
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置であって、
前記受信側装置から前記情報を受信すると、該情報に基づき許容セル出力レートを計算す
る計算手段と、
前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記計算手段
により求めた前記許容セル出力レートとの比に基づき、出力すべきセルのタイムスロット
間隔を変化させながら複数のタイムスロットのいずれかにセルを割り当てる制御手段と、
該割り当てに従い前記セルを前記伝送路に出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
前記制御手段は、前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てを実行し、前記伝送
路に出力されるセルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請
求項１記載の通信装置。
【請求項３】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置であって、
前記受信側装置から前記情報を受信すると、該情報に基づき許容セル出力レートを計算す
る計算手段と、
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前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記計算手段
により計算した前記許容セル送信レートとの比を整数値に量子化し、該量子化により生じ
た量子化誤差の値と前記整数値とに基づきセルの出力間隔を計算して複数のセルタイムス
ロットのうちのいずれかに出力すべきセルの出力間隔を変化させながらセルを割り当てる
制御手段と、
該割り当てに従い前記セルを前記伝送路に出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
前記制御手段は、前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てを実行し、前記伝送
路に出力されるセルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請
求項３記載の通信装置。
【請求項５】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置のセル出力制御方法であって、
前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記許容セル
出力レートとの比に基づき、出力すべきセルの出力タイムスロット間隔を変化させながら
複数のセルタイムスロットのいずれかにセルを割り当て、前記割り当てに従い前記セルを
前記伝送路に出力することを特徴とするセル出力制御方法。
【請求項６】
前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てが実行され、前記伝送路に出力される
セルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請求項５記載のセ
ル出力制御方法。
【請求項７】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置のセル出力制御方法であって、
前記受信側装置から前記情報を受信すると、該情報に基づき許容セル出力レートを計算す
る第１のステップと、
前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記第１のス
テップにより計算した前記許容セル出力レートとの比を計算する第２のステップと、
前記第２のステップの計算結果を整数値に量子化する第３のステップと、
前記量子化により生じた量子化誤差の値と前記整数値とに基づき、セル出力間隔を決定す
る第４のステップと、
前記セル出力間隔で複数のセルタイムスロット内で送出すべきセルの送出間隔を変化させ
ながらセルを割り当てる第５のステップと、
前記許容出力セルレートに対応してセルの出力間隔を変更した前記セルを前記伝送路に出
力する第６のステップとを備えたことを特徴とするセル出力制御方法。
【請求項８】
前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てが実行され、前記伝送路に出力される
セルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請求項７記載のセ
ル出力制御方法。
【請求項９】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置の出力制御回路であって、
前記受信側装置から前記情報を受信すると、該情報に基づき許容セル出力レートを計算す
る計算手段と、
前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記計算手段
により求めた前記許容セル出力レートとの比に基づき、出力すべきセルのタイムスロット
間隔を変化させながら複数のタイムスロットのいずれかにセルを割り当てる制御手段と、
該割り当てに従い前記セルを前記伝送路に出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする出力制御回路。
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【請求項１０】
前記制御手段は、前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てを実行し、前記伝送
路に出力されるセルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請
求項９記載のセル出力制御回路。
【請求項１１】
受信側装置からのトラフィックに関する情報に基づき、非同期転送モードのセルの出力レ
ートを変更して前記セルの出力を行う通信装置の出力制御回路であって、
前記受信側装置から前記情報を受信すると、該情報に基づき許容セル出力レートを計算す
る計算手段と、
前記受信側装置と前記通信装置との間で前記セルを転送する伝送路の容量と前記計算手段
により計算した前記許容セル送信レートとの比を整数値に量子化し、該量子化により生じ
た量子化誤差の値と前記整数値とに基づきセルの出力間隔を計算して複数のセルタイムス
ロットのうちのいずれかに出力すべきセルの出力間隔を変化させながらセルを割り当てる
制御手段と、
該割り当てに従い前記セルを前記伝送路に出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とするセル出力制御回路。
【請求項１２】
前記制御手段は、前記情報の内容が一定の期間、前記セルの割り当てを実行し、前記伝送
路に出力されるセルの出力レートが前記許容セル出力レートに近づくことを特徴とする請
求項１１記載のセル出力制御回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、非同期転送モードを用いた通信装置のセル出力制御の構成と方法に係わり、特
に、アベイラブルビットレートサービスを提供する通信装置に好適なセル出力制御の回路
構成と制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
非同期転送モード (Asynchronous Transfer Mode:以下 ATMと称する )のセルを処理する通信
網において、通信網の輻輳を防止するためにフィードバック制御を用いる方式として、ア
ベイラブルビットレート（ Available Bit Rate：以下 ABRと称する）トラフィッククラス
を収容する交換方式が特表平 7-508378号公報に開示されている。ここで、 ABRトラフィッ
ククラスとは、 ATM通信網において、ソース（送信端末、送信ノード）から ATMセルを許可
された転送レート（ Allowed Cell Rate：以下 ACRと称する )で送受信するものである。こ
の方式は、ネットワーク内の輻輳情報を含んだリソースマネジメントセル (Resource Mana
gement Cell：以下 RMセルと称する )をネットワーク内で送受信されるセル流に挿入し、デ
スティネーション（受信端末、受信ノード）で RMセルを折り返してソースへ転送すると、
ソースでは、受信するした RMセルの情報に応じて ACRの値を変化させ、できるだけネット
ワーク内を輻輳させず、かつ、大きな送信レートでセルを送信できるような ACRを設定す
るものである。
【０００３】
ソースから ACRのセルレートでセルを送出する場合、 ATMを扱う通信装置では、 ATMセルタ
