
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末と移動通信網との間で通信が行われる移動通信システムにて、前記移動端末に
よって送受される情報の伝送に用いられる無線リソースを割り当てる無線リソース割当方
法において、
　前記移動端末によって送受される を当該情報の伝送に先立って取得し、

　 無線リソースを割り当てるようにした無線リソース割当方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線リソース割当方法において、
　前記移動端末によって送受される は、当該移動端末によって送受される

である無線リソース割当方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線リソース割当方法において、
　前記移動端末によって送受される情報の先頭部に含まれる当該 を取得するよ
うにした無線リソース割当方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の無線リソース割当方法において、
　前記移動端末によって送受される を取得するためのコマンドを発行し、
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　前記発行したコマンドに対する応答である前記移動端末によって送受される
を取得するようにした無線リソース割当方法。
【請求項５】
　移動端末と移動通信網との間で通信が行われる移動通信システムにおいて、
　前記移動端末は、
　当該移動端末によって送受される を当該情報の伝送に先立って取得する情報
取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された所定の情報を移動通信網へ通知する情報通知手段と
、
　を備え、
　前記移動通信網は、

無線リソース
を割り当てる無線リソース割当手段と、
　を備える移動通信システム。
【請求項６】
　請求項 に記載の移動通信システムにおいて、
　前記移動端末によって送受される は、当該移動端末によって送受される

である移動通信システム。
【請求項７】
　請求項 に記載の移動通信システムにおいて、
　前記情報取得手段は、前記移動端末によって送受される情報の先頭部に含まれる当該

を取得するようにした移動通信システム。
【請求項８】
　請求項 に記載の移動通信システムにおいて、
　前記情報取得手段は、
　前記移動端末によって受信される を取得するためのコマンドを発行するコマ
ンド発行手段を備え、
　前記コマンド発行手段により発行されたコマンドに対する前記移動通信網からの応答で
ある前記移動端末によって受信される を取得するようにした移動通信システム
。
【請求項９】
　移動端末との間で通信を行う移動通信網において、
　前記移動端末によって送受される を当該情報の伝送に先立って取得する情報
取得手段と、
　

無線リソース
を割り当てる無線リソース割当手段と、
　を備える移動通信網。
【請求項１０】
　請求項 に記載の移動通信網において、
　前記移動端末によって送受される は、当該移動端末によって送受される

である移動通信網。
【請求項１１】
　請求項 に記載の移動通信網において、
　前記情報取得手段は、前記移動端末によって送受される情報の先頭部に含まれる当該

を取得するようにした移動通信網。
【請求項１２】
　請求項 に記載の移動通信網において、
　前記情報取得手段は、
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　前記情報取得手段により取得された情報の種別に応じた無線リソースの利用効率と、任
意の無線リソースの利用効率とを統計的に比較し、前記利用効率の高い方の
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前記情報取得手段により取得された情報の種別に応じた無線リソースの利用効率と、任
意の無線リソースの利用効率とを統計的に比較し、前記利用効率の高い方の
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　前記移動端末によって受信される を取得するためのコマンドを発行するコマ
ンド発行手段を備え、
　前記コマンド発行手段により発行されたコマンドに対する前記移動端末からの応答であ
る当該移動端末によって送信される を取得するようにした移動通信網。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動端末と移動通信網との間で通信が行われる移動通信システムにて、前記移
動端末によって送受される情報の伝送に用いられる無線リソースを割り当てる無線リソー
ス割当方法と、当該無線リソース割当方法が適用される移動通信システム、移動端末及び
移動通信網に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信システムでは、音声のみならず、文字情報や画像等の要求される伝送密度
の異なる様々な情報が伝送されている。このため、移動通信システムとして、伝送密度を
動的に設定することが可能な可変伝送密度通信システムが採用されることがある。この可
変伝送密度通信システムは、移動端末によって送受される情報のトラヒック流量を測定し
、その測定したトラヒック流量に応じた無線リソースを動的に割り当てる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、トラヒック流量の測定結果は、あくまでも過去に移動端末によって送受さ
