要求受信部
　３０６　パケット受信部
　３０７　無線回線品質情報送信部
　３０８　ハンドオーバ要求部
　３１１　パケット生成部
　３１８　送信指示受信部
　３１９　制御部
　３２０　送信要求送信部
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明にかかる通信システム、基地局および移動局の実施の形態を図面に基づ
いて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。



(8) JP 4884484 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

また、以下に説明する実施の形態のうち、一つ以上の実施の形態を組み合わせた方法も本
発明の範囲に含まれるものとする。
【００２０】
実施の形態１．
　図１～図８を参照してこの発明の実施の形態１を説明する。図１は、この発明における
通信システムの実施の形態１の構成を示す図である。図１において、通信システムは、有
線ネットワーク１と、基地局２と、ｎ（ｎは自然数）台の移動局３（３－１～３－ｎを示
す）とを備えている。有線ネットワーク１と基地局２とは有線回線によって接続され、基
地局２と移動局３とは無線回線によって接続され、移動局３は、基地局２および有線ネッ
トワーク１を介して、有線ネットワーク１に接続される固定端末（図示せず）や、移動局
とパケットを用いた相互通信を行なう。
【００２１】
　この実施の形態１では、基地局２が有線ネットワーク１から受信したパケットを移動局
３に送信する下り方向の通信について説明する。図２は、図１に示した基地局２の下り方
向の通信に関する構成を示すブロック図である。図２において、基地局２は、有線回線の
インタフェース機能を有し有線ネットワーク１からの信号（パケット）を受信する有線信
号受信部２０１、有線信号受信部２０１によって受信されたパケットをバッファリングす
るパケットバッファ２０２、移動局３に送信する無線転送ブロックのサイズを決定すると
ともに、無線転送ブロックのスケジューリング処理を実行するスケジューラ部２０８、ス
ケジューラ部２０８によって選択されたパケットからスケジューラ部２０８が決定したサ
イズの無線転送ブロックを生成する無線転送ブロック生成部２０３、無線転送ブロック単
位で移動局３との間の再送制御を行なう再送制御部２０４、無線転送ブロック生成部２０
３によって生成された無線転送ブロックを送信する無線転送ブロック送信部２０７、無線
回線のインタフェース機能を有し移動局３との信号を送受信する無線信号送受信部２０６
、無線信号送受信部２０６によって受信された信号から再送制御情報を抽出する再送制御
信号受信部２０５、および無線信号送受信部２０６によって受信された信号から下り方向
の無線回線の無線回線品質情報を抽出する無線回線品質情報受信部２０９を備えている。
【００２２】
　図３は、図１に示した移動局３の下り方向の通信に関する構成を示すブロック図である
。図３において、移動局３は、無線回線インタフェース機能を有し基地局２との信号を送
受信する無線信号送受信部３０１、無線信号送受信部３０１によって受信された信号から
無線転送ブロックを抽出する無線転送ブロック受信部３０２、基地局２との間の再送制御
を行う再送制御部３０４、再送制御部３０４によって生成される再送制御情報を送信する
再送制御信号送信部３０３、無線転送ブロック受信部３０２によって受信された無線転送
ブロックからパケットを再生するパケット再生部３０５、パケット再生部３０５によって
再生されたパケットを受信して図示しない上位レイヤ処理部にパケットを出力するパケッ
ト受信部３０６、および下り方向の無線回線の無線回線品質情報を測定し、測定した無線
回線品質情報を基地局２に送信する無線回線品質情報送信部３０７を備えている。
【００２３】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態１の動作を説明する。基地局２の
有線信号受信部２０１を介してパケットを受信すると、パケットバッファ２０２は、受信
したパケットをバッファリングするとともに、新規のパケットを受信したことをスケジュ
ーラ部２０８に通知する。スケジューラ部２０８は、新規のパケットに対応付けて送達確
認量積算値を初期化して記憶する。
【００２４】
　一方、基地局２の無線信号送受信部２０６を介して移動局３からの信号を受信すると、
無線回線品質情報受信部２０９は、移動局３から受信した信号から移動局３の無線回線品
質情報送信部３０７によって測定された下り方向の無線回線の無線回線品質情報を抽出し
、抽出した無線回線品質情報をスケジューラ部２０８に出力する。
【００２５】
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　また、基地局２の再送制御信号受信部２０５は、無線信号送受信部２０６を介して移動
局３から受信した信号から再送制御情報を抽出し、抽出した再送制御情報を再送制御部２
０４に出力する。
【００２６】
　基地局２の再送制御部２０４は、再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再
送を行なうか否かを決定する。再送制御情報が無線転送ブロックを正常に受信したことを
示す送達確認の場合、基地局２の再送制御部２０４は、送達確認情報をスケジューラ部２
０８に出力し、スケジューラ部２０８は、送達確認情報に基づいてパケットに対応付けて
記憶している送達確認量積算値を更新する。再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要
求する再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実
行する。
【００２７】
　予め定められている無線転送ブロックのスケジューリング時間になると、基地局２のス
ケジューラ部２０８は、無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックのサイズを決定す
る。また、スケジューラ部２０８は、詳細には後述するが、パケットバッファ２０２にバ
ッファリングされているパケット毎に対応付けて記憶している送達確認量積算値に基づい
てパケットの優先度を決定し、決定した優先度にしたがって当該パケットから生成される
無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるスケジューリング処理を実行する。そして
、スケジューラ部２０８は、スケジューリング処理によって無線リソースを割り当てた無
線転送ブロックを生成するパケットと無線転送ブロックのサイズとを含む無線転送ブロッ
ク生成情報を無線転送ブロック生成部２０３に出力するとともに、無線転送ブロックと割
り当てた無線リソースとの情報を含む送信情報を再送制御部２０４に出力する。
【００２８】
　基地局２の無線転送ブロック生成部２０３は、無線転送ブロック生成情報に基づいてパ
ケットバッファ２０２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生成
し、生成した無線転送ブロックを再送制御部２０４に出力する。
【００２９】
　基地局２の再送制御部２０４は、送信情報および無線転送ブロックを無線転送ブロック
送信部２０７に出力する。無線転送ブロック送信部２０７は、送信情報に基づいて無線転
送ブロックを無線信号送受信部２０６を介して移動局３に送信する。
【００３０】
　移動局３の無線転送ブロック受信部３０２は、無線信号送受信部３０１を介して受信し
た信号から無線転送ブロックを抽出して再送制御部３０４に出力する。再送制御部３０４
は、無線転送ブロックを正常に受信できたかどうか（データが誤っているかどうか）を判
定する。無線転送ブロックを正常に受信できた場合、再送制御部３０４は、無線転送ブロ
ックをパケット再生部３０５に出力するとともに、無線転送ブロックを正常に受信できた
ことを再送制御信号送信部３０３に通知する。
【００３１】
　移動局３のパケット再生部３０５は、無線転送ブロックからパケットを再生する。基地
局２の無線転送ブロック生成部２０３は、無線転送ブロックを生成する際に、無線転送ブ
ロックがパケットの何番目の無線転送ブロックであるかを示す情報（無線転送ブロック番
号）を無線転送ブロック内に含めている。移動局３のパケット再生部３０５は、この情報
を用いて無線転送ブロックからパケットを再生する。パケット再生部３０５は、パケット
を構成する全ての無線転送ブロックが正常に受信されてパケットを再生すると、再生した
パケットをパケット受信部３０６に出力する。
【００３２】
　一方、無線転送ブロックが正常に受信できなかった場合、移動局３の再送制御部３０４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部３０３に通知する。
【００３３】
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　移動局３の再送制御信号送信部３０３は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部３０
１を介して基地局２に送信する。
【００３４】
　つぎに、図４および図６のフローチャートと、図５および図７とを参照して、基地局２
のスケジューラ部２０８の動作を詳細に説明する。パケットバッファ２０２から新規のパ
ケットを受信したことが通知されると（ステップＳ１００）、スケジューラ部２０８は、
新規パケットに対応付けて送達確認量積算値を初期化（この場合は「０」）して記憶する
（ステップＳ１０１）。
【００３５】
　再送制御部２０４から送達確認情報を受けると（ステップＳ１０２）、スケジューラ部
２０８は、送達確認情報を受けた無線転送ブロックのパケットに対応付けて記憶している
送達確認量積算値に送達確認量を加算して送達確認量積算値を更新する（ステップＳ１０
３）。
【００３６】
　ここで、図５を参照してある１つのパケット（移動局３－１宛てのパケット）に着目し
た場合の送達確認量積算値の変化を説明する。図５において、基地局２内のパケット４、
無線転送ブロック４１ａ～４１ｃ、無線回線上の無線転送ブロック４２ａ，４２ｂ－１～
４２ｂ－３，４２ｃ、移動局３－１内の無線転送ブロック４３ａ，４３ｂ，４３ｃ、およ
び移動局３－１内のパケット４４内の数字はパケット４のパケットサイズを「１」に正規
化したときのそれぞれの無線転送ブロックまたはパケットのサイズを示しており、送達確
認量積算値および無線転送ブロック４２ａ，４２ｂ－１～４２ｂ－３，４２ｃの括弧内の
数字はパケット４を「１」に正規化した場合の送達確認量の積算値を示している。
【００３７】
　有線ネットワーク１から基地局２に到着したパケット４は、無線回線品質情報に基づい
て決定されたサイズの無線転送ブロック４１ａ～４１ｃに分割されて無線回線上に送信さ
れる。基地局２は、無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックのサイズを「０．５」
に決定して、パケット４を構成する最初の無線転送ブロック４１ａを無線転送ブロック４
２ａとして無線回線に送信する。無線転送ブロック４１ａはパケット４の最初の無線転送
ブロックであるので、パケット４に対応付けられた送達確認量積算値は「０」である。
【００３８】
　移動局３－１は、無線回線上の無線転送ブロック４２ａを受信する。無線転送ブロック
４２ａは無線転送ブロック４３ａとして正常に受信することができたため、移動局３－１
は無線転送ブロック４３ａの送達確認４５ａを基地局２に送信する。
【００３９】
　基地局２は、無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックのサイズを「０．２」に決
定して、パケット４を構成する２番目の無線転送ブロック４１ｂを無線転送ブロック４２
ｂ－１として無線回線に送信する。このとき、基地局２は、移動局３－１から送達確認４
５ａを受信していないので、パケット４に対応付けられた送達確認量積算値は「０」のま
まである。
【００４０】
　送達確認４５ａを受信すると基地局２は、送達確認４５ａから対応する無線転送ブロッ
ク４１ａのサイズを求めて送達確認量とし、送達確認量積算値に送達確認量を加算して送
達確認量積算値を更新する。
【００４１】
　基地局２は送達確認４５ａを受信するまでに、無線転送ブロック４１ａと無線転送ブロ
ック４１ｂとを送信しているので、基地局２は送達確認４５ａが無線転送ブロック４１ａ
に対応するものであるのか、無線転送ブロック４１ｂに対応するものであるのかを識別す
る必要がある。送達確認４５ａがどの無線転送ブロックに対応するものであるかは、移動
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局３－１が送達確認４５ａ内に無線転送ブロック４１ａを識別するための情報として、無
線転送ブロック４３ａを受信した際に取得する無線転送ブロック番号を含めておけばよい
。そして、基地局２は、無線転送ブロック４１ａを生成したときの無線転送ブロック番号
に対応付けて無線転送ブロックのサイズを記憶しておき、送達確認４５ａ内の無線転送ブ
ロック番号から無線転送ブロックのサイズ「０．５」を求めるようにして送達確認量積算
値を更新する。
【００４２】
　基地局２は、無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックのサイズを「０．３」に決
定して、パケット４を構成する３番目（この場合は最後）の無線転送ブロック４１ｃを無
線転送ブロック４２ｃとして無線回線に送信する。このとき、基地局２は、無線転送ブロ
ック４１ｂの送達確認を受信していないので、パケット４に対応付けられた送達確認量積
算値は「０．５」のままである。
【００４３】
　移動局３－１は、無線回線上の無線転送ブロック４２ｂ－１を受信する。無線回線上の
無線転送ブロック４２ｂ－１を正常に受信することができなかったため、無線転送ブロッ
ク４２ｂ－１の再送要求を基地局２に送信する。その後、移動局３－１は、無線回線上の
無線転送ブロック４２ｃを受信する。無線転送ブロック４２ｃは無線転送ブロック４３ｃ
として正常に受信することができたため、移動局３－１は無線転送ブロック４３ｃの送達
確認４５ｃを基地局２に送信する。
【００４４】
　基地局２は、無線転送ブロック４２ｂ－１の再送要求を受信して、無線転送ブロック４
１ｂを無線転送ブロック４２ｂ－２として無線回線上に再送する。このとき、基地局２は
、送達確認４５ｃを受信していないので、パケット４に対応付けられた送達確認量積算値
は「０．５」のままである。
【００４５】
　送達確認４５ｃを受信すると基地局２は、送達確認４５ｃから対応する無線転送ブロッ
ク４１ｃのサイズを求めて送達確認量とし、送達確認量積算値に送達確認量を加算して送
達確認量積算値を更新する。この場合、送達確認量積算値は「０．５」であり、無線転送
ブロック４１ｃのサイズは「０．３」であるので、送達確認量積算値は「０．８」に更新
される。
【００４６】
　移動局３－１は、無線回線上の無線転送ブロック４２ｂ－２を受信する。移動局３－１
は、無線回線上の無線転送ブロック４２ｂ－２も正常に受信することができなかったため
、無線転送ブロック４２ｂ－２の再送要求を基地局２に送信する。基地局２は無線転送ブ
ロック４２ｂ－２の再送要求を受信して、無線転送ブロック４１ｂを無線転送ブロック４
２ｂ－３として無線回線上に再送する。このとき、パケット４に対応付けられた送達確認
量積算値は「０．８」である。
【００４７】
　移動局３－１は、無線回線上の無線転送ブロック４２ｂ－３を受信する。無線回線上の
無線転送ブロック４２ｂ－３を無線転送ブロック４３ｂとして正常に受信することができ
たため、移動局３－１は無線転送ブロック４３ｂの送達確認４５ｂを基地局２に送信する
。
【００４８】
　送達確認４５ｂを受信すると基地局２は、送達確認４５ｂから対応する無線転送ブロッ
ク４１ｂのサイズを求めて送達確認量とし、送達確認量積算値に送達確認量を加算して送
達確認量積算値を更新する。この場合、送達確認量積算値は「０．８」であり、無線転送
ブロック４１ｂのサイズは「０．２」であるので、送達確認量積算値は「１」となる。す
なわち、パケット４を構成する無線転送ブロック４１ａ～４１ｃが移動局３－１に送達し
たことを意味している。したがって、基地局２は、送達確認量積算値が「１」となった場
合には、パケット４の送信が完了したと判断して、パケット４に対応付けて記憶した送達
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確認量積算値を廃棄する。
【００４９】
　一方、移動局３－１では、無線転送ブロック４３ｂを正常に受信したことにより、パケ
ットを構成する無線転送ブロック４３ａ～４３ｃの受信が完了してパケット４４を再生す
る。
【００５０】
　基地局２のスケジューラ部２０８は、上述した移動局３－１宛てのパケットに着目した
場合と同様に、各移動局３からの送達確認を受信する度に、送達確認に対応する無線転送
ブロックが構成するパケットに対応付けて記憶している送達確認量積算値を更新する。
【００５１】
　図４に戻って、予め定められたスケジューリング時間になると（ステップＳ１０４）、
スケジューラ部２０８は、パケットバッファ２０２にバッファリングされているパケット
毎に対応付けて記憶している送達確認量積算値に基づいてパケットの優先度を決定し、決
定した優先度にしたがって当該パケットから生成される無線転送ブロックに無線リソース
を割り当てるスケジューリング処理を実行する（ステップＳ１０５）。
【００５２】
　図６のフローチャートを参照して、スケジューラ部２０８が実行するスケジューリング
処理の動作を詳細に説明する。スケジューラ部２０８は、パケットバッファ２０２にバッ
ファリングされているパケット毎に対応付けて記憶している送達確認量積算値を無線転送
ブロックをスケジューリングする際の優先度として使用する。すなわち、送達確認量積算
値が大きいほど優先度が高いと判定する。スケジューラ部２０８は、最も高い優先度のパ
ケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとして選択する（ステップＳ２０
０）。
【００５３】
　スケジューラ部２０８は、無線リソースの残りがあるか否かを判定する（ステップＳ２
０１）。無線リソースの残りがある場合、スケジューラ部２０８は、処理対象ブロックと
して選択した無線転送ブロックに無線リソースを割り当てる（ステップＳ２０２）。
【００５４】
　スケジューラ部２０８は、現在の処理対象ブロックとして選択した無線転送ブロックが
構成するパケットのつぎに優先度が高いパケットを構成する無線転送ブロックを新たな処
理対象ブロックとして選択する（ステップＳ２０３）。
【００５５】
　スケジューラ部２０８は、無線リソースに残りがなくなるまで、処理対象ブロックとし
て選択した無線転送ブロックに無線リソースを割り当て、現在の処理対象ブロックとして
選択している無線転送ブロックが構成するパケットのつぎに優先度の高いパケットを構成
する無線転送ブロックを新たな処理対象ブロックとして選択する動作を繰り返す（ステッ
プＳ２０１～Ｓ２０３）。
【００５６】
　図７は、基地局２が３台の移動局３－１～３－３を収容している場合のスケジューリン
グの優先度の変化を示す図である。図７においては、周期的なスケジューリング時間ｔ１
～ｔ４の移動局３－１～３－３宛てのパケットに対応する送達確認量積算値に基づいてど
の無線転送ブロック（移動局３－１～３－３宛ての無線転送ブロック）を優先的に扱うか
を示しており、○内の数値はスケジューラ部２０８が無線リソースを割り当てる順番を示
している。
【００５７】
　スケジューリング時間ｔ１においては、移動局３－１宛てのパケットの送達確認量積算
値が「０．３」であり、移動局３－２宛てのパケットの送達確認量積算値が「０．０」で
あり、移動局３－３宛てのパケットの送達確認量積算値が「０．０」である。スケジュー
ラ部２０８は、送達確認量積算値が大きいほど優先度が高いと判定するので、ここでは、
最初に移動局３－１宛てのパケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとし
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て無線リソースを割り当て、つぎに、移動局３－２宛てのパケットを構成する無線転送ブ
ロックを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当て、最後に移動局３－３宛てのパ
ケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当てる
。優先度が同じ場合（この場合は、移動局３－２と移動局３－３）には、予め定められた
順番で優先度を決定する。
【００５８】
　スケジューリング時間ｔ２においては、移動局３－１宛てのパケットを構成する無線転
