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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継局間で複数のトラフ
ィックが存在する伝送システムにおける伝送装置であって、
　前記ネットワーク側へ信号を送信する送信部と、
　各中継局間の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記優先度毎に最も低い伝送帯域を選択し
、前記優先度毎に選択した伝送帯域に基づいて前記送信部の伝送帯域を前記優先度毎に制
御する帯域制御部と、
を備える伝送装置。
【請求項２】
　前記帯域制御部は、前記複数の中継局から、前記伝送帯域を表す帯域情報を受信するこ
とによって、前記各中継局間の伝送帯域を取得する請求項１に記載の伝送装置。
【請求項３】
　複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継局間で複数のトラフ
ィックが存在する伝送システムにおける伝送装置が行う帯域制御方法であって、
　前記伝送装置が、前記ネットワーク側へ信号を送信する送信ステップと、
　前記伝送装置が、各中継局間の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記優先度毎に最も低い
伝送帯域を選択し、前記優先度毎に選択した伝送帯域に基づいて前記送信ステップにおけ
る送信の伝送帯域を前記優先度毎に制御する帯域制御ステップと、
を備える帯域制御方法。
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【請求項４】
　複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継局間で複数のトラフ
ィックが存在する伝送システムとして、前記複数の中継局に相当するコンピュータに対し
、
　前記ネットワーク側へ信号を送信する送信ステップと、
　各中継局間の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記優先度毎に最も低い伝送帯域を選択し
、前記優先度毎に選択した伝送帯域に基づいて前記送信ステップにおける送信の伝送帯域
を前記優先度毎に制御する帯域制御ステップと、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パケットやフレーム等のＰＤＵ（Protocol Data Unit）の伝送を制御する技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パケット伝送ネットワークにおいて、イーサネット（登録商標）ＯＡＭ（Operat
ions, Administration and Maintenance）フレームを用いて保守や管理を行う技術が提案
されている（特許文献１参照）。また、多ホップ接続の無線パケット伝送ネットワークで
は、中継局間で天候変動等により無線回線状況が変動することがある。このような変動に
応じて適切な無線パケットの伝送を実現するために、ＡＭＲ（Adaptive Multi-Rate）が
提案されている。ＡＭＲでは、無線回線状況に応じて適応的に変復調方式を変更すること
によって、通信速度と耐性とのバランスがとれた無線パケットの伝送が実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００７－５３６８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のＡＭＲでは以下のような問題があった。ＡＭＲでは、無線回線状
況に応じて適応的に変復調方式が変更されるため、この変更に応じて伝送帯域が変動する
。ただし、無線回線状況に変化が生じた中継局間以外の伝送路では、伝送帯域は変動しな
い。そのため、一部の中継局間のみで伝送帯域が縮退した場合には、伝送しきれない過剰
な帯域の伝送データがネットワーク内に流入し、輻輳が発生していた。また、一部の中継
局間で伝送帯域が縮退する原因はＡＭＲに限定されず、伝送回線の故障などによる輻輳な
ど、他の要因もあった。
【０００５】
　上記事情に鑑み、本発明は、中継局間で伝送帯域が変化する多ホップ接続の伝送ネット
ワークにおいて、中継局間での伝送帯域の変化による輻輳の発生を抑止可能とする技術を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継
局間で複数のトラフィックが存在する伝送システムにおける伝送装置であって、前記ネッ
トワーク側へ信号を送信する送信部と、各中継局間の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記
優先度毎に最も低い伝送帯域を選択し、前記優先度毎に選択した伝送帯域に基づいて前記
送信部の伝送帯域を前記優先度毎に制御する帯域制御部と、を備える。
【０００７】
　本発明の一態様は、複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継
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局間で複数のトラフィックが存在する伝送システムにおける伝送装置が行う帯域制御方法
であって、前記伝送装置が、前記ネットワーク側へ信号を送信する送信ステップと、前記
伝送装置が、各中継局間の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記優先度毎に最も低い伝送帯
域を選択し、前記優先度毎に選択した伝送帯域に基づいて前記送信ステップにおける送信
の伝送帯域を前先度毎に制御する帯域制御ステップと、を備える。
【０００８】
　本発明の一態様は、複数の中継局によって構成されるネットワークに接続され、各中継