れた情報のトラヒック流量である。従って、必ずしも割り当てられた無線リソースがその
後の情報伝送において適しているとは限らない。特に、トラヒック流量が激しく変化する
情報が伝送される場合には、過去のトラヒック流量に基づいて割り当てられた無線リソー
スがその後の情報伝送に適していないことが多い。
【０００４】
このように適切な無線リソースが割り当てられなかった場合には、伝送密度が過剰である
ために無線リソースに無駄が生じたり、反対に伝送密度が不足しているために伝送遅延が
生じる。このような場合、トラヒック流量の測定間隔や無線リソースの割当間隔を短くす
ることにより、できるだけ最適な無線リソースが割り当てられるようにすることが可能で
あるが、トラヒック流量の測定処理や無線リソースの割当処理が頻繁に行われるため、シ
ステム全体の負荷が増大してしまうため、好ましい方法ではない。
【０００５】
本発明は、上記問題点を解決するものであり、その目的は、移動端末によって送受される
情報に適した無線リソースを割り当てることが可能な無線リソース割当方法、移動通信網
及び移動端末を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明は請求項１に記載されるように、移動端末と移動通信
網との間で通信が行われる移動通信システムにて、前記移動端末によって送受される情報
の伝送に用いられる無線リソースを割り当てる無線リソース割当方法において、前記移動
端末によって送受される情報の情報量に関する所定の情報を当該情報の伝送に先立って取
得し、前記取得した所定の情報に基づいて、前記移動端末によって送受される情報の伝送
に用いられる無線リソースを割り当てるようにした。
【０００７】
このような無線リソース割当方法では、移動端末によって送受される情報の情報量に関す
る所定の情報を当該情報の伝送に先立って取得し、その取得した所定の情報に応じて、移
動端末によって送受される情報の伝送に用いられる無線リソースが割り当てており、伝送
される情報に適した無線リソースを割り当てることが可能になる。
【０００８】
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また、本発明は請求項２に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の情報量に関する所定の情報は、当該移動端末によって
送受される情報の情報量とした。
【０００９】
また、本発明は請求項３に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の先頭部に含まれる当該情報の情報量を取得するように
した。移動端末によって送受される情報の情報量が当該情報の先頭部に含まれる場合には
、このような方法を採用することにより、情報量を取得することができる。
【００１０】
また、本発明は請求項４に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の情報量を取得するためのコマンドを発行し、前記発行
したコマンドに対する応答である前記移動端末によって送受される情報の情報量を取得す
るようにした。
【００１１】
移動端末によって送受される情報の情報量を取得するためのコマンドが存在する場合には
、このような方法を採用することにより、情報量を取得することができる。
【００１２】
また、本発明は請求項５に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の情報量を測定し、前記測定した情報量を、前記移動端
末によって送受される情報の情報量として取得するようにした。
【００１３】
送信元においては、移動端末によって送信あるいは受信される情報の情報量を測定するこ
とが可能であるため、このような方法を採用することにより、情報量を取得することがで
きる。
【００１４】
また、本発明は請求項６に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の情報量に関する所定の情報は、当該移動端末によって
送受される情報の種別とした。
【００１５】
移動端末によって送受される情報の情報量は、当該情報の種別によりある程度推定可能で
あるため、情報の種別に応じて、無線リソースを割り当てることによっても、伝送される
情報に適した無線リソースを割り当てることが可能になる。
【００１６】
また、本発明は請求項７に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
移動端末によって送受される情報の先頭部に含まれる当該情報の種別を取得するようにし
た。
【００１７】
移動端末によって送受される情報の種別が当該情報の先頭部に含まれる場合には、このよ
うな方法を採用することにより、情報の種別を取得することができる。
【００１８】
また、本発明は請求項８に記載されるように、前記無線リソース割当方法において、前記
取得した情報の種別に応じた無線リソースの利用効率と、任意の無線リソースの利用効率
とを統計的に比較し、前記利用効率の高い方の無線リソースを割り当てるようにした。
【００１９】
情報の種別と情報量は、必ずしも関連しない場合があり、このような場合には、情報の種
別に応じた無線リソースは、当該情報の伝送に適さないことになる。このため、取得した
情報の種別に応じた無線リソースの利用効率と、任意の無線リソースの利用効率とを統計
的に比較し、任意の無線リソースの方が利用効率の高い場合には、当該任意の無線リソー
