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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を割当てる無線基地局におい
て、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、１又は複数のユーザパケットにつ
いて分割又は結合処理を施して得られたデータを送信する該無線端末から該データを受信
する受信部と、
　受信した該データに含まれる分割又は結合に関する情報に基いて、該無線端末に割当て
る無線帯域の総量を増加又は減少する更新部と、
　を備えたことを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダに基いて前記無線帯域の総量の増
加又は減少を行う、
ことを特徴とする請求項１記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダが分割に関する場合は、前記無線
帯域の総量を増加させ、受信した前記データに含まれるヘッダが結合に関する場合は、前
記無線帯域の総量を減少させる、
ことを特徴とする請求項１記載の無線基地局。
【請求項４】
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　前記要求帯域に基いて前記無線端末について割当て予定無線帯域を管理する管理部を備
え、
　該無線端末に対して無線帯域の割り当てを行うと、該管理部は、該割当て予定無線帯域
を減少させ、
前記更新部は、該割当て予定の更新を行うことで、前記無線帯域の総量の更新を行う、
ことを特徴とする請求項１記載の無線基地局。
【請求項５】
　無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を割当てる無線基地局におい
て、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、データに応答メッセージを含めて
送信し得る該無線端末から該データを受信する受信部と、
　受信した該データに、前記応答メッセージが含まれる場合に、該無線端末に割当てる無
線帯域の総量を増加する更新部と、
　を備えたことを特徴とする無線基地局。
【請求項６】
　前記応答メッセージは、前記無線基地局における再送制御において用いられる受信結果
を示すメッセージである、
ことを特徴とする請求項５記載の無線基地局。
【請求項７】
　無線端末から要求帯域情報を送信し、無線基地局が該要求帯域情報に応じて該無線端末
に対して無線帯域を割当てる無線帯域割当て方法において、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、該無線端末からデータを送信し、
　該無線基地局は、該データを受信し、
該無線基地局は、受信した該データに含まれる分割又は結合に関する情報又は該無線端末
からの応答メッセージに応じて、該無線端末に割当てる無線帯域の総量を増加又は減少す
る、
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項８】
　ユーザパケットを無線パケットにカプセル化して無線基地局と無線端末との間で通信す
る無線通信システムの無線帯域割当て方法であって、
　前記無線端末は、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するための無線帯域
を要求する帯域要求情報を生成して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更新し、前記帯域要
求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線帯域割当て方法におい
て、
　前記無線端末は、前記無線基地局から割当てられた無線帯域に応じて、複数のユーザパ
ケットを結合して一の無線パケットにカプセル化、又は、一のユーザパケットを分割して
複数の無線パケットにカプセル化して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割さ
れたユーザパケットがカプセル化されていることを検知したとき、結合又は分割の状態に
応じて、オーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項９】
　請求項８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケットがカプセル
化されていることを検知したとき、ユーザパケットの結合により省略されるオーバーヘッ
ド相当分を減算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項１０】
　請求項８記載の無線帯域割当て方法において、
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　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに分割されたユーザパケットがカプセル
化されていることを検知したとき、ユーザパケットの分割により新たに生じるオーバーヘ
ッド相当分を加算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項１１】
　請求項８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線端末は、一又は複数のユーザパケットそれぞれに必要最低限のヘッダ及びトレ
イラを付加した一又は複数の無線パケットを基に前記帯域要求情報を生成する
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項１２】
　請求項８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線端末は、自動再送要求のためのオーバーヘッドを付加した無線パケット送信し
、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割さ
れたユーザパケットがカプセル化されていることを検知したとき、結合又は分割の状態に
応じ、前記自動再送要求のためのオーバーヘッドを加味して、オーバーヘッド相当分を増
減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
【請求項１３】
　ユーザパケットを無線パケットにカプセル化して無線基地局と無線端末との間で通信す
る無線通信システムの無線基地局であって、
　前記無線端末から送信される、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するた
めの無線帯域を要求する帯域要求情報を受信し、前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更
新する帯域要求量更新手段と、
　更新した前記帯域要求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線
帯域割当て手段を有する無線基地局において、
　受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割されたユーザパケット
がカプセル化されていることを前記無線パケットに含まれるサブヘッダから検知する検知
手段を有し、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段で検知した結合又は分割の状態に応じて、オ
ーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１４】
　請求項１３記載の無線基地局において、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき、前
記複数のユーザパケットを一の無線パケットにカプセル化するときに省略されるオーバー
ヘッド相当分を減算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１５】
　請求項１３記載の無線基地局において、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段でユーザパケットの分割を検知したとき、分
割したユーザパケットを複数の無線パケットにカプセル化するときに新たに生じるオーバ
ーヘッド相当分を加算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１６】
　請求項１４記載の無線基地局において、
　前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき減算する前記オーバーヘッド相当
分は、一の無線パケットに含まれるユーザパケット数と結合に用いる結合サブヘッダの情
報量の乗算値と、前記ユーザパケット数から１を減算した値と前記無線パケットのヘッダ
とトレイラの合計情報量の乗算値との差分値である
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ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１７】
　請求項１５記載の無線基地局において、
　前記検知手段でユーザパケットの分割を検知したとき加算する前記オーバーヘッド相当
分は、
　分割されたユーザパケットの先頭が含まれる無線パケットで、分割を表す分割サブヘッ
ダの情報量の２倍と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加算値であ
り、
　分割されたユーザパケットの最後尾が含まれる無線パケットで、前記分割サブヘッダの
情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加算値である
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１８】
　請求項１６記載の無線基地局において、
　分割されたユーザパケットの先頭と他のユーザパケットが含まれる無線パケットで、前
記分割サブヘッダの情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加
算値を前記オーバーヘッド相当分に加算し、
　分割されたユーザパケットの最後尾と他のユーザパケットが含まれる無線パケットで、
前記分割サブヘッダの情報量を前記オーバーヘッド相当分に減算する
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項１９】
　請求項１４記載の無線基地局において、
　前記無線端末が自動再送要求のためのオーバーヘッドを付加した無線パケットを送信す
る場合、
　前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき減算する前記オーバーヘッド相当
分は、一の無線パケットに含まれるユーザパケット数と結合に用いる結合サブヘッダの情
報量と分割を表す分割サブヘッダの情報量の差との乗算値と、前記ユーザパケット数から
１を減算した値と前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量の乗算値との差分値
である
ことを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線帯域割当て方法及び無線基地局に関する。本発明は、ユーザパケットを
無線パケットにカプセル化して得られたデータを無線基地局と無線端末との間で通信する
無線通信システムにおける無線帯域割当て方法及び無線基地局に適用するのが特に好適で
ある。
【背景技術】
【０００２】
　無線帯域割り当てを行う無線通信システムの例として、ＩＥＥＥ８０２．１６Ｗｏｒｋ
ｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐによって標準化が進められた技術がある。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．１６　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐでは、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗ
ｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）と呼ばれ、無線基地局に複数の端末が接続可能なＰｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｍｕｌｔｉｐｏ
ｉｎｔ（Ｐ－ＭＰ）型通信方式を規定している。ＩＥＥＥ８０２．１６では、主に固定通
信用途向けのＩＥＥＥ８０２．１６ｄ仕様（非特許文献１参照）と移動通信用途向けのＩ
ＥＥＥ８０２．１６ｅ仕様（非特許文献２参照）の２種類を規定しており、これらでは複
数の物理層が規定されているが、ＯＦＤＭやＯＦＤＭＡなどの技術が主に使用される。
【０００４】
　図１に、ＩＥＥＥ８０２．１６ｄ／ｅのサービスイメージを示す。図示のように、１台
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のＢＳ（無線基地局；Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）に複数のＭＳ（無線端末）が接続する
Ｐ－ＭＰ型接続を基本とする。
【０００５】
　ＩＥＥＥ８０２．１６では、ＭＳがデータを送信するときには、ＢＳにより無線帯域を
割当ててもらう。このとき、ＭＳが帯域割当てをＢＳに要求するには、まず、Ｂａｎｄｗ
ｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＣＤＭＡ　Ｃｏｄｅ（以下、ＢＲコードと略す）を送信する
。
【０００６】
　図２は、ＭＳがＢＲコードを送信してから、実際に、データを送信するための帯域が割
当てられるまでのシーケンスを示す。同図中、ＢＲコードを受信したＢＳは、ＭＳがＢａ
ｎｄｗｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｈｅａｄｅｒ（以下、ＢＲヘッダと略す）を送信する
ための帯域を割当てるために、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ－ＩＥを含むＵＬ－ＭＡ
Ｐメッセージを送信する。
【０００７】
　このＵＬ－ＭＡＰメッセージを受信し、ＢＲヘッダを送信するための帯域が割当てられ