イムスロット毎にセルの送出可否を判定して ACRのセルレートになるように送信する。一
般には、セルをあるセルタイムスロットで送出すると、次に出力すべきセルタイムスロッ
トを計算し、その時点になったらセルを送出するものである。具体例を挙げれば、回線レ
ート (Line Cell Rate：以下 LCRと称する )が 150Mb/sで ACRが 50Mb/sの場合には、 3セルタイ
ムスロットに１回セルを送信すればよいので、あるセルタイムスロットでセルを送出する
と次に出力すべきタイムスロットは３セルタイムスロット後となる。すなわち、あるセル
タイムスロットで送出すると、次に出力すべきセルタイムスロットは LCR/ACRセルタイム
スロット後になる。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記セルタイムスロットは、セルを送出するためのもので整数単位で管理されるものであ
る。従って、例えば LCR=150Mb/sで ACR=100Mb/sのときは、 LCR/ACR=1.5となり、小数部が
存在して上述のような単純なセル送出ができなくなる。このとき、あるセルタイムスロッ
トでセルを送出した後で１タイムスロット後にセルを出力すると毎回セルを出力すること
になり、実際のセルレートは LCRと同じ 150Mb/sで、出力しようとしている ACR(100Mb/s)よ
り大きくなってしまい、ネットワーク内で輻輳を起こしてしまう。一方、あるセルタイム
スロットでセルを送出した後で２セルタイムスロット後にセルを出力すると２セルタイム
スロットに１回しかセルが出力できなくなる。この結果、実際のセルレートは 75Mb/sで許
容された ACR(100Mb/s)より小さくなってしまい、割り当てられたセルレートで転送できず
非効率となる。
【０００５】
上記現象は、特に ACRが LCRに近づくとき、すなわち LCR/ACRが２から１に近づくとき顕著
であり、２セルタイムスロットでセル転送処理すると ABRが目的とするところの「ネット
ワーク内で輻輳させず、かつ、大きなレートでセルを送信する」ことが実現できない点が
問題となる。一般には、ソースにおいて ACRの値から LCR/ACRを計算して送信するセルをセ
ルタイムスロットに割り当てる場合、 LCR/ACRが整数でないと、  LCR/ACRを整数化（以下
、量子化と称する）した値によりセルタイムスロットにセルを割当てるため、残りの少数
に起因する量子化誤差が発生し、上記のような輻輳の発生あるいは転送効率の低下という
問題が発生する。
【０００６】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、具体的には、セルタイムスロ
ットにセルを割当て送出するために LCR/ACRの値を整数値に量子化することにより発生す
る量子化誤差を吸収し、 ACRに近いレートでセルを出力できるようにするセルの出力制御
方法とセル出力制御回路を提供するものである。そして、特に ACRが LCRに近づいたときに
、従来の通信装置のように、２セルタイムスロットに１回、または、１セルタイムスロッ
トに１回セルを出力するのではなく、複数のセルタイムスロットの中に出力するセルを動
的に割当てることで量子化誤差を吸収し、 ACRに近いレートでセルを出力できるようにす
るセルの出力制御方法とセル出力制御回路を提供するものである。
【０００７】
さらに、通信装置が容易に ABRサービスを提供できるように、簡単な構成で確実に量子化
誤差を吸収してセルを出力でき、しかも、転送レートが高速になっても容易に適用できる
セルの出力制御方法とセル出力制御回路を提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する手段として、本発明では、通信装置に適用するセル出力制御回路に、
量子化誤差をフィードバックしてセルの送出間隔を変更しながらＡＣＲに近いレートでセ
ルを出力できるようにセルタイムスロットにセルを動的に割当てるセルタイムスロット割
当手段を備えた。
【０００９】
そして、このセルタイムスロット割当手段は、通信装置でネットワークのトラヒック状態
に対応して計算されたＡＣＲの値を格納する第１の保持手段と、ＡＣＲの値とＬＣＲの値
とからセルを出力する割合を計算する第１の計算手段と、この計算値の量子化するととも
に量子化により発生する量子化誤差にもとづきセルタイムスロットの割当てを制御する量
