
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信元から 受信先へパケットが伝送される
基地局と該基地局配下の移動局との間でパケットを伝送するパケット伝送方法
　伝送対象のパケットのサイズを認識
　前記認識したパケットのサイズ に応じて、前記基地
局と移動局との間の伝送速度を決定
　前記決定した伝送速度に基づいて、前記基地局と移動局との間に無線リソースを割り当
て
　前記割り当てた無線リソースを用いて前記基地局と移動局との間でパケットを伝送する

ようにしたパケット伝送方法。
【請求項２】
　 送信元 移動局 請求項１に記載のパケット伝送方法。
　パケット伝送方法。
【請求項３】
　 受信先 移動局 請求項１に記載のパケット伝送方法。
【請求項４】
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基地局を介して 移動通信システムにおいて、
であって、

するステップと、
及び無線区間に要求される伝送時間

するステップと、

るステップと、

するステップと、
　を有し、前記無線区間に要求される伝送時間は、前記送信元及び前記受信先間に要求さ
れる伝送時間と、前記移動局の通信相手及び前記基地局間の伝送時間との差で算出される

前記 が である

前記 が である



　送信元 受信先 配下の移動局との間でパケットを伝送する基地局

　伝送対象のパケットのサイズを認識するパケットサイズ認識手段と、
　前記パケットサイズ認識手段により認識されたパケットのサイズ

に応じて、 と移動局との間の伝送速度を決定する伝送速度決定手
段と、
　前記伝送速度決定手段により決定された伝送速度に基づいて、前記移動局との間に無線
リソースを割り当てる無線リソース割当手段と、
　前記無線リソース割当手段により割り当てられた無線リソースを用いて、前記移動局と
の間でパケットを伝送するパケット伝送手段と、
　を備

基地局。
【請求項５】
　 送信元 移動局 請求項 に記載の基地局。
【請求項６】
　 受信元 移動局 請求項 に記載の基地局。
【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
【０００２】
　本発明は、送信元から受信先へパケットが伝送される際に、基地局と該基地局配下の移
動局との間でパケットを伝送するパケット伝送方法、及び、該パケット伝送方法が適用さ
れる基地局及び移動局に関する。
【従来の技術】
【０００３】
　近年のマルチメディアサービスの進展により、従来の音声通信に加え、画像等の非音声
通信が行われるようになっている。この非音声通信において伝送されるパケットのサイズ
は、当該パケットの処理に利用されるアプリケーションやパケットの種別（例えば制御パ
ケットや情報パケット等の種別）によって異なることが多い。具体的には、パケットのサ
イズの分布は、制御パケットの数バイトからＭＴＵ（ Maximum Transfer Unit ）で定めら
れている１５００バイトまで様々である。
【０００４】
　このように伝送されるパケットのサイズは、様々であるが、これらサイズの異なるパケ
ットを送信元から受信先まで伝送する際に、伝送時間のばらつきを小さくしたいという要
求が存在する。
【０００５】
　例えば、送信元から伝送される動画データを受信先においてストリーム再生する場合を
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及び の間に介在し、 であ
って、

及び無線区間に要求さ
れる伝送時間 当該基地局

え、前記無線区間に要求される伝送時間は、前記送信元及び前記受信先間に要求さ
れる伝送時間と、前記移動局の通信相手及び当該基地局間の伝送時間との差で算出される
ことを特徴とする

前記 が である ４

前記 が である ４

送信元から基地局を介して受信先へパケットが伝送される移動通信システムであって、
　伝送対象のパケットのサイズを認識するパケットサイズ認識手段と、
　前記パケットサイズ認識手段により認識されたパケットのサイズ及び無線区間に要求さ
れる伝送時間に応じて、自局と移動局との間の伝送速度を決定する伝送速度決定手段と、
　前記伝送速度決定手段により決定された伝送速度に基づいて、前記移動局との間に無線
リソースを割り当てる無線リソース割当手段と、
　前記無線リソース割当手段により割り当てられた無線リソースを用いて、前記移動局と
の間でパケットを伝送するパケット伝送手段と、
　を備え、前記無線区間に要求される伝送時間は、前記送信元及び前記受信先間に要求さ
れる伝送時間と、前記移動局の通信相手及び当該基地局間の伝送時間との差で算出される
ことを特徴とする移動通信システム。