たら、ＭＳはＢＲヘッダをＢＳに送信する。ＢＲヘッダはＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ＩＤ（
ＣＩＤ）と送信したいデータのサイズ（バイト数）を含む。ＢＳは、ＣＩＤからサービス
品質（ＱｏＳ：Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）情報を取得することができる。
なお、ＱｏＳ情報は、コネクション設定時にＢＳとＭＳ間で交換される。
【０００８】
　そして、ＢＳはＱｏＳ情報を考慮して、要求されたデータを送信するための帯域を割当
てるか否かを判断する。すなわち、複数のＭＳから要求を受信した場合、高いＱｏＳが要
求されるコネクションを優先して、帯域を割当てるようにする。帯域の割当ては、ＵＬ－
ＭＡＰメッセージにより行われ、同メッセージで割当てられた帯域を用いて、ＭＳはデー
タ（ＭＡＣ－ＰＤＵ）をＢＳに送信する。
【０００９】
　図３に、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ－ＩＥを含むＵＬ－ＭＡＰメッセージのフォ
ーマットを示す。同図に示すように、ＣＤＭＡ＿Ａｌｌｏｃ－ＩＥに含まれるＲａｎｇｉ
ｎｇ　Ｃｏｄｅ、　Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｙｍｂｏｌ、　Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｓｕｂｃｈａｎ
ｎｅｌによって、ＢＲコードの送信ＭＳが、自分に無線リソースが割当てられたか否かを
判別することができる。
【００１０】
　一方、ＢＲヘッダなどを受信した場合、ＢＳは、無線リソースが必要なＣＩＤを特定で
きるので、ＢＲコード受信時とは異なるフォーマットで無線リソースを割当てることがで
きる。
【００１１】
　図４に、ＢＲヘッダ等の受信に応じて生成されるＵＬ－ＭＡＰメッセージ例を示す。図
３と図４を比較して分かるように、ＢＲヘッダに対する割当て情報の方が、ＢＲコードに
対する割当て情報よりも少ないビット数で済み、制御情報のオーバーヘッドを減らすこと
になる。
【００１２】
　図５（Ａ）にＢＲヘッダのフォーマットを示し、図５（Ｂ）にＢＲヘッダの各フィード
の意味を示す。同図に記載されている通り、ＢＲヘッダはＣＩＤ単位に送信され、最大５
２４ＫＢ程度までの要求帯域を表現できる。また、要求形式（Ｔｙｐｅ）として、ｉｎｃ
ｒｅｍｅｎｔａｌとａｇｇｒｅｇａｔｅがある。ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌは、新たに要求
する割当て量を表し、一方、ａｇｇｒｅｇａｔｅは、要求している総量を表す。ａｇｇｒ
ｅｇａｔｅは、定期的に送信される。
【００１３】
　また、帯域要求は、本メッセージの他に、Ｇｒａｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｎｅｔ　Ｓｕｂ
ｈｅａｄｅｒによるピギーバックリクエスト（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌのみ）がある。
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【００１４】
　図６（Ａ）にＧｒａｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ（ＰＢＲ；ピギ
ーバックリクエスト）フォーマットを示し、図６（Ｂ）にＧｒａｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｆｉｅｌｄの意味を示す。同図中、ＰＢＲは
、ＭＳが送信するデータ、すなわち、ＭＡＣ－ＰＤＵ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉ
ｔ）に付加して、ＢＳに送信される。
【００１５】
　図６（Ｃ）にＭＡＣ－ＰＤＵのフォーマットを示す。ＭＡＣ－ＰＤＵは、ＧＭＨ（Ｇｅ
ｎｅｒｉｃ　ＭＡＣ　Ｈｅａｄｅｒ）と呼ばれるヘッダが先頭に位置する。そして、ビッ
ト誤りを検出するためのＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｏｄｅ）がＭ
ＡＣ－ＰＤＵの最後尾に位置する。ＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）は、
ユーザデータ、例えば、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケット等である
。ＰＢＲは、ＧＭＨとＳＤＵの間で送信される。
【００１６】
　上述のＢＲヘッダ又はＰＢＲは、それぞれ送信するＭＡＣ－ＰＤＵに相当するバイト数
をＢＳに通知する。なお、図５（Ｂ）において、ＢＲの欄に「ＰＨＹ（物理層）オーバー
ヘッドを除く」と記載されているのは、例えば誤り訂正符号の符号化率が１／２の場合、
送信するデータ量は２倍となるが、この増分は含まれないことを意味する。これは、電波
環境に応じて符号化率が変わるためである。
【００１７】
　また、無線リソースを効率的に使用するために、ＳＤＵのカプセル化処理を実行するこ
とができる。即ち、複数のＳＤＵを一つのＰＤＵ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）
に格納して転送するパッキング（Ｐａｃｋｉｎｇ）を行ったり、一つのＳＤＵを分割して
複数のＰＤＵで送信するフラグメンテーション（Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）を行った
りすることができる。
【００１８】
　パッキングあるいはフラグメンテーションを行うときには、シーケンス番号を含むサブ
ヘッダがＰＤＵに挿入される。
【００１９】
　図７に、パッキングの一例を示す。パッキングサブヘッダ（ＰＳＨ；Ｐａｃｋｉｎｇ　
Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ）は、複数のＭＡＣ－ＳＤＵを１つのＭＡＣ－ＰＤＵとする際に、Ｓ
ＤＵ単位のシーケンス番号フラグメントの位置を表すコントロールビット及びＳＤＵ長を
付加するために用いられる。パッキングされるＳＤＵは、ＧＭＨを共有することからも分
かるように、同一ＣＩＤのＳＤＵが同じＰＤＵにパッキングされる。
【００２０】
　パッキングサブヘッダ（ＰＳＨ）のフォーマットは、ＡＲＱの有無などにより以下の３
パターンがある。
【００２１】
　図８（Ａ）に示すＡＲＱ－ｅｎａｂｌｅｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、図８（Ｂ）に示す
ＡＲＱ－ｄｉｓａｂｌｅｄ　ａｎｄ　Ｅｘｔｅｎｄ－Ｔｙｐｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、
図８（Ｃ）に示すＡＲＱ－Ｄｉｓａｂｌｅｄ　ａｎｄ　ｎｏｎ－Ｅｘｔｅｎｄｅｄ－Ｔｙ
ｐｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎである。なお、図８（Ｄ）に各フィールドの説明を示す。
【００２２】
　図９に、フラグメンテーションの一例を示す。フラグメンテーションサブヘッダ（ＦＳ
Ｈ；Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ）は、ＭＡＣ－ＳＤＵが複数のＭ
ＡＣ－ＰＤＵに分割されて送信される場合に、ＳＤＵ単位のシーケンス番号及びフラグメ
ントの位置を表すコントロールビットを付加するために用いられる。
【００２３】
　フラグメンテーションサブヘッダのフォーマットは、ＡＲＱの有無などにより以下の３
パターンがある。
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【００２４】
　図１０（Ａ）に示すＡＲＱ－ｅｎａｂｌｅｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、図１０（Ｂ）に
示すＡＲＱ－ｄｉｓａｂｌｅｄ　ａｎｄ　Ｅｘｔｅｎｄ－Ｔｙｐｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ、図１０（Ｃ）に示すＡＲＱ－Ｄｉｓａｂｌｅｄ　ａｎｄ　ｎｏｎ－Ｅｘｔｅｎｄｅｄ
－Ｔｙｐｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎである。なお、図１０（Ｄ）に各フィールドの説明を
示す。
【００２５】
　ＢＳＮとＦＳＮは、共にシーケンス番号であることでは同じであるが、ＦＳＮがＭＡＣ
－ＳＤＵ毎に１ずつインクリメントされるのに対し、ＢＳＮは、ＭＡＣ－ＳＤＵ毎に１ず
つインクリメントされるわけではない点が異なっている。
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．１６(tm)－２００４
【非特許文献２】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．１６ｅ(tm)－２００５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　ＭＳ（無線端末）はＢＳ（基地局）から与えられた無線リソースに応じて、カプセル化
（パッキング（結合））又はフラグメンテーション（分割）を行う。ここで、フラグメン
テーションが行われた場合、１つのＳＤＵを複数に分割して送信するため、ヘッダやＣＲ
Ｃ等に相当するオーバーヘッドが発生することがある。
【００２７】
　図１１に、フラグメンテーションに伴うオーバーヘッドの発生過程を示す。
【００２８】
　同図中、ＭＳは１５００バイトのＳＤＵ（例：ＩＰパケット）を送信するために、ＢＷ
（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）リクエストヘッダを用いて、ヘッダ（６バイト）とＣＲＣ（４バ
イト）分を加えた計１５１０バイト分の無線リソースの割当てをＢＳに要求する。
【００２９】
　ＢＳは利用可能な無線リソースからＭＳが５００バイト分の無線リソースを割当てる。
このとき、ＢＳは残り１０１０バイトと認識することになる。一方、同無線リソースを割
当てられたＭＳは、ＳＤＵを４８８バイトと１０１２バイトに分割して、４８８バイトの
分割ＳＤＵに、ヘッダとＦＳＨとＣＲＣを付加した５００バイトのＰＤＵをＢＳに送信す
る。残った１０１２バイト分のＳＤＵにはヘッダ、ＦＳＨとＣＲＣが新たに付加され、１
０２４バイトのＰＤＵとなる。
【００３０】
　このように、ＢＳは残り１０１０バイトと認識している一方、ＭＳには１０２４バイト
のデータが存在することになる。ＭＳは、この差分をＢＳに通知する。この例では、ＢＳ
が１５１０バイト分の帯域割当てを行った後、３８バイト分の追加要求を出している。も
ちろん、追加分が発生した時点で、適時ピギーバックリクエストなどを使って、追加要求
をすることもできる。
【００３１】
　このように、新たに発生した追加オーバーヘッド分を要求するために、ＢＲヘッダある
いはピギーバックリクエストをＢＳに送信する必要があり、無線リソースを浪費するとい
う問題がある。
【００３２】
　また、逆に、ＭＳがパッキングして複数のＳＤＵを１つのＰＤＵに結合して送信した場
合、オーバーヘッドが削減されることになるが、ＢＳがその削減分を認識せずに余分にＭ
Ｓに無線リソースを割当てるため、その無線リソースが無駄になるという問題がある。
【００３３】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、帯域を節約の浪費を抑制した無線帯域
割当て方法及び無線基地局を提供することを目的とする。
【００３４】
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　好ましくは、更に、本発明は、パケットの分割で発生するオーバーヘッドの追加とパケ
ットの結合で発生するオーバーヘッドの削減を正確に認識でき、不要な帯域要求をなくす
ことができる無線帯域割当て方法及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　本発明の一実施態様では、無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を
割当てる無線基地局において、無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、１又は
複数のユーザパケットについて分割又は結合処理を施して得られたデータを送信する無線
端末からデータを受信する受信部と、受信した該データに含まれる分割又は結合に関する
情報に基いて、無線端末に割当てる無線帯域の総量を増加又は減少する更新部と、を備え
たことを特徴とする無線基地局を用いる。
【００３６】
　好ましくは、その更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダに基いて前記無線帯
域の総量の増加又は減少を行う。
【００３７】
　好ましくは、その更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダが分割に関する場合
は、無線帯域の総量を増加させ、受信した前記データに含まれるヘッダが結合に関する場
合は、無線帯域の総量を減少させる。
【００３８】
　本発明の一実施態様では、無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を
割当てる無線基地局において、該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、デー
タに応答メッセージを含めて送信し得る該無線端末から該データを受信する受信部と、受
信した該データに、前記応答メッセージが含まれる場合に、該無線端末に割当てる無線帯
域の総量を増加する更新部と、を備えたことを特徴とする無線基地局を用いる。
【００３９】
　好ましくは、応答メッセージは、前記無線基地局における再送制御において用いられる
受信結果を示すメッセージである。
【００４０】
　本発明の一実施態様では、無線端末から要求帯域情報を送信し、無線基地局が要求帯域
情報に応じて無線端末に対して無線帯域を割当てる無線帯域割り当て方法において、無線
基地局により割当てられた無線帯域を用いて、無線端末からデータを送信し、無線基地局
は、データを受信し、無線基地局は、受信した該データに含まれる分割又は結合に関する
情報又は無線端末からの応答メッセージに応じて、無線端末に割当てる無線帯域の総量を