子化手段と、セルタイムスロットの値をカウントするカウント手段と、量子化した値とカ
ウンタの値からセルを出力するセルタイムスロットを計算する第２の計算手段と、この計
算結果を格納する第２の保持手段とで構成した。
【００１０】
さらに、第１の計算手段は、テーブルおよびビットシフト手段を備え、テーブルには、Ａ
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ＣＲの値をテーブルに入力したときの出力をビットシフトするだけでセルを出力する割合
が得られよう、すなわち、複雑な演算回路が不要な、予めセルを出力する割合を設定して
おく構成とした。
【００１１】
また、量子化手段は、量子化した値と量子化誤差からセルを出力するセルタイムスロット
の間隔を決定する決定手段と、セルの出力間隔を決定後に量子化誤差の残りを求めて決定
手段にフィードバックするための計算手段および量子化誤差保持手段とで構成した。
【００１２】
そして、これらの手段により、セルをセルタイムスロットに割当て送出する毎に、ＡＣＲ
の計算とセルを出力するセルタイムスロットの間隔決定と量子化誤差の計算とを繰り返し
、量子化誤差が無くなるように出力すべきセルのセルタイムスロットの割当てを制御する
、すなわち、セルタイムスロットにセルを動的に割当て ACRに近いレートでセルを出力す
るよう動作させる構成のセル出力制御回路と制御方法とした。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のセル出力制御手段とセル出力制御方法の実施形態を図面を用いて詳細に説
明する。
図１は、本発明のセル出力制御手段を適用するパケットスイッチングシステムからなる通
信網の構成を示す網構成図である。同図の通信網において、パケットスイッチングシステ
ム２および３は、公衆網（ WAN）１と私設網（ LAN）４および５の接続部に配置され、端末
６とスイッチングシステム２の間、パケットスイッチングシステム２とパケットスイッチ
ングシステム３の間、およびパケットスイッチングシステム３と端末７の間で ABRトラヒ
ッククラスのサービスを提供する。また、本通信網は、固定ビットレート (Constant Bit 
Rate：以下  CBRと称する )サービスや可変ビットレート (Variable Bit Rate：以下  VBRと
称する )サービスも同時に提供できるものである。
【００１４】
図２は、本発明のセル出力制御手段を適用した通信装置であるパケットスイッチングシス
テムの概略構成を示すブロック構成図である。パケットスイッチングシステム２は、コア
スイッチ部９と、 LAN４側のインタフェース INF８ a～８ nと、 WAN1側のインタフェース INF
８ a'～８ n'で構成される。ここで、 INF８ a～８ nは、端末６との間、また、 INF８ a'～８ n'
は WAN１に接続されている他のパケットスイッチングシステムとの間で以下に説明する ABR
の制御を行うもので、 ABRの制御を送信ノード（ソース）と受信ノード（デスティネーシ
ョン）間で相互におこなうために、各 INFは、ソースとデスティネーション両方の機能を
備え、複数のサービスクラスの、複数の ATMにおける仮想チャネル (Virtual Cannel:以下  
VCと称する )を収容するものである。
【００１５】
図３は、本発明のセル出力制御手段を備えたインタフェース部（図２のパケットスイッチ
ングシステムにおける INF８）の構成を示すブロック構成図である。以下、同図を用いて A
BRサービスを提供するための上記ソースとデスティネーションの機能と構成について説明
する。
INF８のソースの機能としては、１） RMセルの発生、２）対向するパケットスイッチング
システムの INF８（後述するデスティネーション）から折り返されてきた RMセルの終端と
輻輳表示の確認、３）前記輻輳表示に従った ACRの計算、４）セルバッファから前記計算
された ACRに応じたセルの出力とがある。このうち、上記１）の  RMセルの発生は、 RMセル
発生部１３で行い、その出力はスケジューラ１０内の出力管理部１９で管理する。また、
２）の RMセルの終端と輻輳表示の確認は、 RMセル終端部１４で行う。具体的には、折り返
されてきた RMセルの輻輳表示ビット (Congestion Indication bit：以下  CI bitと称する )