局間で複数のトラフィックが存在する伝送システムとして、前記複数の中継局に相当する
コンピュータに対し、前記ネットワーク側へ信号を送信する送信ステップと、各中継局間
の、優先度毎の伝送帯域のうち、前記優先度毎に最も低い伝送帯域を選択し、前記優先度
毎に選択した伝送帯域に基づいて前記送信ステップにおける送信の伝送帯域を前記優先度
毎に制御する帯域制御ステップと、を実行させるためのコンピュータプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、中継局間で伝送帯域が変化する多ホップ接続の伝送ネットワークにおい
て、中継局間での伝送帯域の変化による輻輳の発生を抑止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】パケット伝送システム１のシステム構成を表すシステム構成図である。
【図２Ａ】複数台のパケット中継局１０と通信可能に接続されるパケット中継局１０の構
成の概略を表す図である。
【図２Ｂ】１台のパケット中継局１０及び複数台の通信端末２０と通信可能に接続される
パケット中継局１０の構成の概略を表す図である。
【図３Ａ】複数台のパケット中継局１０と通信可能に接続されるパケット中継局１０－２
の具体的な構成例を表す図である。
【図３Ｂ】１台のパケット中継局１０及び複数台の通信端末２０と通信可能に接続される
パケット中継局１０－１の具体的な構成例を表す図である。
【図４】非エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－１の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図５】エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－２の機能構成を表す概
略ブロック図である。
【図６Ａ】ＥＴＨ－ＯＡＭフレームのうち、帯域確認通知フレームのフォーマットの具体
例を表す図である。
【図６Ｂ】ＥＴＨ－ＯＡＭフレームのうち、帯域情報フレームのフォーマットを表す図で
ある。
【図７】非エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－１の動作の流れを表
すフローチャートである。
【図８】エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－２の動作の流れを表す
フローチャートである。
【図９】パケット伝送システム１の変形例を表す図である。
【図１０】パケット伝送システム１の変形例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、パケット伝送システム１のシステム構成を表すシステム構成図である。パケッ
ト伝送システム１は、複数台のパケット中継局（１０－１～１０－４）と、複数台の通信
端末２０を用いて構成される。各パケット中継局１０は、特定の他のパケット中継局１０
と無線通信可能に接続され、パケットを送受信する。図１の場合、パケット中継局１０－
１とパケット中継局１０－２、パケット中継局１０－２とパケット中継局１０－３、パケ
ット中継局１０－３とパケット中継局１０－４、がそれぞれ互いに無線通信可能に接続さ
れている。また、複数台の通信端末２０が、パケット中継局１０－１及びパケット中継局
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１０－４に対して通信可能に接続されている。通信端末２０及びパケット中継局１０－１
の間の伝送路は、無線通信に限られず、ＬＡＮ（Local Area Network）などの有線通信に
よって形成されても良い。通信端末２０及びパケット中継局１０－４の間の伝送路も同様
に、無線通信に限られず、ＬＡＮなどの有線通信によって形成されても良い。
【００１２】
　パケット伝送システム１には、予めトラフィックチャネルが設定されている。図１の場
合、パケット中継局１０－１からパケット中継局１０－４へ向けたエンドツーエンドのト
ラフィックチャネルが設定されている。すなわち、パケット中継局１０－１からパケット
中継局１０－２及びパケット中継局１０－３を経由してパケット中継局１０－４に到達す
るトラフィックチャネルが設定されている。このトラフィックチャネルでは、例えば通信
端末２０から送出されたデータが伝送される。
【００１３】
　パケット伝送システム１では、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ＯＡＭ（Operations, Ad
ministration and Maintenance）のＭＥＰ（Maintenance entity group End Point）及び
ＭＩＰ（Maintenance entity group Intermediate Point）が設定されている。例えば図
１の場合、パケット中継局１０－１及びパケット中継局１０－４がＭＥＰとして設定され
ている。また、パケット中継局１０－２及びパケット中継局１０－３がＭＩＰとして設定
される。具体的には、パケット中継局１０－１及びパケット中継局１０－４に対し、同一
のＧｒｏｕｐに属するＭＥＰが設定される。また、ＭＥＰ間に位置するパケット中継局１
０－２及びパケット中継局１０－３にはＭＩＰが設定される。
【００１４】
　以上のようにＭＥＰ及びＭＩＰの設定がなされることによって、パケット中継局１０－
１及びパケット中継局１０－４間において、トラフィックに沿った個別のＥＴＨ－ＯＡＭ
フレームが伝送される。パケット伝送システム１では、トラフィックの送信側のエンドポ
イント（端点）となるパケット中継局１０（図１の場合はパケット中継局１０－１：以下
、「エンドポイントパケット中継局１０」という。）が、トラフィックの経路の途中に位