考える。このような場合、動画データを含むパケットのサイズは、映像の変化量等に応じ
て変動するが、受信先において滑らかな再生を行うためには、サイズの異なるパケットを
送信元から受信先まで伝送する際に、伝送時間のばらつきを小さくする必要がある。
【０００６】
　また、従来は、送信元から受信先まで複数のネットワークを跨ったシステムにおいて、
その送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンドエンドの伝送品質を満たしたいとい
う要求が存在する。
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来は、サイズの異なるパケットを送信元から受信先まで伝送する際に
、伝送時間のばらつきを小さくすることが困難であった。
【０００８】
　例えば、特願平１１－１８３３２５号公報に記載された「通信装置、通信方法、記憶媒
体及び通信システム」では、滞留データ量の少ないバッファ内のパケットを低速で伝送し
、滞留データ量の多いバッファ内のパケットを高速で伝送することで、伝送速度を可変に
する、即ち、パケットを伝送する際の伝送時間を調整する。
【０００９】
　しかし、滞留データ量の少ないバッファにサイズの大きいパケットが蓄積されている場
合、そのパケットは低速で伝送されることになる一方、滞留データ量の多いバッファにサ
イズの小さいパケットが蓄積されている場合、そのパケットは高速で伝送されることにな
り、伝送時間のばらつきが大きくなってしまう。
【００１０】
　また、従来は、複数のネットワークを跨ったシステムにおいて、各ネットワーク毎に、
所定の優先度に応じて伝送レートが決定されるため、送信元から受信先までの伝送品質、
即ち、エンドエンドの伝送品質が要求されていたとしても、その伝送品質が満たされない
場合が多い。
【００１１】
　本発明は、上記問題点を解決するものであり、その目的は、サイズの異なるパケットを
送信元から受信先まで伝送する際に、伝送時間のばらつきを小さくするとともに、送信元
から受信先までの伝送品質を保証することが可能なパケット伝送方法、基地局及び移動局
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するため、本発明 送信元から受信先へパケットが
伝送される際に、基地局と該基地局配下の移動局との間でパケットを伝送するパケット伝
送方法において、伝送対象のパケットのサイズを認識し、前記認識したパケットのサイズ
に応じて、前記基地局と移動局との間の伝送速度を決定し、前記決定した伝送速度に基づ
いて、前記基地局と移動局との間に無線リソースを割り当て、前記割り当てた無線リソー
スを用いて前記基地局と移動局との間でパケットを伝送するようにした。
【００１３】
　このようなパケット伝送方法では、伝送対象のパケットのサイズに応じて、基地局と移
動局との間の伝送速度が決定されるため、パケットのサイズが大きくなるにつれて伝送速
度が大きくなるように決定すれば、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきを小さく
することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、送信元である移動局
からのパケットを受信先へ伝送する場合に、伝送対象のパケットのサイズと、前記基地局
の上位のネットワークにおける伝送状況とに応じて、前記送信元である移動局から受信先
までの伝送条件を満たすように伝送速度を決定するようにした。
【００１５】
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の一形態によれば、