を検出し、これをスケジューラ１０に転送する。更に、３）の ACRの計算と４）のセル出
力は、スケジューラ１０で行う。具体的には、 ACR計算部１７が、 RMセル終端部１４から
与えられた CIbitが輻輳有（ CI=1）を示す場合に ACRの値を下げ、そうでない場合に ACRの
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値を上げるよう計算する。セルタイムスロット割当部１８は、この計算された ACRをもと
に LCR/ACRを量子化してセルタイムスロットにセルを割当て送出できるようにする。出力
管理部１９は、このセルタイムスロット割当部１８の出力２２を用いてセルバッファ１１
からの各種セル (ABR(RMセルを含む ),CBR,VBRのセル )をセルタイムスロットに割当て、回
線処理部１６を介して通信網 (WAN)１に出力するよう管理する。
【００１６】
一方、デスティネーションの機能としては、１）対向するパケットスイッチングシステム
の INF８（前出のソース）から送出された RMセルを折り返し、２）折り返し時に RMセルに
輻輳表示を付与することが有る。これらは、いづれも RMセル抽出・折り返し部１５で行わ
れる。具体的には、対向するソースから送出された RMセルがデスティネーションに到着し
たとき、ＡＴＭフォーラム（以下、  ATM-Forumと称する）で規定されたように、その直前
のデータセルの後段装置への輻輳表示ビット (Explicit Forword Congestion Indication:
 以下 EFCIと称する。）が輻輳を示す“ 1”である場合、 RMセルの CIビットを” 1”とし、
そうでない場合は、 RMセルの CIビットを” 0”としてソースへ転送するものである。尚、
転送する RMセルは、一旦セルバッファ１１に格納され、出力管理部１９の制御に従い出力
される。
【００１７】
図４は、本発明によるセル出力制御手段の実施形態例であり、パケットスイッチングシス
テム２，３の各 INF８のスケジューラ１０に備えたセルタイムスロット割当部１８の構成
を示すブロック構成図である。
本発明によるセル出力制御手段を実現するセルタイムスロット割当部１８は、ＡＣＲ計算
部１７で計算されたＡＣＲ２１を一旦格納するＡＣＲ保持手段１８ -１および、セルを出
力するセルタイムスロットを割当てる出力制御時に、ＡＣＲ保持手段１８ -１から出力さ
れるＡＣＲの値１８ -２とＬＣＲ（例えば、国際電気通信連合 ITU-Tの勧告に定められた ST
M-１の転送速度である 155.52Mbps）の値とからセルを出力する割合を計算するセル出力割
合計算手段１８ -３とセル出力割合計算手段１８ -３で計算した値１８ -４を量子化してセ
ルタイムスロットの割当てを制御する量子化手段１８ -５と量子化手段１８ -５で量子化し
た値１８ -６にセルタイムスロットカウンタ１８ -１０から出力される現在のセルタイムス
ロット１８ -１１を加算してセルを出力するタイムスロット１８ -８を計算する出力タイム
スロット計算手段１８ -７と出力タイムスロット計算手段１８ -７で計算した結果１８ -８
を格納して出力管理部２２へ出力する出力タイムスロット格納手段１８ -９とで構成され
、通信網のトラヒックの状況に対応して出力するセルの間隔（出力するセルのセルタイム
スロット割当）を動的に制御することにより、通信中にセルの転送レートを変える ABRク
ラスのサービスに好適な ACRに近いレートでセルの出力を行うものである。
【００１８】
以下、この構成と動作について図面を用いて詳細に説明する。
まず、ＡＣＲ保持手段１８ -１について説明する。
スケジューラ１０内のＡＣＲ計算部１７では、ＩＮＦ部８で RMセルを受信すると RMセルの
CIビットに従いＡＣＲを加算または減算する。一方、セルタイムスロット割当部１８では
、セルバッファ１１からセルを出力した時点で次のセルを出力する出力セルタイムスロッ
トを計算する。  すなわち、 RMセル受信時に計算された ACRを出力セルタイムスロット計算
時まで保持することが必要であり、その手段として本 ACR保持手段１８ -１を用いる。尚、
先に述べたように、本 ACR保持手段１８ -１は、複数の VC毎に ACRを収容するために格納領
域を VCの数だけ持ち、 VC毎の ACRを後述するセル出力割合の計算時に出力する。
【００１９】