スを割り当てるようにすることにより、適切に無線リソースを割り当てることが可能とな
る。
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【００２０】
また、請求項９乃至１６に記載された発明は、上述した無線リソース割当方法に適した移
動通信システムである。また、請求項１７乃至２３に記載された発明は、上述した無線リ
ソース割当方法に適した移動端末であり、請求項２４乃至３１に記載された発明は、上述
した無線リソース割当方法に適した移動通信網である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
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、本発明の実施の形態に係
る無線チャネル割当方法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。
【００２２】
同図に示す移動通信システム１００は、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）１１０、複
数の基地局１２０－１～１２０－ｎ、これら各基地局１２０－１～１２０－ｎによって構
成される無線ゾーンの何れかに位置する移動端末１３０－１～１３０－ｍにより構成され
る。これらのうち、無線ネットワーク制御装置１１０と基地局１２０－１～１２０－ｎと
により移動通信網が構成される。
【００２３】
この移動通信システム１００では、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される
情報（移動通信網から移動端末１３０－１～１３０－ｍへ送られる情報及び移動端末１３
０－１～１３０－ｍから移動通信網へ送られる情報）の情報量に関する所定の情報を当該
情報の伝送に先立って取得し、この取得した所定の情報に応じて、当該移動端末１３０－
１～１３０－ｍによって送受される情報の伝送に用いられる無線リソースを割り当てる。
【００２４】
ここで、無線リソースとは、広義な意味での無線リソースを示す。例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ
（ Wideband Code Division Multiple Access）方式が採用される移動通信システムでは、
１台の移動端末によって占有される物理チャネル（ＤＰＣＨ）や複数台の移動端末によっ
て共有される物理チャネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ）等の伝送形式の異なる各種物理チャネル、
帯域幅（ Spreading Factor）、伝送対象の情報に冗長データを付加して伝送エラーに対す
る耐性を向上させるＦＥＣ方式における当該エラー耐性、ＦＥＣ方式における伝送効率に
関係する値であるＰｕｎｃｔｕｒｅ　ｌｉｍｉｔ値、所定の送信電力における目標とする
伝送エラー率であるターゲットエラーレート値、移動通信網内における無線ネットワーク
制御装置と基地局との間の伝送路の帯域幅やＱｏＳ、送信電力値、送信電力値を決定する
アルゴリズムであるパワーコントロールアルゴリズム等が無線リソースとなる。
【００２５】
以下、移動端末１３０－１～１３０－ｍが当該移動端末１３０－１～１３０－ｍによって
送受される情報に関する所定の情報を当該情報の伝送に先立って取得する第１実施例と、
無線ネットワーク制御装置１１０が移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される
情報に関する所定の情報を当該情報の伝送に先立って取得する第２実施例について説明す
る。
【００２６】
第１実施例においては、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が送受する情報に関
する所定の情報（情報量そのものあるいは情報の種別）を当該情報の伝送に先立って取得
する。
【００２７】
具体的には、第１の取得方法においては、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が
送受する情報の先頭部に含まれる当該情報の情報量を取得する。例えば、移動端末１３０
－１～１３０－ｍは、自端末が移動通信網へ送信する情報がＨＴＭＬドキュメントである
場合には、当該ＨＴＭＬドキュメントの先頭部に記述された情報量を取得する。また、移
動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が移動通信網から受信する情報がＨＴＭＬドキ
ュメントである場合には、当該ＨＴＭＬドキュメントの先頭部を受信した時点で、当該先
頭部に記述された情報量を取得する。
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【００２８】
また、第２の取得方法においては、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が受信す
る情報の情報量を取得するためのコマンドを発行する。例えば、ｈｔｔｐプロトコルやｆ
ｔｐプロトコルには、サーバからクライアントへダウンロードされるファイルのサイズを
通知する機能がある。移動端末１３０－１～１３０－ｍは、この機能を利用して、例えば
ｆｔｐプロトコルのＬＩＳＴコマンドを無線ネットワーク制御装置１１０に対して発行す
る。無線ネットワーク制御装置１１０は、このＬＩＳＴコマンドに対する応答として当該
無線ネットワーク制御装置１１０から移動端末１３０－１～１３０－ｍへ送信する情報、