増加又は減少する無線帯域制御方法を用いる。
【００４１】
　本発明の一実施態様による無線帯域割当て方法は、ユーザパケットを無線パケットにカ
プセル化して無線基地局と無線端末との間で通信する無線通信システムの無線帯域割当て
方法であって、
　前記無線端末は、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するための無線帯域
を要求する帯域要求情報を生成して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更新し、前記帯域要
求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線帯域割当て方法におい
て、
　前記無線端末は、前記無線基地局から割当てられた無線帯域に応じて、複数のユーザパ
ケットを結合して一の無線パケットにカプセル化、又は、一のユーザパケットを分割して
複数の無線パケットにカプセル化して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割さ
れたユーザパケットがカプセル化されていることを検知したとき、結合又は分割の状態に
応じて、オーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行うことにより、パケ
ットの分割で発生するオーバーヘッドの追加とパケットの結合で発生するオーバーヘッド
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の削減を正確に認識でき、不要な帯域要求をなくすことができる。
【００４２】
　また、本発明の一実施態様による無線基地局は、ユーザパケットを無線パケットにカプ
セル化して無線基地局と無線端末との間で通信する無線通信システムの無線基地局であっ
て、
　前記無線端末から送信される、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するた
めの無線帯域を要求する帯域要求情報を受信し、前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更
新する帯域要求量更新手段と、
　更新した前記帯域要求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線
帯域割当て手段を有する無線基地局において、
　受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割されたユーザパケット
がカプセル化されていることを前記無線パケットに含まれるサブヘッダから検知する検知
手段を有し、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段で検知した結合又は分割の状態に応じて、オ
ーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行うことにより、パケットの分割
で発生するオーバーヘッドの追加とパケットの結合で発生するオーバーヘッドの削減を正
確に認識でき、不要な帯域要求をなくすことができる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、帯域を節約の浪費を抑制した無線帯域割当て方法及び無線基地局を提
供することができる。
【００４４】
　更に、好ましい例では、パケットの分割で発生するオーバーヘッドの追加とパケットの
結合で発生するオーバーヘッドの削減を正確に認識でき、不要な帯域要求をなくし、その
分の無線リソースを有効に利用することができ、また、帯域要求にかかる遅延をなくすこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００４６】
　<無線通信システム>
　図１２に、本発明が適応される無線通信システムの一実施形態の構成図を示す。本シス
テムは、無線基地局ＢＳと一又は複数の無線端末ＭＳを備えている。
【００４７】
　<無線基地局の構成>
　図１３は、無線基地局の一実施形態のブロック構成図を示す。同図中、無線基地局１０
は、無線端末との間で無線信号を送受信するためのアンテナ１１、アンテナを送受信系で
共用するためのデュプレクサ１２、更に、受信系統として、受信部１３、受信信号を復調
する復調部１４、復調した受信信号を復号する復号化部１５、復号データから制御データ
（例えば、ＢＲヘッダ）を抽出して制御部２０に与えると共に、ユーザデータ等の他のデ
ータをパケット再生部１７に転送する制御データ抽出部１６、制御データ抽出部１６から
転送されたデータをパケット化してＮＷインタフェース部２２に引き渡すと共にパッキン
グサブヘッダ（ＰＳＨ）やフラグメンテーションサブヘッダ（ＦＳＨ）を取り出して制御
部２０に供給するパケット再生部１７を有する。
【００４８】
　ＮＷインタフェース部２２は図示しないルーティング装置との間のインタフェースを形
成してパケット通信を行う。なお、ルーティング装置は複数の無線基地局と接続されてお
り、パケットデータ等のデータの方路制御を行う。
【００４９】
　パケット識別部２３は、ＮＷインタフェース部２２から受信したパケットデータに含ま
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れるＩＰアドレスを識別し、ＩＰアドレスデータに基づいて宛先ＭＳを特定する。例えば
、ＩＰアドレスデータとＭＳのＩＤの対応を記憶しておき、対応するＭＳのＩＤを取得す
る。これと共に、ＩＤに対応するＱｏＳ情報を取得し、同様にＩＤに対応させて記憶して
おき、制御部２０にＩＤ、ＱｏＳ情報、データサイズを与えて帯域割当て要求を行い、Ｎ
Ｗインタフェース部２２から渡されたパケットデータをパケットバッファ部２４に格納す
る。
【００５０】
　制御部２０は、ダウンリンク方向（ＢＳからＭＳ方向）のトラフィックに関して、パケ
ット識別部２３から帯域割当て要求を受けると、ＱｏＳに応じて、帯域を割当てるＭＳを
選択し、ユーザデータの送信をスケジューリングするように、パケットバッファ部２４及
びＰＤＵ生成部２５に指示を行う。また、制御部２０は、制御データの生成を行い、ユー
ザデータと同様にＰＤＵ生成部２５に指示してＭＳに送信する。
【００５１】
　一方、制御部２０は、アップリンク方向（ＢＳからＭＳ方向）のトラフィックに関して
、制御メッセージ抽出部１６から与えられたＢＲヘッダの情報を基に帯域要求量を管理し
、ＭＳにアップリンクの帯域を割当てる割当て情報（ＭＡＰメッセージ）を生成し、ＭＳ
に送信するようにＰＤＵ生成部２５に指示する。
【００５２】
　また、制御部２０は、受信した制御データの処理も行う。例えば、ＭＳのサポートする
機能の登録、認証、鍵生成・交換や無線チャネルの状態管理などを行う。また、制御部２
０は、記憶部２１と接続されており、記憶部２１には、ＢＳが記憶すべき各種データが記
憶される。例えば、ＭＳから受信した制御データに含まれるＭＳの機能情報、認証情報、
鍵情報、無線チャネル情報やコネクションのＱｏＳ情報等を記憶する。また、ＢＳのリソ
ースの使用状況を管理記憶するために記憶部２１を利用する。後述の帯域要求量管理テー
ブルは記憶部２１に記憶される。
【００５３】
　ＰＤＵ生成部２５は、同期信号（プリアンブル）を基準として形成される無線フレーム
内に、ユーザデータ及び制御データの送信データが格納されるようにＰＤＵを生成し、符
号化部２６に送出する。符号化部２６、変調部２７、送信部２８はそれぞれ、順にＰＤＵ
データを誤り訂正符号化等の符号化処理を施してから変調し、送信部２８からアンテナ１
１を介して無線信号として送信する。
【００５４】
　<無線端末の構成>
　図１４は、無線端末の一実施形態のブロック構成図を示す。同図中、無線端末３０は、
無線基地局との間で無線信号を送受信するためのアンテナ３１、アンテナを送受信系で共
用するためのデュプレクサ３２、更に、受信処理部３３として、受信部３４、受信信号を
復調する復調部３５、復調した受信信号を復号する復号化部３６、復号データから制御デ
ータを抽出して制御部４０に引き渡すとともに、ユーザデータ等の他のデータをデータ処
理部３８に転送する制御データ抽出部３７を有する。
【００５５】
　データ処理部３８は、受信データに含まれる各種データの表示処理、音声出力処理等を
行う。また、データ処理部３８は、通信先の装置に対して送信を希望するユーザデータを
送信処理部４２のＰＤＵバッファ部４３に与える。
【００５６】
　ＰＤＵバッファ部４３は、データ処理部３８からの送信データを格納し、制御部４０か
らの指定に基づいて格納されている送信データを読み出して符号化部４４に出力する。
【００５７】
　符号化部４４及び変調部４５は、ＰＤＵバッファ部４３からの送信データを制御部４０
の制御のもと、送信データについて符号化、変調処理を実行し、アンテナ３１を介して無
線信号を送信する。
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【００５８】
　制御部４０は、ＢＳと送受信する制御データの処理を行う。例えばＭＳのサポートする
機能の登録、認証、鍵生成・交換や無線チャネルの状態管理などを行う。また、制御部４
０は、ＢＳから送信されるアップリンクの帯域の割当て情報を基に、送信処理部４２を制
御して、ユーザデータあるいは制御データをＢＳに送信する。帯域の割当てが必要な場合
は、帯域割当の必要なコネクションのＢＲヘッダをＢＳに送信するように、送信処理部４
２に指示する。
【００５９】
　<第１実施形態>
　この実施形態では、無線基地局は、無線端末からの要求帯域に基いて、この無線端末に
無線帯域を割当てる処理を行うが、割当てた無線帯域を用いてこの無線端末が、一又は複
数のユーザパケットについて分割又は結合処理を施して得られたデータを送信する場合に
、この無線基地局は、このデータを受信し、受信したデータに含まれる分割又は結合に関
する情報に基いて、無線端末に割当てる無線帯域の総量を増加又は減少することとする。
【００６０】
　これにより、無線端末においてユーザパケットについて分割又は結合処理を施した場合
であっても、無線端末に割当てる無線帯域の総量を柔軟に更新することができることとな
る。
【００６１】
　<ＭＳにおける送信データ発生時処理>
　図１５に、ＭＳにおけるユーザデータを含むユーザパケット等の送信データ（ＳＤＵ）
発生（生成）時のフローチャートを示す。同図中、ＭＳでは、上位レイヤプロトコルがＳ
ＤＵ（ＩＰパケット等）を生成すると（ステップＳ１）、ＳＤＵのヘッダ情報からコネク
ションを識別する（ステップＳ２）。
【００６２】
　そして、同コネクションに対応するヘッダを生成し、必要なトレイラ（ＣＲＣなど）を
付加してＰＤＵ（ＳＤＵをカプセル化処理等して得られるデータ、無線パケット）を構成
する（ステップＳ３）。このとき、同コネクションが暗号化対応の場合、必要な情報（例
えば、Ｐａｃｋｅｔ　ＮｕｍｂｅｒやＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅなど）の
付加及び暗号化が行われる。以下、Ｐａｃｋｅｔ　Ｎｕｍｂｅｒ及びＡｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅは、それぞれヘッダ及びトレイラとして見なすことができる。
【００６３】
　そして、ＰＤＵ長を計算し（ステップＳ４）、その値を含む帯域割当て情報（例えば、
ＢＲヘッダ）をＢＳに送信して、帯域割当てを要求する。ここでは、複数のＳＤＵが同時
に発生した場合、各ＳＤＵを１つのＰＤＵに格納した場合、すなわち、フラグメンテーシ
ョンやパッキングのない場合の各ＰＤＵ長を計算し、合計値をＢＳに送信して、帯域割当
てを要求する（ステップＳ５）。
【００６４】
　また、ＭＳは、ＳＤＵが生成した場合だけでなく、制御信号用のサブヘッダ等、例えば
、ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋヘッダ／Ｓｕｂｈｅａｄｅｒ、Ｐｉｇｇｙｂａｃｋサブヘッ
ダなどが生じた場合、ＢＲヘッダやピギーバックＢＷ（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）Ｒｅｑｕｅ
ｓｔにより、帯域要求を行うことができる。
【００６５】
　<ＭＳにおけるデータ（ＳＤＵ）送信時処理>
　図１６に、ＭＳにおけるデータ（ＳＤＵ）送信時のフローチャートを示す。
【００６６】
　ＢＳから無線帯域が割当てられると（ステップＳ１１）、ＭＳは、その割当て量が１つ
のＰＤＵを送信するのに十分か否かを判断する（ステップＳ１２）。
【００６７】
　１つ目のＰＤＵを送信するのに十分な無線帯域がある場合、更に、パッキングした時の
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サブヘッダ増加やヘッダ及びトレイラ分の減少を考慮して、次のＰＤＵに含まれるＳＤＵ
の送信が可能か否かを判断する（ステップＳ１３）。
【００６８】
　次のＰＤＵに含まれるＳＤＵをパッキングして送信ができない場合、１つ目のＰＤＵの
送信を行う（ステップＳ１４）。このとき、次のＰＤＵを送信するための無線帯域を要求
するＢＲヘッダやピギーバックＢＷリクエストを送信することもできる。また、フラグメ
ントした後にパッキングすることも可能である。
【００６９】
　一方、次のＰＤＵの送信ができる場合、ＰＤＵ内のＳＤＵを抜き出し、１つ目のＰＤＵ
内のペイロードにパッキングさせて、新しいＰＤＵを生成する（ステップＳ１５）。この
とき、ＰＤＵ内の各ＳＤＵにパッキングサブヘッダ（ＰＳＨ）を付加する。この動作を新
しいＰＤＵを送信するための無線帯域がなくなるまで繰り返し、複数のＳＤＵがパッキン
グされたＰＤＵを送信する。
【００７０】
　また、与えられた無線帯域で、１つ目のＰＤＵを送信できない場合、同無線帯域で送信
できるだけのＰＤＵになるように、ＰＤＵに格納されたＳＤＵを分割する（ステップＳ１
６）。１つ目の分割されたＳＤＵ（先頭分割ＳＤＵ）にヘッダ、トレイラ及びフラグメン
トサブヘッダ（ＦＳＨ）を付加してＰＤＵを構成し、送信する（ステップＳ１７）。更に
、残りの分割されたＳＤＵ（最後尾分割ＳＤＵ）にも同様にヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ
を付加して２つ目のＰＤＵとし、無線帯域が割当てられるのを待つ（ステップＳ１８）。
【００７１】
　先頭分割ＳＤＵに付加するＦＳＨのＦＣビットは、'１０'（Ｆｉｒｓｔフラグメント）
を含み、最後尾分割ＳＤＵに付加するＦＳＨのＦＣビットは、'０１'（Ｌａｓｔフラグメ