送ブロックが全て移動局３－１に送達しており、かつ移動局３－１宛ての新たなパケット
をパケットバッファ２０２がバッファリングしていないため、移動局３－１宛てのパケッ
トに対応する送達確認量積算値は存在しない。また、移動局３－３からスケジューリング
時間ｔ２以前に送信した無線転送ブロックの送達確認を受信したことにより、移動局３－
３宛てのパケットの送達確認量積算値は「０．９」となっている。移動局３－２宛てのパ
ケットの送達確認量積算値は「０．０」であるので、スケジューラ部２０８は、移動局３
－３宛てのパケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソース
を割り当てた後に、移動局３－２宛てのパケットを構成する無線転送ブロックを処理対象
ブロックとして無線リソースを割り当てる。
【００５９】
　スケジューリング時間ｔ３においては、スケジューリング時間ｔ２からスケジューリン
グ時間ｔ３の間に、移動局３－１宛てのパケットがパケットバッファ２０２にバッファリ
ングされたため、移動局３－１宛てのパケットの送達確認量積算値の値が初期化（「０」
）されている。また、移動局３－２からスケジューリング時間ｔ３以前に送信した無線転
送ブロックの送達確認を受信したことにより、移動局３－２宛てのパケットの送達確認量
積算値が「０．５」になっている。したがって、スケジューラ部２０８は、最初に最も優
先度の高い（送達確認量積算値が大きい）移動局３－３宛てのパケットを構成する無線転
送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当て、つぎに優先度の高い移動
局３－２宛てのパケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソ
ースを割り当て、最後に最も優先度の低い移動局３－１宛てのパケットを構成する無線転
送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当てる。
【００６０】
　スケジューリング時間ｔ４においては、スケジューリング時間ｔ３からスケジューリン
グ時間ｔ４の間に、移動局３－１および移動局３－２からそれぞれ送達確認を受信したた
め、移動局３－１宛てのパケットの送達確認量積算値が「０．１」となり、移動局３－２
宛てのパケットの送達確認量積算値が「０．８」となっている。また、移動局３－３宛て
のパケットを構成する無線転送ブロックが全て移動局３－３に送達した後に、パケットバ
ッファ２０２が新たに移動局３－３宛てのパケットをバッファリングしたため、移動局３
－３宛てのパケットの送達確認量積算値は「０．０」となっている。
【００６１】
　スケジューラ部２０８は、最初に最も優先度の高い移動局３－２宛てのパケットを構成
する無線転送ブロックを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当て、つぎに優先度
の高い移動局３－１宛てのパケットを構成する無線転送ブロックを処理対象ブロックとし
て無線リソースを割り当て、最後に最も優先度の低い移動局３－３宛ての無線転送ブロッ
クを処理対象ブロックとして無線リソースを割り当てる。
【００６２】
　以上説明したように、この実施の形態１においては、無線転送ブロックが移動局に到達
したことを示す送達確認が取れた無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積
算値に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて送信すべきパケットを構成す
る無線転送ブロックに無線リソースを割り当てるようにしているため、パケットを複数の
無線転送ブロックに分割して送信する際に、移動局３に無線転送ブロックが到達しないた
めにパケットを再生することができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄
になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利用することができる。
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【００６３】
　また、この実施の形態１においては、送達確認量積算値の値が大きいほど優先度を高く
して、送達確認のとれた割合の多いパケットに属する無線転送ブロックを優先的に送信す
るようにしているため、やむを得ず無線転送ブロックを廃棄する場合には送達確認のとれ
た割合の少ないパケットに属する無線転送ブロックが廃棄されることになり、移動局３で
パケット組み立てができず廃棄される無線転送ブロックの量が少なくなり、周波数有効利
用あるいはパケットレベルでのスループットを向上することができる。
【００６４】
　なお、この実施の形態１では、送達確認量にパケットを正規化した値を用いるようにし
たが、実際のデータ量を用いてもよい。
【００６５】
　また、この実施の形態１では、基地局２が有線ネットワーク１から受信したパケットを
無線転送ブロックに分割する場合を例に挙げて説明したが、図８に示すように、図１に示
した有線ネットワーク１と基地局２との間に基地局制御装置５を備え、基地局制御装置５
が有線ネットワーク１から受信したパケットを複数の分割セグメントに分割して基地局２
に送信し、基地局２が複数の分割セグメントから無線転送ブロックを生成する通信システ
ムであってもかまわない。
【００６６】
　この場合、基地局制御装置５は、分割セグメント内にパケットの切れ目を識別するため
の識別子を含めておき、この識別子によって基地局２は複数の分割セグメントから１つの
パケットのパケットサイズを求めるようにすればよい。
【００６７】
実施の形態２．
　図９～図１２を用いてこの発明の実施の形態２を説明する。先の実施の形態１では、基
地局２が有線ネットワーク１から受信したパケットを移動局３に送信する下り方向の通信
について説明した。この実施の形態２では、移動局３が基地局２を介して有線ネットワー
ク１にパケットを送信する上り方向の通信について説明する。なお、この実施の形態２の
通信システムの構成は、先の図１に示した実施の形態１の通信システムと同じであるので
、ここではその説明を省略する。
【００６８】
　図９は、この発明における通信システムの移動局３の上り方向の通信に関する構成を示
すブロック図である。図９において、移動局３は、送信すべきパケットを生成するパケッ
ト生成部３１１、パケット生成部３１１によって生成されたパケットをバッファリングす
るパケットバッファ３１２、制御部３１９の指示によってパケットバッファ３１２にバッ
ファリングされているパケットから無線転送ブロックを生成する無線転送ブロック生成部
３１３、無線転送ブロック単位で基地局２との間の再送制御を行なう再送制御部３１４、
無線転送ブロック生成部３１３によって生成された無線転送ブロックを送信する無線転送
ブロック送信部３１７、基地局２に送信要求を送信する送信要求送信部３２０、無線回線
インタフェース機能を有し基地局２との信号を送受信する無線信号送受信部３１６、無線
信号送受信部３１６によって受信された信号から再送制御情報を抽出する再送制御信号受
信部３１５、無線信号送受信部３１６によって受信された信号から送信指示を抽出する送
信指示受信部３１８、および送信指示受信部３１８によって抽出された送信指示に基づい
て無線転送ブロックの送信を制御するとともに、移動局３内の各構成要素を統括的に制御
する制御部３１９を備えている。
【００６９】
　図１０は、この発明における通信システムの基地局２の上り方向の通信に関する構成を
示すブロック図である。図１０において、基地局２は、無線回線インタフェース機能を有
し移動局３との信号を送受信する無線信号送受信部２１１、無線信号送受信部２１１によ
って受信された信号から送信要求を抽出する送信要求受信部２１８、無線信号送受信部２
１１によって受信された信号から無線転送ブロックを抽出する無線転送ブロック受信部２
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１３、移動局３との間の再送制御を行なう再送制御部２１４、再送制御部２１４によって
生成される再送制御情報を送信する再送制御信号送信部２１２、無線転送ブロック受信部
２１３によって受信された無線転送ブロックからパケットを再生するパケット再生部２１
５、有線回線のインタフェース機能を有しパケット再生部２１５によって再生されたパケ
ットを有線ネットワーク１に送信する有線信号送信部２１６、送信要求受信部２１８によ
って抽出された送信要求とパケットの到達状態とに基づいて移動局３が送信する無線転送
ブロックのスケジューリング処理を実行するスケジューラ部２１９、およびスケジューラ
部２１９によってスケジューリングされた情報を送信指示として移動局３に送信する送信
指示送信部２１７を備えている。
【００７０】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態２の動作を説明する。まず、移動
局３において送信すべきパケットが発生した際の動作について説明する。
【００７１】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。
【００７２】
　移動局３のパケットバッファ３１２は、新規のパケットをバッファリングしたことを制
御部３１９に通知する。制御部３１９は、新規のパケットをバッファリングしたこと、す
なわち基地局２に送信すべきパケットが発生したことを通知する送信要求を生成して送信
要求送信部３２０に出力する。制御部３１９は送信要求内にパケットのサイズを示すパケ
ットサイズ情報を含めておく。移動局３の送信要求送信部３２０は、無線信号送受信部３
１６を介して送信要求を基地局２に送信する。
【００７３】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送達確認量積算値およびパケットサイズを記
憶する。このとき送達確認量積算値を初期化して記憶する。
【００７４】
　つぎに、移動局３がパケットを構成する無線転送ブロックを送信する動作について説明
する。移動局３の無線信号送受信部３１６を介して送信指示を受けると、送信指示受信部
３１８は、受信した送信指示を制御部３１９に出力する。制御部３１９は、送信指示に含
まれる無線転送ブロックサイズを無線転送ブロック生成情報として無線転送ブロック生成
部３１３に出力する。
【００７５】
　移動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、無線転送ブロック生成情報に基づいて、
パケットバッファ３１２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生
成し、生成した無線転送ブロックを再送制御部３１４に出力する。
【００７６】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線転送ブロックを受けると再送時に必要な処理を行
なった後に無線転送ブロックを無線転送ブロック送信部３１７に出力し、無線転送ブロッ
ク送信部３１７は無線信号送受信部３１６を介して無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。
【００７７】
　基地局２の無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信し
た信号から無線転送ブロックを抽出して再送制御部２１４に出力する。再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを正常に受信できたかどうかを判定する。無線転送ブロックを正常
に受信できた場合、再送制御部２１４は、無線転送ブロックをパケット再生部２１５に出
力する。また、再送制御部２１４は、無線転送ブロックを正常に受信できたことを再送制
御信号送信部２１２に通知するとともに、正常に受信できた無線転送ブロックの送信元で
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ある移動局３を識別するための情報および受信した無線転送ブロックのサイズを含めた送
達確認情報をスケジューラ部２１９に通知する。
【００７８】
　基地局２のパケット再生部２１５は、パケットを構成する全ての無線ブロックが正常に
受信されてパケットを再生すると、再生したパケットを有線信号送信部２１６を介して有
線ネットワーク１に送信する。
【００７９】
　基地局２のスケジューラ部２１９は、無線転送ブロックを正常に受信できたことが通知
されると、移動局３に対応付けて記憶している送達確認量積算値を更新する。
【００８０】
　一方、無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合、基地局２の再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部２１２に通知する。
【００８１】
　基地局２の再送制御信号送信部２１２は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部２１
１を介して移動局３に送信する。
【００８２】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線信号送受信部３１６および再送制御信号受信部３
１５を介して受信した再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再送を行なうか
否かを決定する。再送制御部３１４は、再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要求す
る再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実行す
る。
【００８３】
　つぎに、図１１のフローチャートと、図１２とを参照して、基地局２のスケジューラ部
２１９の動作を詳細に説明する。送信要求受信部２１８から送信要求を受けると（ステッ
プＳ３００）、スケジューラ部２１９は、送信要求を送信した移動局３に対応付けて初期
化した（この場合は「０」）送達確認量積算値と、送信要求に含まれるパケットサイズ情
報とを記憶する（ステップＳ３０１）。
【００８４】
　再送制御部２１４から無線転送ブロックを正常に受信したこと（移動局３に送達確認を
送信すること）が通知されると（ステップＳ３０２）、スケジューラ部２１９は、送達確
認を送信する移動局３に対応付けて記憶している送達確認量積算値に送達確認量を加算し
て送達確認量積算値を更新する（ステップＳ３０３）。
【００８５】
　ここで、図１２を参照して移動局３－１からのパケットに着目した場合の送達確認量積
算値の変化を説明する。図１２において、移動局３－１内のパケット６、無線転送ブロッ
ク６１ａ，６１ｂ－１～６１ｂ－３，６１ｃ、無線回線上の無線転送ブロック６２ａ，６
２ｂ－１～６２ｂ－３，６２ｃ、基地局２内の無線転送ブロック６３ａ～６３ｃ、および
基地局２内のパケット６４内の数字はパケット６のパケットサイズを「１」に正規化した
ときのそれぞれの無線転送ブロックまたはパケットのサイズを示しており、送達確認量積
算値および無線転送ブロック６２ａ，６２ｂ－１～６２ｂ－３，６２ｃの括弧内の数字は
パケット６を「１」に正規化した場合の送達確認量の積算値を示している。
【００８６】
　移動局３－１は、送信すべきパケット６が生成されると、送信要求６５を基地局２に送
信する。基地局２は、送信要求６５を受けると、移動局３－１に対応付けて記憶する送達
確認量積算値を「０」にする。基地局２は、予め定められたスケジューリング時間毎に無
線回線品質情報に基づいて決定した無線転送ブロックのサイズの情報（無線転送ブロック
サイズ情報）およびスケジューリング処理によって割り当てた無線リソースの情報（無線
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リソース情報）を含む送信指示６６ａ，６６ｂ－１～６６ｂ－３，６６ｃを移動局３－１
に送信する。
【００８７】
　移動局３－１は、無線転送ブロックサイズ情報が「０．５」の送信指示６６ａを受ける
と、パケット６を構成する最初の無線転送ブロックとしてサイズ「０．５」の無線転送ブ
ロック６１ａを生成し、生成した無線転送ブロック６１ａを無線転送ブロック６２ａとし
て無線回線に送信する。
【００８８】
　基地局２は、無線回線上の無線転送ブロック６２ａを受信する。無線転送ブロック６２
ａは無線転送ブロック６３ａとして正常に受信することができたため、移動局３－１の送
達確認量積算値「０．０」に送達確認量「０．５」を加算して送達確認量積算値を「０．
５」に更新する。
【００８９】
　移動局３－１は、無線転送ブロックサイズ情報が「０．２」の送信指示６６ｂ－１を受
けると、パケット６を構成する２番目の無線転送ブロックとしてサイズ「０．２」の無線
転送ブロック６１ｂ－１を生成し、生成した無線転送ブロック６１ｂ－１を無線転送ブロ
ック６２ｂ－１として無線回線に送信する。
【００９０】
　基地局２は、無線回線上の無線転送ブロック６２ｂ－１を受信する。基地局２は無線転
送ブロック６２ｂ－１を正常に受信することができなかったため、再送要求を移動局３－
１に送信する。無線転送ブロック６２ｂ－１を正常に受信することができなかったため、
移動局３－１に対応する送達確認量積算値は「０．５」のままとなる。
【００９１】
　移動局３－１は、無線転送ブロックサイズ情報が「０．３」の送信指示６６ｃを受ける
と、パケット６を構成する３番目（この場合は最後）の無線転送ブロックとしてサイズ「
０．３」の無線転送ブロック６１ｃを生成し、生成した無線転送ブロック６１ｃを無線転
送ブロック６２ｃとして無線回線に送信する。
【００９２】
　基地局２は、無線回線上の無線転送ブロック６２ｃを受信する。無線転送ブロック６２
ｃは無線転送ブロック６３ｃとして正常に受信することができたため、移動局３－１に対
応する送達確認量積算値「０．５」に送達確認量「０．３」を加算して送達確認量積算値
を「０．８」に更新する。
【００９３】
　移動局３－１は、無線転送ブロックサイズ情報が「０．２」の送信指示６６ｂ－２を受
けると、再送要求されているパケット６を構成する２番目の無線転送ブロックである無線
転送ブロック６１ｂ－２を無線転送ブロック６２ｂ－２として無線回線に送信する。
【００９４】
　基地局２は、無線回線上の無線転送ブロック６２ｂ－２を受信する。基地局２は無線転
送ブロック６２ｂ－２を正常に受信することができなかったため、再送要求を移動局３－
１に送信する。無線転送ブロック６２ｂ－２を正常に受信することができなかったため、
移動局３－１に対応する送達確認量積算値は「０．８」のままとなる。
【００９５】
　移動局３－１は、無線転送ブロックサイズ情報が「０．２」の送信指示６６ｂ－３を受
けると、再送要求されているパケット６を構成する２番目の無線転送ブロックである無線
転送ブロック６１ｂ－３を無線転送ブロック６２ｂ－３として無線回線に送信する。
【００９６】
　基地局２は、無線回線上の無線転送ブロック６２ｂ－３を受信する。無線転送ブロック
６２ｂ－３は無線転送ブロック６３ｂとして正常に受信することができたため、移動局３
－１に対応する送達確認量積算値「０．８」に送達確認量「０．２」を加算する。これに
より送達確認量積算値は「１」となる。すなわち、パケット６を構成する無線転送ブロッ



(18) JP 4884484 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

ク６１ａ～６１ｃが到達したことを意味している。しがたって、基地局２は、送達確認量
積算値が「１」となった場合には、パケットを構成する全ての無線転送ブロックの受信が
完了したと判断して、移動局３－１に対応付けて記憶した送達確認量積算値を廃棄する。
そして、無線転送ブロック６３ａ～６３ｃを用いてパケット６４を再生する。
【００９７】
　基地局２のスケジューラ部２１９は、上述した移動局３－１からのパケットに着目した
場合と同様に、各移動局３から送信要求を受けると移動局３に対応付けた送達確認量積算
値を初期化し、無線転送ブロックを正常に受信する度に、対応する送達確認量積算値の値
を更新する。
【００９８】
　図１１に戻って、予め定められたスケジューリング時間になると（ステップＳ３０４）
、スケジューラ部２１９は、移動局３に対応付けて記憶している送達確認量積算値に基づ
いてパケットの優先度を決定し、決定した優先度にしたがって移動局３に無線リソースを
割り当てるスケジューリング処理を実行する（ステップＳ３０５）。なお、スケジューリ
ング処理は、先の図６のフローチャートを参照して説明した動作と同じであるので、ここ
ではその説明を省略する。
【００９９】
　以上説明したように、この実施の形態２においては、基地局２が、移動局３から受信し
た送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックの
サイズを決定するとともに、移動局３が送信した無線転送ブロックを正常に受信した無線
転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づいて優先度を決定し、決定
した優先度に基づいて移動局３が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線
リソースを割り当て、無線転送ブロックのサイズおよび無線リソースの割り当てを含む送
信指示を移動局３に送信する。移動局３は、送信指示に含まれる無線転送ブロックサイズ
に基づいて送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、送信指示に含まれ
る無線リソースの割り当てに基づいて生成した無線転送ブロックを基地局２に送信する。
これにより、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信する際に、送信先に無線
転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができずに既に送達確認されて
いる無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利用するこ
とができる。
【０１００】
　また、この実施の形態２においては、送達確認量積算値の値が大きいほど優先度を高く
して、送達確認のとれた割合の多いパケットに属する無線転送ブロックを優先的に送信す
るようにしているため、やむを得ず無線転送ブロックを廃棄する場合には送達確認のとれ
た割合の少ないパケットに属する無線転送ブロックが廃棄されることになり、基地局２で
パケット組み立てができず廃棄される無線転送ブロックの量が少なくなり、周波数有効利
用あるいはパケットレベルでのスループットを向上することができる。
【０１０１】
　なお、この実施の形態２では、移動局３がパケットを無線転送ブロックに分割する場合
を例に挙げて説明したが、先の図８に示すように、図１に示した有線ネットワーク１と基
地局２との間に基地局制御装置５を備えるシステムであってもかまわない。この場合、移
動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、送信すべきパケットを分割した分割セグメン
トを生成し、生成した分割セグメントを分割して無線転送ブロックを生成し、基地局２の
パケット再生部２１５は、無線転送ブロックから分割セグメントを再生して基地局制御装
置５に送信し、基地局制御装置５が分割セグメントからパケットを再生するようにすれば
よい。
【０１０２】
実施の形態３．
　図１３および図１４を用いてこの発明の実施の形態３を説明する。先の実施の形態１お
よび２では、送達確認の取れた割合の多いパケットを構成する無線転送ブロックの優先度
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を高くして無線リソースを割り当てることで、パケットの再生ができずに廃棄される無線
転送ブロックの量を低減して、周波数を有効に利用するとともにパケットレベルでのスル
ープットを向上させるようにした。
【０１０３】
　しかしながら、有線ネットワーク１から基地局２にパケットが到達してから、または移
動局３において送信すべきパケットが発生してからの滞留許容時間を考慮していないため
、再送回数の上限に達する前に滞留許容時間を超過してしまう場合には、送信されている
無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らすことはできない。
【０１０４】
　このような問題を改善するために、この実施の形態３では、無線転送ブロックを無線リ
ソースに割り当てるスケジューリングの優先度に滞留許容時間を考慮するものである。具
体的には、送信側装置にパケットが到着してから送達確認を取るまでの滞留許容時間を設
け、滞留許容時間を越えたパケットを廃棄する。なお、滞留中のパケットが滞留許容時間
超過により廃棄されるまでの時間を滞留猶予時間とする。
【０１０５】
　この実施の形態３の通信システムの構成は、先の図１に示した通信システムと同じであ
るのでここではその説明を省略する。また、下り方向の通信の基地局２および移動局３の
構成は、先の図２および図３に示した実施の形態１の基地局２および移動局３と同じであ
り、上り方向の通信の基地局２および移動局３の構成は、先の図１０および図９に示した
実施の形態２の基地局２および移動局３と同じであるので、ここではその説明を省略する
。
【０１０６】
　この実施の形態３と、先の実施の形態１または２との相違点は、先の図６のフローチャ
ートを参照して説明したスケジューリング処理の優先度を決定する動作であるので、ここ
では、優先度の決定動作を含めたスケジューリング処理の動作についてのみを、下り方向
の通信を例に挙げて説明する。
【０１０７】
　スケジューラ部２０８は、パケットバッファ２０２から新規のパケットを受信したこと
を通知されると、送達確認量積算値を初期化して記憶するとともに、自局の計時機能を用
いて新規のパケットの滞留許容時間の計測を開始し、常に各パケットの滞留許容時間を把
握しておく。
【０１０８】
　図１３は、ある１つのパケットに着目した時の滞留許容時間の一例を示している。図１
３において、基地局２のパケットバッファ２０２にバッファリングされたパケットは、パ
ケット到着から滞留許容時間の計測が開始される。パケットの到着から滞留許容時間内に
移動局３からパケットを構成する全ての無線転送ブロックの送達確認を受信することがで
きなかった場合、スケジューラ部２０８は、対応するパケットを廃棄する。現在時刻が廃
棄時刻に近づくほど滞留許容残時間は小さくなる。スケジューラ部２０８は、この滞留許
容残時間が小さいほど優先度を高くして無線転送ブロックに無線リソースを割り当てる。
【０１０９】
　図１４のフローチャートを参照して、この実施の形態３のスケジューリング処理の動作
を説明する。スケジューラ部２０８は、パケットを構成する各無線転送ブロックについて
、滞留許容残時間と送達確認量積算値から優先度を求める（ステップＳ４００）。具体的
には、滞留許容残時間と送達確認量積算値の２つの優先度指標の計数を用いて、下記の式
によって各無線転送ブロックの優先度Ｐｔｏｔａｌを算出する。
【０１１０】
Ｐｔｏｔａｌ＝α×Ｐａｃｔ＋Β×Ｐｄｅｌａｙ　　　・・・（式）
　なお、上記式において、Ｐａｃｔは送達確認量積算値による優先度を示し、Ｐｄｅｌａ
ｙは滞留許容残時間による優先度を示し、αは送達確認量積算値による優先度の係数（重
み付け）を示し、Βは残留許容残時間による優先度の係数（重み付け）を示している。す
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なわち、スケジューラ部２０８は、送達確認量積算値が大きい順に送達確認量積算値によ
る優先度を高く決定し、残留許容残時間が小さい順に残留許容残時間による優先度を高く
決定し、送達確認量積算値による優先度および残留許容残時間による優先度にそれぞれ重
み付けをして加算した値を、無線転送ブロックの優先度とする。
【０１１１】
　スケジューラ部２０８は、最も高い優先度のパケットを構成する無線転送ブロックを処
理対象ブロックとして選択する（ステップＳ４０１）。すなわち、上記式によって算出し
た各無線転送ブロックの優先度Ｐｔｏｔａｌの値が小さいものを高優先度として、処理対
象ブロックを選択する。
【０１１２】
　スケジューラ部２０８は、無線リソースの残りがあるか否かを判定する（ステップＳ４
０２）。無線リソースの残りがある場合、スケジューラ部２０８は、処理対象ブロックと
して選択した無線転送ブロックに無線リソースを割り当てる（ステップＳ４０３）。
【０１１３】
　スケジューラ部２０８は、現在の処理対象ブロックとして選択した無線転送ブロックが
構成するパケットのつぎに優先度が高いパケットを構成する無線転送ブロックを新たな処
理対象ブロックとして選択する（ステップＳ４０４）。
【０１１４】
　スケジューラ部２０８は、無線リソースに残りがなくなるまで、処理対象ブロックとし
て選択した無線転送ブロックに無線リソースを割り当て、現在の処理対象ブロックとして
選択している無線転送ブロックが構成するパケットのつぎに優先度の高いパケットを構成
する無線転送ブロックを新たな処理対象ブロックとして選択する動作を繰り返す（ステッ
プＳ４０２～Ｓ４０４）。
【０１１５】
　以上説明したように、この実施の形態３においては、現在時刻から無線転送ブロックを
滞留することができる時刻までの時間を示す滞留許容残時間と送達確認量積算値とに基づ
いて優先度を決定するようにしているため、パケットの滞留許容時間の超過による無線転
送ブロックの廃棄を抑制することができ、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して
送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することが
できずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして
、無線回線を有効利用することができる。
【０１１６】
　なお、この実施の形態３では、滞留許容残時間と送達確認量積算値とに基づいて優先度
を決定するようにしたが、無線回線品質情報と送達確認量積算値、または無線回線品質情
報、滞留許容残時間、および送達確認量積算値の組合せによって優先度を決定するように
してもよい。無線回線品質情報を用いる場合には、無線回線品質情報が回線の状態がよい
ことを示すほど優先度を高くするようにすればよい。
【０１１７】
実施の形態４．
　図１５を用いてこの発明の実施の形態４を説明する。実施の形態１～３では、送達確認
量や滞留許容残時間を用いてパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り
当てる優先度を決定した。この実施の形態４では、優先度を用いて伝送品質を制御するも
のである。
【０１１８】
　この実施の形態４の通信システムの構成は、先の図１に示した通信システムと同じであ
るのでここではその説明を省略する。また、下り方向の通信の基地局２および移動局３の
構成は、先の図２および図３に示した実施の形態１の基地局２および移動局３と同じであ
り、上り方向の通信の基地局２および移動局３の構成は、先の図１０および図９に示した
実施の形態２の基地局２および移動局３と同じであるので、ここではその説明を省略する
。
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【０１１９】
　この実施の形態４と、先の実施の形態１または３との相違点は、スケジューラ部２０８
が、送達確認量や滞留許容残時間を用いて決定した優先度を用いて、無線回線品質情報受
信部２０９が抽出した無線回線品質情報を補正し、補正した無線回線品質情報を用いて伝
送品質を制御することであるので、ここでは、下り方向の通信を例に挙げて、伝送品質の
制御のみを説明する。
【０１２０】
　スケジューラ部２０８は、無線回線品質情報を用いて伝送品質を制御するために、無線
回線品質情報テーブルを備えている。無線回線品質情報テーブルには、図１５に示すよう
に、無線回線品質に対応付けて、変調方式、符号化率、および送信電力が登録される。ス
ケジューラ部２０８は、無線回線品質情報受信部２０９が抽出した無線回線品質情報を補
正し、補正した無線回線品質情報に対応付けて登録されている変調方式、符号化率、およ
び送信電力を選択して無線転送ブロック送信部２０７に通知し、無線転送ブロック送信部
２０７は、通知された変調方式、符号化率、および送信電力を用いて無線転送ブロックを
無線信号送受信部２０６を介して送信する。
【０１２１】
　つぎに、無線回線品質情報の補正動作について説明する。スケジューラ部２０８は、無
線回線品質情報受信部２０９から無線回線品質情報を受信する。スケジューラ部２０８は
、先の実施の形態１～３で説明したように送達確認量や滞留許容残時間を用いてパケット
を構成する無線転送ブロックの優先度を決定する。
【０１２２】
　スケジューラ部２０８は、優先度の高い無線転送ブロックに対応する無線回線品質情報
に所定の値を加算することで、無線回線品質情報を補正する。たとえば、優先度が最も高
い無線転送ブロックに対応する無線回線品質情報の値に「２」を加算し、つぎに優先度が
高い無線転送ブロックに対応する無線回線品質情報の値に「１」を加算する。これにより
、無線回線品質情報が「４」であって、かつ優先度が最も高い無線転送ブロックの無線回
線品質情報は「６」となり、無線回線品質情報が「３」であって、かつ優先度が２番目に
高い無線転送ブロックの無線回線品質情報は「４」となる。したがって、優先度の最も高
い無線転送ブロックは、変調方式「１６ＱＡＭ」、符号化率「２／３」、送信電力「２０
」で送信され、優先度が２番目に高い無線転送ブロックは、変調方式「１６ＱＡＭ」、符
号化率「１／３」、送信電力「２０」で送信される。
【０１２３】
　このようにこの実施の形態４では、優先度の高い無線転送ブロックの無線回線品質情報
に所定の値を加算することで無線回線品質情報を補正し、補正した無線回線品質情報に基
づいて伝送品質を選択するようにしているので、優先度の高いものほど無線転送ブロック
の受信成功の確率を高くすることができ、パケット組み立てができず廃棄される無線転送
ブロックの量を低減して周波数有効利用あるいはパケットレベルでのスループットを向上
することができる。
【０１２４】
　なお、この実施の形態４では、優先度に応じて無線回線品質情報の値に所定の値を加算
して無線回線品質情報を補正するようにしたが、無線回線品質情報の値から所定の値を減
算して無線回線品質情報を補正するようにしてもよい。この場合は、優先度が最も低い無
線転送ブロックに対応する無線回線品質情報から優先度の低い順に補正するようにすれば
よい。すなわち、優先度に応じて相対的に無線回線品質情報を補正するようにすればよい
。
【０１２５】
　また、この実施の形態４では、伝送品質を変調方式、符号化率、または送信電力とした
が、周波数や空間のダイバーシチ効果を利用するようにしてもよい。
【０１２６】
実施の形態５．
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　一般的な通信システムにおいては、送信側および受信側間において再送制御を行なって
いるが、再送回数の上限値を超過した無線転送ブロックについては再送を行なうことなく
廃棄する。そのため、再送回数の上限値を超過した無線転送ブロックは受信側に到達する
ことがないので、パケットを再生することができずに他の無線転送ブロックが無駄になっ
てしまうという問題があった。
【０１２７】
　このような問題を改善するために、実施の形態５では、送達回数や滞留許容残時間を用
いて決定した優先度を用いて無線転送ブロックの再送回数の上限値を制御するものである
。なお、この実施の形態５の通信システムの構成は、先の図１に示した通信システムと同
じであるのでここではその説明を省略する。また、下り方向の通信の基地局２および移動
局３の構成は、先の図２および図３に示した実施の形態１の基地局２および移動局３と同
じであり、上り方向の通信の基地局２および移動局３の構成は、先の図１０および図９に
示した実施の形態２の基地局２および移動局３と同じであるので、ここではその説明を省
略する。
【０１２８】
　この実施の形態５と、先の実施の形態１～４との相違点は、スケジューラ部２０８，２
１９が、送達確認量や滞留許容残時間を用いて決定した優先度を用いて、再送回数の上限
値を補正し、補正した再送回数の上限値を用いて再送を制御することであるので、ここで
は、下り方向の通信を例に挙げて伝送再送制御の上限値を決定する動作のみを説明する。
【０１２９】
　スケジューラ部２０８は、先の実施の形態１～３で説明したように、送達確認量や滞留
許容残時間を用いてパケットを構成する無線転送ブロックの優先度を決定する。スケジュ
ーラ部２０８は、優先度の高い無線転送ブロックの再送回数の上限値に所定の値を加算し
て再送回数の上限値を補正する。スケジューラ部２０８は、補正した再送回数の上限値を
再送制御部２０４に通知する。
【０１３０】
　再送制御部２０４は、通知された再送回数の上限値を用いて再送制御を行なう。すなわ
ち、再送制御部２０４は、移動局３への無線転送ブロックの送信回数を記憶しておき、再
送回数が再送回数の上限値を超えた場合に、無線転送ブロックを廃棄する。
【０１３１】
　以上説明したように、この実施の形態５では、パケットから複数の無線転送ブロックを
生成して送信する際に、優先度に基づいて再送回数の上限値を大きく設定するようにした
ため、送達確認のとれた割合の多いパケットに属する無線転送ブロックの再送回数の上限
値が大きくなり、移動局３に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生するこ
とができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減ら
して、無線回線を有効利用することができる。
【０１３２】
　また、やむを得ず無線転送ブロックを廃棄する場合には送達確認のとれた割合の少ない
パケットに属する無線転送ブロックが廃棄されることになり、移動局３でパケット組み立
てができず廃棄される無線転送ブロックの量が少なくなり、周波数有効利用あるいはパケ
ットレベルでのスループットを向上することができる。
【０１３３】
　なお、この実施の形態５では、下り方向の通信を例に挙げて説明したが、上り方向の通
信の場合には、スケジューラ部２１９が、下り方向の通信時と同様に、優先度によって無
線転送ブロックの再送回数の上限値を決定し、決定した再送回数の上限値を移動局３に通
知し、移動局３の再送制御部３１４が通知された再送回数の上限値を用いて再送制御を行
なうようにすればよい。
【０１３４】
実施の形態６．
　この実施の形態６では、パケットを構成する無線転送ブロックの数に応じて無線転送ブ
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ロックの伝送品質を変化させ、パケットのエラー率を一定に保つものである。この実施の
形態６の通信システムの構成は、先の図１に示した無線通信システムと同じであるのでこ
こではその説明を省略する。また、下り方向の通信の基地局２および移動局３の構成は、
先の図２および図３に示した実施の形態１の基地局２および移動局３と同じであり、上り
方向の通信の基地局２および移動局３の構成は、先の図１０および図９に示した実施の形
態２の基地局２および移動局３と同じであるので、ここではその説明を省略する。
【０１３５】
　この実施の形態６では、パケット長および無線伝送品質情報に基づいて、パケットを構
成する無線転送ブロックの数（パケットの分割数）および伝送品質を決定する動作のみを
説明する。
【０１３６】
　スケジューラ部２０８は、パケット長から無線転送ブロックの数および伝送品質を選択
するパケットテーブルを備えている。パケットテーブルには、図１６に示すように、パケ
ット長と無線回線品質情報とに対応付けて、伝送品質インデックスとパケット分割数とが
登録される。図１６において、無線回線品質情報が「１」であって、かつパケット長が「
２００Ｂｙｔｅ」の場合、伝送品質インデックスは「２」、パケット分割数は「２」が登
録されている。また、無線回線品質情報が「１」であって、かつパケット長が「４００Ｂ
ｙｔｅ」の場合、伝送品質インデックスは「２」、パケット分割数は「４」が登録されて
いる。
【０１３７】
　スケジューラ部２０８は、パケットバッファ２０２から新規のパケットを受信したこと
が通知されると、新規パケットのパケット長、および無線回線品質情報受信部２０９から
通知される無線回線品質情報を用いて、図１６に示したパケットテーブルを検索して、伝
送品質インデックスおよび無線転送ブロック分割数を選択する。
【０１３８】
　スケジューラ部２０８は、選択した伝送品質インデックスを用いて予め定められた変調
方式、符号化率、または送信電力を選択して無線転送ブロック送信部２０７に通知する。
また、スケジューラ部２０８は選択したパケット分割数を無線転送ブロック生成部２０３
に通知し、無線転送ブロック生成部２０３は通知されたパケット分割数にパケットを分割
して無線転送ブロックを生成する。
【０１３９】
　無線転送ブロック送信部２０７は、スケジューラ部２０８から通知された変調方式、符
号化率、または送信電力で無線転送ブロック生成部２０３が生成した無線転送ブロックを
、スケジューラ部２０８が上述した実施の形態１～３のスケジューリング処理によって割
り当てた無線リソースを用いて無線信号送受信部２０６を介して送信する。
【０１４０】
　以上説明したように、この実施の形態６においては、パケット長と無線回線品質情報と
に基づいて、パケットを分割する無線転送ブロックのサイズおよび伝送品質を選択するよ
うにしているため、パケット長や無線回線品質が変化した場合でも、パケットのエラー率