の一形態によれば、



　この場合には、伝送対象のパケットのサイズのみならず、基地局の上位のネットワーク
における伝送状況をも考慮して、送信元である移動局から受信先までの伝送条件を満たす
ように伝送速度が決定されるため、より確実に送信元から受信先までの伝送時間のばらつ
きを小さくすることが可能となる。また、送信元の移動局から受信先までの伝送条件を満
たすように伝送速度が決定されるため、送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンド
エンドの伝送品質が要求されている場合に、その要求を満たすことが可能となる。
【００１６】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、前記送信元である移
動局から受信先までの伝送条件は、該送信元である移動局から受信先へのパケットの伝送
時間であるようにした。
【００１７】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、送信元からのパケッ
トを受信先である移動局へ伝送する場合に、伝送対象のパケットのサイズに応じて、前記
基地局と移動局との間の伝送条件を満たすように伝送速度を決定するようにした。
【００１８】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、前記基地局と移動局
との間の伝送条件は、該基地局から移動局へのパケットの伝送時間であるようにした。
【００１９】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、送信元からのパケッ
トを受信先である移動局へ伝送する場合に、伝送対象のパケットのサイズに応じて、前記
送信元と受信先である移動局との間の伝送条件を満たすように伝送速度を決定するように
した。
【００２０】
　この場合には、送信元から受信先の移動局までの伝送条件を満たすように伝送速度が決
定されるため、送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンドエンドの伝送品質が要求
されている場合に、その要求を満たすことが可能となる。
【００２１】
　また、本発明 前記パケット伝送方法において、前記送信元と受信先
である移動局との間の伝送条件は、当該送信元から受信先である移動局へのパケットの伝
送時間であるようにした。
【００２２】
　また、上記の目的を達成するため、本発明 送信元から受信先へパケ
ットが伝送される際に、配下の移動局との間でパケットを伝送する基地局において、伝送
対象のパケットのサイズを認識するパケットサイズ認識手段と、前記パケットサイズ認識
手段により認識されたパケットのサイズに応じて、自局と移動局との間の伝送速度を決定
する伝送速度決定手段と、前記伝送速度決定手段により決定された伝送速度に基づいて、
前期移動局との間に無線リソースを割り当てる無線リソース割当手段と、前記無線リソー
ス割当手段により割り当てられた無線リソースを用いて、前記移動局との間でパケットを
伝送するパケット伝送手段とを備える。
【００２３】
　このような基地局では、伝送対象のパケットのサイズに応じて、基地局と移動局との間
の伝送速度が決定されるため、パケットのサイズが大きくなるにつれて伝送速度が大きく
なるように決定すれば、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきを小さくすることが
可能となる。
【００２４】
　また、本発明 前記基地局において、前記伝送速度決定手段は、送信
元である移動局からのパケットが受信先へ伝送される場合に、伝送対象のパケットのサイ
ズと、自局の上位のネットワークにおける伝送状況とに応じて、前記送信元である移動局
から受信先までの伝送条件を満たすように伝送速度を決定するようにした。
【００２５】
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　この場合には、伝送対象のパケットのサイズのみならず、基地局の上位のネットワーク
における伝送状況をも考慮して、送信元である移動局から受信先までの伝送条件を満たす
ように伝送速度が決定されるため、より確実に送信元から受信先までの伝送時間のばらつ
きを小さくすることが可能となる。また、送信元の移動局から受信先までの伝送条件を満
たすように伝送速度が決定されるため、送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンド
エンドの伝送品質が要求されている場合に、その要求を満たすことが可能となる。
【００２６】
　また、本発明 前記基地局において、前記送信元である移動局から通
知される該送信元である移動局から受信先までの伝送条件を取得する第１の伝送条件取得
手段を備える。
【００２７】
　また、本発明 前記基地局において、前記送信元である移動局から受
信先までの伝送条件は、該送信元である移動局から受信先へのパケットの伝送時間である
ようにした。
【００２８】
　また、本発明 前記基地局において、前記伝送速度決定手段は、送信
元からのパケットが受信先である移動局へ伝送される場合に、伝送対象のパケットのサイ
ズに応じて、自局と移動局との間の伝送条件を満たすように伝送速度を決定するようにし
た。
【００２９】
　また、本発明 前記基地局において、前記上位のネットワークから通
知される自局と移動局との間の伝送条件を取得する第２の伝送条件取得手段を備える。
【００３０】
　また、本発明 前記基地局において、前記自局と移動局との間の伝送
条件は、自局から受信先である移動局へのパケットの伝送時間であるようにした。
【００３１】
　また、本発明 前記基地局において、前記伝送速度決定手段は、送信
元からのパケットが受信先である移動局へ伝送される場合に、伝送対象のパケットのサイ
ズに応じて、前記送信元と受信先である移動局との間の伝送条件を満たすように伝送速度
を決定するようにした。
【００３２】
　この場合には、送信元から受信先の移動局までの伝送条件を満たすように伝送速度が決
定されるため、送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンドエンドの伝送品質が要求
されている場合に、その要求を満たすことが可能となる。
【００３３】
　また、本発明 前記基地局において、前記上位のネットワークから通
知される前記送信元と受信先である移動局との間の伝送条件を取得する第３の伝送条件取
得手段を備える。
【００３４】
　また、本発明 前記基地局において、前記送信元と受信先である移動
局との間の伝送条件は、当該送信元から受信先である移動局へのパケットの伝送時間であ
るようにした。
【００３５】
　また、上記の目的を達成するため、本発明 送信元から受信先へパケ
ットが伝送される際に、基地局との間でパケットを伝送する移動局において、伝送対象の
パケットのサイズを認識するパケットサイズ認識手段と、前記パケットサイズ認識手段に