次に、セル出力割合計算手段１８ -３について説明する。このセル出力割合計算手段１８ -
３は、セルバッファ１１からセルを出力した時に次のセル出力タイムスロットの計算に必
要な、 LCRに対する ABRセルの出力割合 (LCR/ACR)を計算するものであり、以下、図面を参
照しながら説明する。
【００２０】
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図５は、セル送信レート信号の構成を示すフレーム構成図であり、図６は、本発明のセル
出力割合計算手段１８ -３の構成を示すブロック構成図である。
先ず図５を用いて計算に用いる信号の構成について説明すると、セル転送レート信号のフ
ォーマットは、 ATM-Forumで規定されたよう、レート R＝０を表すための制御ビット nZ２４
（１ビット）と、レートを示す５ビットの指数部ｅ２５および９ビットの仮数部ｍ２６と
からなる 16ビットの信号で構成され、レート Rは、次式で与えられる。
Ｒ＝［２＊＊ｅ× (1+m/512)］× nZ (cell/s)・・・ (1)
（２＊＊ｅは、２のｅ乗を表す。以下同様）
上式のとりうる値の最大値は 2＊＊ 31× 2=約 4× 10＊＊ 9(cell/s)となることから、数 (Tb/s
)程度の速度まで対応することができる。
【００２１】
本発明のセル出力割合計算手段１８ -３での計算に用いる 2つのレート LCRと ACRは、それぞ
れ上記フォーマットに従うもので、
ＬＣＲ＝［２＊＊ｅ’× (1+m’ /512)］× nZ
ＡＣＲ＝［２＊＊ｅ× (1+m/512)］× nZ
と示される。
【００２２】
以下のセル出力割合計算手段１８ -３の構成と動作の説明では、 nZ=1、つまり R=0でない場
合の処理を説明する。
LCR/ACRは、 (1)式から次式のように展開される。
　
　
　
本発明のセル出力割合計算手段１８ -３では、 (2)式の LCR/(1＋ m/512)の値を図 6に示すよ
うにテーブル１８ -３ -１に外部プロセッサ２７から予め与えておく構成とした。図７は、
テーブル１８ -３ -１の構成を示すテーブル構成図であり、前述の ACR保持手段１８ -１から
入力される ACR１８ -２の仮数部 m２６の値をテーブル１８ -３ -１のアドレスとして与える
ことにより、アドレス内に格納している LCRの指数部ｅ '１８ -３ -２と仮数部ｍ’を含んだ
(1+m’ /512）１８ -３ -３を LCR/(1+m/512)の計算結果として出力するものである。このテ
ーブル１８ -３ -１を使用して計算を行う構成により、複雑な乗算や除算の回路を以下のよ
うに容易に構成する事ができる。
【００２３】
すなわち、 (2)式の LCR/ACR は、下式のように表され
 LCR/ACR={2＊＊ (e'-e)}(1+m'/512)・・・ (3)
テーブル１８ -３ -１の出力（ 1+m'/512)１８ -３ -３を (e'-e)ビットシフトした値となる。
従って、セル出力割合の計算は、シフト桁計算手段１８ -３ -４で計算した (e'-e)１８ -３ -
５だけテーブル１８ -３ -１から出力した (1+m'/512)１８ -３ -２をビットシフトするだけの
簡単な構成と方法で容易に求められる。この計算結果１８ -４は、量子化手段１８ -５へ与
えられる。
【００２４】
さらに、量子化手段１８ -５の構成と動作について説明する。
図８は、本発明の量子化手段の構成を示すブロック構成図である。
この量子化手段１８ -５は、前述したセル出力割合値１８ -４をセルタイムスロットにセル
を割当てできるように量子化するもので、まず、量子化誤差吸収手段１８ -５ -１で入力さ
れたセル出力割合値１８ -４から量子化誤差保持手段１８ -５ -１３に保持された前回の出
力制御時の量子化誤差の値１８ -５ -１４ (初期値は 0)を減算する。ここで、量子化誤差保
持手段１８ -５ -１３は、複数の VC毎に誤差を保持するものであり、出力割合値１８ -４と
ともに入力される VCの値２０に対応する領域に保持している値を出力して上記減算に使用
するものである。量子化誤差吸収手段１８ -５ -１での減算結果は、セルの出力（割当て）
間隔に対応する整数部ビット１８ -５ -２と量子化誤差に対応する小数部ビット１８ -５ -３
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とに分けられ、小数部ビット１８ -５ -３を量子化誤差検出手段１８ -５ -６と量子化誤差計