の劣化を抑制することができる。
【０１４１】
　なお、この実施の形態６では、伝送品質を変調方式、符号化率、または送信電力とした
が、周波数や空間のダイバーシチ効果を利用するようにしてもよい。
【０１４２】
　また、この実施の形態６では、伝送品質インデックスおよびパケット分割数の選択をス
ケジューラ部２０８がパケットバッファ２０２から新規のパケットを受信した時点で行う
ようにしたが、無線転送ブロックを送信するたびにその時点での最新の無線回線品質情報
を利用して伝送品質インデックスおよびパケット分割数を求めなおすようにしてもよい。
【０１４３】
　さらに、この実施の形態６では、分割された各無線転送ブロックの送信タイミングにつ
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いては言及していないが、新規のパケットを受信した時点で決定した伝送品質インデック
スおよびパケット分割数の正確性を維持するために、無線回線品質の変化が少ない短時間
の間に同一パケットから分割される無線転送ブロックをまとめて送信するようにしてもよ
い。
【０１４４】
実施の形態７．
　図１７～図１９を参照してこの発明の実施の形態７を説明する。先の実施の形態１～６
は、移動局が１台の基地局に接続している場合について説明したが、この実施の形態７で
は、移動局が現在接続している基地局から他の基地局にハンドオーバを行うハンドオーバ
要求時において未到達である無線転送ブロックの優先度をあげることで、パケットの送達
完了までのハンドオーバ遅延時間（無線回線品質測定から得られるハンドオーバ要求時刻
と実際のハンドオーバ実行時刻との差）を短縮するものである。
【０１４５】
　図１７は、この発明における通信システムの実施の形態７の構成を示す図である。図１
７において、通信システムは、有線ネットワーク１と、ｍ（１＜ｍ，ｍは自然数）台の基
地局２ａ（２ａ－１～２ａ－ｍを示す）と、ｎ台の移動局３ａ（３ａ－１～３ａ－ｎを示
す）とを備えている。有線ネットワーク１と基地局２ａとは有線回線によって接続され、
基地局２ａと移動局３ａとは無線回線によって接続され、移動局３ａは、基地局２ａおよ
び有線ネットワーク１を介して、有線ネットワーク１に接続される固定端末（図示せず）
や、移動局とパケットを用いた相互通信を行なう。また、移動局３ａは、移動によって基
地局２ａ間をハンドオーバする。
【０１４６】
　この実施の形態７では、基地局２ａが有線ネットワーク１から受信したパケットを移動
局３ａに送信する下り方向の通信について説明する。図１８は、先の図１７に示した移動
局３ａの下り方向の通信に関する構成を示すブロック図である。図１８に示した移動局３
ａの下り方向の通信に関する構成は、先の図３に示した実施の形態１の移動局３の下り方
向の通信に関する構成に、基地局２ａに対してハンドオーバを要求するハンドオーバ要求
部３０８が追加されている。先の図３に示した実施の形態１の移動局３の下り方向の通信
に関する構成と同じ機能を持つ構成部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【０１４７】
　ハンドオーバ要求部３０８は、現在通信中の基地局２ａおよび現在通信中の基地局２ａ
と隣接しており自局と通信可能な基地局２ａと自局間の無線回線品質を予め定められた周
期毎に測定し、測定した無線回線品質に基づいて現在通信中の基地局２ａから他の基地局
２ａへのハンドオーバを要求するか否かを判断する。ハンドオーバ要求部３０８は、ハン
ドオーバを要求すると判断した場合には、無線信号送受信部３０１を介してハンドオーバ
要求を当該基地局２ａに送信する。
【０１４８】
　図１９は、図１７に示した基地局２ａの下り方向の通信に関する構成を示すブロック図
である。図１９に示した基地局２ａの下り方向の通信に関する構成は、先の図２に示した
実施の形態１の基地局２の下り方向の通信に関する構成に、ハンドオーバの処理を実行す
るハンドオーバ制御部２１０が追加されている。先の図２に示した実施の形態１の基地局
２の下り方向の通信に関する構成と同じ機能を持つ構成部分には同一符号を付し、重複す
る説明は省略する。
【０１４９】
　ハンドオーバ制御部２１０は、無線信号送受信部２０６を介して移動局３ａからのハン
ドオーバ要求を受信すると、受信したハンドオーバ要求をスケジューラ部２０８に出力す
る。また、ハンドオーバ制御部２１０は、スケジューラ部２０８からハンドオーバ実行許
可を受けると、ハンドオーバ実行のための処理を行なう。
【０１５０】
　スケジューラ部２０８は、ハンドオーバ制御部２１０からハンドオーバ要求を受けると
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、ハンドオーバ要求を行った移動局３ａに対する優先度および／または伝送品質を高くし
て無線転送ブロックをスケジューリングする。また、スケジューラ部２０８は、ハンドオ
ーバ要求を行った移動局３ａに対するパケットの送達が完了すると、ハンドオーバ実行許
可をハンドオーバ制御部２１０に出力する。
【０１５１】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態７の動作を説明する。この実施の
形態７と先の実施の形態１または３～６との相違点は、移動局３ａがハンドオーバを行う
際の動作のみであるので、ここではハンドオーバに関する動作のみを説明する。
【０１５２】
　予め定められた周期毎の測定時間になると、移動局３ａのハンドオーバ要求部３０８は
、現在接続中の基地局２ａおよび現在通信中の基地局２ａと隣接しており自局と通信可能
な基地局２ａと自局間の無線回線品質を測定する。ハンドオーバ要求部３０８は、測定し
た無線回線品質に基づいてハンドオーバを実行するか否かを判断する。ハンドオーバを実
行するか否かの判断は、一般的な従来技術を用いる。たとえば、現在接続中の基地局２ａ
との無線回線品質が予め定められた閾値以下であって、かつ通信可能な基地局２ａの中で
現在接続中の基地局２ａとの無線回線品質よりも無線回線品質が良好な基地局２ａが存在
する場合にハンドオーバを実行すると判断する。ハンドオーバを実行すると判断した場合
、ハンドオーバ要求部３０８は、無線信号送受信部３０１を介してハンドオーバ要求を当
該基地局２ａに送信する。
【０１５３】
　ハンドオーバ要求を受信すると、基地局２ａのハンドオーバ制御部２１０は、受信した
ハンドオーバ要求をスケジューラ部２０８に出力する。スケジューラ部２０８は、ハンド
オーバ要求を受けた時点で、ハンドオーバ要求を送信した移動局３ａに対する未送達のパ
ケットを構成する未送達の無線転送ブロックの優先度を高く設定する。これにより、スケ
ジューリング時間に実行するスケジューリング処理において、送達確認量積算値に依存す
ることなく、ハンドオーバ要求を送信した移動局３ａに対する優先度が最も高くなり、ハ
ンドオーバ要求を送信した移動局３ａに対する無線転送ブロックに優先的に無線リソース
を割り当てられる。
【０１５４】
　また、基地局２ａのスケジューラ部２０８は、ハンドオーバ要求を送信した移動局３ａ
に対する伝送品質を現在の伝送品質よりも高く設定する。伝送品質としては、変調方式や
符号化率、送信電力などを用いる。たとえば、変調方式として「６４ＱＡＭ」、「１６Ｑ
ＡＭ」、「ＱＰＳＫ」の何れかを設定可能であり、かつハンドオーバ要求を送信した移動
局３ａに対して現在「６４ＱＡＭ」の変調方式が設定されている場合には、スケジューラ
部２０８は、「１６ＱＡＭ」または「ＱＰＳＫ」の変調方式を設定する。また、符号化率
として「１／３」、「１／２」、「２／３」のいずれかを設定可能であって、かつハンド
オーバ要求を送信した移動局３ａに対して現在「２／３」の符号化率が設定されている場
合には、スケジューラ部２０８は、「１／３」または「１／２」の符号化率を設定する。
また、送信電力については、現在の送信電力よりも大きい送信電力を設定する。
【０１５５】
　基地局２ａのスケジューラ部２０８は、ハンドオーバ要求を送信した移動局３ａに対す
るパケットの送達が完了すると、ハンドオーバ実行許可をハンドオーバ制御部２１０に出
力する。ハンドオーバ制御部２１０は、ハンドオーバ実行許可を受けるとハンドオーバ実
行のための処理を開始する。
【０１５６】
　以上説明したように、この実施の形態７においては、移動局３ａからのハンドオーバ要
求を受けると、送達確認量積算値に依存することなくハンドオーバ要求を送信した移動局
に送信中のパケットを構成する未送達の無線転送ブロックの優先度および／または伝送品
質を高く設定し、ハンドオーバ要求を送信した移動局に送信中のパケットの送信が終了し
た後にハンドオーバを実行するようにしているため、ハンドオーバ遅延時間を短縮するこ
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とが可能となり、無線回線品質が悪くなる前にハンドオーバを実行できる可能性が高くな
り、通信品質を向上することができる。
【０１５７】
　また、基地局間で転送する下り方向の未送達のパケットの数を削減することができ、基
地局間伝送路における通信量を削減することができる。
【０１５８】
　なお、この実施の形態７においては、基地局２ａから移動局３ａにユーザデータを送信
する下り方向の通信を例に挙げて説明したが、移動局３ａから基地局２ａにユーザデータ
を送信する上り方向の通信においても同様に実施することは可能であり、また同様の効果
を得ることができる。この場合、先の図９に示した実施の形態２の移動局３の上り方向の
通信に関する機能に、この実施の形態７のハンドオーバ要求部３０８を備え、先の図１０
に示した実施の形態２の基地局２の上り方向の通信に関する機能に、この実施の形態７の
ハンドオーバ制御部２１０を備えるようにすればよい。
【０１５９】
実施の形態８．
　図２０および図２１を参照してこの発明の実施の形態８を説明する。この実施の形態８
では、ハンドオーバ遅延許容時間を考慮して効率的なハンドオーバを実施するものである
。この実施の形態８の通信システムの構成は、先の実施の形態７の通信システムと同じで
あるのでここではその説明を省略する。この実施の形態８の移動局３ａの構成は、先の実
施の形態７の移動局３ａと同じであるが、ハンドオーバ要求部３０８には、先の実施の形
態７のハンドオーバ要求部３０８の機能に加えてハンドオーバ遅延許容時間を予測する機
能が追加されている。
【０１６０】
　また、この実施の形態８の基地局２ａの構成は、先の実施の形態７の基地局２ａと同じ
であるが、スケジューラ部２０８は、先の実施の形態７のスケジューラ部２０８の機能に
加えて、ハンドオーバ要求に含まれるハンドオーバ遅延許容時間および現在のトラフィッ
ク負荷状況などから求めた送達完了所要時間に基づいて、ハンドオーバ要求を送信した移
動局３ａに対するパケットに対する未到達の無線転送ブロックを送信した後にハンドオー
バを実行するか否かを判断する機能が追加されている。
【０１６１】
　つぎに、この発明における実施の形態８の通信システムの動作について説明する。なお
、この実施の形態８の通信システムの動作は、先の実施の形態７の通信システムとほぼ同
じであり、相違点は、移動局３ａのハンドオーバ要求部３０８がハンドオーバ許容遅延時
間を求めて基地局２ａに通知し、基地局２ａのスケジューラ部２０８が通知されたハンド
オーバ許容遅延時間に基づいてスケジューリングを行うことであるので、相違点のみを説
明する。
【０１６２】
　まず、図２０を参照して、移動局３ａのハンドオーバ要求部３０８の動作について説明
する。図２０は、無線回線品質の劣化と時間の関係を示す図である。移動局３ａが移動す
ることによって基地局２ａと移動局３ａとの距離が離れたり、基地局２ａと移動局３ａと
の無線環境の変化によって、図２０に示すように、基地局２ａと移動局３ａ間の無線回線
品質は時間の経過によって劣化する。ハンドオーバ要求部３０８は、予め定められた周期
毎の測定時間になると、現在接続中の基地局２ａおよび現在通信中の基地局２ａと隣接し
ており自局と通信可能な基地局２ａと自局間の無線回線品質を測定している。ハンドオー
バ要求部３０８は、現在の測定時間以前に測定した無線回線品質を予め定められた数分記
憶しておく。ハンドオーバ要求部３０８は、ハンドオーバを要求すると判断すると（図２
０においては現在時刻）、記憶している現在時刻より前に測定した無線回線品質に基づい
てハンドオーバ許容遅延時間を予測する。具体的には、記憶している無線回線品質から無
線回線品質の劣化の速度を求め、求めた無線回線品質の劣化の速度で無線回線品質が劣化
した場合に、現在時刻から無線回線品質が予め定められた閾値（通信可能な無線回線品質
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の値）以下となる時刻までの時間を示すハンドオーバ許容遅延時間を求める。ハンドオー
バ要求部３０８は、求めたハンドオーバ許容遅延時間を含めたハンドオーバ要求を送信す
る。
【０１６３】
　つぎに、図２１を参照して、基地局２ａのスケジューラ部２０８の動作について説明す
る。ハンドオーバ制御部２１０からハンドオーバ許容遅延時間を含めたハンドオーバ要求
を受けると、スケジューラ部２０８は、現在のトラヒック負荷状況およびハンドオーバ要
求を送信した移動局３ａに対する未送達のパケットを構成する未送達の無線転送ブロック
のデータ量に基づいて、未送達パケットの送達完了所要時間を見積もる（ステップＳ５０
１）。
【０１６４】
　スケジューラ部２０８は、見積もった送達完了所要時間とハンドオーバ要求に含まれる
ハンドオーバ許容遅延時間とを比較する。比較の結果、送達完了所要時間がハンドオーバ
許容遅延時間より大きい場合（ステップＳ５０２，Ｙｅｓ）、すなわち、ハンドオーバ許
容遅延時間内に未送達のパケットの未送達の無線転送ブロックをすべて送信することがで
きない場合、スケジューラ部２０８は、未送達の無線転送ブロックの送信を継続してもハ
ンドオーバ前に移動局３ａがパケットを完成させることはできないと判断し、直ちにハン
ドオーバを開始させるためにハンドオーバ実行許可をハンドオーバ制御部２１０に出力す
る（ステップＳ５０３）。
【０１６５】
　送達完了所要時間がハンドオーバ許容遅延時間以下の場合（ステップＳ５０２，Ｎｏ）
、すなわちハンドオーバ許容遅延時間内に、未送達のパケットの未送達の無線転送ブロッ
クをすべて送信することができる場合、スケジューラ部２０８は、ハンドオーバ前に移動
局３ａがパケットを完成させることができると判断し、先の実施の形態７と同様に、ハン
ドオーバ要求を送信した移動局３ａに対する未送達のパケットを構成する未送達の無線転
送ブロックの優先度および／または伝送品質を高く設定してスケジューリングを実行する
（ステップＳ５０４）。
【０１６６】
　以上説明したように、この実施の形態８においては、移動局３ａが、無線回線品質に基
づいて無線回線品質の劣化の速度を求め、求めた速度から現在接続している基地局と通信
可能なハンドオーバ許容遅延時間を予測し、予測したハンドオーバ許容遅延時間を含めた
ハンドオーバ要求を送信し、基地局２ａは、ハンドオーバ要求を送信した移動局に送信中
のパケットを構成する未送達の無線転送ブロックを送信するために必要な送達完了所要時
間を求め、送達完了所要時間がハンドオーバ要求に含まれるハンドオーバ許容遅延時間以
下の場合には送達確認量積算値に依存することなくハンドオーバ要求を送信した移動局に
送信中のパケットを構成する未送達の無線転送ブロックの優先度および／または伝送品質
を高く設定し、ハンドオーバ要求を送信した移動局に送信中のパケットの送信が終了した
後にハンドオーバを実行し、送達完了所要時間が前記ハンドオーバ要求に含まれるハンド
オーバ許容遅延時間より大きい場合には直ちにハンドオーバを実行するようにしているた
め、ハンドオーバを遅延させた上にパケットが完成しないという事態を避けることができ
る。
【０１６７】
　なお、この実施の形態８においては、送達完了所要時間がハンドオーバ許容遅延時間以
下の場合に、ハンドオーバ要求を送信した移動局３ａに対する未送達のパケットを構成す
る未送達の無線転送ブロックの優先度および／または伝送品質を高く設定してスケジュー
リングを実行するようにしたが、ハンドオーバ許容遅延時間に余裕がある場合には、ハン
ドオーバ許容遅延時間内に未送達パケットの未送達無線転送ブロックを送信すればよいの
で、ハンドオーバ許容遅延時間と送達完了所要時間に応じて優先度を高く設定すればよい
。
【０１６８】
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　具体的には、たとえば、ハンドオーバ許容遅延時間が予め定められた値より小さい場合
には優先度を高く設定し、ハンドオーバ許容遅延時間が予め定められた値以上の場合には
優先度を変更することなく、送達確認量積算値に応じた優先度によってスケジューリング
を行うようにする。また、ハンドオーバ許容遅延時間と送達完了所要時間の差を用いるよ
うにしてもよい。これにより、ハンドオーバ要求によってハンドオーバを要求していない
他の移動局の優先度が不当に低くなることが無くなり、各移動局の公平性を著しく損なう
ことを防止することができる。
【０１６９】
実施の形態９．
　先の実施の形態２では、上り方向の通信において基地局２のスケジューラ部２１９は、
無線転送ブロックを正常に受信できたことが再送制御部２１４から通知されると、移動局
３に対応付けて記憶している送達確認量積算値を更新し、更新した送信送達量積算値に基
づいてスケジューリングを行うようにした。
【０１７０】
　この実施の形態９では、移動局３が送達確認量積算値を管理し、基地局２から無線転送
ブロックを正常に受信できたことを示す送達確認を受信した際に、移動局３が送達確認量
積算値を更新して基地局２に通知し、基地局２のスケジューラ部２１９が、通知された送
達確認量積算値に基づいてスケジューリングを行う。
【０１７１】
　なお、この実施の形態９の通信システムは先の図１に示した実施の形態１の通信システ
ムと同じであるので、ここではその説明を省略する。また、この実施の形態９の移動局３
および基地局２は先の図９および図１０に示した実施の形態２の移動局３および基地局２
と同じであるが、移動局３の制御部３１９が自局の送達確認量積算値を記憶しており、基
地局２から無線転送ブロックを正常に受信できたことを示す送達確認を受信した際に送達
確認量積算値を更新する点と、移動局３の制御部３１９が予め定められた送信要求報告タ
イミングになると送達確認量積算値を基地局２に送信する制御を行う点が異なる。
【０１７２】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態９の動作を説明する。まず、移動
局３が基地局２に送達確認量積算値を通知し、基地局２がスケジューリングを行う動作に
ついて説明する。
【０１７３】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。移動局３のパケットバッファ３１２は、パケットをバッファリングす
る。
【０１７４】
　移動局３の制御部３１９は、予め定められた送信要求報告タイミングになると、記憶し
ている送達確認量積算値とパケットサイズ情報とを含む送信要求を生成し、生成した送信
要求を送信要求送信部３２０に出力する。送信要求送信部３２０は、無線信号送受信部３
１６を介して送信要求を基地局２に送信する。
【０１７５】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送達確認量積算値およびパケットサイズ情報
を記憶する。
【０１７６】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
移動局３に対応付けて記憶している送達確認量積算値に基づいてパケットの優先度を決定
し、決定した優先度に従って移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリング処理
を実行する。なお、スケジューリング処理は、先の図６のフローチャートを参照して説明
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した動作と同じであるので、ここではその説明を省略する。送信指示送信部２１７は、ス
ケジューラ部２１９が無線回線品質情報およびパケットサイズ情報に基づいて決定した無
線転送ブロックのサイズの情報（無線転送ブロックサイズ情報）およびスケジューリング
処理によって割り当てた無線リソースの情報（無線リソース情報）を含む送信指示を各移
動局３に送信する。
【０１７７】
　なお、移動局３が対象とするパケットサイズを送信要求に含めておき、基地局２のスケ
ジューラ部２１９は、送達確認量積算値が同じ移動局３については、パケットサイズが大
きい移動局３を優先するようにスケジューリングを行うようにしてもよい。
【０１７８】
　つぎに、移動局３がパケットを構成する無線転送ブロックを送信する動作について説明
する。移動局３の無線信号送受信部３１６を介して送信指示を受けると、送信指示受信部