より認識されたパケットのサイズに応じて、自局と基地局との間の伝送速度を決定する伝
送速度決定手段と、前記伝送速度決定手段により決定された伝送速度を前記基地局へ通知
する伝送速度通知手段と、前記基地局において前記通知された伝送速度に基づいて割り当
てられる無線リソースを用いて、前記移動局との間でパケットを伝送するパケット伝送手
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段とを備える。
【００３６】
　このような移動局では、伝送対象のパケットのサイズに応じて、基地局と移動局との間
の伝送速度が決定されるため、パケットのサイズが大きくなるにつれて伝送速度が大きく
なるように決定すれば、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきを小さくすることが
可能となる。
【００３７】
　また、本発明 送信元から受信先へパケットが伝送される際に、基地
局との間でパケットを伝送する移動局において、伝送対象のパケットのサイズを認識する
パケットサイズ認識手段と、前記パケットサイズ認識手段により認識されたパケットのサ
イズを前記基地局へ通知するパケットサイズ通知手段と、前記基地局において、前記パケ
ットサイズに応じて決定された伝送速度に基づいて割り当てられる無線リソースを用いて
、前記移動局との間でパケットを伝送するパケット伝送手段とを備える。
【００３８】
　この場合には、基地局において、伝送対象のパケットのサイズに応じて、当該基地局と
移動局との間の伝送速度が決定されるため、パケットのサイズに比例するように伝送速度
が決定されるようにすれば、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきを小さくするこ
とが可能となる。
【００３９】
　また、本発明 前記移動局において、送信元である自局からのパケッ
トが受信先へ伝送される場合に、前記送信元である自局から受信先までの伝送条件を前記
基地局へ通知する伝送条件通知手段を備え、前記基地局において、前記送信元である自局
から受信先までの伝送条件を満たすように伝送速度が決定されるようにした。
【００４０】
　また、本発明 前記移動局において、前記送信元である自局から受信
先までの伝送条件は、該送信元である自局から受信先へのパケットの伝送時間であるよう
にした。
【発明の実施の形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明が適用される移
動通信システムの構成例を示す図である。同図に示す移動通信システム１００は、移動局
としての移動端末１１０、基地局１２０、無線制御装置（ＲＮＣ）１３０、通信網１４０
、通信装置１５０により構成される。
【００４２】
　この移動通信システム１００においては、移動端末１１０と通信装置１５０との間でパ
ケット伝送が行われる際、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきが小さくなるよう
に、移動端末１１０と基地局１２０との間でパケット伝送が行われる。
【００４３】
　まず、伝送対象のパケットのサイズのみに基づいて、移動端末１１０と基地局１２０と
の間の伝送速度（伝送レート）が決定される第１実施例について説明する。
【００４４】
　図２は、第１実施例の予約型アクセス方式における移動端末１１０の構成例を示す図で
ある。同図に示すように、予約型アクセス方式における移動端末１１０は、パケットサイ
ズ認識部２０２、符号化回路２０４、変調回路２０６、サーキュレータ２０８、復調回路
２１０、信号分離回路２１２、復号回路２１４を備える。
【００４５】
　また、図３は、第１実施例の予約型アクセス方式における基地局１２０の構成例を示す
図である。同図に示すように、予約型アクセス方式における基地局１２０は、サーキュレ
ータ３０２、復調回路３０４、信号分離回路３０６、復号回路３０８、伝送レート算出決
定回路３１０、変調方式・無線リソース決定回路３１２、通知情報制御回路３１４、符号
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化回路３１６、信号多重回路３１８、変調回路３２０を備える。
【００４６】
　予約型アクセス方式において、移動端末１１０から通信装置１５０へパケットが伝送さ
れる場合、移動端末１１０は、その伝送対象のパケットのサイズと伝送要求とを基地局１
２０へ送信する。
【００４７】
　具体的には、図２に示す移動端末１１０内のパケットサイズ認識部２０２は、伝送対象
のパケットのサイズを認識する。このパケットサイズは、伝送要求とともに、符号化回路
２０４、変調回路２０６及びサーキュレータ２０８を介して基地局１２０へ送信される。
【００４８】
　移動端末１１０から送信されたパケットサイズ及び伝送要求は、図３に示す基地局１２
０内のサーキュレータ３０２、復調回路３０４及び信号分離回路３０６を介して伝送レー
ト算出決定回路３１０へ入力される。
【００４９】
　伝送レート算出決定回路３１０は、入力されたパケットサイズに基づいて、移動端末１
１０と基地局１２０との間の伝送レートを決定する。具体的には、伝送レート算出決定回
路３１０は、図４に示すように、パケットのサイズが大きくなるにつれて伝送レートが大
きくなるように、当該伝送レートを決定する。
【００５０】
　変調方式・無線リソース決定回路３１２は、伝送レート算出決定回路３１０により決定
された伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する。具体的には、変調方
式・無線リソース決定回路３１２は、送信電力等の変調方式を決定するとともに、多重化
の際にＣＤＭＡ方式が採用される場合には、決定された伝送レートに応じて、無線リソー
スである拡散コードを決定する。また、変調方式・無線リソース決定回路３１２は、多重
化の際にＴＤＭＡ方式が採用される場合には、決定された伝送レートに応じて、無線リソ
ースであるタイムスロットを決定し、多重化の際にＦＤＭＡ方式が採用される場合には、
決定された伝送レートに応じて、無線リソースである周波数帯域を決定する。
【００５１】
　決定された無線リソース及び変調方式に関する情報は、通知情報制御回路３１４、信号
多重回路３１８、変調回路３２０及びサーキュレータ３０２を介して移動端末１１０へ送
信される。
【００５２】
　移動端末１１０においては、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方
式に関する情報が、サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介
して符号化回路２０４へ入力される。以降、伝送対象のパケットは、基地局１２０によっ
て決定された無線リソース及び変調方式に応じて、変調回路２０６において、変調され、
サーキュレータ２０８を介して基地局１２０へ伝送される。
【００５３】