ント）を含む。また、最後尾分割ＳＤＵが更に２つの分割ＳＤＵに分割された場合、前部
分が中間分割ＳＤＵ（ＦＣビット＝'１１'（ｍｉｄｄｌｅフラグメント））、後ろ部分が
最後尾分割ＳＤＵとなる。
【００７２】
　<ＢＳにおける帯域要求受信時の帯域要求量更新処理>
　図１７に、ＢＳにおける帯域要求受信時の帯域要求量更新のフローチャートを示す。
【００７３】
　同図中、ＢＷリクエストは、ＢＲヘッダあるいはピギーバックＢＷリクエスト（ＰＢＲ
）などに相当する。
【００７４】
　ＢＳは、ＢＲヘッダあるいはＰＢＲを受信したとき（ステップＳ２１）、帯域要求量の
更新を行う。すなわち、ＢＲヘッダあるいはＰＢＲの送信に用いられたヘッダに含まれる
ＣＩＤで、帯域要求量管理テーブルを検索し、同ＣＩＤに対応する帯域要求量の更新を行
う（ステップＳ２２）。図１８に、帯域要求量（ＢＲ　Ｑｕａｎｔｉｔｙ）管理テーブル
の一例を示す。
【００７５】
　ここで、"Ａｇｇｒｅｇａｔｅ"タイプのＢＲヘッダを受信したときは、同ヘッダ内の情
報を帯域要求量に上書きする。一方、"Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ"タイプのＢＲヘッダ又は
ＰＢＲを受信したときは、同ＢＲヘッダ又はＰＢＲに含まれる値をテーブル内の帯域要求
量に加算する。なお、ＰＢＲは全てＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌである。
【００７６】
　<ＢＳにおける帯域割当て時の帯域要求量更新処理>
　図１９に、ＢＳにおける帯域割当て時の帯域要求量更新のフローチャートを示す。
【００７７】
　ＢＳは、無線フレーム（例えば、５ｍｓｅｃ）毎に（ステップＳ２３）、どのＭＳのど
のＣＩＤに無線帯域を割当てるか決定し、決定したＭＡＰ情報をＭＳに送信することで無
線帯域を割当てる（ステップＳ２４）。ＣＩＤに無線リソースを割当てると、同ＣＩＤの
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帯域要求量を更新する（ステップＳ２５）。すなわち、割当て量だけ減算する。
【００７８】
　<ＢＳにおけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新処理>
　図２０に、ＢＳにおけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新のフローチャートを示す。
【００７９】
　ＢＳがＭＳからＰＤＵを受信すると（ステップＳ３１）、同ＰＤＵに含まれるＳＤＵが
フラグメントされているか否か、あるいは、同ＰＤＵに複数のＳＤＵがパッキングされて
いるか否かを検査する（ステップＳ３２～Ｓ３４）。フラグメントもパッキングもない場
合、帯域要求量の更新は行わずにステップＳ３１に戻る（ステップＳ３４）。
【００８０】
　即ち、受信したＰＤＵに含まれる情報（ユニットの構造を示す情報（分割又は結合に関
する情報を示すヘッダ情報））に基いて増加又は減少すべき帯域量を算出し、算出した帯
域量に基づいて帯域要求量（割当て予定無線帯域）の更新を行うのである。
【００８１】
　一方、フラグメントされた分割ＳＤＵが含まれる場合、ＦＳＨのＦＣビット値により、
帯域要求量の更新方法が異なる。
（１）ＦＣビット＝'１０'Ｆｉｒｓｔフラグメントの場合
　この場合、受信した先頭分割ＳＤＵに付加されたＦＳＨと、ＭＳが送信待ちの最後尾分
割ＳＤＵに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ分が新たに生じたデータ量となる。し
たがって、２　×　ＦＳＨ　＋　ヘッダ　＋トレイラ分を帯域要求量に加算する（ステッ
プＳ３５，Ｓ３６）。
（２）ＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄｌｅフラグメントの場合
　この場合、ＭＳが送信待ちの最後尾分割ＳＤＵに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳ
Ｈ分が新たに生じたデータ量となる。したがって、ＦＳＨ　＋　ヘッダ　＋トレイラ分を
帯域要求量に加算する（ステップＳ３７，Ｓ３８）。
（３）ＦＣビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメントの場合
　この場合、新たに生じたデータはないため、帯域要求量の更新は行わずにステップＳ３
１に戻る（ステップＳ３７）。
【００８２】
　受信したＰＤＵにパッキングされた複数のＳＤＵが含まれる場合、受信したＰＤＵに含
まれる各ＳＤＵに付加されたＰＳＨ（パッキングサブヘッダ）分が新たに生じたデータと
なり、パッキングされたＳＤＵに元々付加されていたヘッダ及びトレイラ分が減少分とな
る（ステップＳ３９）。すなわち、ＰＤＵに含まれるＳＤＵ数をＮとすると、Ｎ　×　Ｐ
ＳＨ　－（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイラ）分を帯域要求量に加算する。通常、Ｎ　×
　ＰＳＨ　<（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイラ）の関係が成り立つので、帯域要求量は
減少することになる。
【００８３】
　<第１実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２１に、第１実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスの例を示
す。同図では、ＭＳが１５００バイトのＳＤＵを送信するために、ヘッダ及びトレイラ（
例えばＣＲＣ）を合わせて１５１０バイトの帯域要求をＢＳに送信する例を示している。
【００８４】
　ＭＳは、１５１０バイトのＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ステッ
プＳＱ１）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、５００バイト分の
無線帯域を割当てるものとする（ＳＱ２）。このとき、残り１０１０バイトの帯域要求量
となる。
【００８５】
　最初に、ＢＳから５００バイト分の帯域を割当てられたとき、ＭＳは、１５００バイト
のＳＤＵを、４８８バイトの先頭分割ＳＤＵと１０１２バイトの最後尾分割ＳＤＵに分割
し、先頭分割ＳＤＵにヘッダ（Ｈ）、トレイラ（ＣＲＣ）及びフラグメントサブヘッダ（
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ＦＳＨ）を付加して、５００バイトのＰＤＵを再生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ３）。同
様に、１０１２バイトの分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、フラグメントサブヘッダを付
加して、ＰＤＵを構成する。なお、先頭分割ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣビットは'１
０'Ｆｉｒｓｔフラグメントであり、最後尾分割ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣビットは'
０１'Ｌａｓｔフラグメントである。
【００８６】
　ＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信すると、ＢＳは、ＦＳＨからＰＤＵにフラグメン
トされた先頭分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１０'Ｆｉｒｓｔフ
ラグメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、受信したＰＤＵに付加された
ＦＳＨのデータ量と、ＭＳが保持しているＳＤＵに新たに付加されたヘッダのデータ量、
トレイラ、ＦＳＨのデータ量の合計である１４バイトを加算して、１０２４バイトとなる
。
【００８７】
　次に、ＢＳは、１０２４バイトの帯域要求量のうち、５００バイト分の無線帯域をＭＳ
に割当てるものとする（ＳＱ４）。このとき、ＢＳは、５２４バイトの残り帯域要求量が
あるものと認識する。
【００８８】
　５００バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、１０１２バイトのＳＤＵを更に分割
し、４８８バイトの中間分割ＳＤＵと５２４バイトの最後尾分割ＳＤＵに分割する。そし
て中間分割ＳＤＵに、ヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄｌｅフラ
グメント）を付加し、最後尾分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'
０１'Ｌａｓｔフラグメント）を付加して、それぞれＰＤＵを構成する。そして、中間分
割ＳＤＵを含むＰＤＵをＢＳに送信する（ＳＱ５）。
【００８９】
　ＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＦＳＨからＰＤＵにフラグメントさ
れた中間分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄｌｅフラ
グメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、ＭＳが保持しているＳＤＵに新
たに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ相当量の計１２バイトを加算して、５３６バ
イトとなる。
【００９０】
　ステップＳＱ６で５００バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、５２４バイトのＳ
ＤＵを更に分割し、４８８バイトの中間分割ＳＤＵと３６バイトの最後尾分割ＳＤＵに分
割する。そして中間分割ＳＤＵに、ヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'１１'Ｍｉ
ｄｄｌｅフラグメント）を付加し、最後尾分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（Ｆ
Ｃビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメント）を付加して、それぞれＰＤＵを構成する。そし
て、中間分割ＳＤＵを含むＰＤＵをＢＳに送信する（ＳＱ７）。
【００９１】
　ステップＳＱ７でＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＦＳＨからＰＤＵ
にフラグメントされた中間分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１１'
Ｍｉｄｄｌｅフラグメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、ＭＳが保持し
ているＳＤＵに新たに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ相当量の計１２バイトを加
算して、４８バイトとなる。
【００９２】
　更に、ＢＳは、残っている４８バイトの帯域要求量を満たす無線帯域をＭＳに割当てる
ものとする。このとき、ＢＳは、残り帯域要求量が０であるものと認識する（ＳＱ８）。
【００９３】
　４８バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、３６バイトのＳＤＵを含むＰＤＵをＢ
Ｓに送信する（ＳＱ９）。したがって、無線基地局は、無線端末に要求された１５１０バ
イトと比べて３８バイト増加させた無線帯域を無線端末に割当てており、無線端末に割当
てた総無線帯域が、ＦＳＨに応じて増加方向に更新されたといえる。
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【００９４】
　なお、ここでは、サブヘッダとして、ＦＳＨのみを考慮したが、受信したＰＤＵにその
他のＦＳＨ（例えば、Ｇｒａｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔサブヘッダなど）が含まれてい
た場合、その分も帯域要求量に加算する。更に、暗号化が施されているＰＤＵの場合、Ｐ
ａｃｋｅｔ　ＮｕｍｂｅｒやＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ＣｏｄｅがＰＤＵに含まれ
る場合があるが、その場合はヘッダとトレイラと同様に、その分を帯域要求量に加算する
。
【００９５】
　<第１実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２２に、第１実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンスの例を示す
。同図では、ＭＳが３つの５００バイトのＳＤＵを送信するために、ヘッダ及びトレイラ
（例えばＣＲＣ）を合わせて１５３０バイトの帯域要求をＢＳに送信する例を示している
。
【００９６】
　ＭＳは、合計１５３０バイトのＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ス
テップＳＱ１０）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、１０１６バ
イト分の無線帯域を割当てるものとする（ＳＱ１１）。このとき、残り５１４バイトの帯
域要求量となる。
【００９７】
　最初に、ＢＳから１０１６バイト分の帯域を割当てられたとき、ＭＳは、ＰＳＨ（パッ
キングサブヘッダ）を用いて２個の５００バイトのＳＤＵを結合し、ヘッダ（Ｈ）、トレ
イラ（ＣＲＣ）を付加して、１０１６バイトのＰＤＵを生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ１
２）。
【００９８】
　ＭＳから１０１６バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＰＳＨからＰＤＵにパッキングさ
れた複数のＳＤＵが含まれていることを検知し、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量
に、受信したＰＤＵに含まれるＳＤＵに付加されたＰＳＨの合計量から、パッキングされ
たＳＤＵに元々付加されていたヘッダ及びトレイラ相当量を減算した値を帯域要求量に加
えて、５１０バイトとなる。
【００９９】
　ＢＳは残り５１０バイト分の無線帯域をＭＳに割当て（ＳＱ１３）、残りの帯域要求量