３１８は、受信した送信指示を制御部３１９に出力する。制御部３１９は、送信指示に含
まれる無線転送ブロックサイズを無線転送ブロック生成情報として無線転送ブロック生成
部３１３に出力する。
【０１７９】
　移動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、無線転送ブロック生成情報に基づいて、
パケットバッファ３１２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生
成し、生成した無線転送ブロックを再送制御部３１４に出力する。
【０１８０】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線転送ブロックを受けると再送時に必要な処理を行
なった後に無線転送ブロックを無線転送ブロック送信部３１７に出力し、無線転送ブロッ
ク送信部３１７は無線信号送受信部３１６を介して無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。
【０１８１】
　基地局２の無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信し
た信号から無線転送ブロックを抽出して再送制御部２１４に出力する。再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを正常に受信できたかどうかを判定する。無線転送ブロックを正常
に受信できた場合、再送制御部２１４は、無線転送ブロックをパケット再生部２１５に出
力する。また、再送制御部２１４は、無線転送ブロックを正常に受信できたことを再送制
御信号送信部２１２に通知する。
【０１８２】
　基地局２のパケット再生部２１５は、パケットを構成する全ての無線転送ブロックが正
常に受信されたパケットを再生すると、再生したパケットを有線信号送信部２１６を介し
て有線ネットワーク１に送信する。
【０１８３】
　一方、無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合、基地局２の再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部２１２に通知する。
【０１８４】
　基地局２の再送制御信号送信部２１２は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部２１
１を介して移動局３に送信する。
【０１８５】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線信号送受信部３１６および再送制御信号受信部３
１５を介して受信した再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再送を行なうか
否かを決定する。再送制御部３１４は、再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要求す
る再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実行す
る。
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【０１８６】
　再送制御部３１４から無線転送ブロックが基地局２にて正常に受信されたこと（移動局
３が送達確認を受信したこと）が通知されると、制御部３１９は、記憶している送達確認
量積算値に送達確認量を加算して送達確認量積算値を更新する。あるパケットを構成する
無線転送ブロックすべてについて送達確認を受信した場合には、送達確認量積算値を初期
化する。
【０１８７】
　以上説明したように、この実施の形態９においては、基地局２が、移動局３から受信し
た送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロックの
サイズを決定するとともに、送信要求に含まれる基地局２から送達確認が取れた無線転送
ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づいて優先度を決定し、決定した
優先度に基づいて移動局３が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソ
ースを割り当て、無線転送ブロックのサイズおよび無線リソースの割り当てを含む送信指
示を移動局３に送信する。移動局３は、送信指示に含まれる無線転送ブロックサイズに基
づいて送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、送信指示に含まれる無
線リソースの割り当てに基づいて生成した無線転送ブロックを基地局２に送信する。すな
わち、移動局３が送達確認量積算値を管理し、基地局２から無線転送ブロックを正常に受
信できたことを示す送達確認を受信した際に、移動局３が送達確認量積算値を更新して基
地局２に通知し、基地局２が、通知された送達確認量積算値に基づいてスケジューリング
を行う。これにより、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信する際に、送信
先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができずに既に送達確
認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利
用することができる。
【０１８８】
　また、移動局３が送達確認量積算値を管理して基地局２に通知するようにしているため
、基地局２から移動局３へ通知される送達確認に伝送上の誤りが生じた場合でも、実際の
送達確認量積算値とスケジューラが認識する送達確認量積算値に差異が生じることがなく
なり、正確な送達確認量積算値を用いてスケジューリングを行うことができる。
【０１８９】
　なお、移動局３が送信指示を受けた場合、記憶している送達確認量積算値とパケットサ
イズ情報に基づく優先度の高い論理チャネルを選択し、その論理チャネル内のデータから
無線転送ブロックを生成するようにしてもよい。
【０１９０】
　また、先の実施の形態３で記載したように、スケジューラ部２１９が「滞留許容残時間
」を考慮するようにしてもよい。この場合、移動局３から送達確認量積算値およびパケッ
トサイズ情報とともに「滞留許容残時間」を基地局２に通知するようにすればよい。
【０１９１】
実施の形態１０．
　図２２～図２６を用いてこの発明の実施の形態１０を説明する。この実施の形態１０で
は、先の実施の形態９の通信システムを３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎに適用した場合について説明する。まず、移動局３から基地局２に送達確認量積算値
およびパケットサイズ情報を通知する無線インタフェースについて説明する。送達確認量
積算値は、送達確認が取れた無線転送ブロックのサイズの積算値、すなわちパケット内の
送達確認が取れた割合であり、パケットサイズは、対象となるパケットのサイズである。
以下、送達確認量積算値とパケットサイズとをまとめてＳｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｓｔ
ａｔｕｓ（セグメンテーションステータス）と呼ぶことがある。
【０１９２】
　３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎには、移動局の送信バッファの状
態を報告するＢｕｆｆｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ（バッファ状態報告）がある。
移動局３は、このバッファ状態報告を送信要求として用いて、パケットバッファ３１２内
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に蓄積されているパケットのデータ総量とセグメンテーションステータスとを基地局２に
通知する。
【０１９３】
　具体的には、予め定められた送信要求報告タイミングになると、制御部３１９がパケッ
トバッファ３１２内に蓄積されているパケットのデータ総量、送達確認量積算値、および
パケットサイズを送信要求送信部３２０に通知する。そして、送信要求送信部３２０が、
通知されたデータ総量、送達確認量積算値、およびパケットサイズからバッファ状態報告
を生成し、生成したバッファ状態報告を無線信号送受信部３１６を介して基地局２に送信
する。基地局２の送信要求受信部２１８は、無線信号送受信部２１１を介してバッファ状
態報告を受信すると、バッファ状態報告からセグメンテーションステータスを抽出してス
ケジューラ部２１９に出力する。
【０１９４】
　なお、移動局３がバッファ状態報告を基地局２に送信する送信要求報告タイミングは、
移動局３内に送信すべきパケットが存在する場合でもよいし、予め定められた周期毎であ
ってもよいし、セグメンテーションが発生した場合であってもよい。なお、予め定められ
た周期は、基地局２から指定される最大無線転送ブロックサイズに依存して規定されるこ
ととしてもよい。
【０１９５】
　また、バッファ状態報告は、移動局３内の複数論理チャネル単位毎に通知してもよいし
、特定のチャネル（たとえば、優先度の高いチャネル）のみを通知するようにしてもよく
、複数論理チャネルをまとめて移動局３単位で通知するようにしてもよい。
【０１９６】
　また、送達確認量積算値およびパケットサイズをバッファ状態報告に含める場合、送達
確認量積算値およびパケットサイズの値をそのまま含めた場合、１バイト以上が必要とな
るが、パケットバッファ３１２に蓄積されているデータがない（セグメントされているデ
ータが存在しない）場合、セグメンテーションステータスを格納するバッファ状態報告の
領域が無駄になる。この無駄を無くすために、バッファ状態報告にビット数削減のために
セグメンテーションステータスの有無を示す制御ビットを設けるようにしてもよい。また
、複数論理チャネルをまとめてバッファ状態報告を生成する場合にそのいずれの論理チャ
ネルについてもセグメントされているデータが存在しない場合には、バッファ状態報告に
論理チャネルで共通の制御ビットを設けるようにすればよい。
【０１９７】
　さらに、セグメンテーションステータスのビット数を削減するために、図２２および図
２３に示すように、送達確認量積算値およびパケットサイズの値をインデックスで表すよ
うにしてもよい。図２２は、送達確認量積算値をインデックス化する場合の一例を示す図
である。図２２において、ＳＳ１は送達確認量積算値を示しており、セグメントが存在し
ない場合のインデックスを「０」とし、「０％＜送達確認量積算値≦１０％」をインデッ
クス「１」で表し、「１０％＜送達確認量積算値≦２０％」をインデックス「２」で表し
、「２０％＜送達確認量積算値≦３０％」をインデックス「３」で表し、「３０％＜送達
確認量積算値≦４０％」をインデックス「４」で表し、というように送達確認量積算値を
１０％刻みにしてインデックスに対応付けている。これにより、直値で表わすと７ビット
必要な送達確認量積算値を４ビットで表すことが可能となる。
【０１９８】
　また、図２３は、パケットサイズをインデックス化する場合の一例を示す図である。図
２３において、ＳＳ２はパケットサイズを示しており、「０バイト＜パケットサイズ≦１
００バイト」をインデックス「０」で表し、「１００バイト＜パケットサイズ≦２００バ
イト」をインデックス「１」で表し、「２００バイト＜パケットサイズ≦３００バイト」
をインデックス「２」で表し、「３００バイト＜パケットサイズ≦４００バイト」をイン
デックス「３」で表し、というようにパケットサイズを１００バイト刻みにしてインデッ
クスに対応付けている。これにより、直値で表すと１１ビット以上必要なパケットバイト
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数を４ビットで表すことが可能となる。
【０１９９】
　図２４は、バッファ状態報告を伝送するために３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１に記載され
ているＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを拡張した拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵのフォーマットの一例を示
す図である。図２４において、拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵは、対応するＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤ
ＵのチャネルＩＤとサイズとが格納されるＤＤＩフィールドおよび対応するＭＡＣ－ｅｓ
　ＰＤＵの個数が格納されるＮフィールドとを組とするＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵの個数分（
この場合はｎ（ｎは自然数）個）のフィールドと、スケジューリング情報の有無を示す情
報が格納されるＤＤＩ0フィールドと、ｎ個のＭＡＣ－ｅｓ　ＰＡＤフィールドと、スケ
ジューリング情報が格納されるＳＩフィールドと、パディングが格納されるＰａｄｉｉｎ
ｇフィールドとで構成される。ＳＩフィールドは、移動局３の送信電力の残量値が格納さ
れるＵＰＨ（UE　Power　Headroom）フィールドと、移動局３内の全てのバッファの総量
が格納されるＴＥＢＳ（Total　E-DCH　Buffer　Status）フィールドと、最も優先度の高
いチャネルＩＤのバッファのデータ量が格納されるＨＬＢＳ（Highest　priority　Logic
al　channel　Buffer　Status)フィールドと、最も優先度の高いチャネルＩＤが格納され
るＨＬＩＤ（Highest　priority　Logical　channel　ID）フィールド、送達確認量積算
値が格納される送達確認量積算値フィールドと、パケットサイズが格納されるパケットサ
イズフィールドとで構成される。この拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを用いることで、セグメー
ションステータスを移動局３から基地局２に通知することが可能となる。
【０２００】
　なお、ここまでは移動局３のパケットバッファ３１２（送信バッファ）の状態を基地局
２に報告するバッファ状態報告を用いてセグメンテーションステータスを報告する場合に
ついて説明したが、バッファ状態報告ではなくＭＡＣレイヤの制御情報（ＭＡＣ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ＰＤＵ）を用いて独立した報告タイミングでセグメンテーションステータスを
基地局２に報告するようにしてもよい。
【０２０１】
　図２５は、バッファ状態報告の伝送にＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＰＤＵを用いる場合の
３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１に記載されているＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを拡張した拡張ＭＡＣ
－ｅ　ＰＡＤのフォーマットの構成の別の一例を示す図である。図２５において、拡張Ｍ
ＡＣ－ｅ　ＰＡＤは、後続情報がデータ情報であるのか制御情報であるのかを識別する情
報が格納されるＤ／Ｃフィールドと、対応するＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵのチャネルＩＤとサ
イズとが格納されるＤＤＩフィールドおよび対応するＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵの個数が格納
されるＮフィールドとを組とするＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵの個数分（この場合はｎ（ｎは自
然数）個）のフィールドと、スケジューリング情報の有無を示す情報が格納されるＤＤＩ

0フィールドと、ｎ個のＭＡＣ－ｅｓ　ＰＡＤフィールドと、ＭＡＣレイヤの制御情報が
格納されるＭＡＣ－ｃ　ＰＤＵフィールドと、パディングが格納されるＰａｄｉｉｎｇフ
ィールドとで構成される。ＭＡＣ－ｃ　ＰＤＵは、対応するＶａｌｕｅのＭＡＣ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ＰＤＵの種別が格納されるＴｙｐｅフィールドと、対応するＶａｌｕｅの長さ
が格納されるＬｅｎｇｔｈフィールドと、ＭＡＣ制御情報が格納されるＶａｌｕｅフィー
ルドとを組としたｎ個のフィールドで構成される。移動局３の送信要求送信部３２０は、
Ｖａｌｕｅフィールドにセグメンテーションステータス（送達確認量積算値およびパケッ
トサイズ）を格納する際には、Ｔｙｐｅフィールドにセグメンテーションステータスが含
まれている旨を示す種別として「ＳＳＴＡＴ」を格納し、基地局２の送信要求受信部２１
８は、Ｔｙｐｅフィールドに「ＳＳＴＡＴ」が格納されている場合、対応するＶａｌｕｅ
フィールドにセグメンテーションステータスが格納されていると認識することで、セグメ
ンテーションステータスを移動局３から基地局２に通知することが可能となる。
【０２０２】
　つぎに、レイヤ間インタフェースについて説明する。基地局２や移動局３は、一般的に
、各機能をレイヤで実現しており、レイヤ間で情報をやりとりして各レイヤの処理を行う
。ここでは、移動局３の制御部３１９によるパケットバッファ３１２の制御やセグメント
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処理、および再送制御部３１４による再送処理を実現するＲＬＣ（Radio　Link　Control
）レイヤと、制御部３１９による基地局２がスケジューリング処理や無線伝送制御処理を
実現するために必要な情報を通知する処理を行なうＭＡＣ(Medium　Access　Control)レ
イヤとの間で伝送する情報について説明する。
【０２０３】
　ＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間では、送達確認量積算値とパケットサイズとが伝送
される。すなわち、上述した無線インタフェースにおけるセグメンテーションステータス
がＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間でもやりとりされる。ＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤ
間においても、セグメンテーションステータスは、移動局３内の複数論理チャネル単位毎
に通知してもよいし、特定のチャネル（たとえば、優先度の高いチャネル）のみを通知す
るようにしてもよく、複数論理チャネルをまとめて移動局３単位で通知するようにしても
よい。
【０２０４】
　また、セグメンテーションステータスの通知タイミングは、送信要求報告タイミングと
同様に、移動局３内に送信すべきパケットが存在する場合でもよいし、予め定められた周
期毎であってもよいし、セグメンテーションが発生した場合であってもよい。
【０２０５】
　図２６は、３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１を拡張したＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間
の伝達情報（プリミティブ）を示す図である。図２６においては、Ｐａｒａｍｅｔｅｒと
してＲｅｑｕｅｓｔ、Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、およびＣｏｎｆｉｒｍ
が定義されている。ＭＡＣ－ＤＡＴＡのＲｅｑｕｅｓｔとしては、Ｄａｔａ、ＢＯ（Buff
er　Occupancy）、ＵＥ－ＩＤ（User　Equipment識別子）、ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ、ＲＬＣ　Ｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｆｏ、Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｕｓを挙げ
ており、ＭＡＣ－ＤＡＴＡのＩｎｄｉｃａｔｉｏｎとしては、Ｄａｔａ、Ｎｏ＿ＴＢ（Tr
ansport　Block番号）、ＴＤ（Ｎｏｔｅ）、およびＥｒｒｏｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを
挙げている。また、ＭＡＣ－ＳＴＡＴＵＳのＩｎｄｉｃａｔｉｏｎとしては、Ｎｏ＿ＰＤ
Ｕ（Packet　Data　Unit番号）、ＰＤＵ＿Ｓｉｚｅ（Packet　Data　Unitサイズ）、Ｔｘ
　Ｓｔａｔｕｓ、およびＳｔａｔｕｓ＿Ｒｅｐｏｒｔ＿ＲＥＱを挙げており、ＭＡＣ－Ｓ