　移動端末１１０から送信された伝送対象のパケットは、図４に示す基地局１２０内のサ
ーキュレータ３０２、復調回路３０４及び信号分離回路３０６を介して復号回路３０８へ
入力される。復号回路３０８は、入力される伝送対象のパケットの復号を行う。復号され
た伝送対象のパケットは、上り情報としてＲＮＣ１３０及び通信網１４０を介して受信先
の通信装置１５０へ伝送される。
【００５４】
　図５は、第１実施例の予約型アクセス方式において、移動端末１１０から通信装置１５
０へパケットが伝送される場合における移動端末１１０及び基地局１２０の動作を示すシ
ーケンス図である。
【００５５】
　移動端末１１０は、伝送対象のパケットのサイズを認識する（ステップ１０１）。次に
、移動端末１１０は、このパケットサイズと伝送要求とを基地局１２０へ送信する（ステ
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ップ１０２）。
【００５６】
　基地局１２０は、移動端末１１０からのパケットサイズと伝送要求とを受信すると、パ
ケットサイズに基づいて、移動端末１１０と基地局１２０との間の伝送レートを決定する
（ステップ１０３）。次に、基地局１２０は、決定した伝送レートに応じて、無線リソー
ス及び変調方式を決定し（ステップ１０４）、これら無線リソース及び変調方式に関する
情報を移動端末１１０へ送信する（ステップ１０５）。
【００５７】
　移動端末１１０は、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方式に応じ
て、伝送対象のパケットを基地局１２０へ伝送する（ステップ１０６）。
【００５８】
　基地局１２０は、移動端末１１０からのパケットを、ＲＮＣ１３０及び通信網１４０を
介して受信先の通信装置１５０へ伝送する（ステップ１０７）。
【００５９】
　図６は、第１実施例の非予約型アクセス方式における移動端末１１０の構成例を示す図
である。同図に示すように、非予約型アクセス方式における移動端末１１０は、符号化回
路４０２、信号多重回路４０４、変調回路４０６、伝送レート算出決定回路４０８、変調
方式・無線リソース決定回路４１０、通知情報制御回路４１２、サーキュレータ４１４、
復調回路４１６、信号分離回路４１８、復号回路４２０を備える。
【００６０】
　また、図７は、第１実施例の非予約型アクセス方式における基地局１２０の構成例を示
す図である。同図に示すように、予約型アクセス方式における基地局１２０は、サーキュ
レータ５０２、復調回路５０４、信号分離回路５０６、復号回路５０８、伝送レート算出
決定回路５１０、変調方式・無線リソース決定回路５１２、通知情報制御回路５１４、符
号化回路５１６、信号多重回路５１８、変調回路５２０を備える。
【００６１】
　非予約型アクセス方式において、移動端末１１０から通信装置１５０へパケットが伝送
される場合、図６に示す移動端末１１０内の伝送レート算出決定回路４０８は、伝送対象
のパケットのサイズを認識する。
【００６２】
　変調方式・無線リソース決定回路４１０は、伝送レート算出決定回路４０８により決定
された伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する。具体的には、変調方
式・無線リソース決定回路４１０は、送信電力等の変調方式を決定するとともに、多重化
の際にＣＤＭＡ方式が採用される場合には、決定された伝送レートに応じて、無線リソー
スである拡散コードを決定する。また、変調方式・無線リソース決定回路４１０は、多重
化の際にＴＤＭＡ方式が採用される場合には、決定された伝送レートに応じて、無線リソ
ースであるタイムスロットを決定し、多重化の際にＦＤＭＡ方式が採用される場合には、
決定された伝送レートに応じて、無線リソースである周波数帯域を決定する。
【００６３】
　決定された無線リソース及び変調方式に関する情報は、通知情報制御回路４１２を介し
て信号多重回路 へ入力される。信号多重回路 は、伝送対象のパケットのヘッ
ダに、変調方式・無線リソース決定回路４１０によって決定された無線リソース及び変調
方式に関する情報を付加する。変調回路４０６は、変調方式・無線リソース決定回路４１
０によって決定された無線リソース及び変調方式に応じて、ヘッダが付加された伝送対象
のパケットを変調し、サーキュレータ４１４を介して基地局１２０へ伝送する。
【００６４】
　移動端末１１０から送信された伝送対象のパケットは、図７に示す基地局１２０内のサ
ーキュレータ５０２及び復調回路５０４を介して、信号分離回路５０６へ入力される。
【００６５】
　信号分離回路５０６は、入力されるパケットのヘッダに付加されている無線リソース及
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び変調方式に関する情報を分離する。復号回路５０８は、信号分離回路５０６によって分
離された無線リソース及び変調方式に関する情報に基づいて、復号を行う。復号された信
号は、上り情報としてＲＮＣ１３０及び通信網１４０を介して受信先の通信装置１５０へ
伝送される。
【００６６】
　図８は、第１実施例の非予約型アクセス方式において、移動端末１１０から通信装置１
５０へパケットが伝送される場合における移動端末１１０及び基地局１２０の動作を示す
シーケンス図である。
【００６７】
　移動端末１１０は、伝送対象のパケットのサイズを認識し（ステップ２０１）、この認
識したパケットのサイズに応じて、伝送レートを決定する（ステップ２０２）。次に、移
動端末１１０は、決定した伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する（
ステップ２０３）。
【００６８】
　無線リソース及び変調方式の決定後、移動端末１１０は、伝送対象のパケットのヘッダ
に、この決定した無線リソース及び変調方式に関する情報を付加した上で、当該伝送対象
のパケットを基地局１２０へ伝送する（ステップ２０４）。
【００６９】
　基地局１２０は、移動端末１１０からのパケットを当該パケットのヘッダに付加された
無線リソース及び変調方式に関する情報に基づいて復号し、ＲＮＣ１３０及び通信網１４
０を介して受信先の通信装置１５０へ伝送する（ステップ２０５）。
【００７０】
　次に、第１実施例において、通信装置１５０から移動端末１１０へパケットが伝送され
る場合について説明する。通信装置１５０から移動端末１１０へパケットが伝送される場
合は、移動端末１１０が図２及び図６の何れの構成を有する場合も同様の処理となり、基
地局１２０が図３および図７の何れの構成を有する場合も同様の処理となる。ここでは、
移動端末１１０が図２の構成を有し、基地局１２０が図３に示す構成を有する場合を例に
説明する。
【００７１】
　基地局１２０内の符号化回路３１６には、通信装置１５０からの伝送対象のパケットが
通信網１４０及びＲＮＣ１３０を介して入力される。
【００７２】
　また、伝送レート算出決定回路３１０には、通信装置１５０から通信網１４０及びＲＮ