即ち移動端末１３０－１～１３０－ｍによって受信される情報のファイルサイズを移動端
末１３０－１～１３０－ｍへ通知する。移動端末１３０－１～１３０－ｍは、このファイ
ルサイズを受信する情報の情報量として取得する。
【００２９】
また、第３の取得方法においては、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が送信す
る情報の情報量を測定し、この測定した情報量を、送信する情報の情報量として取得する
。
【００３０】
移動端末１３０－１～１３０－ｍは、これら第１～第３の方法により、自端末が送受する
情報の情報量を当該情報の伝送に先立って取得すると、この取得した情報量を基地局１２
０－１～１２０－ｎを介して無線ネットワーク制御装置１１０へ通知する。
【００３１】
無線ネットワーク制御装置１１０は、通知された情報量に基づいて、移動端末１３０－１
～１３０－ｍによって送受される情報を伝送するために最適な無線リソースを割り当てる
。
【００３２】
一方、第４の取得方法においては、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、自端末が送受す
る情報のヘッダに含まれる当該情報の種別を取得する。例えば、ＩＰパケットのヘッダ（
ＩＰヘッダ）内のＴｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールドは、８ビットのビット長を
有しているが、このうち３ビットが未使用である。そこで、移動通信システム１００にお
いて、この未使用の３ビットに８種類の情報の種別を割り当てることを予め約束しておく
。例えば、０の場合はテキストデータ等のその他のデータ、１の場合は電子メールのデー
タ、２の場合は音楽データ、３の場合はウェブ閲覧のデータ、４の場合は６４ kbpsの動画
像データ、５の場合は１２８ kbpsの動画像データ、６の場合は３８２ kbpsの動画像データ
、７の場合はチャットのデータというように割り当てられる。
【００３３】
このＴｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールド内の情報の種別は、例えば、移動端末１
３０－１～１３０－ｍによって受信される情報については、無線ネットワーク制御装置１
１０により割り当てられ、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送信される情報につ
いては、当該移動端末１３０－１～１３０－ｍにより割り当てられる。
【００３４】
あるいは、ＵＤＰヘッダやＴＣＰヘッダ内のポート番号により情報の種別を識別可能であ
ることを利用し、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、ＵＤＰヘッダやＴＣＰヘッダ内の
発ポート番号により、自端末が送信する情報の種別を取得することができ、また、ＵＤＰ
ヘッダやＴＣＰヘッダ内の宛ポート番号により、自端末が受信する情報の種別を取得する
ことができる。
【００３５】
また、情報の送信元あるいは受信先のサーバが扱う情報の種別を予め認識している場合に
は、移動端末１３０－１～１３０－ｍは、ＩＰヘッダ内の宛アドレスを認識し、当該宛ア
ドレスで特定されるサーバが扱う情報の種別を、自端末が送信する情報の種別として取得
することができ、また、ＩＰヘッダ内の発アドレスを認識し、当該発アドレスで特定され
るサーバが扱う情報の種別を、自端末が受信する情報の種別として取得することができる
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。
【００３６】
これらの方法により情報の種別を取得すると、次に移動端末１３０－１～１３０－ｍは、
この情報の種別を基地局１２０－１～１２０－ｎを介して無線ネットワーク制御装置１１
０へ通知する。
【００３７】
無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受され
る情報の情報量が当該情報の種別によりある程度推定可能であることを利用し、通知され
た情報の種別に基づいて、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される情報を伝
送するために最適な無線リソースを割り当てる。
【００３８】
図２は、無線ネットワーク制御装置１１０において情報の種別に基づいて無線リソースを
割り当てる処理の一例を示すフローチャートであり、移動端末１３０－１～１３０－ｍか
らＴｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールド内の情報の種別が通知される場合の例であ
る。
【００３９】
無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍから通知されるＴ
ｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールド内の情報の種別（以下、「ＴｏＳ値」と称する
）を取得し（ステップ１０１）、ＴｏＳテーブルを更新する（ステップ１０２）。
【００４０】
図３は、ＴｏＳテーブルの一例を示す図である。このＴｏＳテーブルは、各ＴｏＳ値の取
得の有無についての情報を示すものである。同図は、０、１、６、７のＴｏＳ値が移動端
末１３０－１～１３０－ｍから通知された場合の例であり、０、１、６、７のＴｏＳ値に
ついては取得の有無が「ＹＥＳ」、即ち当該ＴｏＳ値を取得したことを示し、２、３、４