ＴＡＴＵＳのＲｅｓｐｏｎｓｅとしては、ＢＯ（Buffer　Occupancy）およびＲＬＣ　Ｅ
ｎｔｉｔｙ　Ｉｎｆｏを挙げている。すなわち、ＲＬＣレイヤからＭＡＣレイヤに対して
、ＰａｒａｍｅｔｅｒのＲｅｑｕｅｓｔにＳｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｕｓを追
加している。
【０２０６】
　以上説明したように、この実施の形態１０においては、送信要求としてバッファ状態報
告を用い、レイヤ間の伝達情報として３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１を拡張してＰａｒａｍ
ｅｔｅｒのＲｅｑｕｅｓｔにセグメンテーションステータスを含めるようにしているため
、従来の無線インタフェースやレイヤ間インタフェースを大きく変更することなく、スケ
ジューリングに必要な情報を伝達することができる。
【０２０７】
実施の形態１１．
　先の実施の形態９においては、移動局３が送達確認量積算値を管理し、基地局２から無
線転送ブロックを正常に受信できたことを示す送達確認を受信した際に、移動局３が送達
確認量積算値を更新して基地局２に通知し、基地局２のスケジューラ部２１９が、通知さ
れた送達確認量積算値に基づいてスケジューリングを行うようにしたが、この実施の形態
１１では、送達確認量積算値の代わりに送信済みデータ量積算値を用いる場合について説
明する。
【０２０８】
　なお、この実施の形態１１の通信システムは先の図１に示した実施の形態１の通信シス
テムと同じであるので、ここではその説明を省略する。また、この実施の形態１１の移動
局３および基地局２は先の図９および図１０に示した実施の形態２の移動局３および基地
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局２と同じであるが、移動局３の制御部３１９が自局の送信済みデータ量積算値を記憶し
ており、無線転送ブロックを送信すると送信済みデータ量積算値を更新する点と、移動局
３の制御部３１９が予め定められた送信要求報告タイミングになると送信済みデータ量積
算値を基地局２に送信する制御を行う点が異なる。ここで、送信済みデータ量積算値とは
、移動局３が送信したデータ量、すなわち移動局３が送信した無線転送ブロックのサイズ
の積算値である。
【０２０９】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態１１の動作を説明する。まず、移
動局３が基地局２に送信済みデータ量積算値を通知し、基地局２がスケジューリングを行
う動作について説明する。
【０２１０】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。移動局３のパケットバッファ３１２は、パケットをバッファリングす
る。
【０２１１】
　移動局３の制御部３１９は、予め定められた送信要求報告タイミングになると、記憶し
ている送信済みデータ量積算値とパケットサイズ情報とを含む送信要求を生成し、生成し
た送信要求を送信要求送信部３２０に出力する。送信要求送信部３２０は、無線信号送受
信部３１６を介して送信要求を基地局２に送信する。
【０２１２】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送信済みデータ量積算値およびパケットサイ
ズ情報を記憶する。
【０２１３】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
移動局３に対応付けて記憶している送信済みデータ量積算値に基づいてパケットの優先度
を決定し、決定した優先度に従って移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリン
グ処理を実行する。なお、スケジューリング処理は、先の図６のフローチャートを参照し
て説明した動作と同じであるので、ここではその説明を省略する。送信指示送信部２１７
は、スケジューラ部２１９が無線回線品質情報およびパケットサイズ情報に基づいて決定
した無線転送ブロックのサイズの情報（無線転送ブロックサイズ情報）およびスケジュー
リング処理によってスケジューリングした情報を送信指示として各移動局３に送信する。
【０２１４】
　なお、移動局３が対象とするパケットサイズを送信要求に含めておき、基地局２のスケ
ジューラ部２１９は、送信済みデータ量積算値が同じ移動局３については、パケットサイ
ズが大きい移動局３を優先するようにスケジューリングを行うようにしてもよい。
【０２１５】
　つぎに、移動局３がパケットを構成する無線転送ブロックを送信する動作について説明
する。移動局３の無線信号送受信部３１６を介して送信指示を受けると、送信指示受信部
３１８は、受信した送信指示を制御部３１９に出力する。制御部３１９は、送信指示に含
まれる無線転送ブロックサイズを無線転送ブロック生成情報として無線転送ブロック生成
部３１３に出力する。また、制御部３１９は、記憶している送信済みデータ量積算値に送
信指示に含まれる無線転送ブロックサイズを加算して送信済みデータ量積算値を更新する
。制御部３１９は、あるパケットを構成する無線転送ブロックを全て送信済みとした場合
には、送信済みデータ量積算値を初期化する。
【０２１６】
　移動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、無線転送ブロック生成情報に基づいて、
パケットバッファ３１２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生
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成し、生成した無線転送ブロックを再送制御部３１４に出力する。
【０２１７】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線転送ブロックを受けると再送時に必要な処理を行
なった後に無線転送ブロックを無線転送ブロック送信部３１７に出力し、無線転送ブロッ
ク送信部３１７は無線信号送受信部３１６を介して無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。
【０２１８】
　基地局２の無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信し
た信号から無線転送ブロックを抽出して再送制御部２１４に出力する。再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを正常に受信できたかどうかを判定する。無線転送ブロックを正常
に受信できた場合、再送制御部２１４は、無線転送ブロックをパケット再生部２１５に出
力する。また、再送制御部２１４は、無線転送ブロックを正常に受信できたことを再送制
御信号送信部２１２に通知する。
【０２１９】
　基地局２のパケット再生部２１５は、パケットを構成する全ての無線転送ブロックが正
常に受信されたパケットを再生すると、再生したパケットを有線信号送信部２１６を介し
て有線ネットワーク１に送信する。
【０２２０】
　一方、無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合、基地局２の再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部２１２に通知する。
【０２２１】
　基地局２の再送制御信号送信部２１２は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部２１
１を介して移動局３に送信する。
【０２２２】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線信号送受信部３１６および再送制御信号受信部３
１５を介して受信した再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再送を行なうか
否かを決定する。再送制御部３１４は、再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要求す
る再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実行す
る。
【０２２３】
　以上説明したように、この実施の形態１１においては、基地局２が、移動局３から受信
した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロック
のサイズを決定するとともに、送信要求に含まれる移動局３が基地局２に送信した無線転
送ブロックのサイズの積算値を示す送信済みデータ量積算値に基づいて優先度を決定し、
決定した優先度に基づいて移動局３が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに
無線リソースを割り当て、無線転送ブロックのサイズおよび無線リソースの割り当てを含
む送信指示を移動局３に送信する。移動局３は、送信指示に含まれる無線転送ブロックサ
イズに基づいて送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、送信指示に含
まれる無線リソースの割り当てに基づいて生成した無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。すなわち、移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロックのサイズの積算値を示す
送信済みデータ量積算値を基地局２に通知し、基地局２が、通知された送信済みデータ量
積算値に基づいてスケジューリングを行う。これにより、パケットを複数の無線転送ブロ
ックに分割して送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを
再生することができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう
確率を減らして、無線回線を有効利用することができる。
【０２２４】
　なお、この実施の形態１１の通信システムを３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
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ｕｔｉｏｎに適用する場合は、先の実施の形態９を３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎに適用した実施の形態１０の送達確認量積算値の代わりに、送信済みデー
タ量積算値を用いるようにすればよい。これにより、従来の無線インタフェースやレイヤ
間インタフェースを大きく変更することなく、スケジューリングに必要な情報を伝達する
ことができる。
【０２２５】
　また、移動局３が送信指示を受けた場合、記憶している送信済みデータ量積算値に基づ
く優先度の高い論理チャネルを選択し、その論理チャネル内のデータから無線転送ブロッ
クを生成するようにしてもよい。
【０２２６】
　さらに、先の実施の形態３で記載したように、スケジューラ部２１９が「滞留許容残時
間」を考慮するようにしてもよい。この場合、移動局３から送信済みデータ量積算値とと
もに「滞留許容残時間」を基地局２に通知するようにすればよい。
【０２２７】
実施の形態１２．
　先の実施の形態２においては、上り方向の通信において基地局２のスケジューラ部２１
９は、無線転送ブロックを正常に受信できたことが再送制御部２１４から通知されると、
移動局３に対応付けて記憶している送達確認量積算値を更新し、更新した送信送達量積算
値に基づいてスケジューリングを行うようにした。
【０２２８】
　この実施の形態１２では、上り方向の通信において基地局２のスケジューラ部２１９が
、送達が確認された無線転送ブロックの送達確認量積算値ではなく、スケジューリング処
理によって無線リソースを割り当てて移動局３に送信させる無線転送ブロックのサイズの
積算値、すなわち送信指示によって移動局３が送信する無線転送ブロックのサイズの積算
値である送信済みデータ量積算値を用いてスケジューリングを行うものである。
【０２２９】
　なお、この実施の形態１２の通信システムは先の図１に示した実施の形態１の通信シス
テムと同じであるので、ここではその説明を省略する。また、この実施の形態１２の移動
局３および基地局２は先の図９および図１０に示した実施の形態２の移動局３および基地
局２と同じであるが、基地局２のスケジューラ部２１９が、無線転送ブロックを正常に受
信できたことが再送制御部２１４から通知されると、移動局３に対応付けて記憶している
送達確認量積算値を更新するのではなく、スケジューリング処理を実行した後にスケジュ
ーリング処理によって割り当てた無線転送ブロックサイズを移動局３に対応付けて記憶し
ている送信済みデータ量積算値に加算して送信済みデータ量積算値を更新し、つぎのスケ
ジューリング処理において、この送信済みデータ量積算値を用いて無線リソースを割り当
てる点が異なる。
【０２３０】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態１２の動作を説明する。まず、移
動局３において送信すべきパケットが発生した際の動作について説明する。
【０２３１】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。
【０２３２】
　移動局３のパケットバッファ３１２は、新規のパケットをバッファリングしたことを制
御部３１９に通知する。制御部３１９は、新規のパケットをバッファリングしたこと、す
なわち基地局２に送信すべきパケットが発生したことを通知する送信要求を生成して送信
要求送信部３２０に出力する。制御部３１９は送信要求内にパケットのサイズを示すパケ
ットサイズ情報を含めておく。移動局３の送信要求送信部３２０は、無線信号送受信部３
１６を介して送信要求を基地局２に送信する。
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【０２３３】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送信済みデータ量積算値およびパケットサイ
ズを記憶する。このとき送信済みデータ量積算値を初期化して記憶する。
【０２３４】
　つぎに、移動局３がパケットを構成する無線転送ブロックを送信する動作について説明
する。移動局３の無線信号送受信部３１６を介して送信指示を受けると、送信指示受信部
３１８は、受信した送信指示を制御部３１９に出力する。制御部３１９は、送信指示に含
まれる無線転送ブロックサイズを無線転送ブロック生成情報として無線転送ブロック生成
部３１３に出力する。
【０２３５】
　移動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、無線転送ブロック生成情報に基づいて、
パケットバッファ３１２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生
成し、生成した無線転送ブロックを再送制御部３１４に出力する。
【０２３６】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線転送ブロックを受けると再送時に必要な処理を行
なった後に無線転送ブロックを無線転送ブロック送信部３１７に出力し、無線転送ブロッ
ク送信部３１７は無線信号送受信部３１６を介して無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。
【０２３７】
　基地局２の無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信し
た信号から無線転送ブロックを抽出して再送制御部２１４に出力する。再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを正常に受信できたかどうかを判定する。無線転送ブロックを正常
に受信できた場合、再送制御部２１４は、無線転送ブロックをパケット再生部２１５に出
力する。また、再送制御部２１４は、無線転送ブロックを正常に受信できたことを再送制
御信号送信部２１２に通知する。
【０２３８】
　基地局２のパケット再生部２１５は、パケットを構成する全ての無線ブロックが正常に
受信されてパケットを再生すると、再生したパケットを有線信号送信部２１６を介して有
線ネットワーク１に送信する。
【０２３９】
　一方、無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合、基地局２の再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部２１２に通知する。
【０２４０】
　基地局２の再送制御信号送信部２１２は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部２１
１を介して移動局３に送信する。
【０２４１】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線信号送受信部３１６および再送制御信号受信部３
１５を介して受信した再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再送を行なうか
否かを決定する。再送制御部３１４は、再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要求す
る再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実行す
る。
【０２４２】
　つぎに、基地局２のスケジューラ部２１９の動作について説明する。予め定められたス
ケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、移動局３に対応付け
て記憶している送信済みデータ量積算値に基づいてパケットの優先度を決定し、決定した
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優先度にしたがって移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリング処理を実行す
る。なお、スケジューリング処理は、先の図６のフローチャートを参照して説明した実施
の形態１のスケジューリング処理とほぼ同じであり、相違点は、実施の形態１では送達確
認量積算値を無線転送ブロックをスケジューリングする際の優先度として使用したのに対
して、この実施の形態１２では送信済みデータ量積算値を無線転送ブロックをスケジュー
リングする際の優先度として使用する点であるので、ここではその説明を省略する。
【０２４３】
　スケジューリング処理が終了すると、スケジューラ部２１９は、移動局３に対応付けて
記憶している送信済みデータ量積算値にスケジューリング処理によって割り当てた無線転
送ブロックサイズを加算して送信済みデータ量積算値を更新する。また、あるパケットを
構成する無線転送ブロックをすべて送信済みとした場合には、スケジューラ部２１９は、
送信済みとした移動局３に対応付けて記憶している送信済みデータ量積算値を初期化する
。
【０２４４】
　以上説明したように、この実施の形態１２においては、基地局２が、移動局３から受信
した送信要求に含まれるパケット長および無線回線品質情報に基づいて無線転送ブロック
のサイズを決定するとともに、移動局３に対応付けた当該移動局に送信した送信指示に含
まれる無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送信済みデータ量積算値に基づいて優先
度を決定し、決定した優先度に基づいて移動局３が送信すべきパケットを構成する無線転
送ブロックに無線リソースを割り当て、無線転送ブロックのサイズおよび無線リソースの
割り当てを含む送信指示を移動局３に送信する。移動局３は、送信指示に含まれる無線転
送ブロックサイズに基づいて送信すべきパケットを分割して無線転送ブロックを生成し、
送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基づいて生成した無線転送ブロックを基地
局２に送信する。すなわち、基地局２は、送信指示によって移動局３が送信する無線転送
ブロックのサイズの積算値である送信済みデータ量積算値を用いてスケジューリングを行
う。これにより、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信する際に、送信先に
無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができずに既に送達確認さ
れている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利用す
ることができる。
【０２４５】