を０とする。そして、ＭＳは割当てられた無線帯域を利用して残りのＰＤＵを送信する（
ＳＱ１４）。この場合、パッキングもフラグメントもなされていないので、ＢＳは、帯域
要求量の更新は行わない。したがって、無線基地局は、無線端末に要求された１５３０バ
イトと比べて４バイト減少させた無線帯域を無線端末に割当てており、無線端末に割当て
た総無線帯域が、ＰＳＨに応じて減少方向に更新されたといえる。
【０１００】
　なお、ここでは、パッキング時の動作だけを説明するために、フラグメントのない例を
示した。しかしながら、フラグメントされた分割ＳＤＵをパッキングすることもありでき
る。その場合、先に説明したフラグメントの動作と組み合わさることになる。
【０１０１】
　<第１実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２３に、第１実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シー
ケンスの例を示す。同図では、ＭＳが５００バイトと１５００バイトのＳＤＵを送信する
ために、ヘッダ及びトレイラ（例えばＣＲＣ）を合わせて２０２０バイトの帯域要求をＢ
Ｓに送信する例を示している。
【０１０２】
　ＭＳは、２０２０バイト分のＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ＳＱ
２１）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、１０００バイト分の無
線帯域を割当てるものとする（ＳＱ２２）。このとき、残り１０２０バイトの帯域要求量
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となる。
【０１０３】
　最初に、ＢＳから１０００バイト分の無線帯域を割当てられたとき、ＭＳは、ＰＳＨ（
パッキングサブヘッダ）を用いて、５００バイトのＳＤＵと１５００バイトのＳＤＵの先
頭４８４バイト分の分割ＳＤＵを結合し、ヘッダ（Ｈ）、トレイラ（ＣＲＣ）を付加して
、１０００バイトのＰＤＵを生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ２３）。４８４バイトの分割
ＳＤＵに付加されるＰＳＨに含まれるＦＣビットは、'１０'Ｆｉｒｓｔフラグメントにセ
ットされる。そして、ＭＳが保持する１０１６バイトの分割ＳＤＵには、ＦＣビット＝'
０１'Ｌａｓｔフラグメントを含むＦＳＨが付加される。
【０１０４】
　ＳＤＵがパッキングされたＰＤＵを受信したＢＳは、ＰＳＨからパッキングされている
ことを認識し、更に、ＰＳＨに含まれるＦＣビットからＳＤＵが分割されていることを認
識する。そこで、パッキングされているＳＤＵ数をＮとして、Ｎ　×　ＰＳＨ　－（Ｎ－
１）×（ヘッダ　＋　トレイラ）分を帯域要求量に加算する。受信したＰＤＵに含まれる
先頭分割ＳＤＵ（Ｆｉｒｓｔフラグメント）には、ＦＳＨの代わりにＰＳＨが付加されて
いるので、ＭＳが保持している最後尾分割ＳＤＵに新たに付加されたＦＳＨ　＋　ヘッダ
　＋トレイラ分を更に帯域要求量に加算する。
【０１０５】
　同図の例に当てはめると、｛２　×　３バイト　－（２－１）×（６バイト＋４バイト
）｝＋｛２バイト　＋　６バイト　＋　４バイト｝＝　８バイトを帯域要求量に加算し、
１０２８バイトとする。
【０１０６】
　次に、ＢＳが１０２８バイト分の無線帯域をＭＳに割当てると、帯域要求量は０になる
（ＳＱ２４）。そして、ＭＳから同無線帯域を用いて送信されたＰＤＵを受信すると（Ｓ
Ｑ２５）、同ＰＤＵが最後尾分割ＳＤＵを含むことを検知し、帯域要求量の更新は行わな
い。したがって、無線基地局は、無線端末に要求された２０２０バイトと比べて、８バイ
ト増加させた無線帯域を無線端末に割当てており、無線端末に割当てた総無線帯域が、Ｆ
ＳＨ及びＰＳＨに応じて、結果的に、増加方向に更新されたといえる。
【０１０７】
　<ＢＳにおけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵの帯域割当て時の帯域要求
量更新処理>
　図２４に、ＢＳにおけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵの帯域割当て時の
帯域要求量更新のフローチャートを示す。同図中、ＢＳはＰＤＵを受信すると（ステップ
Ｓ４１）、ＰＳＨの有無によりパッキングされたＳＤＵが含まれるかを確認する（ステッ
プＳ４２）。
【０１０８】
　パッキングされたＳＤＵが含まれない場合（ステップＳ４３）、ＦＳＨの有無によりフ
ラグメントの有無を確認する（ステップＳ４４）。そして、フラグメントもなければ帯域
要求量の更新は行わずにステップＳ４１に戻る。フラグメントがあった場合、図２０のス
テップＳ３５～Ｓ３８と同様に、分割ＳＤＵの位置（先頭、中間、最後尾）に応じて、帯
域要求量の更新を行う（ステップＳ４５～Ｓ４８）。
【０１０９】
　一方、パッキングされたＳＤＵを含む場合、ＰＳＨの増加分及びヘッダとトレイラの削
減分を考慮して、帯域要求量の更新を行う（ステップＳ４９）。すなわち、ＰＤＵに含ま
れるＳＤＵ数をＮとすると、Ｎ　×　ＰＳＨ　－（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイラ）分
を帯域要求量（割当て予定無線帯域）に加算する。
【０１１０】
　更に、フラグメントされた分割ＳＤＵが含まれている場合（ステップＳ５０）、分割Ｓ
ＤＵの位置（先頭、中間、最後尾）に応じて、帯域要求量の更新を行う。すなわち、先頭
分割ＳＤＵ（ＦＣビット＝'１０'）の場合、ＭＳが保持する最後尾分割ＳＤＵに新たに付
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加されたＦＳＨ、ヘッダ及びトレイラ分を加算する（ステップＳ５１，Ｓ５３）。最後尾
分割ＳＤＵ（ＦＣビット＝'０１'）の場合、パッキングによりＦＳＨがＰＳＨに付け変わ
ったことになるため、パッキングにより加算されているＰＳＨ分を補正するために、ＦＳ
Ｈ分を減算する（ステップＳ５２，Ｓ５４）。なお、パッキングがある場合、中間分割Ｓ
ＤＵがＰＤＵに含まれることはなく、ステップＳ４１に戻る。
【０１１１】
　<第２実施形態>
　再送制御であるＡＲＱ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）が有効
なコネクションでは、どのＰＤＵを受信したかを送信者に通知する受信応答ＡＣＫ（受信
結果メッセージ）を返すために、ＰＤＵにシーケンス番号を付ける必要がある。
【０１１２】
　このシーケンス番号は、ＦＳＨ及びＰＳＨにも含まれている。つまり、フラグメントも
パッキングもされていないＳＤＵを含むＰＤＵにもＦＳＨ（ＦＣビット＝'００'：Ｎｏフ
ラグメント）が付加される。したがって、ＭＳは、ヘッダ、ＦＳＨ、ＳＤＵ、トレイラを
含むＰＤＵのサイズの合計を送信するための無線帯域をＢＳに要求する。
【０１１３】
　<第２実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２５に、第２実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスの例を示
す。同図では、ＭＳが１５００バイトのＳＤＵを送信するために、ヘッダ及びトレイラ（
例えばＣＲＣ）に加え、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＢＳＮ）を通知
するためのＦＳＨ（ＦＣビット＝'００'Ｎｏフラグメント）を合わせて１５１２バイトの
帯域要求をＢＳに送信する例を示している。
【０１１４】
　ＭＳは、１５１２バイトのＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ステッ
プＳＱ３１）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、５００バイト分
の無線帯域を割当てるものとする（ステップＳＱ３２）。このとき、残り１０１２バイト
の帯域要求量となる。
【０１１５】
　最初に、ＢＳから５００バイト分の帯域を割当てられたとき、ＭＳは、１５００バイト
のＳＤＵを、４８８バイトの先頭分割ＳＤＵと１０１２バイトの最後尾分割ＳＤＵに分割
し、先頭分割ＳＤＵにヘッダ（Ｈ）、トレイラ（ＣＲＣ）及びフラグメントサブヘッダ（
ＦＳＨ）を付加して、５００バイトのＰＤＵを再生成し、ＢＳに送信する（ステップＳＱ
３３）。同様に、１０１２バイトの分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、フラグメントサブ
ヘッダを付加して、ＰＤＵを構成する。なお、先頭分割ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣビ
ットは'１０'Ｆｉｒｓｔフラグメントであり、最後尾分割ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣ
ビットは'０１'Ｌａｓｔフラグメントである。
【０１１６】
　ＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＦＳＨからＰＤＵにフラグメントさ
れた先頭分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１０'Ｆｉｒｓｔフラグ
メント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、ＭＳが保持しているＳＤＵに新た
に付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ相当量の計１２バイトを加算して、１０２４バ
イトとなる。
【０１１７】
　次に、ＢＳは、１０２４バイトの帯域要求量のうち、５００バイト分の無線帯域をＭＳ
に割当てるものとする（ＳＱ３４）。このとき、ＢＳは、５２４バイトの残り帯域要求量
があるものと認識する。
【０１１８】
　５００バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、１０１２バイトのＳＤＵを更に分割
し、４８８バイトの中間分割ＳＤＵと５２４バイトの最後尾分割ＳＤＵに分割する。そし
て中間分割ＳＤＵに、ヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄｌｅフラ
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グメント）を付加し、最後尾分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'
０１'Ｌａｓｔフラグメント）を付加して、それぞれＰＤＵを構成する。そして、中間分
割ＳＤＵを含むＰＤＵをＢＳに送信する（ＳＱ３５）。
【０１１９】
　ＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＦＳＨからＰＤＵにフラグメントさ
れた中間分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄｌｅフラ
グメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、ＭＳが保持しているＳＤＵに新
たに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ相当量の計１２バイトを加算して、５３６バ
イトとなる。
【０１２０】
　ステップＳＱ３６で５００バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、５２４バイトの
ＳＤＵを更に分割し、４８８バイトの中間分割ＳＤＵと３６バイトの最後尾分割ＳＤＵに
分割する。そして中間分割ＳＤＵに、ヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（ＦＣビット＝'１１'Ｍ
ｉｄｄｌｅフラグメント）を付加し、最後尾分割ＳＤＵにもヘッダ、トレイラ、ＦＳＨ（
ＦＣビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメント）を付加して、それぞれＰＤＵを構成する。そ
して、中間分割ＳＤＵを含むＰＤＵをＢＳに送信する（ＳＱ３７）。
【０１２１】
　ステップＳＱ３８でＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＦＳＨからＰＤ
Ｕにフラグメントされた中間分割ＳＤＵが含まれていることを検知し（ＦＣビット＝'１
１'Ｍｉｄｄｌｅフラグメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量に、ＭＳが保
持しているＳＤＵに新たに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳＨ相当量の計１２バイト
を加算して、４８バイトとなる。
【０１２２】
　更に、ＢＳは、残っている４８バイトの帯域要求量を満たす無線帯域をＭＳに割当てる
ものとする。このとき、ＢＳは、残り帯域要求量が０であるものと認識する。
【０１２３】
　４８バイト分の無線帯域を割当てられたＭＳは、３６バイトのＳＤＵを含むＰＤＵをＢ
Ｓに送信する（ＳＱ３９）。
【０１２４】
　<第２実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２６に、第２実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンスの例を示す
。同図では、ＭＳが３つの５００バイトのＳＤＵを送信するために、ヘッダ及びトレイラ
（例えばＣＲＣ）に加え、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＢＳＮ）を通
知するためのＦＳＨ（ＦＣビット＝'００'Ｎｏフラグメント）を合わせて１５３６バイト
の帯域要求をＢＳに送信する例を示している。
【０１２５】
　ＭＳは、合計１５３６バイトのＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ス
テップＳＱ４０）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、１０１６バ
イト分の無線帯域を割当てるものとする（ＳＱ４１）。このとき、残り５２０バイトの帯
域要求量となる。
【０１２６】
　最初に、ＢＳから１０１６バイト分の帯域を割当てられたとき、ＭＳは、各ＰＤＵ内の