置する各パケット中継局１０（図１の場合はパケット中継局１０－２及び１０－３：以下
「非エンドポイントパケット中継局１０」という。）に対し、帯域に関する情報の通知を
依頼する。
【００１５】
　帯域に関する情報（以下、「帯域情報」という。）の通知の依頼は、帯域確認通知フレ
ームの送信によって行われる。帯域確認通知フレームとは、例えばＯＡＭのＶＳＰ（Vend
er-Specific OAM Function）の所定の領域に、帯域情報の通知の依頼を意味するデータ（
帯域確認通知識別子）を格納したものである。帯域確認通知フレームを受信した各非エン
ドポイントパケット中継局１０は、帯域情報フレームを生成する。帯域情報フレームとは
、例えばＯＡＭのＶＳＰの所定の領域に、帯域情報を格納したものである。非エンドポイ
ントパケット中継局１０は、帯域確認通知フレームの送信元であるエンドポイントパケッ
ト中継局１０に対して、帯域情報フレームを送信する。
【００１６】
　例えば、パケット中継局１０－２は、パケット中継局１０－２及びパケット中継局１０
－３の間の伝送路の帯域情報の通知を行う。また、例えば、パケット中継局１０－３は、
パケット中継局１０－３及びパケット中継局１０－４の間の伝送路の帯域情報の通知を行
う。パケット中継局１０－１は、パケット中継局１０－１及びパケット中継局１０－２の
間の伝送路の帯域情報を自装置において取得する。パケット伝送システム１では、このよ
うな帯域情報の送受信によって、輻輳発生が防止される。なお、どのパケット中継局１０
がどの伝送路の帯域情報の通知を行うかは、上記の例に限られる必要は無く、適宜設定さ
れて良い。
【００１７】
　なお、図１に表されるパケット伝送システム１の構成は一例にすぎない。パケット伝送
システム１に備えられるパケット中継局１０の台数、接続関係、トラフィックの経路など
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は適宜変更されても良い。また、どのパケット中継局１０がＭＥＰ又はＭＩＰとして設定
されるかも適宜変更されても良い。また、パケット中継局１０には複数台の通信端末２０
ではなく一台の通信端末２０が接続されても良い。また、各パケット中継局１０－１～１
０－４に対して、不図示のパケット中継局や他の通信装置や通信端末２０がさらに接続さ
れても良い。
【００１８】
　図２Ａは、複数台のパケット中継局１０と通信可能に接続されるパケット中継局１０（
図１の場合は１０－２、１０－３）の構成の概略を表す図である。図２Ａの場合、パケッ
ト中継局１０は、複数のアンテナ部１１と、複数の送受信制御部１２と、中継制御部１３
とを備える。
【００１９】
　アンテナ部１１は、無線通信可能に接続された他のパケット中継局１０のアンテナ部１
１との間で無線信号の送受信を行う。アンテナ部１１は、送受信制御部１２から受けた送
信すべき信号（以下、「送信信号」という。）を、無線通信可能に接続された他のパケッ
ト中継局１０のアンテナ部１１へ送信する。また、アンテナ部１１は、無線通信可能に接
続された他のパケット中継局１０のアンテナ部１１から信号を受信し、受信された信号（
以下、「受信信号」という。）を送受信制御部１２へ渡す。
【００２０】
　送受信制御部１２は、受信信号に対し復調処理や復号化処理を行い、受信信号に応じた
パケット（以下、「受信パケット」という。）を復元する。そして、送受信制御部１２は
、受信パケットを判別し、ＯＡＭ処理などを行う。送受信制御部１２は、通常のパケット
を受信パケットとして受けると、受信パケットを中継制御部１３へ渡す。なお、通常のパ
ケットとは、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームではないパケットであり、例えばユーザーデータの
パケットである。また、送受信制御部１２は、アンテナ部１１から自装置宛ではないＥＴ
Ｈ－ＯＡＭフレームを受信パケットとして受けると、受信パケットを中継制御部１３へ渡
す。また、送受信制御部１２は、中継制御部１３から送信すべきパケット（以下、「送信
パケット」という。）を受けると、符号化処理や変調処理を行い、送信信号を生成する。
そして、送受信制御部１２は、アンテナ部１１を介して送信信号を送信する。
　中継制御部１３は、送受信制御部１２から受けた受信パケットについて、ヘッダ情報な
どに基づいて中継処理を行う。中継制御部１３が行う中継処理は、既存の技術を用いて実
現される。
【００２１】
　図２Ｂは、１台のパケット中継局１０及び複数台の通信端末２０と通信可能に接続され
るパケット中継局１０（図１の場合は１０－１、１０－４）の構成の概略を表す図である
。図２Ｂの場合、パケット中継局１０は、アンテナ部１１、送受信制御部１２及び中継制
御部１４を備える。図２Ｂにおけるアンテナ部１１及び送受信制御部１２の構成は、図２
Ａにおけるアンテナ部１１及び送受信制御部１２と同じである。中継制御部１４は、複数
の通信端末２０に対して接続されている点で中継制御部１３と異なる。中継制御部１４は
、通信端末２０から受信したパケットについて、ヘッダ情報などに基づいて中継処理を行
う。また、中継制御部１４は、送受信制御部１２から受けた受信パケットについて、ヘッ
ダ情報などに基づいて中継処理を行う。中継制御部１４が行う中継処理は、既存の技術を
用いて実現される。なお、以下の説明では、非エンドポイントパケット中継局１０には中
継制御部１３が備えられ、エンドポイントパケット中継局１０には中継制御部１４が備え
られるものとして説明を行う。ただし、上述したように中継制御部１３が備えられるか中
継制御部１４が備えられるかは、パケット中継局１０に接続される複数の伝送路が全て無
線伝送路であるか、有線伝送路を含むかによって決まる。そのため、非エンドポイントパ
ケット中継局１０に中継制御部１４が備えられても良いし、エンドポイントパケット中継
局１０に中継制御部１４が備えられても良い。
【００２２】
