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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が、所与のユーザ（２４２）に対して複数のセッション（２４０）を処理可能な複
数の終端ノード（２０２）と、
　前記複数の終端ノードからのセッショントラフィックを集約通信リンク（２０６）にま
とめることが可能な多重化装置ノード（２００）と、
　前記複数の終端ノードと前記多重化装置を接続する共用通信リンク（２０４）とを有す
る通信システムであって、
　セッションディスパッチャ機能を有し、
　前記セッションディスパッチャ機能が、
　前記複数の終端ノードの各々に設けられた複数のディスパッチャ（２２０）であって、
前記複数のディスパッチャの各々は、対応する終端ノードが処理している複数のセッショ
ンから前記共用通信リンクへのセッションアクセストラフィックを、受信コマンドに応じ
て規制するように動作する複数のディスパッチャ（２２０）と、
　前記多重化装置ノードに設けられたプロキシエージェント（２２２）であって、設定デ
ータに応じて、処理中の（ａ）どの終端ノード及び（ｂ）どのセッションが前記共用通信
リンクへのアクセス権を許可されるべきかを決定し、当該決定された割り当てを実行する
ため前記ディスパッチャにコマンドを発行するプロキシエージェント（２２２）と、を有
することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
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　前記共用通信リンクが無線通信リンクを有することを特徴とする請求項１記載のシステ
ム。
【請求項３】
　前記設定データが、サービスレベルに関するユーザ通信サービス加入情報を含み、前記
プロキシエージェントが前記共用通信リンクへのアクセスで競合する各ユーザの前記サー
ビス加入を評価し、加入しているサービスレベルに従ってアクセス権を許可することを特
徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記設定データが各ユーザ及びそのセッションについてのサービスニーズを含み、前記
プロキシエージェントが前記共用通信リンクへのアクセスで競合する各ユーザの前記サー
ビスニーズを評価し、当該サービスニーズに従ってアクセス権を許可することを特徴とす
る請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記共用通信リンクが、前記プロキシエージェントから前記複数のディスパッチャの各
々へ、前記共用通信リンクへアクセスするセッショントラフィックを規制するために発行
されるコマンドを搬送する制御チャネルを有することを特徴とする請求項１記載のシステ
ム。
【請求項６】
　ディジタル加入者回線アクセス多重化装置（２００）と、
　前記ディジタル加入者回線アクセス多重化装置に関連し、各々がユーザ通信用にマルチ
セッション（２４０）ローカルループアクセスを提供する複数の網端末（２０２）と、
　前記ディジタル加入者回線アクセス多重化装置と前記複数の網端末とを接続する共用ポ
イントツーマルチポイント無線通信リンク（２０４）とを有する無線ローカルループ通信
システムであって、
　セッションディスパッチャ機能を有し、
　前記セッションディスパッチャ機能が、
　前記複数の網端末用の各々に設けられた複数のディスパッチャ（２２０）であって、前
記複数のディスパッチャの各々は、対応する前記網端末が提供している複数のセッション
から前記共用無線通信リンクへのユーザ及びセッションアクセスを、受信コマンドに応じ
て規制するように動作する複数のディスパッチャ（２２０）と、
　前記アクセス多重化装置に設けられたプロキシエージェント（２２２）であって、設定
データに応じて、処理中の（ａ）どの網端末及び（ｂ）どのセッションが前記共用無線通
信リンクへのアクセス権を許可されるべきかを決定し、当該決定された割り当てを実行す
るため前記ディスパッチャにコマンドを発行するプロキシエージェント（２２２）を有す
ることを特徴とする無線ローカルループ通信システム。
【請求項７】
　前記アクセス多重化装置からコモンキャリア網へのインタフェースを更に含むことを特
徴とする請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記コモンキャリア網が、リング状に相互接続された複数の非同期通信モード（ＡＴＭ
）ＡＤＭ(add/drop multiplexing)スイッチを有し、前記インタフェースが、前記ディジ