、５のＴｏＳ値については取得の有無が「ＮＯ」、即ち当該ＴｏＳ値を取得していないこ
とを示している。
【００４１】
ＴｏＳテーブルの更新後、次に無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１
～１３０－ｍから通知されるＴｏＳ値の取得を開始してから所定時間経過したか否かを判
定する（ステップ１０３）。所定時間経過していない場合には、無線ネットワーク制御装
置１１０は、ＴｏＳ値の取得（ステップ１０１）及びＴｏＳテーブルの更新（ステップ１
０２）の処理を継続する。即ち、ＴｏＳ値の取得（ステップ１０１）及びＴｏＳテーブル
の更新（ステップ１０２）の処理がＴｏＳ値の取得を開始してから所定時間継続して行わ
れることになる。
【００４２】
一方、ＴｏＳ値の取得を開始してから所定時間経過した場合には、無線ネットワーク制御
装置１１０は、ＴｏＳテーブルと無線リソース選択テーブルとに基づいて、無線リソース
を選択する（ステップ１０４）。
【００４３】
図４は、無線リソース選択テーブルの一例を示す図である。同図に示すように、無線リソ
ース選択テーブルは、各ＴｏＳ値と帯域、品質及び許容遅延によって特定される無線リソ
ースとが対応付けられている。無線ネットワーク制御装置１１０は、ＴｏＳテーブルに基
づいて、取得したＴｏＳ値を特定し、無線リソース選択テーブルに基づいて、この特定し
たＴｏＳ値に対応する無線リソースを選択する。
【００４４】
なお、無線ネットワーク制御装置１１０は、複数のＴｏＳ値を取得している場合には、こ
れら全てのＴｏＳ値に対応する情報を伝送するために必要な無線リソースを選択する。
【００４５】
このようにして無線リソースを選択した後、無線ネットワーク制御装置１１０は、選択し
た無線リソースが現在割り当てられている無線リソースと同一であるか否かを判定する（
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ステップ１０５）。選択した無線リソースが現在割り当てられている無線リソースと同一
でない場合には、無線ネットワーク制御装置１１０は、ステップ１０４において選択した
無線リソースを割り当てる処理を行う（ステップ１０６）。その後、無線ネットワーク制
御装置１１０は、ＴｏＳテーブルを初期化する、即ちＴｏＳテーブルのＴｏＳ値の取得の
有無を全て「ＮＯ」とし（ステップ１０７）、ＴｏＳ値の取得（ステップ１０１）以降の
処理を繰り返す。
【００４６】
一方、選択した無線リソースと現在割り当てられている無線リソースと同一である場合に
は、改めて無線リソースを割り当てる必要がないため、無線ネットワーク制御装置１１０
は、選択した無線リソースを割り当てる処理を行わずに、ＴｏＳテーブルを初期化し（ス
テップ１０７）、ＴｏＳ値の取得（ステップ１０１）以降の処理を繰り返す。
【００４７】
なお、情報の種別と情報量は、必ずしも関連しない場合があり、このような場合には、情
報の種別に応じた無線リソースは、当該情報の伝送に適さないことになる。このため、無
線ネットワーク制御装置１１０は、各無線リソースについて、過去の統計的な利用効率を
求めておく。そして、無線ネットワーク制御装置１１０は、取得した情報の種別に応じた
無線リソース及び任意の無線リソースについての過去の統計的な利用効率を比較し、任意
の無線リソースの方が利用効率の高い場合には、当該任意の無線リソースを割り当てるよ
うにすることもできる。
【００４８】
次に第２実施例について説明する。第２実施例においては、無線ネットワーク制御装置１
１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される情報に関する所定の情報を
当該情報の伝送に先立って取得する。
【００４９】
具体的には、無線ネットワーク制御装置１１０は、第１実施例における第１～第４の取得
方法と同等の方法により、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される情報に関
する所定の情報を取得する。
【００５０】
即ち、無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送
受される情報の先頭部に含まれる当該情報の情報量を取得する。例えば、無線ネットワー
ク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送信される情報がＨＴＭ
Ｌドキュメントである場合には、当該ＨＴＭＬドキュメントの先頭部を受信した時点で、
当該先頭部に記述された情報量を取得する。また、無線ネットワーク制御装置１１０は、
移動端末１３０－１～１３０－ｍによって受信される情報、即ち自装置が送信する情報が
ＨＴＭＬドキュメントである場合には、当該ＨＴＭＬドキュメントの先頭部に記述された
情報量を取得する。
【００５１】
また、無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送
信される情報の情報量を取得するためのコマンドを発行する。移動端末１３０－１～１３
０－ｍは、コマンドに対する応答として当該移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送
信される情報の情報量を無線ネットワーク制御装置１１０へ通知する。無線ネットワーク
制御装置１１０は、この情報量を移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送信される情
報の情報量として取得する。
【００５２】