　図３Ａは、複数台のパケット中継局１０と通信可能に接続されるパケット中継局１０－
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２の具体的な構成例を表す図である。パケット中継局１０－２の送受信制御部１２には、
図３Ａに示されるように一つのアンテナ部１１が接続されても良いし、複数のアンテナ部
１１が接続されても良い。図３Ａの場合、左側の送受信制御部１２には、パケット中継局
１０－１と無線通信するためのアンテナ部１１が接続されている。また、右側の送受信制
御部１２には、パケット中継局１０－３と無線通信するためのアンテナ部１１が接続され
ている。
【００２３】
　図３Ｂは、１台のパケット中継局１０及び複数台の通信端末２０と通信可能に接続され
るパケット中継局１０－１の具体的な構成例を表す図である。パケット中継局１０－１の
送受信制御部１２には、図３Ｂに示されるように一つのアンテナ部１１が接続されても良
いし、複数のアンテナ部１１が接続されても良い。図３Ｂの場合、中継制御部１４には、
ＬＡＮ等の有線伝送路を介して複数の通信端末２０が接続されている。また、送受信制御
部１２には、パケット中継局１０－２と無線通信するためのアンテナ部１１が接続されて
いる。
　各パケット中継局１０に設けられた各アンテナ部１１は、例えばマイクロ波などの指向
性の強い電波を用いて、対向して設置された他のアンテナ部１１と無線通信するように構
成されても良い。また、各アンテナ部１１は、他の方式によって無線通信するように構成
されても良い。
【００２４】
　パケット中継局１０に設けられる送受信制御部１２は、エンドポイントパケット中継局
１０と、非エンドポイントパケット中継局１０とで構成が異なる。以下、それぞれの送受
信制御部１２の構成について説明する。
【００２５】
　図４は、非エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２（以下、「送受信制
御部１２－１」という。）の機能構成を表す概略ブロック図である。送受信制御部１２－
１は、バスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリや補助記憶装置な
どを備え、非エンドポイント送受信制御プログラムを実行する。送受信制御部１２－１は
、非エンドポイント送受信制御プログラムの実行によって、受信部１０１、パケットフィ
ルタ１０２、伝送路情報推定部１０３、ＯＡＭ処理部１０４、帯域情報生成部１０５、適
応変調制御部１０６、送信部１０７を備える装置として機能する。なお、送受信制御部１
２－１の各機能の全て又は一部は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circui
t）やＰＬＤ（Programmable Logic Device）やＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Arra
y）等のハードウェアを用いて実現されても良い。非エンドポイント送受信制御プログラ
ムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されても良い。コンピュータ読み取り
可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置であ
る。また、送受信制御部１２－１が備えるＣＰＵやメモリ等のハードウェアの一部又は全
部は、中継制御部１３や他の送受信制御部１２と共有されても良い。
【００２６】
　受信部１０１は、アンテナ部１１から受信信号を受けると、復調処理や復号化処理など
の受信処理を行い、受信パケットを復元する。そして、受信部１０１は、受信パケットを
パケットフィルタ１０２に渡す。また、受信部１０１は、伝送路情報推定部１０３に対し
、伝送路情報推定部１０３が伝送路情報を推定するのに必要となる情報を提供する。例え
ば、受信部１０１は、受信信号の信号強度（受信レベル）や、復号化処理における誤り率
を伝送路情報推定部１０３に提供する。また、伝送路情報とは、伝送路の状況を表す情報
であり、伝送帯域を表す情報を含む。
【００２７】
　パケットフィルタ１０２は、受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭフレームであるか否か判定
する。受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭフレームである場合、パケットフィルタ１０２は受
信パケットをＯＡＭ処理部１０４へ渡す。一方、受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭフレーム
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ではない場合、パケットフィルタ１０２は受信パケットを中継制御部１３へ渡す。
【００２８】
　伝送路情報推定部１０３は、パケット受信部１０１から提供された情報に基づいて、受
信部１０１において受信処理がなされた信号の送信元であるパケット中継局１０（以下、
「送信元パケット中継局１０」という。）との間の無線通信の伝送路情報を推定する。伝
送路情報推定部１０３が行う伝送路情報の推定処理は、既存の技術により実現される。伝
送路情報推定部１０３は、アンテナ部１１を介して、送信元パケット中継局１０に対し伝
送路情報の推定結果を送信する。
【００２９】
　ＯＡＭ処理部１０４は、パケットフィルタ１０２から受信パケットを受けると、受信パ
ケット（ＥＴＨ－ＯＡＭフレーム）が帯域確認通知フレームであるか否か判定する。ＥＴ
Ｈ－ＯＡＭフレームが帯域確認通知フレームである場合、ＯＡＭ処理部１０４は帯域確認
通知フレームを帯域情報生成部１０５へ渡す。一方、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームが帯域確認