　なお、先の実施の形態３で記載したように、スケジューラ部２１９が「滞留許容残時間
」を考慮するようにしてもよい。この場合、移動局３から「滞留許容残時間」を基地局２
に通知するようにすればよい。
【０２４６】
実施の形態１３．
　図２７を用いてこの発明の実施の形態１３を説明する。この実施の形態１３では、先の
実施の形態１２の通信システムを３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎに
適用した場合について説明する。基地局２のスケジューラ部２１９は、パケットに対する
送信済みのデータ量である送信済みデータ量積算値を用いてスケジューリング処理を行な
う。そのため、移動局３から基地局２には、パケットバッファ３１２に蓄積されているパ
ケットのデータ総量と、および基地局２に到着するパケットのサイズ（到着パケットサイ
ズ）を通知する必要がある。まず、移動局３から基地局２にデータ総量および到着パケッ
トサイズを通知する無線インタフェースについて説明する。
【０２４７】
　先の実施の形態１０で説明したように、３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎには、移動局の送信バッファの状態を報告するＢｕｆｆｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅ
ｐｏｒｔ（バッファ状態報告）がある。移動局３は、このバッファ状態報告を送信要求と
して用いて、パケットバッファ３１２内に蓄積されているパケットのデータ総量と到着パ
ケットサイズとを基地局２に通知する。
【０２４８】
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　具体的には、予め定められた送信要求報告タイミングになると、制御部３１９がパケッ
トバッファ３１２内に蓄積されているパケットのデータ総量と送信要求の対象となるパケ
ットのパケットサイズ（到着パケットサイズ）を送信要求送信部３２０に通知する。そし
て、送信要求送信部３２０が、通知されたデータ総量および到着パケットサイズからバッ
ファ状態報告を生成し、生成したバッファ状態報告を無線信号送受信部３１６を介して基
地局２に送信する。基地局２の送信要求受信部２１８は、無線信号送受信部２１１を介し
てバッファ状態報告を受信すると、バッファ状態報告から到着パケットサイズを抽出して
スケジューラ部２１９に出力する。
【０２４９】
　なお、移動局３がバッファ状態報告を基地局２に送信する送信要求報告タイミングは、
移動局３内に送信すべきパケットが存在する場合でもよいし、予め定められた周期毎であ
ってもよいし、セグメンテーションが発生した場合であってもよい。なお、予め定められ
た周期は、基地局２から指定される最大無線転送ブロックサイズに依存して規定されるこ
ととしてもよい。
【０２５０】
　また、バッファ状態報告は、移動局３内の複数論理チャネル単位毎に通知してもよいし
、特定のチャネル（たとえば、優先度の高いチャネル）のみを通知するようにしてもよく
、複数論理チャネルをまとめて移動局３単位で通知するようにしてもよい。
【０２５１】
　また、到着パケットサイズをバッファ状態報告に含める場合、到着パケットサイズの値
をそのまま含めた場合、１バイト以上が必要となるが、パケットバッファ３１２に蓄積さ
れているデータがない（セグメントされているデータが存在しない）場合、到着パケット
サイズを格納するバッファ状態報告の領域が無駄になる。この無駄を無くすために、バッ
ファ状態報告にビット数削減のためにセグメンテーションステータスの有無を示す制御ビ
ットを設けるようにしてもよい。また、複数論理チャネルをまとめてバッファ状態報告を
生成する場合にそのいずれの論理チャネルについてもセグメントされているデータが存在
しない場合には、バッファ状態報告に論理チャネルで共通の制御ビットを設けるようにす
ればよい。この無駄を無くすために、バッファ状態報告にビット数削減のために到着パケ
ットサイズの有無を示す制御ビットを設けるようにしてもよい。また、複数論理チャネル
をまとめてバッファ状態報告を生成する場合にそのいずれの論理チャネルについてもセグ
メントされているデータが存在しない場合には、バッファ状態報告に論理チャネルで共通
の制御ビットを設けるようにすればよい。
【０２５２】
　さらに、到着パケットサイズのビット数を削減するために、到着パケットサイズをイン
デックスで表すようにしてもよい。この場合、先の図２３を参照して実施の形態１０にお
いてパケットサイズをインデックス化したのと同様に、到着パケットサイズを予め定めら
れたバイト数刻み（図２３の場合は１００バイト刻み）にしてインデックスに対応付ける
ようにすればよい。これにより、到着パケットサイズを直値で表す場合と比較して、ビッ
ト数を削減することが可能となる。
【０２５３】
　なお、この実施の形態１３で用いるバッファ状態報告を転送する拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤ
Ｕのフォーマットは、先の図２４を参照して実施の形態１０で説明した拡張ＭＡＣ－ｅ　
ＰＤＵのフォーマットとほぼ同じであので、ここでは相違点のみを説明する。この実施の
形態１３においてバッファ状態報告を伝送するために３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１に記載
されているＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを拡張した拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを用いてパケットサイ
ズを報告する場合には、先の図２４に示した拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵのＳＩフィールドの
送達確認量積算値フィールドを削除し、ＳＩフィールドをＵＰＨフィールド、ＴＥＢＳフ
ィールド、ＨＬＢＳフィールド、ＨＬＩＤフィールド、およびパケットサイズフィールド
で構成すればよい。また、この実施の形態１３においてＭＡＣレイヤの制御情報を用いて
独立したタイミングでパケットサイズを報告する場合には、先の図２５を参照して実施の
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形態１０で説明した拡張ＭＡＣ－ｅ　ＰＡＤのＶａｌｕｅフィールドにパケットサイズを
格納すればよい。
【０２５４】
　つぎに、レイヤ間インタフェースについて説明する。先の実施の形態１０においては、
ＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間で送達確認量積算値とパケットサイズとが伝送された
が、この実施の形態１３では、ＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間で到着パケットサイズ
が伝送される。すなわち、上述した無線インタフェースにおける到着パケットサイズが、
ＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間でもやりとりされ、到着パケットサイズは、移動局３
内の複数論理チャネル単位毎に通知してもよいし、特定のチャネル（たとえば、優先度の
高いチャネル）のみを通知するようにしてもよく、複数論理チャネルをまとめて移動局３
単位で通知するようにしてもよい。
【０２５５】
　また、セグメンテーションステータスの通知タイミングは、送信要求報告タイミングと
同様に、移動局３内に送信すべきパケットが存在する場合でもよいし、予め定められた周
期毎であってもよいし、セグメンテーションが発生した場合であってもよい。
【０２５６】
　図２７は、３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１を拡張したＲＬＣレイヤとＭＡＣレイヤとの間
の伝達情報（プリミティブ）を示す図である。図２７においては、Ｐａｒａｍｅｔｅｒと
してＲｅｑｕｅｓｔ、Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、およびＣｏｎｆｉｒｍ
が定義されており、ＭＡＣ－ＤＡＴＡのＲｅｑｕｅｓｔとしては、Ｄａｔａ、ＢＯ（Buff
er　Occupancy）、ＵＥ－ＩＤ（User　Equipment）、ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、お
よびＲＬＣ　Ｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｆｏを、ＭＡＣ－ＤＡＴＡのＩｎｄｉｃａｔｉｏｎとし
ては、Ｄａｔａ、Ｎｏ＿ＴＢ（Transport　Block番号）、ＴＤ（Ｎｏｔｅ）、およびＥｒ
ｒｏｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを挙げている。また、ＭＡＣ－ＳＴＡＴＵＳのＩｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎとしては、Ｎｏ＿ＰＤＵ（Packet　Data　Unit番号）、ＰＤＵ＿Ｓｉｚｅ（Pa
cket　Data　Unitサイズ）、Ｔｘ　Ｓｔａｔｕｓ、およびＳｔａｔｕｓ＿Ｒｅｐｏｒｔ＿
ＲＥＱを挙げており、ＭＡＣ－ＳＴＡＴＵＳのＲｅｓｐｏｎｓｅとしては、ＢＯ（Buffer
　Occupancy）、ＲＬＣ　Ｅｎｔｉｔｙ　Ｉｎｆｏ、およびＡｒｒｉｖｅｄ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｓｉｚｅを挙げている。
【０２５７】
　以上説明したように、この実施の形態１３においては、送信要求としてバッファ状態報
告を用い、レイヤ間の伝達情報として３ｇｐｐ　ＴＳ２５．３２１を拡張してＰａｒａｍ
ｅｔｅｒのＲｅｑｕｅｓｔにセグメンテーションステータスを含めるようにしているため
、従来の無線インタフェースやレイヤ間インタフェースを大きく変更することなく、スケ
ジューリングに必要な情報を伝達することができる。
【０２５８】
　なお、この実施の形態１３においては、先の実施の形態１２の通信システムを３ｇｐｐ
　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎに適用した場合について説明したが、Ａｒｒ
ｉｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｉｚｅの代わりに送達確認量積算値を用いれば、先の実施の
形態２の通信システムに適用することが可能である。
【０２５９】
実施の形態１４．
　図２８を用いてこの発明の実施の形態１４を説明する。先の実施の形態１１においては
、移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送信済みデー
タ量積算値を基地局２に通知し、基地局２のスケジューラ部２１９が、通知された送信済
みデータ量積算値に基づいてスケジューリングを行うようにしたが、この実施の形態１４
では、送信済みデータ量積算値の代わりに移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロッ
クとパケットの位置関係を示す情報であるパケット位置情報を用いる場合について説明す
る。
【０２６０】
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　なお、この実施の形態１４の通信システムは先の図１に示した実施の形態１の通信シス
テムと同じであるので、ここではその説明を省略する。また、この実施の形態１４の移動
局３および基地局２は先の図９および図１０に示した実施の形態２の移動局３および基地
局２と同じであるが、移動局３の制御部３１９が自局の送信済みデータ量積算値を記憶し
ており、無線転送ブロックを送信すると送信済みデータ量積算値とパケット位置情報を更
新する点と、移動局３の無線転送ブロック生成部３１３が生成した無線転送ブロックに制
御部３１９で更新したパケット位置情報を付与する制御を行う点が異なる。
【０２６１】
　ここで、パケット位置情報とは、無線転送ブロックがパケットのどの位置であるかを示
す情報である。パケット位置情報は、図２８に示すように、移動局３が基地局２に送信し
た無線転送ブロックがパケットの先頭と最後尾を含む場合には「開始・終了」と定義し、
移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロックがパケットの先頭を含み、パケットの最
後尾を含まない場合には「開始・継続」と定義し、移動局３が基地局２に送信した無線転
送ブロックがパケットの先頭を含まず、パケットの最後尾を含む場合には「継続・終了」
と定義し、移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロックがパケットの先頭と最後尾を
含まない場合には「継続・継続」と定義する。なお、パケット位置情報は、送信済みデー
タ量積算値とパケットサイズから求めることができる。
【０２６２】
　つぎに、この発明における通信システムの実施の形態１４の動作を説明する。まず、基
地局２から送信指示を受信していない移動局３が基地局２に送信要求を通知し、基地局２
がスケジューリングを行う動作について説明する。
【０２６３】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。移動局３のパケットバッファ３１２は、パケットをバッファリングす
る。
【０２６４】
　移動局３の制御部３１９は、予め定められた送信要求報告タイミングになると、送信要
求を生成する。ここで、送信要求に含める情報は、単に送信要求の有無（送信すべきパケ
ットの有無）を表す少なくとも１ビットの情報としてもよいし、先の実施の形態１０で説
明したバッファ状態報告を含めてもよい。制御部３１９は、生成した送信要求を送信要求
送信部３２０に出力する。送信要求送信部３２０は、無線信号送受信部３１６を介して送
信要求を基地局２に送信する。ここで、移動局３は基地局２から無線転送ブロックの送信
指示を受信するまで連続的に送信要求を送信してもよい。
【０２６５】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送信要求に含まれる情報を記憶する。
【０２６６】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
送信要求を記憶している移動局３に対してスケジューリング処理を実行する。ここで、送
信要求を記憶している移動局３が複数存在する場合は、基地局２で測定した上り方向の無
線回線品質情報が大きい移動局３、または、送信要求の送信回数が多い移動局３を優先し
て無線リソースを割り当ててもよい。
【０２６７】
　基地局２の送信指示送信部２１７は、スケジューラ部２１９が無線回線品質情報、およ
び、バッファ状態報告に基づいて決定した無線転送ブロックのサイズの情報（無線転送ブ
ロックサイズ情報）およびスケジューリング処理によってスケジューリングした情報を送
信指示として各移動局３に送信する。
【０２６８】
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　つぎに、本実施の形態１４の特長である、予め決められたスケジューリング時刻以前に
基地局２から送信指示を受信している移動局３が基地局２にパケットを構成する無線転送
ブロックとパケット位置情報を送信し、基地局２がスケジューリングを行う動作について
説明する。
【０２６９】
　移動局３の無線信号送受信部３１６を介して送信指示を受けると、送信指示受信部３１
８は、受信した送信指示を制御部３１９に出力する。制御部３１９は、送信指示に含まれ
る無線転送ブロックサイズを無線転送ブロック生成情報として無線転送ブロック生成部３
１３に出力する。また、制御部３１９は、記憶している送信済みデータ量積算値に送信指
示に含まれる無線転送ブロックサイズを加算して送信済みデータ量積算値、および、パケ
ット位置情報を更新する。制御部３１９は、あるパケットを構成する無線転送ブロックを
全て送信済みとした場合には、送信済みデータ量積算値を初期化する。
【０２７０】
　移動局３の無線転送ブロック生成部３１３は、無線転送ブロック生成情報に基づいて、
パケットバッファ３１２にバッファリングされているパケットから無線転送ブロックを生
成する。無線転送ブロック生成部３１３は、生成した無線転送ブロックに制御部３１９で
更新したパケット位置情報を付与した後に再送制御部３１４に出力する。
【０２７１】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線転送ブロックを受けると再送時に必要な処理を行
なった後に無線転送ブロックを無線転送ブロック送信部３１７に出力し、無線転送ブロッ
ク送信部３１７は無線信号送受信部３１６を介して無線転送ブロックを基地局２に送信す
る。
【０２７２】
　基地局２の無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信し
た信号からパケット位置情報を抽出してスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ
部２１９は、パケット位置情報を送信した移動局３に対応付けてパケット位置情報に含ま
れる情報を記憶する。
【０２７３】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
移動局３に対応付けて記憶しているパケット位置情報に基づいてパケットの優先度を決定
し、決定した優先度に従って移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリング処理
を実行する。ここで、パケットの優先度は、パケット位置情報が「継続・継続」＞「開始
・継続」＞「継続・終了」＝「開始・終了」の順であることとする。なお、スケジューリ
ング処理は、先の図６のフローチャートを参照して説明した動作と同じであるので、ここ
ではその説明を省略する。送信指示送信部２１７は、スケジューラ部２１９が無線回線品
質情報、および、バッファ状態報告に基づいて決定した無線転送ブロックのサイズの情報
（無線転送ブロックサイズ情報）およびスケジューリング処理によってスケジューリング
した情報を送信指示として各移動局３に送信する。
【０２７４】
　無線転送ブロック受信部２１３は、無線信号送受信部２１１を介して受信した信号から
無線転送ブロックを抽出して再送制御部２１４に出力する。再送制御部２１４は、無線転
送ブロックを正常に受信できたかどうかを判定する。無線転送ブロックを正常に受信でき
た場合、再送制御部２１４は、無線転送ブロックをパケット再生部２１５に出力する。ま
た、再送制御部２１４は、無線転送ブロックを正常に受信できたことを再送制御信号送信
部２１２に通知する。
【０２７５】
　基地局２のパケット再生部２１５は、パケットを構成する全ての無線転送ブロックが正
常に受信されたパケットを再生すると、再生したパケットを有線信号送信部２１６を介し
て有線ネットワーク１に送信する。
【０２７６】
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　一方、無線転送ブロックを正常に受信できなかった場合、基地局２の再送制御部２１４
は、無線転送ブロックを廃棄するとともに、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことを再送制御信号送信部２１２に通知する。
【０２７７】
　基地局２の再送制御信号送信部２１２は、無線転送ブロックが正常に受信できなかった
ことが通知された場合には再送制御情報として再送要求を、無線転送ブロックが正常に受
信できたことが通知された場合には再送制御情報として送達確認を無線信号送受信部２１
１を介して移動局３に送信する。
【０２７８】
　移動局３の再送制御部３１４は、無線信号送受信部３１６および再送制御信号受信部３
１５を介して受信した再送制御情報に基づいて無線転送ブロック単位での再送を行なうか
否かを決定する。再送制御部３１４は、再送制御情報が無線転送ブロックの再送を要求す
る再送要求の場合、再送を要求された無線転送ブロックに対して所定の再送処理を実行す
る。
【０２７９】
　以上説明したように、この実施の形態１４においては、基地局２が、測定した無線回線
品質情報、およびバッファ状態報告に基づいて無線転送ブロックのサイズを決定するとと
もに、移動局３が基地局２に送信した無線転送ブロックとパケットの位置関係を示す情報
であるパケット位置情報に基づいて優先度を決定し、決定した優先度に基づいて移動局３
が送信すべきパケットを構成する無線転送ブロックに無線リソースを割り当て、無線転送
ブロックのサイズおよび無線リソースの割り当てを含む送信指示を移動局３に送信する。
移動局３は、送信指示に含まれる無線転送ブロックサイズに基づいて送信すべきパケット
を分割して無線転送ブロックを生成し、送信指示に含まれる無線リソースの割り当てに基