タル加入者回線アクセス多重化装置の１つのゲートウェイを前記ＡＴＭ／ＡＤＭスイッチ
の１つと相互接続するＡＴＭスイッチを有することを特徴とする請求項７記載のシステム
。
【請求項９】
　前記設定データが、サービスレベルに関するユーザ通信サービス加入情報を含み、前記
プロキシエージェントが前記共用通信リンクへのアクセスで競合する各ユーザの前記サー
ビス加入を評価し、加入しているサービスレベルに従ってアクセス権を許可することを特
徴とする請求項６記載のシステム。
【請求項１０】
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　前記設定データが各ユーザ及びそのセッションについてのサービスニーズを含み、前記
プロキシエージェントが前記共用通信リンクへのアクセスで競合する各ユーザの前記サー
ビスニーズを評価し、当該サービスニーズに従ってアクセス権を許可することを特徴とす
る請求項６記載のシステム。
【請求項１１】
　前記共用無線通信リンクが、前記プロキシエージェントから前記複数のディスパッチャ
の各々へ、前記共用通信リンクへアクセスするセッショントラフィックを規制するために
発行されるコマンドを搬送する制御チャネルを有することを特徴とする請求項１記載のシ
ステム。
【請求項１２】
　プロキシエージェントを有するアクセス多重化装置（２００）から、各々が複数のセッ
ションを処理可能で、かつディスパッチャを有する複数の終端ノード（２０２）への共用
ポイントツーマルチポイント通信リンク（２０４）の利用可能帯域を分配するセッション
ディスパッチ方法であって、
　前記アクセス多重化装置によって、セッショントラフィックに対するユーザの帯域要求
及び、サービス要求レベルに関する設定データを収集するステップと、
　前記終端ノードが処理している複数のセッションから前記共用無線通信リンクへのユー
ザ及びセッションアクセスを、前記プロキシエージェントから指示されたように、前記複
数のディスパッチャの各々によって規制するステップと、
　前記設定データを考慮して、処理中の（ａ）どの終端ノード及び（ｂ）どのセッション
が前記共用通信リンクへのアクセス権を許可されるべきかを前記プロキシエージェントに
よって決定するステップと、
　前記決定されたアクセス権に従って、前記終端ノードが処理している複数のセッション
から前記共用通信リンクへのユーザ及びセッションアクセスを規制するよう、前記プロキ
シエージェントにより前記ディスパッチャの各々に対して指示するステップとを有するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１３】
　拡張ラベル配布プロトコル（ＬＤＰ）手順及び前記アクセス多重化装置と前記複数の終
端ノードの各々との間の関連するメッセージングを用いて、前記共用通信リンクの資源を
割り当てるステップを更に有することを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記指示するステップが、前記決定されたアクセス権を通信するため前記複数の終端ノ
ードの各々とハンドシェイクするステップを有することを特徴とする請求項１２記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００２】
発明の背景
（発明が属する技術分野）
本発明はマルチユーザ通信システムに関し、特に、マルチユーザ及び共有通信リンクへの
マルチセッションを管理オペレーションに関する。
【０００３】
（背景技術の説明）
図１には、無線ディジタル加入者回線アクセス多重化装置（Ｗ－ＤＳＬＡＭ:wireless Di
gital Subscriber Line Access Multiplexer又は”無線ヘッド”(radio head)）モジュー
ル１０２を用いる無線ローカルループ装置１００の機能ブロック図が示されている。高速
コモンキャリア網１０４は、その非同期転送モード（ＡＴＭ）スイッチ１０６の１つから
、高速無線リンク（集約パス）１０８を介してＷ－ＤＳＬＡＭ１０２に接続される。無線
リンク１０８を介して提供される総スループットは約４０．０Ｍｂｐｓである。Ｗ－ＤＳ
ＬＡＭ１０２はこの総スループットを複数の無線分配チャネル１１０へ多重化するように
機能する。
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【０００４】
各無線分配チャネル１１０は（約）３８４Ｋｂｐｓから（約）２Ｍｂｐｓのスループット
を供給する能力を有する。これらの動作スループットレートにおいて、Ｗ－ＤＳＬＡＭ１