通知フレームでない場合、ＯＡＭ処理部１０４はＥＴＨ－ＯＡＭフレームに基づいてＯＡ
Ｍ処理を行う。なお、ＯＡＭ処理部１０４が行うＯＡＭ処理は既存の技術を用いて実現さ
れる。
【００３０】
　帯域情報生成部１０５は、ＯＡＭ処理部１０４から帯域確認通知フレームを受けると、
帯域情報を取得し、帯域情報フレームを生成する。帯域情報生成部１０５は、自身が設け
られたパケット中継局１０の他方の送受信制御部１２の適応変調制御部１０６が現在行っ
ている変調方式や符号化方式に基づいて、現在の帯域情報を取得する。例えば、図３Ａに
おいて左側の送受信制御部１２に設けられた帯域情報生成部１０５は、同一装置右側の送
受信制御部１２に設けられた適応変調制御部１０６の処理に基づいて、現在の帯域情報を
取得する。すなわち、帯域情報生成部１０５が取得する帯域情報は、自身が備えられたパ
ケット中継局１０が送信元パケット中継局となっている伝送路の帯域情報である。帯域情
報生成部１０５は、生成した帯域情報をＶＳＰに格納することによって帯域情報フレーム
を生成する。そして、帯域情報生成部１０５は、生成した帯域情報フレームを、送信部１
０７を介して、エンドポイントパケット中継局１０宛に送信する。
【００３１】
　適応変調制御部１０６は、アンテナ部１１を介して伝送路情報を受信する。適応変調制
御部１０６が受信する伝送路情報は、自身が備えられたパケット中継局１０が送信元パケ
ット中継局となっている伝送路の、受信側のパケット中継局１０の伝送路情報推定部１０
３によって推定された情報である。適応変調制御部１０６は、受信された伝送路情報に基
づいて、送信部１０７が送信信号を生成する際に行う符号化処理や変調処理の方式を決定
する。適応変調制御部１０６は、既存の適応変調技術に基づいて処理を行う。
　送信部１０７は、中継制御部１３から受けるパケット又は帯域情報生成部１０５から受
ける帯域情報フレームに対し、符号化処理や変調処理などの送信処理を行うことによって
、送信信号を生成する。
【００３２】
　図５は、エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２（以下、「送受信制御
部１２－２」という。）の機能構成を表す概略ブロック図である。送受信制御部１２－２
は、バスで接続されたＣＰＵやメモリや補助記憶装置などを備え、エンドポイント送受信
制御プログラムを実行する。送受信制御部１２－２は、エンドポイント送受信制御プログ
ラムの実行によって、受信部１０１、パケットフィルタ１０２、伝送路情報推定部１０３
、適応変調制御部１０６、帯域確認通知生成部１１１、ＯＡＭ処理部１１２、帯域情報抽
出部１１３、帯域制御部１１４、送信部１１５を備える装置として機能する。なお、送受
信制御部１２－２の各機能の全て又は一部は、ＡＳＩＣやＰＬＤやＦＰＧＡ等のハードウ
ェアを用いて実現されても良い。エンドポイント送受信制御プログラムは、コンピュータ
読み取り可能な記録媒体に記録されても良い。また、送受信制御部１２－２が備えるＣＰ
Ｕやメモリ等のハードウェアの一部又は全部は、中継制御部１４や他の送受信制御部１２



(8) JP 5423888 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

と共有されても良い。
【００３３】
　送受信制御部１２－２が備える各構成のうち、受信部１０１、パケットフィルタ１０２
、伝送路情報推定部１０３、適応変調制御部１０６の構成は、いずれも送受信制御部１２
－１と同様である。そのため、上記各構成についての説明は省略する。
　帯域確認通知生成部１１１は、所定のタイミングで帯域確認通知フレームを生成する。
所定のタイミングとは、例えば所定の時間（例えば１分、１０分、１時間など）が経過す
る度であっても良いし、所定数のパケットを送信又は受信する度であっても良いし、その
他のタイミングであっても良い。帯域確認通知フレームは、非エンドポイントパケット中
継局１０に対して帯域情報の通知を要求するためのＥＴＨ－ＯＡＭフレームである。帯域
確認通知生成部１１１は、所定の情報をＶＳＰに格納することによって帯域確認通知フレ
ームを生成する。そして、帯域確認通知生成部１１１は、生成した帯域確認通知フレーム
を、送信部１１５を介して、各非エンドポイントパケット中継局１０宛に送信する。
【００３４】
　ＯＡＭ処理部１１２は、パケットフィルタ１０２から受信パケットを受けると、受信パ
ケット（ＥＴＨ－ＯＡＭフレーム）が帯域情報フレームであるか判定する。ＥＴＨ－ＯＡ
Ｍフレームが帯域情報フレームである場合、ＯＡＭ処理部１１２は帯域情報フレームを帯
域情報抽出部１１３へ渡す。一方、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームが帯域情報フレームでない場
合、ＯＡＭ処理部１１２はＥＴＨ－ＯＡＭフレームに基づいてＯＡＭ処理を行う。なお、
ＯＡＭ処理部１１２が行うＯＡＭ処理は既存の技術を用いて実現される。
　帯域情報抽出部１１３は、ＯＡＭ処理部１１２から帯域情報フレームを受けると、帯域
情報フレームから帯域情報を抽出する。そして、帯域情報抽出部１１３は、抽出した帯域
情報を帯域制御部１１４へ渡す。
【００３５】
　帯域制御部１１４は、帯域情報抽出部１１３から、各非エンドポイントパケット中継局
１０の帯域情報を受ける。また、帯域制御部１１４は、適応変調制御部１０６から自装置
の帯域情報を受ける。帯域制御部１１４は、各パケット中継局間の伝送帯域のうち、最も
低い伝送帯域を選択する。そして、帯域制御部１１４は、選択された最も低い伝送帯域で
送信処理を行う様に送信部１１５を制御する。
【００３６】
　送信部１１５は、帯域制御部１１４によって制御される伝送帯域を超えない範囲で、適
応変調制御部１０６による適応変調処理に応じた符号化処理及び変調処理を行い、送信を