ＳＤＵに付加されているＦＳＨに変えて、ＰＳＨ（パッキングサブヘッダ）を用いて２個
の５００バイトのＳＤＵを結合し、ヘッダ（Ｈ）、トレイラ（ＣＲＣ）を付加して、１０
１６バイトのＰＤＵを生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ４２）。
【０１２７】
　ＭＳから１０１６バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、ＰＳＨからＰＤＵにパッキングさ
れた複数のＳＤＵが含まれていることを検知し、同ＰＤＵのＣＩＤに対応する帯域要求量
に、パッキング前のＰＤＵ内のＳＤＵに付加されていたＦＳＨと受信したＰＤＵに含まれ
るＳＤＵに付加されたＰＳＨの差分の合計量から、パッキングされたＳＤＵに元々付加さ
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れていたヘッダ及びトレイラ相当量を減算した値を帯域要求量に加えて、５１２バイトと
なる。
【０１２８】
　ＢＳは残り５１２バイト分の無線帯域をＭＳに割当て（ＳＱ４３）、残りの帯域要求量
を０とする。そして、ＭＳは割当てられた無線帯域を利用して残りのＰＤＵを送信する（
ＳＱ４４）。この場合、パッキングもフラグメントもなされていないので、ＢＳは、帯域
要求量の更新は行わない。
【０１２９】
　<第２実施形態におけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新>
　図２７に、第２実施形態のＢＳにおけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新のフローチャー
トを示す。
【０１３０】
　ＢＳがＭＳからＰＤＵを受信すると（ステップＳ６１）、同ＰＤＵに含まれるＳＤＵが
フラグメントされているか否か、あるいは、同ＰＤＵに複数のＳＤＵがパッキングされて
いるか否かを検査する（ステップＳ６２～Ｓ６４）。フラグメントもパッキングもない場
合、帯域要求量の更新は行わずにステップＳ６１に戻る（ステップＳ６４）。
【０１３１】
　一方、フラグメントされた分割ＳＤＵが含まれる場合、ＦＳＨのＦＣビット値により、
帯域要求量の更新方法が異なる。
（１）ＦＣビット＝'１０'ＦｉｒｓｔフラグメントあるいはＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄ
ｌｅフラグメントの場合
　この場合、ＭＳが送信待ちの最後尾分割ＳＤＵに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳ
Ｈ分が新たに生じたデータ量となる。したがって、ＦＳＨ　＋　ヘッダ　＋トレイラ分を
帯域要求量に加算する（ステップＳ６６）。
（２）ＦＣビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメントの場合
　この場合、新たに生じたデータはないため、帯域要求量の更新は行わずにステップＳ６
１に戻る（ステップＳ６５）。
【０１３２】
　受信したＰＤＵにパッキングされた複数のＳＤＵが含まれる場合、ＦＳＨの代わりに受
信したＰＤＵに含まれる各ＳＤＵに付加されたＰＳＨ（パッキングサブヘッダ）分が新た
に生じたデータとなり、パッキングされたＳＤＵに元々付加されていたヘッダ及びトレイ
ラ分が減少分となる（ステップＳ６７）。すなわち、ＰＤＵに含まれるＳＤＵ数をＮとす
ると、Ｎ　×（ＰＳＨ　－　ＦＳＨ）－（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイラ）分を帯域要
求量に加算する。通常、Ｎ　×（ＰＳＨ　－　ＦＳＨ）　<　（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋
トレイラ）の関係が成り立つので、帯域要求量は減少することになる。
【０１３３】
　<第２実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シーケンス>
　図２８に、第２実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シー
ケンスの例を示す。同図では、ＭＳが５００バイトと１５００バイトのＳＤＵを送信する
ために、ヘッダ及びトレイラ（例えばＣＲＣ）に加え、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　
Ｎｕｍｂｅｒ（ＢＳＮ）を通知するためのＦＳＨ（ＦＣビット＝'００'Ｎｏフラグメント
）を合わせて２０２４バイトの帯域要求をＢＳに送信する例を示している。
【０１３４】
　ＭＳは、合計２０２４バイト分のＰＤＵを送信するための無線帯域の割当てを要求する
（ＳＱ５１）。ＢＳは、利用可能な無線リソースを勘案して、ここでは、１０００バイト
分の無線帯域を割当てるものとする（ＳＱ５２）。このとき、残り１０２４バイトの帯域
要求量となる。
【０１３５】
　最初に、ＢＳから１０００バイト分の無線帯域を割当てられたとき、ＭＳは、ＦＳＨの
代わりに、ＰＳＨ（パッキングサブヘッダ）を用いて、５００バイトのＳＤＵと１５００
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バイトのＳＤＵの先頭４８４バイト分の分割ＳＤＵを結合し、ヘッダ（Ｈ）、トレイラ（
ＣＲＣ）を付加して、１０００バイトのＰＤＵを生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ５３）。
４８４バイトの分割ＳＤＵに付加されるＰＳＨに含まれるＦＣビットは、'１０'Ｆｉｒｓ
ｔフラグメントにセットされる。そして、ＭＳが保持する１０１６バイトの分割ＳＤＵに
は、ＦＣビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメントを含むＦＳＨが付加される。
【０１３６】
　ＳＤＵがパッキングされたＰＤＵを受信したＢＳは、ＰＳＨからパッキングされている
ことを認識し、更に、ＰＳＨに含まれるＦＣビットからＳＤＵが分割されていることを認
識する。そこで、パッキングされているＳＤＵ数をＮとして、Ｎ　×（ＰＳＨ　－　ＦＳ
Ｈ）－（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイラ）分を帯域要求量に加算する。受信したＰＤＵ
に含まれる先頭分割ＳＤＵ（Ｆｉｒｓｔフラグメント）には、ＦＳＨの代わりにＰＳＨが
付加されているので、ＭＳが保持している最後尾分割ＳＤＵに新たに付加されたＦＳＨ＋
ヘッダ＋トレイラ分を更に帯域要求量に加算する。
【０１３７】
　同図の例に当てはめると、｛２×（３バイト－２バイト）－（２－１）×（６バイト＋
４バイト）｝＋｛２バイト＋６バイト＋４バイト｝　＝　４バイトを帯域要求量に加算し
、１０２８バイトとする。
【０１３８】
　次に、ＢＳが１０２８バイト分の無線帯域をＭＳに割当てると（ＳＱ５４）、帯域要求
量は０になる。そして、ＭＳから同無線帯域を用いて送信されたＰＤＵを受信すると（Ｓ
Ｑ５５）、同ＰＤＵが最後尾分割ＳＤＵを含むことを検知し、帯域要求量の更新は行わな
い。
【０１３９】
　<第２実施形態におけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵ受信時の帯域要求
量更新処理>
　図２９に、第２実施形態のＢＳにおけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵ受
信時の帯域要求量更新のフローチャートを示す。
【０１４０】
　ＢＳはＰＤＵを受信すると（ステップＳ７１）、ＰＳＨの有無によりパッキングされた
ＳＤＵが含まれるかを確認する（ステップＳ７２～Ｓ７３）。パッキングされたＳＤＵが
含まれない場合、ＦＳＨの有無によりフラグメントの有無を確認する（ステップＳ７４）
。そして、フラグメントもなければ帯域要求量の更新は行わずにステップＳ７１に戻る。
【０１４１】
　一方、フラグメントされた分割ＳＤＵが含まれる場合、ＦＳＨのＦＣビット値により、
帯域要求量の更新方法が異なる。
（１）ＦＣビット＝'１０'ＦｉｒｓｔフラグメントあるいはＦＣビット＝'１１'Ｍｉｄｄ
ｌｅフラグメントの場合
　この場合、ＭＳが送信待ちの最後尾分割ＳＤＵに付加されたヘッダ、トレイラ及びＦＳ
Ｈ分が新たに生じたデータ量となる。したがって、ＦＳＨ　＋　ヘッダ　＋トレイラ分を
帯域要求量に加算する（ステップＳ７６）。
（２）ＦＣビット＝'０１'Ｌａｓｔフラグメントの場合
　この場合、新たに生じたデータはないため、帯域要求量の更新は行わずにステップＳ６
１に戻る（ステップＳ７５）。
【０１４２】
　パッキングされたＳＤＵを含む場合、ＦＳＨからＰＳＨの代わった増加分及びヘッダと
トレイラの削減分を考慮して、帯域要求量の更新を行う。すなわち、ＰＤＵに含まれるＳ
ＤＵ数をＮとすると、Ｎ　×（ＰＳＨ　－　ＦＳＨ）－（Ｎ－１）×（ヘッダ　＋トレイ
ラ）分を帯域要求量に加算する（ステップＳ７７）。
【０１４３】
　更に、フラグメントされた分割ＳＤＵが含まれている場合、分割ＳＤＵの位置が先頭で
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あれば帯域要求量の更新を行う（ステップＳ８０）。すなわち、ＭＳが保持する最後尾分
割ＳＤＵに新たに付加されたＦＳＨ、ヘッダ及びトレイラ分を加算する。
【０１４４】
　分割ＳＤＵの位置が中間、最後尾であれば、新たに生じたデータはないため、帯域要求
量の更新は行わずにステップＳ６１に戻る（ステップＳ７８，Ｓ７９）。
【０１４５】
　<第３実施形態>
　ＭＳはＡＲＱの応答確認のためのＡＲＱ＿ＡＣＫを返すため、ピギーバックリクエスト
やＢＲヘッダなどの制御情報をＢＳに通知する必要がある。本実施形態では、ＡＲＱ＿Ａ
ＣＫを例に、制御情報が送られてきたときの帯域要求量の更新方法を示す。
【０１４６】
　<第３実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンス>
　図３０に、第３実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスの例を示
す。同図では、ＭＳが１５００バイトのＳＤＵを送信するために、ヘッダ及びトレイラ（
例えばＣＲＣ）に加え、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＢＳＮ）を通知
するためのＦＳＨ（ＦＣビット＝'００'Ｎｏフラグメント）を合わせて１５１２バイトの
帯域要求をＢＳに送信する例を示している。
【０１４７】
　ＭＳは、１５１２バイトのＰＤＵを送信するための無線帯域の割当を要求する（ステッ
プＳＱ６１）。
【０１４８】
　ＭＳがＢＳからＡＲＱが有効なＰＤＵを受信し（ＳＱ６２）、受信応答ＡＣＫを送信可
能なときに、ＢＳから５００バイト分の無線帯域の割当てを受けたとする（ＳＱ６３）。
このとき、ＢＳでは、残り１０１２バイトの帯域要求量となる。
【０１４９】
　最初に、ＢＳから５００バイト分の帯域を割当てられたとき、ＭＳは、１５００バイト
のＳＤＵを、４８４バイトの先頭分割ＳＤＵと１０１６バイトの最後尾分割ＳＤＵに分割
し、先頭分割ＳＤＵにヘッダ（Ｈ）、トレイラ（ＣＲＣ）、フラグメントサブヘッダ（Ｆ
ＳＨ）及びＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッダ（ＡＳＨ）を付加して、５００バイトの
ＰＤＵを再生成し、ＢＳに送信する（ＳＱ６４）。
【０１５０】
　このとき、ＡＳＨには、ＭＳが受信したＰＤＵのＣＩＤやＳｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂ
ｅｒなどが格納され、４バイト長とする。同様に、１０１６バイトの分割ＳＤＵにもヘッ
ダ、トレイラ、フラグメントサブヘッダを付加して、ＰＤＵを構成する。なお、先頭分割
ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣビットは'１０'Ｆｉｒｓｔフラグメントであり、最後尾分
割ＳＤＵに付加したＦＳＨのＦＣビットは'０１'Ｌａｓｔフラグメントである。
【０１５１】
　ＭＳから５００バイトのＰＤＵを受信したＢＳは、まず、ＦＳＨ及びＰＳＨ以外のサブ
ヘッダ（ここではＡＳＨ）が含まれていることを検出し、その分の帯域を、帯域要求量に
加算する。そして、ＦＳＨからＰＤＵにフラグメントされた先頭分割ＳＤＵが含まれてい
ることを検知し（ＦＣビット＝'１０'Ｆｉｒｓｔフラグメント）、同ＰＤＵのＣＩＤに対
応する帯域要求量に、ＭＳが保持しているＳＤＵに新たに付加されたヘッダ、トレイラ及
びＦＳＨ相当量の計１２バイトを加算して、１０２４バイトとなる。
【０１５２】
　次に、ＢＳが１０２８バイト分の無線帯域をＭＳに割当てると（ＳＱ６５）、帯域要求
量は０になる。そして、ＭＳから同無線帯域を用いて送信されたＰＤＵを受信すると（Ｓ
Ｑ６６）、同ＰＤＵが最後尾分割ＳＤＵを含むことを検知し、帯域要求量の更新は行わな
い。
【０１５３】
　<ＦＳＨ、ＰＳＨ以外のサブヘッダが含まれるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新処理>
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　図３１に、ＦＳＨ、ＰＳＨ以外のサブヘッダが含まれるときのＢＳにおける帯域割当て
時の帯域要求量更新のフローチャートを示す。同図中、図２９と同一部分には同一符号を
付し、その説明を省略する。
【０１５４】
　ＢＳはＰＤＵを受信すると（ステップＳ８１）、ＦＳＨ／ＰＳＨ以外のサブヘッダの有
無を確認する（ステップＳ８２，Ｓ８３）。ＦＳＨ／ＰＳＨ以外のサブヘッダ（ＡＲＱ　
Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッダ等）が含まれる場合、そのサブヘッダサイズ分を帯域要求量
に加算する（ステップＳ８４）。以降、パッキングやフラグメントの有無により、第１及
び第２の実施の形態で示したように、帯域要求量を更新する。
【０１５５】
　なお、図３１は、図２９にＦＳＨ／ＰＳＨ以外のサブヘッダの有無を確認するステップ
Ｓ８２，Ｓ８３、ＦＳＨ／ＰＳＨ以外のサブヘッダ（ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッ
ダ等）が含まれる場合、そのサブヘッダサイズ分を帯域要求量に加算するステップＳ８４
を追加したものである。同様に、これら２つのステップを他のフローチャートに追加する
ことができる。
【０１５６】