０２は相当数のチャネルを１つの高速統合パスリンク１０８へまとめる能力を有する。こ
こでは１つのＷ－ＤＳＬＡＭモジュールのみが１０２が図示されているが、本発明におい
て、複数の構成１００が同一のコモンキャリア網１０４に接続されるかもしれず、さらに
複数のＷ－ＤＳＬＡＭモジュールがツリー状又はリング状のトポロジで相互接続され得る
ことは理解されよう。
各無線分配チャネル１１０は、ユーザ（又は加入者）宅、事務所、会社又は他の設備に設
けられる１つ又は複数の網終端（ＮＴ）ノード又はモジュール１１２によって終端される
。網終端モジュール１１２は、それぞれが無線分配チャネル１１０の提供する帯域の一部
を必要とする複数のデバイス（Ｄ）１１４が、通信のために接続可能なように、多重化形
式(multiplexing fashon)でも動作しうる。このような装置１１４の例としては、コンピ
ュータ、電話機、家庭用電気機器、事務用機器及びマイコン制御の部品等が含まれる。
【０００５】
高速コモンキャリア網１０４は同期光通信網（ＳＯＮＥＴ:Synchronous Optical Network
）又は、複数のケーブル相互接続されたＡＴＭ／ＡＤＭ(ATM Add/Drop Multiplexer)１２
２から構成される、同種の同期ディジタルハイアラーキ（ＳＤＨ:Synchronous Digital H
ierarchy）リング１２０として提供される。サーバ１２４、ルータ１２６及びＡＴＭスイ
ッチ１０６等の他の網構成要素はリング１２０と相互接続されている。
【０００６】
リンク１０８を介してＷ－ＤＳＬＡＭ１０２を接続するＡＴＭスイッチ１０６は無線ロー
カルループ装置１００がコモンキャリア網１０４へアクセスするためのＰＯＰ(point of 
presence)ノードを有する。このＰＯＰ　ＡＴＭスイッチ１０６は、好ましくは、数１０
０メガビット／秒のオーダのスループット能力を有する高速リンク１３０を介してリング
ＡＴＭ／ＡＤＭモジュール１２２の１つと接続される。一例として、高速リンク１３０は
およそ６２２．０８０Ｍｂｐｓのスループットを有するＯＣ－１２(Optical Carrier 12)
光信号を伝送するように実装されている。
【０００７】
マルチユーザ共用可能な無線ローカルループ分配チャネル１１０は、マルチメディア、ビ
デオテレコンファレンス、ビデオオンデマンド、ゲームオンデマンド等、多くのブロード
バンドアプリケーションを配信可能な伝送処理速度をサポートするため、ディジタル加入
者回線（ＤＳＬ）モデム技術を用いることができる。好ましくは、これらポイントツーマ
ルチポイント分配チャネル１１０を実現するために必要とされるエアインタフェースに、
適切な時分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）又は符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）手法を用
いることができる。さらに、エアインタフェースは、例えば２００ＫＨｚ（３８４Ｋｂｐ
ｓのデータレート用）又は１．６ＭＨｚ（２Ｍｂｐｓまでのデータレート用）のコモンキ
ャリア信号を用い、ＡＮＳＩ－１３６又はＧＳＭ等の標準規格に従って提供されても良い
。
【０００８】
網管理システムデータベース１３４は網接続を含むであろう通信リンク１３６を介してＷ
－ＤＳＬＡＭ１０２に接続される。データベース１３４はユーザ及びそのサービスに関す
る情報のみならず、無線ローカルループ装置１００及び網１０４の構成に関するデータも
保持する。データベース１３４はさらに、無線ローカルループ装置１００及び網１０４の
パフォーマンスを監視し、動的な応答を与えることにより、無線ローカルループ装置１０
０及び網１０４の適切な動作及び構成の確保に関するいくつかの能動的な管理機能を実行
する。
WO 9858456は、全体として、どのサービス及びどのアクセスチャネルが現在利用可能であ
るかに関する高速に変化する情報を報知する高速報知チャネル等のグローバル論理チャネ
ルを制御するための無線搬送局（ＲＣＳ:radio carrier station）を記述している。低速
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報知チャネルはＲＣＳに制御される別のグローバル論理チャネルである。低速報知チャネ
ルは低速で変化するシステム情報及び呼び出しメッセージを報知する。
EP 093564 A2は、全体として、多くの異なるネットワークが提供しなくてはならない様々
なサービスにアクセスするために、ユーザがこれらのネットワークに接続することを可能