また、無線ネットワーク制御装置１１０は、自装置が送信する情報の情報量を測定し、こ
の測定した情報量を、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって受信される情報の情報量
として取得する。
【００５３】
無線ネットワーク制御装置１１０は、これらの方法により、移動端末１３０－１～１３０
－ｍによって送受される情報の情報量を当該情報の伝送に先立って取得すると、この取得
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した情報量に基づいて、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される情報を伝送
するために最適な無線リソースを割り当てる。
【００５４】
あるいは、無線ネットワーク制御装置１１０は、移動端末１３０－１～１３０－ｍによっ
て送受される情報のヘッダに含まれる当該情報の種別を取得する。例えば、第１実施例と
同様、ＩＰパケットのヘッダ（ＩＰヘッダ）内のＴｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィー
ルドのうち未使用の３ビットに、８種類の情報の種別を割り当てることを予め約束してお
く。
【００５５】
このＴｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールド内の情報の種別は、例えば、移動端末１
３０－１～１３０－ｍによって受信される情報については、無線ネットワーク制御装置１
１０により割り当てられ、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送信される情報につ
いては、当該移動端末１３０－１～１３０－ｍにより割り当てられる。
【００５６】
あるいは、無線ネットワーク制御装置１１０は、第１実施例と同様、ＵＤＰヘッダやＴＣ
Ｐヘッダ内のポート番号、ＩＰヘッダ内の発・宛アドレスに基づいて、情報の種別を取得
することができる。
【００５７】
これらの方法により情報の種別を取得すると、次に無線ネットワーク制御装置１１０は、
この情報の種別に基づいて、移動端末１３０－１～１３０－ｍによって送受される情報を
伝送するために最適な無線リソースを割り当てる。
【００５８】
例えば、Ｔｙｐｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅフィールド内の情報の種別を取得した場合の無
線リソースの割当処理は、第１実施例における図２のフローチャートの処理とほぼ同様で
ある。但し、無線ネットワーク制御装置１１０は、図２のステップ１０１のように、移動
端末１３０－１～１３０－ｍから通知される情報の種別を取得するのではなく、上述した
各種の方法により情報の種別を取得する。
【００５９】
なお、情報の種別と情報量とが関連していないために、情報の種別に応じた無線リソース
が当該情報の伝送に適さない場合には、第１実施例と同様、無線ネットワーク制御装置１
１０は、各無線リソースについて、過去の統計的な利用効率を求めておく。そして、無線
ネットワーク制御装置１１０は、取得した情報の種別に応じた無線リソース及び任意の無
線リソースについての過去の統計的な利用効率を比較し、任意の無線リソースの方が利用
効率の高い場合には、当該任意の無線リソースを割り当てるようにすることもできる。
【００６０】
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１３０－１～１３０－
ｍによって送受される情報の情報量に関する所定の情報（情報量そのものや情報の種別）
を当該情報の伝送に先立って取得し、この取得した所定の情報に応じて、当該移動端末１
３０－１～１３０－ｍによって送受される情報の伝送に用いられる無線リソースを割り当
てる。このため、伝送される情報に適した無線リソースを割り当てることが可能になる。
【発明の効果】
上述の如く、本願発明は、移動端末によって送受される情報の情報量に関する所定の情報
を当該情報の伝送に先立って取得し、その取得した所定の情報に応じて、移動端末によっ
て送受される情報の伝送に用いられる無線リソースが割り当てており、伝送される情報に
適した無線リソースを割り当てることが可能になる。
【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】情報の種別に基づいて無線リソースを割り当てる処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図３】ＴｏＳテーブルの一例を示す図である。
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【図４】無線リソース選択テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
１００　移動通信システム
１１０　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
１２０－１～１２０－ｎ　基地局
１３０－１～１３０－ｍ　移動端末

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(10) JP 3891397 B2 2007.3.14



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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