算手段１８ -５ -８に出力される。
【００２５】
量子化誤差検出手段１８ -５ -６では、量子化誤差吸収手段１８ -５ -１の出力値（小数部ビ
ット）１８ -５ -３の小数の有無（量子化誤差の有無）を検出し、量子化誤差計算手段１８
-５ -８では、量子化誤差１８ -５ -９（１－小数部１８ -５ -３）を計算する。
【００２６】
ここで、量子化誤差検出手段１８ -５ -６で小数が無い（量子化誤差が無い）と判断される
と、セレクタ１８ -５ -４は、入力値として整数部ビット１８ -５ -２を選択して量子化手段
１８ -５から出力するセル出力割合量子化値１８ -６とする。また、この動作と同時にセレ
クタ１８ -５ -１０は、“０”を選択し、量子化誤差保持手段１８ -５ -１３に前回計算時の
量子化誤差として“０”を格納する。
【００２７】
一方、量子化誤差検出手段１８ -５ -６で小数が有り（量子化誤差が残っている）と判断さ
れると、セレクタ１８ -５ -４は、入力値として整数部ビット１８ -５ -２に“１”を加算し
た値１８ -５ -５を選択して量子化手段１８ -５から出力するセル出力割合量子化値１８ -６
とする。また、この動作と同時にセレクタ１８ -５ -１０は、量子化誤差計算計算手段１８
-５ -８より与えられる量子化誤差１８ -５ -９を選択して量子化誤差保持手段１８ -５ -１３
に前回計算時の量子化誤差の値を格納する。この値は、次回の量子化時に量子化誤差１８
-５ -１４として出力し、前述の量子化誤差吸収手段１８ -５ -１の処理を再び行う。
【００２８】
次に、出力タイムスロット計算手段１８ -７について説明する。
セルタイムスロットカウンタ１８ -１０から出力する現在のセルタイムスロットの値１８ -
１１に量子化手段１８ -５で量子化したセル出力割合値１８ -６を加算して次にセルを出力
するセルタイムスロットの値１８ -８として出力タイムスロット格納手段１８ -９に送出す
る。より具体的には、セルタイムスロットカウンタ１８ -１０は、 INF８から出力するセル
タイムスロットの値をカウントし、例えば、現在のセルタイムスロットが "5"であるとき
に量子化手段１８ -５から出力されたセル出力割合値１８ -６が "2"である場合、セルタイ
ムスロットカウンタが "7"になった時をセルを出力するセルタイムスロットとするもので
ある。
【００２９】
セル出力タイムスロット保持手段１８ -９は、上記出力タイムスロット計算手段１８ -７の
与える出力セルタイムスロット１８ -８を複数の VC毎に保持する。この保持された出力タ
イムスロットは、スケジューラ１０内のセル出力制御部１９でセル出力判定をする際に使
用され、 ACRに近い値でセルが送出できるようにセルタイムスロットにセルが割当てられ
セルが出力される。
セルを出力した後は、次のセル出力タイムスロットを上記の構成と手順により計算する。
【００３０】
上述した本発明によるセル出力制御手段の動作について、 LCR/ACR=1.2の場合を例にとり
、さらに図面を用いて説明する。
図９は、本発明の量子化手段における量子化動作の様子を示す動作説明図、図１０は、通
信装置が本発明のセル出力制御手段を用いた場合のセル出力の様子を示す動作説明図であ
る。
量子化手段１８ -５に入力されるセル出力割合値１８ -４が 1.2の場合、１回目の量子化計
算時の前回からの量子化誤差１８ -５ -１４は、初期値の 0である。量子化誤差吸収手段１
８ -５ -１の出力の値は、整数部ビット１８ -５ -２が１で、小数部ビット１８ -５ -３が 0.2
である。量子化誤差計算値１８ -５ -９は、 1から少数部の値 0.2を引くので 0.8となる。ま
た、量子化値１８ -６は“ 2”となる。従って、図１０で示すように、セル出力後の次のセ
ル出力は、２セルタイムスロット後となる。 2回目以降の量子化処理での各値は、図 9に示
す値となり、 5回の量子化処理で誤差が吸収される。この間の量子化値１８－６は“１”
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であり、図１０に示すように、セルタイムスロット毎にセルが出力される。
【００３１】
すなわち、本発明のセル出力制御手段によれば、量子化誤差に対応して、６セルタイムス
ロット中に５個のセルをセル送出間隔を動的に変化させながら送出するので、  LCR/ACRの