とするための手法を記述する。ネットワークサーバプラットフォームはローカルアクセス
レベル及びコアネットワーク状のネットワーク要素を統合する。
WO 9524802は、全体として、異なる形式のトラフィックを交換する回線交換電話網を記述
する。通信リンクはユーザサイトを網に接続し、リンク上を伝送するため帯域管理手段が
異なる形式のトラフィックを多重化する。相補的な帯域マネジャがトラフィックを分配す
るように設けられる。帯域管理手段は異なる形式のトラフィックに対し、動的に帯域を割
り当てる。
【０００９】
（発明の概要）
それぞれが所与のユーザについて複数のセッションを処理可能な複数の終端ノードは、そ
のセッショントラフィックを１つの集約通信リンク(aggregate communication link)へま
とめることの可能な多重化装置ノードへ接続される。この接続は多重化装置ノードから複
数の終端ノードへの共用ポイントツーマルチポイント通信リンク上で形成される。共用通
信リンクへのユーザ及びセッションアクセスの規制は、セッションディスパッチャ機能に
よって達成される。この機能は、共用通信リンクへのセッショントラフィックアクセスを
規制するコマンドの受信に応じて動作する、各端末に対するディスパッチャを有している
。多重化装置ノードにおける、この機能に対するプロキシエージェントは、管理している
（ａ）どの終端ノード又は（ｂ）どのセッションが、共用通信リンクへのアクセス権を許
可されるべきかをコンフィグレーションデータに応じて決定し、決定に基づく割り当てを
行うため、ディスパッチャに対して必要なコマンドを発行する。
【００１０】
本発明の方法及び装置のより完全な理解は、以下の詳細な説明の欄を添付図面とともに参
照することによって得られるであろう。
【００１１】
（発明の詳細な説明）
図２に、本発明によるセッションディスパッチャ機能のブロック図を示す。多重化装置ノ
ード２００は複数の終端ノード２０２と複数の共用可能なポイントツーマルチポイント無
線リンク２０４（終端ノードと同数である必要はない）を介して相互接続されている。多
重化装置ノード２００は、複数のリンク２０４上を搬送される、終端ノード２０２セッシ
ョントラフィックを１つの集約リンク２０６へ多重化する。集約リンク２０６トラフィッ
クを複数の無線リンク２０４へ分配する逆の処理もまた実施される。終端ノード２０２の
各々もまた、通信リンク２１０を介して自らに接続される１つ又は複数の装置２０８のセ
ッショントラフィックを、多重化装置ノード２００との自分の無線リンク２０４接続へ多
重化してもよい。さらに、無線リンク２０４トラフィックを、終端ノード２０２とその装
置２０８を接続する複数の通信リンク２１０へ分配する逆処理も実施される。
【００１２】
セッションディスパッチャ機能は図１に示す無線ローカルループ装置のみならず、多重化
装置ノードと終端ノードが共用の、帯域制限された通信リンクを介して相互接続されるよ
うな他の装置においても用いることができる。従って、多重化装置ノード２００は、例え
ば図１に示されるものと同様の、無線ディジタル加入者回線アクセス多重化装置（Ｗ－Ｄ
ＳＬＡＭ又は”無線ヘッド”(radio head)又はアクセスルータ）モジュール１０２（ある
いは、必要なら無線終端ノード接続をサポートする従来のＤＳＬＡＭモジュール）であっ
てよい。
【００１３】
終端ノード２０２は例えば、図１に示されるような、ユーザ（又は加入者）宅、事務所、
会社又は他の設備に設けられ、複数のユーザに対する複数セッションをサポートする（約
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）３８４Ｋｂｐｓから（約）２Ｍｂｐｓのスループットを提供可能な１つ又は複数の網終
端（ＮＴ）ノード又はモジュール１１２であってよい。この点に関し、１つの２Ｍｂｐｓ
パスが、例えば、必要であれば複数のユーザ（例えばシミュレーション結果に基づく２５
ユーザ）によって共用されうるポイントツーマルチポイントパスを含み、このパスによっ
てさらに複数のユーザセッション通信をサポートしてもよいことが認識される。
【００１４】
代わりに、必要であれば、リンクが同様の方法で管理される共用有線リンクを有すること
も可能である。集約リンク２０６は例えば、図１に示したような、約４０．０Ｍｂｐｓの
総スループットを提供する高速無線リンク（集約パス）１０８（又は同等のスループット
の有線又は光ケーブルリンク）を含むことができる。装置２０８は例えば、コンピュータ
、電話機、家庭用電気機器、事務用機器及びマイコン制御の部品等、図１のユーザ装置１