　<ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｓｕｂｈｅａｄｅｒの追加説明>
　ＡＲＱは、無線区間におけるパケットエラーの有無を送信側に通知し（ＡＣＫ：Ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、エラーが有る場合は再送信を行うＭＡＣ層レベルの機能で
ある。ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッダは、ＡＣＫを送信するときに用いる。なお、
ＡＲＱ　Ａｃｋを送信側に通知する手段として、ＭＡＣ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｍｅｓ
ｓａｇｅのＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｍｅｓｓａｇｅを用いることもできる。
【０１５７】
　図３２（Ａ）に、ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッダ（ＡＳＨ）のフォーマットを示
す。同図に示すように、ＡＲＱ　Ｆｅｅｄｂａｃｋサブヘッダは、複数のＡＲＱ＿Ｆｅｅ
ｄｂａｃｋ－ＩＥから構成される。各ＡＲＱ＿Ｆｅｅｄｂａｃｋ－ＩＥは、ＣＩＤ毎のＡ
ＲＱ＿ＡＣＫを表す。図３２（Ｂ）に、ＡＲＱ＿Ｆｅｅｄｂａｃｋ－ＩＥフォーマットを
示す。また、図３２（Ｃ）に、ＡＲＱ＿Ｆｅｅｄｂａｃｋ－ＩＥのフィールドの説明を示
す。
【０１５８】
　図３２（Ｃ）に示すように、ＡＲＱ＿ＡＣＫタイプは、４種類が規定されており、それ
ぞれの意味及び対応するフィールドについては後述する。ＢＳＮ（Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕ
ｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）は、ＡＲＱ－ｅｎａｂｌｅであるコネクションのＦＳＨやＰＳ
Ｈに含まれるものと同じであり、ＭＡＣ－ＳＤＵを仮想的にＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋに分割し
たときのＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋのシーケンス番号を表している。
【０１５９】
　図３３に、ＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋの概念図を示す。同図に示すように、コネクション設定
時にシグナリングされるＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋ＿ＳｉｚｅでＭＡＣ－ＳＤＵを分割し、ＳＤ
Ｕの先頭ＡＲＱ＿ＢｌｏｃｋのＢＳＮをフラグメント／パッキングサブヘッダに含ませる
。なお、フラグメンテーションを行うときは、このＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋ＿Ｓｉｚｅ単位で
行う必要がある。ＡＲＱ＿ＡＣＫに含まれるＢＳＮは、基本的に正常に受信できたＢＳＮ
番号を示す。なお、ＭＡＣ－ＰＤＵの正常な受信を確認するために、ＣＲＣによるエラー
検出を行う。そのため、ＡＲＱを行う場合、ＣＲＣは必須機能となる。
【０１６０】
　図３４に、ＡＲＱ　Ｔｙｐｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｆｉｅｌｄのうち、Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｖｅ　Ａｃｋ（Ａｃｋ　Ｔｙｐｅ＝'００'）及びＣｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｅ
ｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ（Ａｃｋ　Ｔｙｐｅ＝'１０'）に適用されるＳｅｌｅｃｔｉｖｅ
　Ａｃｋ　ＭＡＰのフォーマットを示す。
【０１６１】
　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ＭＡＰは、各ＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋの受信成否をビットマ
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ップで表し、ＭＳＢがＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋの最小のＢＳＮに相当する。"Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｖｅ　Ａｃｋ"の場合、ＢＳＮはＳｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ＭＡＰのＭＳＢを表す。"
Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ"の場合、ＢＳＮが受信
成功のＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋの最大ＢＳＮを表し、同時にＳｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　Ｍ
ＡＰのＭＳＢを表している。したがって、Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｌｅｃ
ｔｉｖｅ　Ａｃｋでは、ＭＳＢは常に'１'にセットされる。
【０１６２】
　図３５を用いてＳｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋを説明する。同図に示すように、２番目の
ＭＡＣ－ＰＤＵ＃２が受信できなかった場合、Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋでは、Ａｃｋ
　Ｔｙｐｅ＝'００'となり、ＢＳＮ＝５、Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ＭＡＰ＝"１１
１００１１１　００００００００"により、ＢＳＮ＝５，６，７のブロックは正常受信さ
れ、その後のＢＳＮ＝８，９のブロック（ＭＡＣ－ＰＤＵ＃２）が受信できず、ＢＳＮ＝
１０，１１，１２のブロックは正常受信されたことを表す。
【０１６３】
　一方、Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋでは、Ａｃｋ　
Ｔｙｐｅ＝'１０'となり、ＢＳＮ＝７、Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ＭＡＰ＝"１００
１１１００　００００００００"により、ＢＳＮ＝７のブロックは正常受信され、その後
のＢＳＮ＝８，９のブロック（ＭＡＣ－ＰＤＵ＃２）が受信できず、ＢＳＮ＝１０，１１
，１２のブロックは正常受信されたことを表す。
【０１６４】
　図３６（Ａ），（Ｂ）に、ＡＲＱ　Ｔｙｐｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｆｉｅｌｄのうち、
Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ｗｉｔｈ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｃｋ（Ａ
ｃｋ　Ｔｙｐｅ＝'１１'）に適用されるＢｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅのフォーマットを
示す。また、図３６（Ｃ）に、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｆｉｅｌｄの説明を示す
。
【０１６５】
　"Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｃｋ"は、Ｃｕ
ｍｕｌａｔｉｖｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋと類似したＡＣＫであるが、
Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＡｃｋがＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋ個々の受信成否をビットマップで表し
ていたのに対し、Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅでは、連続する受信成功あるいは不成功
ＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋを一塊（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｎ　Ｌｅｎｇｔｈ）として、その一塊の
受信成否を表すビット（Ｓ．Ａ　ＭＡＰ）を付加して受信確認をするものである。
【０１６６】
　図３７を用いてＢｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ＡＣＫを説明する。同図に示すように
、２番目のＭＡＣ－ＰＤＵ＃２が受信できなかった場合、Ａｃｋ　Ｔｙｐｅ＝'１１'とな
り、ＢＳＮ＝８、Ｓ．Ｆ＝２（ブロック８から始まる２ＰＤＵ分）、Ｓ．Ａ　ＭＡＰ＝０
１（１番目のＰＤＵが受信できず、２番目のＰＤＵが受信できた）、Ｓｅｑｕｅｎｃｅ１
Ｌｅｎｇｔｈ＝２（１番目のＰＤＵは２ブロック）、Ｓｅｑｕｅｎｃｅ１Ｌｅｎｇｔｈ＝
３（２番目のＰＤＵは３ブロック）となる。
【０１６７】
　このように、上記実施形態では、ＭＳがＰＤＵあたり１個のＳＤＵをカプセル化したと
きのデータ量を送信するための無線帯域をＢＳに要求し、ＢＳは、ＰＤＵに複数のＳＤＵ
が結合されていたり、分割されたＳＤＵが含まれていた場合に、パッキング又はフラグメ
ントによって生じるオーバーヘッドの減少又は増加を自立的に計算し、要求された無線帯
域量を更新するため、パッキングやフラグメントにより生じた要求帯域の変動について、
ＭＳが無駄な帯域要求を行う必要がなくなる。これによって、無駄な帯域要求を行う分の
無線リソースを有効に利用することができ、また、帯域要求にかかる遅延をなくすことが
できる。
（付記１）
　無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を割当てる無線基地局におい
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て、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、１又は複数のユーザパケットにつ
いて分割又は結合処理を施して得られたデータを送信する該無線端末から該データを受信
する受信部と、
　受信した該データに含まれる分割又は結合に関する情報に基いて、該無線端末に割当て
る無線帯域の総量を増加又は減少する更新部と、
　を備えたことを特徴とする無線基地局。
（付記２）
　前記更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダに基いて前記無線帯域の総量の増
加又は減少を行う、
ことを特徴とする付記１記載の無線基地局。
（付記３）
　前記更新部は、受信した前記データに含まれるヘッダが分割に関する場合は、前記無線
帯域の総量を増加させ、受信した前記データに含まれるヘッダが結合に関する場合は、前
記無線帯域の総量を減少させる、
ことを特徴とする付記１記載の無線基地局。
（付記４）
　前記要求帯域に基いて前記無線端末について割当て予定無線帯域を管理する管理部を備
え、
　該無線端末に対して無線帯域の割り当てを行うと、該管理部は、該割当て予定無線帯域
を減少させ、
前記更新部は、該割当て予定の更新を行うことで、前記無線帯域の総量の更新を行う、
ことを特徴とする付記１記載の無線基地局。
（付記５）
　無線端末からの要求帯域に基いて、該無線端末に無線帯域を割当てる無線基地局におい
て、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、データに応答メッセージを含めて
送信し得る該無線端末から該データを受信する受信部と、
　受信した該データに、前記応答メッセージが含まれる場合に、該無線端末に割当てる無
線帯域の総量を増加する更新部と、
　を備えたことを特徴とする無線基地局。
（付記６）
　前記応答メッセージは、前記無線基地局における再送制御において用いられる受信結果
を示すメッセージである、
ことを特徴とする付記５記載の無線基地局。
（付記７）
　無線端末から要求帯域情報を送信し、無線基地局が該要求帯域情報に応じて該無線端末
に対して無線帯域を割当てる無線帯域割当て方法において、
　該無線基地局により割当てられた無線帯域を用いて、該無線端末からデータを送信し、
　該無線基地局は、該データを受信し、
該無線基地局は、受信した該データに含まれる分割又は結合に関する情報又は該無線端末
からの応答メッセージに応じて、該無線端末に割当てる無線帯域の総量を増加又は減少す
る、
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記８）
　ユーザパケットを無線パケットにカプセル化して無線基地局と無線端末との間で通信す
る無線通信システムの無線帯域割当て方法であって、
　前記無線端末は、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するための無線帯域
を要求する帯域要求情報を生成して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更新し、前記帯域要
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求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線帯域割当て方法におい
て、
　前記無線端末は、前記無線基地局から割当てられた無線帯域に応じて、複数のユーザパ
ケットを結合して一の無線パケットにカプセル化、又は、一のユーザパケットを分割して
複数の無線パケットにカプセル化して前記無線基地局に送信し、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割さ
れたユーザパケットがカプセル化されていることを検知したとき、結合又は分割の状態に
応じて、オーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記９）