値が整数で無い場合でも、 ACRの実際の値に近い転送レートでセル送信を行うことが可能
な ABRサービスが実現できるものである。以下では、本発明のセル出力制御・量子化処理
の効果を、図 10を用いて説明する。量子化誤差を吸収しない場合、その値を切り捨てる方
法と切り上げる方法が考えられる。切り捨てた場合 (図１０ (b))、 LCR/ACRが 1回目の計算
から全て "1"となりセルタイムスロット毎にセルが送出されるので輻輳が発生してしまう
。また、切り上げた場合 (図１０ (c))、 LCR/ACRが "2"となり２セルタイムスロット毎にし
かセルが送出されないので、 LCR/ACRの実際の値 "1.2"がセルの送出に反映されずに、セル
送出効率が落ちてしまう。本発明のようなセル出力制御を行えば、量子化誤差を吸収して
セルタイムスロット Tから T+5の区間で LCR/ACR=1.2のセル送出を実現できる。つまり ACRの
実際の値をセルの送出に反映できる。
【００３２】
【発明の効果】
本発明によれば、 ABRトラフィッククラスに割り当てられたレート (ACR)からセルタイムス
ロットへの量子化計算をする時に、計算値とタイムスロットの単位時間との差を保持し、
次回の計算に持ち回ることにより、 ACRに準じたセルの出力割り当てができる。そして、 A
CRからセル出力タイムスロットを計算することができる。また、 ACRの LCRに対する割合を
セルタイムスロットへの量子化時、発生する量子化誤差を吸収することができる。すなわ
ち、本発明のセル出力制御回路と制御方法によれば、 ABRの目的である「ネットワーク内
で輻輳させず、かつ、大きなレートでセルを送信する」ことを実現するためにセルタイム
スロットにセルを動的に割当てて ACRに近いレートでセルを出力可能とするセルのセル出
力制御回路と制御方法が簡単に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のセル出力制御手段を適用する通信網の構成を示す網構成図である。
【図２】同じく、通信装置の概略構成を示すブロック構成図である。
【図３】同じく、通信装置のインタフェース部の構成を示すブロック構成図である。
【図４】本発明のセルタイムスロット割当手段の構成を示すブロック構成図である。
【図５】セル送信レート信号の構成を示すフレーム構成図である。
【図６】本発明の ABR信号出力割合演算手段の構成を示すブロック構成図である。
【図７】同じく、テーブルの構成を示すテーブル構成図である。
【図８】本発明の量子化手段の構成を示すブロック構成図である。
【図９】同じく、量子化手段の動作を説明する動作説明図である。
【図１０】本発明のセル出力制御手段の動作を説明する動作説明図である。
【符号の説明】
１…公衆網 (WAN)、　　　　　　　２，３…パケットスイッチングシステム、
４，５…私設網 (LAN)、　　　　　６，７…端末、
８（ 8a～ 8n,8a'～ 8n'）… INF部、  ９…スイッチ、
１０…スケジューラ、１１…セルバッファ、１２…セレクタ、
１３… RMセル発生部、１４… RMセル終端部、１５… RMセル抽出・折り返し部、
１６…回線処理部、　１７… ACR計算部、
１８…セルタイムスロット割当部、
１８ -１… ACR保持手段、　  　　　１８ -３… ABRセル出力割合計算手段、
１８ -５…量子化手段、　　　　　１８ -７…出力タイムスロット計算手段、
１８ -９…セル出力可能タイムスロット格納手段、
１８ -１０…セルタイムスロットカウンタ、
１８ -３ -１… LCR/(1+m/512)テーブル、１８ -３ -４…シフト桁計算手段、
１８ -３ -６…シフトレジスタ、
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１８ -５ -１…量子化誤差吸収手段、　　１８ -５ -４…セレクタ、
１８ -５ -６…量子化誤差検出手段、　　１８ -５ -８…量子化誤差計算手段、
１８ -５ -１３…量子化誤差保持手段、　１８ -５ -１５…＋１加算器、
１９…出力管理部、　　　　　　　　　２７…マイクロプロセッサ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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