１４を含みうる。通信リンク２１０は例えば、従来の電話リンクを含むことができ、好ま
しくは、ディジタル加入者回線（ＤＳＬ）技術又はケーブルモデムを通じて提供されるよ
うな、マルチセッションで、かつ進歩した加入者回線音声及びデータサービスをサポート
する。
【００１５】
本発明のセッションディスパッチャ機能は、多重化装置ノード２００に設けられたプロキ
シエージェント２２２と相互接続されるディスパッチャ２２０を各終端ノード２０２に有
し、この構成は各共用無線リンク２０４に設けられている。ディスパッチャ２２０はプロ
キシエージェント２２２コマンドに応じて、共用無線リンク２０４上で利用可能な帯域（
例えば、２Ｍｂｐｓ）の全部又は一部の消費（即ち、利用）を許されているユーザセッシ
ョンの存在及び数を制御する。
【００１６】
この点は、終端ノード２０２毎に１つ設けられ、ユーザ２４２の装置２０８について利用
可能にされている１つ又は複数のセッション２４０を制御するとともに、どのユーザ２４
２セッション２４０が共用ポイントツーマルチポイント無線リンク２０４への通信アクセ
スを与えられるかについて規制する複数のディスパッチャ２２０を示す図３を参照するこ
とにより、より理解されるであろう。この規制は、プロキシエージェント２２２の監督及
び制御の元で達成される。プロキシエージェント２２２は、セッション２４０情報を収集
するとともに、共用無線リンク２０４上で通信する権利を与えられた、複数のサポートさ
れるユーザ２４２のための１つ又は複数のセッションを処理するディスパッチャに命令す
るコマンドを送信するため、各ディスパッチャ２２０とハンドシェイク(shackhand)する
。各終端ノード２０２と多重化装置ノード２００との間の共用無線リンク２０４上の、論
理（又は物理）制御チャネル（模式的に点線で示す）は、このハンドシェイク処理をサポ
ートするために用いられ、これによってプロキシエージェント２２２は接続された／関連
するディスパッチャ２２０と通信可能となる。
【００１７】
セッションディスパッチャ機能の動作は、マルチユーザ、マルチセッショントラフィック
の典型的な処理の考察を通じてさらに理解が深まるであろう。ここで、ユーザ２４２（１
）及びユーザ２４２（２）が、各自の終端ノード２０２から多重化装置ノード２００への
同一の無線リンク２０４を共用しているものとする。多くの場合、多重セッション２４０
が各ユーザ２４２について要求する帯域は無線リンク２０４の帯域制限（例えば２Ｍｂｐ
ｓ）内に収まり、そのため各ユーザは全てのセッションとともに受け入れられる。
【００１８】
しかし、別の瞬間には、両ユーザの帯域要求の合計がリンクの帯域制限を越えることもあ
りうる。このような状態は、共用無線リンク２０４へのユーザ／セッションアクセスの統
括及び規制を行うための機能としてのセッションディスパッチャ機能の利点が最もよく理
解される。
【００１９】
多重化装置ノード２００は、そのプロキシエージェント２２２を通じて、ユーザ２４２と
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の相互接続のトポロジ構成（共用無線リンク２０４の帯域制限を含む）の知識のみならず
、各ユーザのサービスプロファイル及び、ユーザ及びそのセッション２４０の目下の通信
要求(communications needs)に関する情報を有している。この情報は網管理システムデー
タベース１３４から、及び必要に応じて終端ノード２０２から得ることができる。サービ
スプロファイルデータは、共用無線リンク２０４上の帯域について競合しているユーザ及
びセッションのどれについてアクセスを許可するべきか決定するため、ユーザ２４２及び
セッション２４０通信要求、及びトポロジ構成に関して評価される。この決定がなされる
と、プロキシエージェント２２２はハンドシェイク動作において各ディスパッチャ２２０
と通信し、各終端ノード２０２内のディスパッチャ２２０が共用無線リンク２０４へのユ
ーザ／セッションアクセスを制御するため（すなわち、適切な資源割り当てを行うため）
どのように動作すべきかを指示する。
【００２０】
一例として、ユーザ２４２（１）がユーザ２４２（２）よりも上位のサービスに加入して
いるとすると、共用無線リンク２０４の帯域制限がプロキシエージェントにアクセスを規
制／制限させるような状況において、ユーザ２４２（１）はユーザ２４２（２）より優先
される。このような制御を実施するため、ユーザ２４２（１）の終端ノード２０２とのハ
ンドシェイク動作は事実上ユーザ／セッションアクセスを許可し、一方で、全体として共
用無線リンク２０４が過負荷とならないように、ユーザ２４２（２）の終端ノード２０２