行う。帯域制御部１１４による帯域の制御は、適応変調制御部１０６による制御よりも優
先される。もし、適応変調制御部１０６によって指定された符号化処理及び変調処理を行
ったとしても、帯域制御部１１４によって指定された伝送帯域を超えない場合には、送信
部１１５は適応変調制御部１０６によって指定された符号化処理及び変調処理で送信信号
を生成する。一方、適応変調制御部１０６によって指定された符号化処理及び変調処理を
行うと、帯域制御部１１４によって指定された伝送帯域を超えてしまう場合には、送信部
１１５は、帯域制御部１１４によって制御される伝送帯域を超えない符号化処理及び変調
処理で送信信号を生成する。この場合、送信部１１５が行う符号化処理及び変調処理は、
適応変調制御部１０６から指定された符号化処理及び変調処理とは異なる。なお、送信部
１１５は、低域制御部１１４によって指定された伝送帯域を超えないように送信を行えば
良く、伝送帯域の調節はどのような方法によって行われても良い。例えば、上述したよう
に符号化処理及び変調処理を変更することによって伝送帯域の調節が行われても良いし、
送信バッファを備え送信パケットをバッファリングして送信タイミングを遅らせることに
よって伝送帯域を調節しても良い。
【００３７】
　図６Ａは、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームのうち、帯域確認通知フレームのフォーマットを表
す図である。帯域確認通知フレームは、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームの一種であるＥＴＨ－Ｖ
ＳＭフレームに対して帯域確認通知識別子を格納するためのフィールドを設けることによ
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って生成される。ＥＴＨ－ＶＳＭフレームのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．１７３１
に規定されている。帯域確認通知識別子を格納するためのフィールドは、例えばＶＳＭデ
ータ部に設けられる。より具体的には、帯域確認通知フレームは、例えばＥＴＨ－ＶＳＭ
フレームのＳｕｂＯｐＣｏｄｅフィールドとＥＮＤ　ＴＬＶフィールドとの間に帯域確認
通知識別子のフィールドを挿入して構成される。帯域確認通知識別子のフィールドには、
帯域確認通知フレームであることを表す所定の値が帯域確認通知識別子として格納される
。
【００３８】
　図６Ｂは、帯域情報フレームのフォーマットを表す図である。帯域情報フレームは、Ｅ
ＴＨ－ＯＡＭフレームの一種であるＥＴＨ－ＶＳＲフレームに対して帯域情報識別子を格
納するためのフィールド及び帯域情報を格納するためのフィールドを設けることによって
生成される。ＥＴＨ－ＶＳＲフレームのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．１７３１に規
定されている。帯域情報識別子を格納するためのフィールド及び帯域情報を格納するため
のフィールドは、例えばＶＳＲデータ部に設けられる。より具体的には、帯域情報フレー
ムは、例えばＥＴＨ－ＶＳＲフレームのＳｕｂＯｐＣｏｄｅフィールドとＥＮＤ　ＴＬＶ
フィールドとの間に帯域情報識別子のフィールド及び帯域情報のフィールドを挿入して構
成される。帯域情報識別子のフィールドには、帯域情報フレームであることを表す所定の
値が帯域情報識別子として格納される。また、帯域情報のフィールドには、帯域情報が格
納される。
【００３９】
　図７は、非エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－１の動作の流れを
表すフローチャートである。受信部１０１は、まず受信信号を受信し受信パケットを復元
することによって受信パケットを送受信制御部１２－１に入力する（ステップＳ１０１）
。そして、受信部１０１は、パケットフィルタ１０２へ受信パケットを渡す。次に、パケ
ットフィルタ１０２が、受信パケットのヘッダのＥｔｈｅｒＴｙｐｅを参照し、受信パケ
ットがＥＴＨ－ＯＡＭフレームであるか否か判定する（ステップＳ１０２）。受信パケッ
トがＥＴＨ－ＯＡＭフレームではない場合（ステップＳ１０２－ＮＯ）、パケットフィル
タ１０２は受信パケットに対し通常の中継処理を行う（ステップＳ１０３）。すなわち、
パケットフィルタ１０２は、受信パケットを中継制御部１３へ渡す。この場合、中継制御
部１３が受信パケットの宛先に応じて中継を行う。なお、受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭ
フレームでない場合とは、例えば受信パケットがユーザーデータのパケットである場合な
どである。一方、受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭフレームであった場合（ステップＳ１０
２－ＹＥＳ）、パケットフィルタ１０２が受信パケットをＯＡＭ処理部１０４へ渡す（ス
テップＳ１０４）。
【００４０】
　次に、ＯＡＭ処理部１０４が、受信パケットが帯域確認通知フレームであるか否か判定
する（ステップＳ１０５）。ＯＡＭ処理部１０４は、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームのＯｐＣｏ
ｄｅの値とデータ部分の帯域確認通知識別子に基づいて、受信パケットが帯域確認通知フ
レームであるか否か判定する。上記のような判定の結果、受信パケットが帯域確認通知フ
レームでない場合（ステップＳ１０５－ＮＯ）、ＯＡＭ処理部１０４が、受信されたＥＴ
Ｈ－ＯＡＭフレームに応じて通常のＯＡＭ処理を実行する（ステップＳ１０６）。一方、
受信パケットが帯域確認通知フレームである場合（ステップＳ１０５－ＹＥＳ）、ＯＡＭ
処理部１０４が、帯域確認通知フレームを帯域情報生成部１０５へ渡す。