Ｃ１５０を介して伝送対象のパケットのサイズが入力される。伝送レート算出決定回路３
１０は、これにより伝送対象のパケットのサイズを認識し、当該パケットのサイズに応じ
て、伝送レートを決定する。
【００７３】
　変調方式・無線リソース決定回路３１２は、伝送レート算出決定回路３１０により決定
された伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する。決定された無線リソ
ース及び変調方式に関する情報は、通知情報制御回路３１４、信号多重回路３１８、変調
回路３２０及びサーキュレータ３０２を介して移動端末１１０へ送信される。
【００７４】
　その後、伝送対象のパケットは、伝送レート算出決定回路３１０から変調方式・無線リ
ソース決定回路３１２、通知情報制御回路３１４及び信号多重回路３１８を介して変調回
路３２０に入力される。変調回路３２０は、決定された変調方式に応じて、伝送対象のパ
ケットを変調し、サーキュレータ３０２を介して移動端末１１０へ伝送する。
【００７５】
　移動端末１１０においては、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方
式に関する情報が、サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介
して復号回路２１４へ入力される。以降、基地局から伝送される伝送対象のパケットは、
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サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介して復号回路２１４
へ入力される。復号回路２１４は、入力された無線リソース及び変調方式に関する情報に
応じて、入力される伝送対象のパケットの復号を行う。
【００７６】
　図９は、第１実施例において、通信装置１５０から移動端末１１０へパケットが伝送さ
れる場合における移動端末１１０及び基地局１２０の動作を示すシーケンス図である。
【００７７】
　基地局１２０は、通信装置１５０から通信網１４０及びＲＮＣ１３０を介して伝送され
る伝送対象のパケットのサイズを認識し（ステップ３０１）、この認識したパケットのサ
イズに応じて、伝送レートを決定する（ステップ３０２）。次に、基地局１２０は、決定
した伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する（ステップ３０３）。
【００７８】
　次に、基地局１２０は、決定した無線リソース及び変調方式に関する情報を移動端末１
１０へ送信する。移動端末１１０は、これら無線リソース及び変調方式に関する情報を受
信する（ステップ３０４）。
【００７９】
　その後、基地局１２０は、伝送対象のパケットを移動端末１１０へ伝送する。移動端末
１１０は、伝送対象のパケットを受信し、ステップ３０４において受信した無線リソース
及び変調方式に関する情報に応じて、入力される伝送対象のパケットの復号を行う（ステ
ップ３０５）。
【００８０】
　次に、伝送対象のパケットのサイズと送信元から要求される伝送条件に基づいて、当該
伝送条件を満たすように移動端末１１０と基地局１２０との間の伝送レートが決定される
第２実施例について説明する。
【００８１】
　本実施例において、移動端末１１０は、図２に示す構成を有する。一方、基地局１２０
は、図１０に示す構成を有する。同図に示すように、基地局１２０は、サーキュレータ６
０２、復調回路６０４、信号分離回路６０６、復号回路６０８、伝送レート算出決定回路
６１０、変調方式・無線リソース決定回路６１２、通知情報制御回路６１４、符号化回路
６１６、信号多重回路６１８、変調回路６２０、無線区間伝送要求取得回路６２２を備え
る。
【００８２】
　移動端末１１０から通信装置１５０へパケットが伝送される場合、移動端末１１０は、
その伝送対象のパケットのサイズと伝送要求とを基地局１２０へ送信する。
【００８３】
　具体的には、図２に示す移動端末１１０内のパケットサイズ認識部２０２は、伝送対象
のパケットのサイズを認識する。このパケットサイズは、伝送要求とともに、符号化回路
２０４、変調回路２０６及びサーキュレータ２０８を介して基地局１２０へ送信される。
また、伝送要求には、伝送条件として、送信元である移動端末１１０から受信先である通
信装置１５０へのパケットの伝送時間が含まれている。この伝送時間は、例えば伝送対象
の情報の種別に応じて定められる。
【００８４】
　移動端末１１０から送信されたパケットサイズ及び伝送要求は、図１０に示す基地局１
２０内のサーキュレータ６０２、復調回路６０４及び信号分離回路６０６を介して伝送レ
ート算出決定回路６１０へ入力される。伝送レート算出決定回路６１０は、入力された伝
送要求を無線区間伝送要求取得回路６２２へ出力する。
【００８５】
　無線区間伝送要求取得回路６２２は、上位ネットワーク（ここではＲＮＣ１３０及び通
信網１４０）の上り方向（基地局１２０から通信装置１５０へ向かう方向）の伝送状況を
認識する。具体的には、無線区間伝送要求取得回路６２２は、ＲＮＣ１３０へ問い合わせ
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を行ったり、下り方向（通信装置１５０から基地局１２０へ向かう方向）の伝送状況から
推定することにより、上位ネットワークの伝送状況を認識する。
【００８６】
　次に、無線区間伝送要求取得回路６２２は、入力された伝送要求に含まれる、送信元で
ある移動端末１１０から受信先である通信装置１５０へのパケットの伝送時間と、認識し
た上位ネットワークにおける上り方向の伝送状況とに基づいて、移動端末１１０から基地
局１２０へのパケットの伝送時間、即ち無線区間における伝送時間を算出する。算出され
た無線区間における伝送時間は、伝送レート算出決定回路６１０へ入力される。
【００８７】
　伝送レート算出決定回路６１０は、入力されたパケットサイズと無線区間における伝送
時間とに基づいて、当該伝送時間を満たすように移動端末１１０と基地局１２０との間の
伝送レートを決定する。具体的には、伝送レート算出決定回路６１０は、パケットのサイ
ズが大きくなるにつれて伝送レートが大きくなるように、当該伝送レートを決定する。
【００８８】
　変調方式・無線リソース決定回路６１２は、伝送レート算出決定回路６１０により決定
された伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する。決定された無線リソ
ース及び変調方式に関する情報は、通知情報制御回路６１４、信号多重回路６１８、変調
回路６２０及びサーキュレータ６０２を介して移動端末１１０へ送信される。
【００８９】
　移動端末１１０においては、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方