とのハンドシェイク動作はユーザ／セッションアクセスを拒否又は制限する。優先ユーザ
２４２（１）の要求が受け入れられると、その後、プロキシエージェントは、共用無線リ
ンク２０４上での通信権の割り当てを再構成してもよい。
【００２１】
この点に関し、セッションディスパッチャ機能の動作上の目標は、共用無線リンク上で利
用可能な限られた量の帯域をマルチユーザ及びそれらのマルチセッションの間で、複数の
要因（サービスプロファイルデータ、ユーザ及びセッションの通信要求及びトポロジ構成
情報等）の評価を通じて決定された割り当てに従って、選択的に分割することと見ること
ができる。
【００２２】
極端な場合、プロキシエージェントは一時に、またサービスプロファイルデータ、ユーザ
２４２及びセッション２４０通信要求及びトポロジ構成情報を考慮して、一時的にユーザ
及びそのセッショントラフィックが共用無線リンク２０４へのアクセス権を持つことを事
実上阻止することもできる。このシナリオでは、共用無線リンク２０４の全利用可能帯域
が、実質的に１ユーザに割り当てられることもありうる。
【００２３】
他の例として、それぞれがマルチセッションを有するマルチユーザを再度考える。ただし
、セッションが時間依存(time sensitive)の配信要求を有する通信を含むものとする。ユ
ーザ数が増えるにつれ、セッション数も増加し、あるいは１つ又は複数のセッションに対
する帯域要求が増加し、プロキシエージェントが積極的に介入して共用無線リンク２０４
へのアクセス権を規制（即ち、再構成）する必要が出てくる。この場合、サービスプロフ
ァイルデータ及びトポロジ構成情報が考慮されるとともに、ユーザ及びセッション通信要
求の時間依存性についていくらかの優先度が与えられる。リンクへのユーザ及びセッショ
ンアクセス規制において、プロキシエージェントは、ディスパッチャに対し、共用無線リ
ンクの負荷が減少するまでの間、（通話のような）時間依存の通信に関与するセッション
には優先度を付与し、時間に依存しないセッション通信アクセスを制限するよう指示する
。
【００２４】
セッションディスパッチャ機能の動作を説明するフローチャートを示す図４を参照する。
ステップ４０２において、多重化装置ノード２００は、網管理システムデータベース１３
４から、それが特定のアクセス網部の一部であること、及び特定の総帯域を有する特定の
ブランチ上に存在することを判定する（即ち、相互接続のトポロジが、これら相互接続の
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帯域制限とともに認識される）。多重化装置ノード２００はさらに、多重化装置ノード２
００の自己設定記述(self-configuration specification)、多重化装置ノード２００の各
々に割り当てられている加入者ＩＤ及びフォールバック資源アルゴリズムを表すプログラ
ムシーケンスに関するプロキシエージェント２２２データを、網管理システムデータベー
ス１３４からダウンロードする。この情報は、各ノード２００を通じてどの加入者をサポ
ートするかを正しく特定し、かつ必要に応じた資源のアルゴリズム的実現（以下に詳細を
説明する）を可能とするための、システム開始時の設定(start-up configuration)に有用
である。
【００２５】
多重化装置ノード２００はさらに網管理システムデータベース１３４から、各ユーザ２４
２に対するサービスプロファイルを取得する（このようなプロファイルの各々は、終端ノ
ード２０２に関連することが理解される）。続いて、本発明を伴う資源割り当てが、例え
ば、適切に構成されたラベル配布プロトコル（ＬＤＰ）のようなマルチプロトコルラベル
スイッチング（ＭＰＬＳ）手法を用いて、好ましくは実行される。従って、ステップ４０
２の決定は、少なくともＬＤＰディスカバリ機構に従うラベルスイッチングルータ（ＬＳ
Ｒ）の初期ディスカバリとともに実行される。そして、多重化装置ノード２００はステッ
プ４０４及び４０６において、集約側（即ち、集約リンク２０６上の通信に関する側）及
び分配側（即ち、１つ又は複数の共用無線リンク２０４に関する側）の両方で、専用の試
験仮想回路（ＶＣ）上のテストパターンを送信することにより、それぞれ連続性試験(con
tinuity test)を実行する。
【００２６】
そして、ステップ４０８において、多重化装置ノード２００により、集約側及び分配側の
両方で利用可能な資源は何かに関して決定がなされる。資源形式は一般に帯域の利用可能
度及び／又は要求度、エンドツーエンドパケット遅延、ジッタ、損失及びスループット利