　付記８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケットがカプセル
化されていることを検知したとき、ユーザパケットの結合により省略されるオーバーヘッ
ド相当分を減算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記１０）
　付記８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに分割されたユーザパケットがカプセル
化されていることを検知したとき、ユーザパケットの分割により新たに生じるオーバーヘ
ッド相当分を加算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記１１）
　付記８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線端末は、一又は複数のユーザパケットそれぞれに必要最低限のヘッダ及びトレ
イラを付加した一又は複数の無線パケットを基に前記帯域要求情報を生成する
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記１２）
　付記８記載の無線帯域割当て方法において、
　前記無線端末は、自動再送要求のためのオーバーヘッドを付加した無線パケット送信し
、
　前記無線基地局は、受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割さ
れたユーザパケットがカプセル化されていることを検知したとき、結合又は分割の状態に
応じ、前記自動再送要求のためのオーバーヘッドを加味して、オーバーヘッド相当分を増
減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線帯域割当て方法。
（付記１３）
　ユーザパケットを無線パケットにカプセル化して無線基地局と無線端末との間で通信す
る無線通信システムの無線基地局であって、
　前記無線端末から送信される、一又は複数の前記無線パケットのデータ量を送信するた
めの無線帯域を要求する帯域要求情報を受信し、前記帯域要求情報を基に帯域要求量を更
新する帯域要求量更新手段と、
　更新した前記帯域要求量に基づいて前記無線端末に対する無線帯域の割当てを行う無線
帯域割当て手段を有する無線基地局において、
　受信した前記無線パケットに結合されたユーザパケット又は分割されたユーザパケット
がカプセル化されていることを前記無線パケットに含まれるサブヘッダから検知する検知
手段を有し、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段で検知した結合又は分割の状態に応じて、オ
ーバーヘッド相当分を増減して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１４）
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　付記１３記載の無線基地局において、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき、前
記複数のユーザパケットを一の無線パケットにカプセル化するときに省略されるオーバー
ヘッド相当分を減算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１５）
　付記１３記載の無線基地局において、
　前記帯域要求量更新手段は、前記検知手段でユーザパケットの分割を検知したとき、分
割したユーザパケットを複数の無線パケットにカプセル化するときに新たに生じるオーバ
ーヘッド相当分を加算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１６）
　付記１４記載の無線基地局において、
　前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき減算する前記オーバーヘッド相当
分は、一の無線パケットに含まれるユーザパケット数と結合に用いる結合サブヘッダの情
報量の乗算値と、前記ユーザパケット数から１を減算した値と前記無線パケットのヘッダ
とトレイラの合計情報量の乗算値との差分値である
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１７）
　付記１５記載の無線基地局において、
　前記検知手段でユーザパケットの分割を検知したとき加算する前記オーバーヘッド相当
分は、
　分割されたユーザパケットの先頭が含まれる無線パケットで、分割を表す分割サブヘッ
ダの情報量の２倍と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加算値であ
り、
　分割されたユーザパケットの最後尾が含まれる無線パケットで、前記分割サブヘッダの
情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加算値である
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１８）
　付記１６記載の無線基地局において、
　分割されたユーザパケットの先頭と他のユーザパケットが含まれる無線パケットで、前
記分割サブヘッダの情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加
算値を前記オーバーヘッド相当分に加算し、
　分割されたユーザパケットの最後尾と他のユーザパケットが含まれる無線パケットで、
前記分割サブヘッダの情報量を前記オーバーヘッド相当分に減算する
ことを特徴とする無線基地局。
（付記１９）
　付記１４記載の無線基地局において、
　前記無線端末が自動再送要求のためのオーバーヘッドを付加した無線パケットを送信す
る場合、
　前記検知手段でユーザパケットの結合を検知したとき減算する前記オーバーヘッド相当
分は、一の無線パケットに含まれるユーザパケット数と結合に用いる結合サブヘッダの情
報量と分割を表す分割サブヘッダの情報量の差との乗算値と、前記ユーザパケット数から
１を減算した値と前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量の乗算値との差分値
である
ことを特徴とする無線基地局。
（付記２０）
　付記１５記載の無線基地局において、
　前記無線端末が自動再送要求のためのオーバーヘッドを付加した無線パケットを送信す
る場合、
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　前記検知手段でユーザパケットの分割を検知したとき加算する前記オーバーヘッド相当
分は、
　分割されたユーザパケットの最後尾以外が含まれる無線パケットで、前記分割サブヘッ
ダの情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加算値である
ことを特徴とする無線基地局。
（付記２１）
　付記１９記載の無線基地局において、
　分割されたユーザパケットの先頭と他のユーザパケットが含まれる無線パケットで、前
記分割サブヘッダの情報量と、前記無線パケットのヘッダとトレイラの合計情報量との加
算値を前記オーバーヘッド相当分に加算する
ことを特徴とする無線基地局。
（付記２２）
　付記１３記載の無線基地局において、
　前記無線端末が自動再送要求の確認応答サブヘッダを付加した無線パケットを送信する
場合、
　受信した前記無線パケットに前記確認応答サブヘッダが含まれるとき、前記帯域要求量
更新手段は、前記確認応答サブヘッダ分を加算して前記帯域要求量の更新を行う
ことを特徴とする無線基地局。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】ＩＥＥＥ８０２．１６ｄ／ｅのサービスイメージを示す図である。
【図２】ＭＳがＢＲコードを送信してから、データを送信するための帯域が割当てられる
までのシーケンスを示す図である。
【図３】ＵＬ－ＭＡＰメッセージのフォーマットを示す図である。
【図４】ＢＲヘッダ等の受信に応じて生成されるＵＬ－ＭＡＰメッセージ例を示す図であ
る。
【図５】ＢＲヘッダを説明するための図である。
【図６】ＧＭＳＭＡＣ－ＰＤＵを説明するための図である。
【図７】パッキングの一例を示す図である。
【図８】ＰＳＨを説明するための図である。
【図９】フラグメンテーションの一例を示す図である。
【図１０】ＦＳＨを説明するための図である。
【図１１】フラグメンテーションに伴うオーバーヘッドの発生過程を示す図である。
【図１２】発明が適応される無線通信システムの一実施形態の構成図である。
【図１３】無線基地局の一実施形態のブロック構成図である。
【図１４】無線端末の一実施形態のブロック構成図である。
【図１５】ＭＳにおける送信データ（ＳＤＵ）発生時のフローチャートである。
【図１６】ＭＳにおけるデータ（ＳＤＵ）送信時のフローチャートである。
【図１７】ＢＳにおける帯域要求受信時の帯域要求量更新のフローチャートである。
【図１８】帯域要求量（ＢＲ　Ｑｕａｎｔｉｔｙ）管理テーブルの一例を示す図である。
【図１９】ＢＳにおける帯域割当て時の帯域要求量更新のフローチャートである。
【図２０】ＢＳにおけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新のフローチャートである。
【図２１】第１実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスである。
【図２２】第１実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンスである。
【図２３】第１実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シーケ
ンスである。
【図２４】ＢＳにおけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵの帯域割当て時の帯
域要求量更新のフローチャートである。
【図２５】第２実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスである。
【図２６】第２実施形態におけるパッキング時の帯域割当／割当シーケンスである。
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【図２７】第２実施形態のＢＳにおけるＰＤＵ受信時の帯域要求量更新のフローチャート
である。
【図２８】第２実施形態におけるパッキング及びフラグメント時の帯域割当／割当シーケ
ンスである。
【図２９】第２実施形態におけるパッキングとフラグメントが混在するＰＤＵ受信時の帯
域要求量更新のフローチャートである。
【図３０】第３実施形態におけるフラグメント時の帯域割当／割当シーケンスである。
【図３１】ＦＳＨ、ＰＳＨ以外のサブヘッダが含まれるときのＢＳにおける帯域割当て時
の帯域要求量更新のフローチャートである。
【図３２】ＡＳＨを説明するための図である。
【図３３】ＡＲＱ＿Ｂｌｏｃｋの概念図である。
【図３４】Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋ　ＭＡＰのフォーマットである。
【図３５】Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｃｋを説明するための図である。
【図３６】Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅを説明するための図である。
【図３７】Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ＡＣＫを説明するための図である。
【符号の説明】
【０１６９】
　１０　無線基地局
　１１　アンテナ
　１２　デュプレクサ
　１３　受信部
　１４　復調部
　１５　復号化部
　１６　制御データ抽出部
　１７　パケット再生部
　２０　制御部
　２１　記憶部
　２２　ＮＷインタフェース部
　２３　パケット識別部
　２４　パケットバッファ部
　２５　ＰＤＵ生成部
　３０　無線端末
　３１　アンテナ
　３２　デュプレクサ
　３３　受信処理部
　３４　受信部
　３５　復調部
　３６　復号化部
　３７　制御データ抽出部
　３８　データ処理部
　４０　制御部
　４１　記憶部
　４２　送信処理部
　４３　ＰＤＵバッファ部
　４４　符号化部
　４５　変調部



(29) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(30) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(31) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(32) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】



(33) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(34) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(35) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(36) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図３１】 【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】



(37) JP 5018405 B2 2012.9.5

【図３６】 【図３７】



(38) JP 5018405 B2 2012.9.5

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２００７／０５９２０１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００１－２２３７１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０９３８７９（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００７／０３９０２３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　１２／５６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