式に関する情報が、サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介
して符号化回路２０４へ入力される。以降、伝送対象のパケットは、基地局１２０によっ
て決定された無線リソース及び変調方式に応じて、変調回路２０６において、変調され、
サーキュレータ２０８を介して基地局１２０へ伝送される。
【００９０】
　移動端末１１０から送信された伝送対象のパケットは、基地局１２０内のサーキュレー
タ６０２、復調回路６０４及び信号分離回路６０６を介して復号回路６０８へ入力される
。復号回路６０８は、入力される伝送対象のパケットの復号を行う。復号された伝送対象
のパケットは、上り情報としてＲＮＣ１３０及び通信網１４０を介して受信先の通信装置
１５０へ伝送される。
【００９１】
　図１１は、第２実施例において、移動端末１１０から通信装置１５０へパケットが伝送
される場合における移動端末１１０及び基地局１２０の動作を示すシーケンス図である。
【００９２】
　移動端末１１０は、伝送対象のパケットのサイズを認識する（ステップ４０１）。次に
、移動端末１１０は、このパケットサイズと、伝送条件としての送信元である移動端末１
１０から受信先である通信装置１５０へのパケットの伝送時間を含んだ伝送要求とを基地
局１２０へ送信する（ステップ４０２）。
【００９３】
　基地局１２０は、移動端末１１０からのパケットサイズと伝送要求とを受信すると、上
位ネットワークの伝送状況を認識し（ステップ４０３）、入力された伝送要求に含まれる
、送信元である移動端末１１０から受信先である通信装置１５０へのパケットの伝送時間
と、認識した上位ネットワークにおける上り方向の伝送状況とに基づいて、無線区間にお
ける伝送時間を算出する（ステップ４０４）。
【００９４】
　次に、基地局１２０は、入力されたパケットサイズと、算出した無線区間における伝送
時間とに基づいて、当該伝送時間を満たすように移動端末１１０と基地局１２０との間の
伝送レートを決定する（ステップ４０５）。
【００９５】
　次に、基地局１２０は、決定した伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決
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定し（ステップ４０６）、これら無線リソース及び変調方式に関する情報を移動端末１１
０へ送信する（ステップ４０７）。
【００９６】
　移動端末１１０は、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方式に応じ
て、伝送対象のパケットを基地局１２０へ伝送する（ステップ４０８）。
【００９７】
　基地局１２０は、移動端末１１０からのパケットを、ＲＮＣ１３０及び通信網１４０を
介して受信先の通信装置１５０へ伝送する（ステップ４０９）。
【００９８】
　次に、第２実施例において、通信装置１５０から移動端末１１０へパケットが伝送され
る場合について説明する。
【００９９】
　図１０に示す基地局１２０内の符号化回路６１６には、通信装置１５０からの伝送対象
のパケットが通信網１４０及びＲＮＣ１３０を介して入力される。
【０１００】
　また、無線区間伝送要求取得回路６２２には、通信装置１５０からの伝送対象のパケッ
トサイズ及び伝送要求が通信網１４０及びＲＮＣ１３０を介して入力される。この伝送要
求には、伝送条件として、通信装置１５０から移動端末１１０へのパケットの伝送時間が
含まれるとともに、通信装置１５０がパケットの伝送を開始した時刻が含まれる。
【０１０１】
　あるいは、無線区間伝送要求取得回路６２２には、通信装置１５０からの伝送対象のパ
ケットサイズと、ＲＮＣ１３０からの伝送要求が入力される。この伝送要求には、伝送条
件として、基地局１２０から移動端末１１０へのパケットの伝送時間、即ち、無線区間に
おける伝送時間が含まれる。この無線区間における伝送時間は、ＲＮＣ１３０において、
通信装置１５０から送信される伝送要求に含まれる、通信装置１５０から移動端末１１０
へのパケットの伝送時間から通信装置１５０から基地局１２０へのパケットの伝送に要す
る時間を差し引くことにより算出される。
【０１０２】
　無線区間伝送要求取得回路６２２は、通信装置１５０からの伝送対象のパケットサイズ
及び伝送要求が通信網１４０及びＲＮＣ１３０を介して入力された場合には、無線区間に
おける伝送時間を算出する。具体的には、無線区間伝送要求取得回路６２２は、伝送要求
に含まれる、通信装置１５０から移動端末１１０へのパケットの伝送時間から現在時刻と
通信装置１５０がパケットの伝送を開始した時刻との差を差し引くことにより、無線区間
における伝送時間を算出する。
【０１０３】
　算出された無線区間における伝送時刻は、パケットサイズとともに、伝送レート算出決
定回路６１０へ入力される。
【０１０４】
　一方、無線区間伝送要求取得回路６２２は、通信装置１５０からの伝送対象のパケット
サイズと、ＲＮＣ１３０からの伝送要求が入力される場合には、これらをそのまま伝送レ
ート算出決定回路６１０へ出力する。
【０１０５】
　伝送レート算出決定回路６１０は、入力されたパケットサイズと無線区間における伝送
時間とに基づいて、当該伝送時間を満たすように移動端末１１０と基地局１２０との間の
伝送レートを決定する。具体的には、伝送レート算出決定回路６１０は、パケットのサイ
ズが大きくなるにつれて伝送レートが大きくなるように、当該伝送レートを決定する。
【０１０６】
　変調方式・無線リソース決定回路６１２は、伝送レート算出決定回路６１０により決定
された伝送レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する。決定された無線リソ
ース及び変調方式に関する情報は、通知情報制御回路６１４、信号多重回路６１８、変調
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回路６２０及びサーキュレータ６０２を介して移動端末１１０へ送信される。
【０１０７】
　その後、伝送対象のパケットは、符号化回路６１６から信号多重回路６１８を介して変
調回路６２０に入力される。変調回路６２０は、決定された変調方式に応じて、伝送対象
のパケットを変調し、サーキュレータ６０２を介して移動端末１１０へ伝送する。
【０１０８】
　移動端末１１０においては、基地局１２０によって決定された無線リソース及び変調方
式に関する情報が、サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介
して復号回路２１４へ入力される。以降、基地局から伝送される伝送対象のパケットは、
サーキュレータ２０８、変調回路２１０及び信号分離回路２１２を介して復号回路２１４
へ入力される。復号回路２１４は、入力された無線リソース及び変調方式に関する情報に
応じて、入力される伝送対象のパケットの復号を行う。
【０１０９】
　図１２は、第２実施例において、通信装置１５０から移動端末１１０へパケットが伝送