づいて生成した無線転送ブロックにパケットの位置関係を示す情報であるパケット位置情
報を付与して基地局２に送信する。これにより、パケットを複数の無線転送ブロックに分
割して送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生する
ことができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減
らして、無線回線を有効利用することができる。さらには、パケット位置情報は４状態で
表現することができるため、移動局３から基地局２に対して通知する制御情報量を先に述
べた実施の形態１０または１１よりも削減することができる。
【０２８０】
　なお、この実施の形態１４の通信システムを３ｇｐｐ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎに適用する場合は、３ｇｐｐ　ＴＳ３６．３２２に記載されているＳｅｇｍｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏ　Ｆｉｅｌｄをパケット位置情報として用いればよい。これに
より、従来の無線インタフェースやレイヤ間インタフェースを大きく変更することなく、
スケジューリングに必要な情報を伝達することができる。
【０２８１】
　また、移動局３が送信指示を受けた場合、記憶している送信済みデータ量積算値に基づ
く優先度の高い論理チャネルを選択し、その論理チャネル内のデータから無線転送ブロッ
クを生成するようにしてもよい。
【０２８２】
　さらに、先の実施の形態３で記載したように、スケジューラ部２１９が「滞留許容残時
間」を考慮するようにしてもよい。この場合、移動局３から送信済みデータ量積算値とと
もに「滞留許容残時間」を基地局２に通知するようにすればよい。
【０２８３】
実施の形態１５．
　この実施の形態１５では、先の実施の形態１～１４の基地局２のスケジューラ部２１９
が求めた各移動局３の優先度の中で、複数の移動局３の優先度が等しい場合における処理
について説明する。
【０２８４】
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　たとえば、先の実施の形態１においては、無線転送ブロックが移動局３に到達したこと
を示す送達確認が取れた無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基
づいて優先度を決定し、その送達確認量積算値が最も高い移動局３から優先的に無線リソ
ースを割り当てるようにした。
【０２８５】
　また、先の実施の形態２においては、移動局３が送信した無線転送ブロックを正常に受
信した無線転送ブロックのサイズの積算値を示す送達確認量積算値に基づいて優先度を決
定し、その送達確認量積算値が最も高い移動局３から優先的に無線リソースを割り当てる
ようにした。
【０２８６】
　しかしながら、先の実施の形態１および２では基地局２のスケジューラ部２１９で求め
た優先度が最も高い移動局３が複数存在した場合に、どの移動局３に対して無線リソース
を割り当てるかは言及していない。
【０２８７】
　そこで、先の実施の形態９では、送達確認量積算値が同じ移動局３については、パケッ
トサイズが大きい移動局３を優先するようにスケジューリングを行うようにしたが、この
実施の形態１５では、送達確認量積算値が同じ移動局３のうち無線回線品質情報が大きい
移動局３を優先してスケジューリングするものである。
【０２８８】
　また、たとえば、先の実施の形態１０または１４のように送達確認量積算値またはパケ
ット位置情報をインデックスで表現している場合においても同様に送達確認量積算値また
はパケット位置情報による優先度が同じ移動局３については、無線回線品質情報が大きい
移動局３を優先してスケジューリングする処理を行なうようにしてもよい。
【０２８９】
　さらには、送達確認量積算値が全く等しい場合だけではなく、それぞれの移動局３に対
応した送達確認量積算値を比較した結果（差分）を誤差範囲として定義し、その誤差範囲
が予め決められた閾値よりも小さい場合は無線回線品質情報が大きい移動局３から優先し
てスケジューリングすることとしてもよい。
【０２９０】
　なお、先の実施の形態３では、滞留許容残時間と送達確認量積算値から各無線転送ブロ
ックの優先度を上述した式、すなわち、
Ｐｔｏｔａｌ＝α×Ｐａｃｔ＋Β×Ｐｄｅｌａｙ
によって算出する。なお、上記式において、Ｐａｃｔは送達確認量積算値による優先度を
示し、Ｐｄｅｌａｙは滞留許容残時間による優先度を示し、αは送達確認量積算値による
優先度の係数（重み付け）を示し、Βは残留許容残時間による優先度の係数（重み付け）
を示している。
【０２９１】
　さらに、先の実施の形態３では、無線回線品質情報と送達確認量積算値によって優先度
を決定するようにしてもよいこととしているため、送達確認量積算値が等しい複数の移動
局３のうち無線回線品質情報が大きい移動局３ほど優先度が高くなり、この実施の形態１
５と同様の効果を奏することができる。しかしながら、実施の形態３では送達確認量積算
値が小さくかつ無線回線品質情報が大きい移動局３と、送達確認量積算値が大きくかつ無
線回線品質情報が小さい移動局３の優先度が等しくなる可能性がある。
【０２９２】
　これに対して、この実施の形態１５では、まず送達確認量積算値によって優先度を決定
し、送達確認量積算値が等しい、または誤差範囲が閾値以内である複数の移動局３が存在
した場合のみ無線回線品質情報によって優先度を決定する点が、先の実施の形態３とは異
なる。
【０２９３】
　以上説明したように、この実施の形態１５においては、スケジューラ部２１９が、送達
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確認量積算値、パケットサイズ、または滞留許容残時間と送達確認量積算値を用いて決定
した優先度が同じになる移動局３が複数存在する場合には、無線回線品質情報に基づいて
同一優先度となった移動局３の優先度を決めるようにしているため、きめ細かく優先度を
決定することができる。
【０２９４】
　なお、この実施の形態１５では、送達確認量積算値が等しい、または誤差範囲が閾値以
内である複数の移動局３が存在した場合のみ無線回線品質情報によって優先度を決定する
こととしたが、無線回線品質情報をそのまま用いるのではなく、無線回線品質情報の瞬時
値と平均値の差が高い移動局を優先して割り当ててもよい。または他の適当な指標（たと
えば、滞留許容残時間）を用いて優先度を決めるようにしてもよい
【０２９５】
実施の形態１６．
　先の実施の形態３では、現在時刻から無線転送ブロックを滞留することができる時刻ま
での時間を示す滞留許容残時間と送達確認量積算値とに基づいて優先度を決定するように
しているため、パケットの滞留許容時間の超過による無線転送ブロックの廃棄を抑制する
ことができ、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信する際に、送信先に無線
転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができずに既に送達確認されて
いる無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利用するこ
とを可能とした。
【０２９６】
　しかしながら、先の実施の形態３は基地局２から移動局３への下り方向について説明し
ており、移動局３から基地局２への上り方向において実施の形態３の方法を用いるために
は移動局３から基地局２に対して滞留許容残時間を通知する必要があるが、この実施の形
態１６では、移動局３から基地局２への上り方向において、移動局３から基地局２に対し
て滞留許容残時間を通知することなく、先の実施の形態３と同様の効果を得るものである
。
【０２９７】
　なお、この実施の形態１６の通信システムは、先の図１に示した通信システムと同じで
あるのでここではその説明を省略する。また、上り方向の通信の基地局２および移動局３
の構成は、先の図１０および図９に示した実施の形態２の基地局２および移動局３と同じ
であるので、ここではその説明を省略する。
【０２９８】
　まず、本実施の形態１６における、基地局２から送信指示を受信していない移動局３が
基地局２に送信要求を通知し、基地局２がスケジューリングを行う動作について説明する
。
【０２９９】
　図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３のパケット生
成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ３１２に出
力する。移動局３のパケットバッファ３１２は、パケットをバッファリングする。
【０３００】
　移動局３の制御部３１９は、予め定められた送信要求報告タイミングになると、送信要
求を生成する。ここで、送信要求に含める情報は、単に送信要求の有無を表す少なくとも
１ビットの情報としてもよいし、先の実施の形態１０で説明したバッファ状態報告を含め
てもよい。制御部３１９は、生成した送信要求を送信要求送信部３２０に出力する。送信
要求送信部３２０は、無線信号送受信部３１６を介して送信要求を基地局２に送信する。
ここで、移動局３は基地局２から無線転送ブロックの送信指示を受信するまで連続的に送
信要求を送信してもよい。
【０３０１】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
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、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送信要求に含まれる情報を記憶し、さらに、
当該移動局に対して自局内の計時機能（タイマ）によって当該移動局からの送信要求を受
信してからの経過時間（送信要求受信経過時間）の計時を開始する。ここで、スケジュー
ラ部２１９は、移動局３が送信要求を連続して送信している場合には、当該移動局３から
最も過去に受信した送信要求からの送信要求受信経過時間を計測する。すなわち、スケジ
ューラ部２１９は、送信要求を受信した際に、当該送信要求を送信した移動局３に対して
既に送信要求受信経過時間の計測を開始しているか否かを判定し、送信要求受信経過時間
の計測を開始していない場合のみ当該移動局３に対する送信要求受信経過時間の計測を開
始する。
【０３０２】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
移動局３に対応付けて計測している送信要求受信経過時間に基づいてパケットの優先度を
決定し、決定した優先度に従って移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリング
処理を実行する。この場合、スケジューラ部２１９は、送信要求受信経過時間が長いほど
優先度を高くする。
【０３０３】
　送信指示送信部２１７は、スケジューラ部２１９が無線回線品質情報に基づいて決定し
た無線転送ブロックのサイズの情報（無線転送ブロックサイズ情報）およびスケジューリ
ング処理によってスケジューリングした情報を送信指示として各移動局３に送信する。
【０３０４】
　以上説明したように、この実施の形態１６においては、移動局３が送信した送信要求を
基地局２が受信してからスケジューリングを行う現在時間までの送信要求受信経過時間を
計測し、送信要求受信経過時間に基づいてパケットの優先度を決定するようにしているた
め、移動局３から滞留許容残時間を通知することなくパケットの滞留許容時間の超過によ
る無線転送ブロックの廃棄を抑制することができ、パケットを複数の無線転送ブロックに
分割して送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生す
ることができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を
減らして、無線回線を有効利用することができる。
【０３０５】
　なお、この実施の形態１６では、送信要求を受信してからスケジューリングを行う現在
時間までの送信要求受信経過時間に基づいてパケットの優先度を決めるようにしたが、移
動局３が連続して送信要求を送信している場合は、基地局２のスケジューラ部２１９が送
信要求を受信した回数を記憶しておき、送信要求を受信した回数が多い移動局３を優先し
てスケジューリングしてもよい。
【０３０６】
　また、移動局３が送信を要求しているパケットの滞留許容時間を基地局２で把握できる
場合は、スケジューラ部２１９が、送信要求を受信した時刻と現在時刻と滞留許容時間か
ら滞留許容残時間を求め、求めた滞留許容残時間をパケットの優先度としてもよい。この
場合、送信要求を受信した時刻から現在時刻までの経過時間が同じパケットが複数あって
も、滞留許容残時間が短い移動局３に対して優先的にスケジューリングすることによって
パケットの滞留許容時間の超過による無線転送ブロックの廃棄を抑制することができる。
【０３０７】
　なお、この実施の形態１６では、移動局３から送信要求を受信してからスケジューラ部
２１９がスケジューリングを行う現在時間までを送信要求受信経過時間としたが、送信要
求受信経過時間はこれに限るものではない。たとえば、先の実施の形態１４で説明したよ
うに移動局３が無線転送ブロックにパケット位置情報を付加した場合、パケットの先頭を
含みかつ最後尾を含まないこと（パケットを分割した無線転送ブロックの先頭であること
）を示すパケット位置情報が付加された無線転送ブロックを受信してからスケジューラ部
２１９がスケジューリングを行う現在時間までを送信要求受信経過時間としてもよい。こ
の場合、スケジューラ部２１９は、無線転送ブロックに付加されたパケット位置情報がパ
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ケットの先頭を含むことを示しているか否かを判定し、パケット位置情報がパケットの先
頭を含むことを示していると判定した場合に計時機能を用いて当該無線転送ブロックを送
信した移動局３に対する送信要求受信経過時間の計測を開始するようにすればよい。これ
により、移動局３から滞留許容残時間を通知することなく、パケットの滞留許容時間の超
過による無線転送ブロックの廃棄を抑制することができ、パケットを複数の無線転送ブロ
ックに分割して送信する際に、送信先に無線転送ブロックが到達しないためにパケットを
再生することができずに既に送達確認されている無線転送ブロックが無駄になってしまう
確率を減らして、無線回線を有効利用することができる。
【０３０８】
実施の形態１７．
　先の実施の形態１６では、移動局３が送信した送信要求を基地局２が受信した時刻から
装置内の計時機能によって送信要求を受信してからの経過時間（送信要求受信経過時間）
の計測を開始し、スケジューリング処理において送信要求受信経過時間に基づいてパケッ
トの優先度を決定するようにしたため、パケットの滞留許容時間の超過による無線転送ブ
ロックの廃棄を抑制することができ、移動局３から滞留許容残時間を通知することなく先
の実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３０９】
　しかしながら、先の実施の形態１６では基地局２において、複数の移動局３から送信さ
れた送信要求に対してそれぞれ送信要求受信経過時間を計測しなければならない。この実
施の形態１７では、先の実施の形態１０で説明したバッファ状態報告に送信要求の緊急性
を含めることで、基地局２にて各移動局３に対する送信要求受信経過時間を計測すること
なく、滞留許容残時間が短い移動局３を優先してスケジューリングするものである。
【０３１０】
　なお、この実施の形態１７の通信システムは、先の図１に示した通信システムと同じで
あるのでここではその説明を省略する。また、移動局３から基地局２への上り方向の通信
の基地局２および移動局３の構成は、先の図１０および図９に示した実施の形態２の基地
局２および移動局３と同じであるので、ここではその説明を省略する。
【０３１１】
　まず、本実施の形態１７における、移動局３が基地局２に送信要求を通知し、基地局２
がスケジューリングを行う動作について説明する。ここで、この実施の形態１７では実施
の形態１０と同様にバッファ状態報告を送信要求として用いるものとする。
【０３１２】
　移動局３が図示しない上位レイヤ処理部から送信すべきデータを受けると、移動局３の
パケット生成部３１１は、送信すべきデータからパケットを生成して、パケットバッファ
３１２に出力する。移動局３のパケットバッファ３１２は、パケットをバッファリングす
る。また、制御部３１９は、自局の計時機能を用いて新規のパケットの滞留許容時間の計
測を開始し、常に各パケットの滞留許容時間を把握しておく。
【０３１３】
　移動局３の制御部３１９は、予め決められた評価基準に基づいて各パケットの滞留許容
残時間の緊急度を判断する。ここで、評価基準は上位レイヤから通知されるものとし、た
とえば、滞留許容時間と滞留許容残時間の比が１０％になった場合に“緊急”とすればよ
い。なお、滞留許容時間と滞留許容残時間の比は限定された数値ではなく他の数値を用い
てもよく、もちろん他の評価基準を用いてもよい。また、緊急度は緊急か否かを示す少な
くとも１ビットの情報としてもよい。
【０３１４】
　移動局３の制御部３１９は、予め定められた送信要求報告タイミングになると、先の実
施の形態１０で説明したバッファ状態報告を生成する。制御部３１９は、バッファ状態報
告を生成する際に、バッファ状態報告に前述した緊急度を付与する。ここで、バッファ状
態報告に緊急度を付与する際に、たとえば、バッファ状態報告を６ビットで表現していた
ならば、５ビットを先の実施の形態１０で説明したバッファ状態報告に用い、残りの１ビ
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ットを緊急度の報告に用いるようにすればよい。制御部３１９は、生成したバッファ状態
報告を送信要求送信部３２０に出力する。
【０３１５】
　送信要求送信部３２０は、無線信号送受信部３１６を介して送信要求を基地局２に送信
する。ここで、移動局３は基地局２から無線転送ブロックの送信指示を受信するまで連続
的に送信要求を送信してもよい。また、すでに移動局３が基地局２から無線転送ブロック
の送信指示を受信している場合は、無線転送ブロックに前記送信要求を付与して基地局２
へ送信してもよい。
【０３１６】
　基地局２の無線信号送受信部２１１を介して送信要求を受信すると、送信要求受信部２
１８は、受信した送信要求をスケジューラ部２１９に出力する。スケジューラ部２１９は
、送信要求を送信した移動局３に対応付けて送信要求に含まれる緊急度を記憶する。
【０３１７】
　予め定められたスケジューリング時間になると、基地局２のスケジューラ部２１９は、
移動局３に対応付けて記憶している緊急度に基づいてパケットの優先度を決定し、決定し
た優先度に従って移動局３に無線リソースを割り当てるスケジューリング処理を実行する
。ここで、緊急度が緊急でない移動局３が複数いる場合は他の優先度指標を用いてスケジ
ューリング処理を実行する。ここでいう他の優先度とは、たとえば、実施の形態２で述べ
た送達確認量積算値などである。
【０３１８】
　以上説明したように、この実施の形態１７においては、移動局３の制御部３１９が各パ
ケットの滞留許容残時間から緊急度を求め、バッファ状態報告に緊急度を含めて基地局２
に送信し、基地局２のスケジューラ部２１９は、移動局３が送信したバッファ状態報告に
含まれる各パケットの滞留許容残時間の緊急度に基づいてパケットの優先度を決定するよ
うにしているため、パケットの滞留許容時間の超過による無線転送ブロックの廃棄を抑制
することができ、パケットを複数の無線転送ブロックに分割して送信する際に、送信先に
無線転送ブロックが到達しないためにパケットを再生することができずに既に送達確認さ
れている無線転送ブロックが無駄になってしまう確率を減らして、無線回線を有効利用す
ることができる。
【０３１９】
　また、この実施の形態１７においては、バッファ状態報告に用いるビット数のうち１ビ
ットを緊急度の報告に用いることとしたが、バッファ状態報告値のある特定の値を緊急と
定義してもよい。たとえば、バッファ状態報告を６ビットで表現した場合、１１１１１１
を緊急と定義する。これにより、５ビットでバッファ状態報告を表現した場合は３２通り
（２の５乗）の粒度であるのに対して、６ビットのうちある特定の値のみを緊急と定義す
れば６３通り（２の６乗－１）の粒度となり、２倍－１の粒度を得ることができ、優先度
をきめ細かく設定することができる。
【産業上の利用可能性】
【０３２０】
　以上のように、本発明にかかる通信システムは、無線回線を用いた通信システムに有用
であり、特に、パケットを分割した無線転送ブロックを用いた通信システムに適している
。
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