用率(throughput utilization)等のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを含む。一般的に
言って、この動作はトポロジデータ及び継続性試験から、どのような通信システムが物理
的にサポート可能であるのかを特定するものである。ステップ４０８で判定された、利用
可能な資源は、ステップ４１２において、拡張ＬＤＰ手順及び、適切なＬＳＰに接続され
るようになった関連ノード間で伝播されたメッセージを用いて割り当てされる。
【００２７】
セッションディスパッチャ機能に関して、プロキシエージェント２２２は、どのユーザ２
４２がサービスを必要としているか、サポートされる複数のユーザのためのセッション２
４０におけるどの１つ又は複数が共用無線リンク２０４上の通信権を許可されるべきかを
決定する。そして、プロキシエージェント２２２とディスパッチャ２２０との間で、決定
された割り当てに基づく共用無線リンク２０４へのマルチユーザ、マルチセッションアク
セスを許可するための資源割り当てコマンドを通信するためのハンドシェイク処理が実行
される。
【００２８】
ステップ４１２においては、さらに網管理システムデータベース１３４による資源監視が
、適切なＬＤＰ制御とともに、好ましくはバックグラウンドプロセスとして維持される。
（判定ブロック４１４で判定されるように）いずれかのＬＳＰにおいて異常状態が検出さ
れた場合、好ましくはステップ４２４において、同じ多重化装置ノード内の冗長性を用い
ることにより、あるいは別の１つ又は複数の多重化装置ノードを合わせて用いることによ
り、異常状態の検出されたＬＳＰは複製される。複製パスを決定するために、さらなるト
ポロジ的結合(topological combination)を用いても良い。複製されたＬＳＰが設置され
ると、正常な劣化を伴って切替が実行される。換言すれば、異常セッションは複製ＬＳＰ
が設けられ、異常ＬＳＰをステップ４２６で置き換える間維持され続ける。
【００２９】
その後、新しく設定されたＬＳＰパスを用いて、ステップ４１２で説明したようにして資
源が割り当てされる。これらの割り当てを実行するため、再度、適切なハンドシェイクが
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実施されるであろう。一方、どのＬＳＰも異常がなければ、本発明の資源割り当て方法は
ステップ４１６における資源利用率カウンタの監視へ移行する。資源利用率カウンタは、
分配側（即ち、無線リンク２０４）上のスループットが少なくともダウンロードされたユ
ーザのサービス加入プロファイル及び他の関連する性能基準に実質的に合致しているかを
確認するため、多重化装置ノード（及びそのプロキシエージェント）に付随することが好
ましい。
【００３０】
利用率カウンタの監視に基づいて、判定ブロック４１８において、多重化装置ノード及び
終端ノード間の接続パスをトポロジ的に再配置する必要があるか否かを確認するための決
定がなされる。もし再配置が必要であれば、代わりのトポロジが網管理システムデータベ
ース１３４において計算され、ステップ４１２でなされるように、資源割り当て及び管理
が再度決定される。そして、そのような再配置を実現するためのハンドシェイク動作が、
無線リンク２０４に対する共用マルチユーザ、マルチセッションアクセスを設定するため
に実施される。トポロジ的な再配置が不要であれば、設置されたＬＳＰ上の資源割り当て
セッションは完了まで一時される（ステップ４２０）。
【００３１】
本発明の方法及び装置の好ましい実施形態を添付図面に図示し、また上述の詳細な説明に
おいて説明してきたが、本発明は開示された実施形態に限定されず、請求項に説明及び規
定されるように、本発明の精神を逸脱することなく多くの再構成、変更及び置換が可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ツリー状構成の無線ディジタル加入者回線アクセス多重化装置（Ｗ－ＤＳＬＡ
Ｍ）モジュールを用いる無線ローカルループ装置の機能ブロック図を示す図である。
【図２】　図１の装置に用いられるセッションディスパッチャ機能のブロック図である。
【図３】　帯域制限された通信リンクへのマルチセッション、マルチユーザアクセスを制
御することを目的として、複数のディスパッチャが１つのプロキシエージェントに接続さ
れる論理構成を表す図である。
【図４】　セッションディスパッチャ機能を用いた資源割り当て手順を説明するフローチ
ャートである。
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