される場合における移動端末１１０及び基地局１２０の動作を示すシーケンス図である。
【０１１０】
　基地局１２０は、通信装置１５０からの伝送対象のパケット、当該パケットのサイズ及
び伝送要求が入力されると、伝送対象のパケットのサイズを認識する（ステップ５０１）
。次に、基地局１２０は、伝送要求に含まれる、通信装置１５０から移動端末１１０への
パケットの伝送時間から現在時刻と通信装置１５０がパケットの伝送を開始した時刻との
差を差し引くことにより、無線区間における伝送時間を算出する。または、基地局１２０
は、上位ネットワークからの無線区間における伝送時間に対する要求を認識する（ステッ
プ５０２）。
【０１１１】
　次に、基地局１２０は、伝送対象のパケットのサイズと算出又は認識した無線区間にお
ける伝送時間とに基づいて、当該伝送時間を満たすように移動端末１１０と基地局１２０
との間の伝送レートを決定する（ステップ５０３）。基地局１２０は、この決定した伝送
レートに応じて、無線リソース及び変調方式を決定する（ステップ５０４）。
【０１１２】
　次に、基地局１２０は、決定した無線リソース及び変調方式に関する情報を移動端末１
１０へ送信する。移動端末１１０は、これら無線リソース及び変調方式に関する情報を受
信する（ステップ５０５）。
【０１１３】
　その後、基地局１２０は、伝送対象のパケットを移動端末１１０へ伝送する。移動端末
１１０は、伝送対象のパケットを受信し、ステップ３０４において受信した無線リソース
及び変調方式に関する情報に応じて、入力される伝送対象のパケットの復号を行う（ステ
ップ５０６）。
【０１１４】
　このように、本実施形態の移動通信システム１００では、移動端末１１０と通信装置１
５０との間でパケット伝送が行われる際、伝送対象のパケットのサイズに応じて、移動端
末１１０と基地局１２０との間の伝送レートが決定される。また、移動端末１１０と通信
装置１５０との間の伝送条件や、移動端末１１０と基地局１２０との間の伝送条件が指定
される場合には、その伝送条件を満たすように、移動端末１１０と基地局１２０との間の
伝送レートが決定される。このため、伝送対象のパケットのサイズに関わらず、送信元か
ら受信先までの伝送時間のばらつきを小さくすることが可能となる。また、送信元の移動
端末１１０から受信先の通信装置１５０までの伝送条件を満たすように伝送レートが決定
されるため、送信元から受信先までの伝送品質、即ち、エンドエンドの伝送品質が要求さ
れている場合に、その要求を満たすことが可能となる。
【０１１５】
　上記各例において、移動端末１１０内のパケットサイズ認識部２０２、伝送レート算出
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決定回路４０８、基地局１２０内の伝送レート算出決定回路３１０、５１０、６１０がパ
ケットサイズ認識手段に対応し、移動端末１１０内の伝送レート算出決定回路４０８、基
地局１２０内の伝送レート算出決定回路３１０、５１０、６１０が伝送速度決定手段に対
応する。
【０１１６】
　また、移動端末１１０内の変調方式・無線リソース決定回路４１０、基地局１２０内の
変調方式・無線リソース決定回路３１２、５１２、６１２が無線リソース割当手段に対応
し、移動端末１１０全体と基地局１２０全体がパケット伝送手段に対応する。
【０１１７】
　また、基地局１２０内の伝送レート算出決定回路６１０が第１の伝送条件取得手段に対
応し、無線区間伝送要求取得回路６２２が第２及び第３の伝送条件取得手段に対応する。
【０１１８】
　更に、移動端末１１０内の伝送レート算出決定回路４０８が伝送速度通知手段に対応し
、パケットサイズ認識部２０２がパケットサイズ通知手段に対応する。
【発明の効果】
【０１１９】
　上述の如く、本発明 によれば、伝送対象のパケットのサイズに応じて、基地局
と移動局との間の伝送速度が決定されるため、パケットのサイズが大きくなるにつれて伝
送速度が大きくなるように決定すれば、送信元から受信先までの伝送時間のばらつきを小
さくすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　移動通信システムの構成例を示す図である。
【図２】　第１実施例の予約型アクセス方式における移動端末の構成例を示す図である。
【図３】　第１実施例の予約型アクセス方式における基地局の構成例を示す図である。
【図４】　パケットのサイズと伝送レートとの対応関係を示す図である。
【図５】　第１実施例の予約型アクセス方式において、移動端末から通信装置へパケット
が伝送される場合における動作を示すシーケンス図である。
【図６】　第１実施例の非予約型アクセス方式における移動端末の構成例を示す図である
。
【図７】　第１実施例の非予約型アクセス方式における基地局の構成例を示す図である。
【図８】　第１実施例の非予約型アクセス方式において、移動端末から通信装置へパケッ
トが伝送される場合における動作を示すシーケンス図である。
【図９】　第１実施例において、通信装置から移動端末へパケットが伝送される場合にお
ける動作を示すシーケンス図である。
【図１０】　第２実施例における基地局の構成例を示す図である。
【図１１】　第２実施例において、移動端末から通信装置へパケットが伝送される場合に
おける動作を示すシーケンス図である。
【図１２】　第２実施例において、通信装置から移動端末へパケットが伝送される場合に
おける動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
　１００　移動通信システム
　１１０　移動端末
　１２０　基地局
　１３０　無線制御装置（ＲＮＣ）
　１４０　通信網
　１５０　通信装置
　２０２　パケットサイズ認識部
　２０４、３１６、４０２、５１６、６１６　符号化回路
　２０６、３２０、４０６、５２０、６２０　変調回路
　２０８、３０２、４１４、５０２、６０２　サーキュレータ
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　２１０、３０４、４１６、５０４、６０４　復調回路
　２１２、３０６、４１８、５０６、６０６　信号分離回路
　２１４、３０８、４２０、５０８、６０８　復号回路
　３１０、４０８、５１０、６１０　伝送レート算出決定回路
　３１２、４１０、５１２、６１２　変調方式・無線リソース決定回路
　３１４、４１２、５１４、６１４　通知情報制御回路
　３１８、４０４、５１８、６１８　信号多重回路

【 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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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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