【００４１】
　次に、帯域情報生成部１０５が、帯域確認通知フレームの受信に応じて、帯域情報フレ
ームを生成する（ステップＳ１０７）。帯域情報生成部１０５は、帯域情報フレームの宛
先として、帯域確認通知フレームの送信元、すなわちエンドポイントパケット中継局１０
のアドレスを設定する。そして、送信部１０７が、帯域情報フレームに対して符号化処理
や変調処理を行うことによって送信信号を生成し、アンテナ部１１を介して送信する（ス
テップＳ１０８）。
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【００４２】
　図８は、エンドポイントパケット中継局１０の送受信制御部１２－２の動作の流れを表
すフローチャートである。受信部１０１は、まず受信信号を受信し受信パケットを復元す
ることによって受信パケットを送受信制御部１２－２に入力する（ステップＳ１０１）。
そして、受信部１０１は、パケットフィルタ１０２へ受信パケットを渡す。次に、パケッ
トフィルタ１０２が、受信パケットのヘッダのＥｔｈｅｒＴｙｐｅを参照し、受信パケッ
トがＥＴＨ－ＯＡＭフレームであるか否か判定する（ステップＳ１０２）。受信パケット
がＥＴＨ－ＯＡＭフレームではない場合（ステップＳ１０２－ＮＯ）、パケットフィルタ
１０２は受信パケットに対し通常の中継処理を行う（ステップＳ１０３）。すなわち、パ
ケットフィルタ１０２は、受信パケットを中継制御部１３へ渡す。この場合、中継制御部
１３が受信パケットの宛先に応じて中継を行う。一方、受信パケットがＥＴＨ－ＯＡＭフ
レームであった場合（ステップＳ１０２－ＹＥＳ）、パケットフィルタ１０２が受信パケ
ットをＯＡＭ処理部１１２へ渡す（ステップＳ１０４）。
【００４３】
　次に、ＯＡＭ処理部１１２が、受信パケットが帯域情報フレームであるか否か判定する
（ステップＳ１１１）。ＯＡＭ処理部１１２は、ＥＴＨ－ＯＡＭフレームのＯｐＣｏｄｅ
の値とデータ部分の帯域情報識別子に基づいて、受信パケットが帯域情報フレームである
か否か判定する。上記のような判定の結果、受信パケットが帯域情報フレームでない場合
（ステップＳ１１１－ＮＯ）、ＯＡＭ処理部１１２が、受信されたＥＴＨ－ＯＡＭフレー
ムに応じて通常のＯＡＭ処理を実行する（ステップＳ１０６）。一方、受信パケットが帯
域情報フレームである場合（ステップＳ１１１－ＹＥＳ）、ＯＡＭ処理部１１２が、帯域
情報フレームを帯域情報抽出部１１３へ渡す。
【００４４】
　次に、帯域情報抽出部１１３が、帯域情報フレームから帯域情報を抽出し、抽出した帯
域情報を帯域制御部１１４へ渡す。帯域制御部１１４は、自身がエンドポイントとなって
いるトラフィックにおいて、各パケット中継局１０間の伝送路の帯域情報を取得する。帯
域制御部１１４は、取得した各帯域情報が表す伝送帯域のうち、最も低い伝送帯域を選択
する。そして、帯域制御部１１４は、選択された最も低い伝送帯域で送信処理を行う様に
送信部１１５を制御する（ステップＳ１１３）。
【００４５】
　パケット伝送システム１の動作について、パケット中継局１０－２及び１０－３の間の
無線回線の回線状況が悪化してパケット中継局１０－３の受信レベルが劣化した場合を例
に説明する。この場合、パケット中継局１０－３の伝送路情報推定部１０３が、劣化した
受信レベルに基づいた伝送路情報を、パケット中継局１０－２へ送信する。パケット中継
局１０－２の適応変調制御部１０６が、伝送路情報を受信し、適応変調処理を行うことに
よって送信部１０７の伝送帯域を縮退させる。パケット中継局１０－２の帯域情報生成部
１０５は、伝送帯域の縮退後に帯域確認通知フレームを受信すると、縮退後の伝送帯域を
格納した帯域情報フレームを、エンドポイントパケット中継局１０へ送信する。この場合
のエンドポイントパケット中継局１０は、パケット中継局１０－１である。パケット中継
局１０－１の帯域制御部１１４は、パケット中継局１０－１及びパケット中継局１０－２
の間の伝送帯域、パケット中継局１０－２及びパケット中継局１０－３の間の伝送帯域、
パケット中継局１０－３及びパケット中継局１０－４の間の伝送帯域、を収集する。そし
て、帯域制御部１１４は、各伝送帯域のうち最も低い伝送帯域で送信処理を行う様に送信
部１１５を制御する。この場合は、帯域制御部１１４は、パケット中継局１０－２及びパ
ケット中継局１０－３の間の伝送帯域で送信処理を行う様に、送信部１１５を制御する。
【００４６】
　このように構成されたパケット伝送システム１では、トラフィックを構成する各パケッ
ト中継局間の伝送帯域のうち最も低い伝送帯域で、エンドポイントパケット中継局１０か
ら送信が行われる。そのため、エンドポイントパケット中継局１０から下流側のネットワ
ーク内へ、処理不能な量の信号（パケット）が流入してしまうことを防止することができ
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る。したがって、最も伝送帯域が低いパケット中継局間においても輻輳が発生することな
く、効率的な伝送を実現することが可能となる。
　また、パケット伝送システム１では、エンドポイントパケット中継局１０において、隣
接していないパケット中継局１０の帯域情報を容易に収集することが可能となるという効
果がある。
【００４７】
　＜変形例＞
　図９及び図１０は、パケット伝送システム１の変形例を表す図である。図１に示した実
施例では、パケット中継局１０－１からパケット中継局１０－４に一つのトラフィックが
存在している。これに対し、図９及び図１０に示した変形例では、パケット中継局１０－
１からパケット中継局１０－４に複数（ｎ個）のトラフィックが存在している。このよう
に、同一の多段ホップに複数のトラフィックが存在するようにパケット伝送システム１が
構成されても良い。この場合、各パケット中継局１０の帯域情報生成部１０５は、エンド
ポイントパケット中継局１０に対し、トラフィック毎の帯域情報を通知する。
【００４８】
　例えば図９の場合、パケット中継局１０－１からパケット中継局１０－４の間に、ＶＬ
ＡＮ（Virtual Local Area Network）単位で複数のトラフィックが存在する。この場合、
各パケット中継局１０は、無線通信ではなく有線通信で接続されても良い。また、各パケ
ット中継局１０は、適応変調を行わなくとも良い。各ＶＬＡＮにおける伝送帯域は、適応
変調制御によってではなく、輻輳の発生などによって変化する。パケット中継局１０－２
及びパケット中継局１０－３の帯域情報生成部１０５は、トラフィック毎に帯域情報を収
集し通知する。すなわち、帯域情報生成部１０５は、ＶＬＡＮｎ（ｎ＝１，２，・・・，
Ｎ）それぞれに関する帯域情報を通知する。この場合、帯域情報生成部１０５は、適応変
調制御部１０６から帯域情報を受けるのではなく、送信部１０７によって送出される時間
当たりのパケット量などに基づいて帯域情報を収集する。パケット中継局１０－１の帯域
制御部１１４は、トラフィック毎に最も小さい伝送帯域を選択する。そして、帯域制御部
１１４は、トラフィック毎に選択された最も低い伝送帯域で、各トラフィックの送信処理
を行う様に送信部１１５を制御する。
【００４９】
　また、例えば図１０の場合、パケット中継局１０－１からパケット中継局１０－４の間
に、優先度毎に分けられた複数のトラフィックが存在する。優先度の一例としては、ＩＥ
ＥＥで規定されるＣｏＳ（Class of Service）がある。この場合、各パケット中継局１０
は、無線通信ではなく有線通信で接続されても良い。また、各パケット中継局１０は、適
応変調を行わなくとも良い。各優先度における帯域は、適応変調制御によってではなく、
輻輳の発生などによって変化する。パケット中継局１０－２及び１０－３の帯域情報生成
部１０５は、トラフィック毎に帯域情報を収集し通知する。すなわち、帯域情報生成部１
０５は、優先度ｎ（ｎ＝１，２，・・・，Ｎ）それぞれに関する帯域情報を通知する。こ
の場合、帯域情報生成部１０５は、適応変調制御部１０６から帯域情報を受けるのではな
く、送信部１１５によって送出される時間当たりのパケット量などに基づいて帯域情報を
収集する。パケット中継局１０－１の帯域制御部１１４は、優先度毎に最も小さい伝送帯
域を選択する。そして、帯域制御部１１４は、優先度毎に選択された最も低い伝送帯域で
、各トラフィックの送信処理を行う様に送信部１１５を制御する。
【００５０】
　また、上述した実施例では、非エンドポイントパケット中継局１０に備えられる送受信
制御部１２－１と、エンドポイントパケット中継局１０に備えられる送受信制御部１２－
２とをそれぞれ異なる構成として説明した。しかし、送受信制御部１２－１及び１２－２
の全ての構成を有する送受信制御部１２を構築し、非エンドポイントパケット中継局１０
及びエンドポイントパケット中継局１０の双方にこのような送受信制御部１２を備えるよ
うにしても良い。
【００５１】
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　また、上述した実施例では、ＰＤＵ（Protocol Data Unit）の具体例としてパケットや
フレームが用いられたが、他のＰＤＵを伝送する伝送装置としてパケット中継局１０及び
パケット伝送システム１が構成されても良い。
【００５２】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
　本願は、２０１０年５月２８日に、日本に出願された特願２０１０－１２３２５５号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　中継局間で伝送帯域が変化する多ホップ接続の伝送ネットワークにおいて、中継局間で
の伝送帯域の変化による輻輳の発生を抑止することができる。
【符号の説明】
【００５４】
１０（１０－１～１０－４）　パケット中継局（伝送装置）
２０　通信端末
１１　アンテナ部
１２（１２－１，１２－２）　送受信制御部
１３，１４　中継制御部
１０１　受信部
１０２　パケットフィルタ
１０３　伝送路情報推定部
１０４，１１２　ＯＡＭ処理部
１０５　帯域情報生成部
１０６　適応変調制御部
１０７，１１５　送信部
１１１　帯域確認通知生成部
１１３　帯域情報抽出部
１１４　帯域制御部
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【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(16) JP 5423888 B2 2014.2.19

10

フロントページの続き

    審査官  玉木　宏治

(56)参考文献  特開２００３－２５８８８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０２／０２５８７８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００８－０７８９６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３２８４５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              矢田　浩二，マルチサービスIPネットワークにおける適応型品質制御方式，NTT R&D，社団法人
              電気通信協会，２００１年１２月１０日，第50巻、第12号，pp.985-992

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　１２／００－９５５


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

