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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線移動通信ネットワークでの高速パケット通信で使用されるパケット通信装置であっ
て、
対向エンティティに送信すべきパケットデータを分割してプロトコルデータユニットとす
る分割手段と、
前記分割の際に発生したプロトコルデータユニットのパディングエリアに、プロトコルデ
ータユニット長の変更を行うための制御信号を相乗りさせる相乗り手段と、
前記パディングエリアの発生状況を監視する監視手段と、
前記監視手段による監視の結果に基づいて、プロトコルデータユニット長を変更する変更
手段と
を備えるパケット通信装置。
【請求項２】
　前記相乗り手段は、
前記対向エンティティとの間で、変更後のプロトコルデータユニット長と前記プロトコル
データユニット長の変更を開始するときを示す情報とを含む前記制御信号を前記パディン
グエリアに相乗りさせる請求項１記載のパケット通信装置。
【請求項３】
　プロトコルデータユニットを受信する受信手段と、
前記受信手段で受信されるプロトコルデータユニットの送信先から通知されるプロトコル
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データユニット長に基づいて前記受信手段で受信された前記プロトコルデータユニットを
パケットデータに組み立てる組立手段と、
前記受信手段で受信されたプロトコルデータユニットのパディングエリアから、パディン
グデータを取り出す取出手段と、
前記取り出されたパディングデータに前記プロトコルデータユニット長の変更を行うため
の前記制御信号が含まれている場合に、該制御信号を前記組立手段に通知する通知手段と
を備える請求項２記載のパケット通信装置。
【請求項４】
　前記通知手段は、前記対向エンティティから受信されるプロトコルデータユニットのパ
ディングエリアに、前記制御信号が前記対向エンティティに伝わったことを示す送達確認
信号が含まれているか否かを前記相乗り手段に通知し、
前記相乗り手段は、
前記送達確認信号を受信するまで、前記制御信号をパディングエリアに相乗りさせたプロ
トコルデータユニットの再送を行う
請求項３記載のパケット通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動無線ネットワークにおけるパケット通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ：広帯域符号拡散多重アクセス）のモバイルネットワークは、モバイル端末
（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線基地局（ＮｏｄｅＢ）、無線ネットワー
ク制御装置（ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、無線パケ
ット通信ノード（ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ）で構成されている（図１１）。図１１は、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ無線ネットワークシステムの構成図である。
【０００３】
　ＲＮＣ及びＭＳは、無線区間においてパケット通信を効率的に行うために、ＲＬＣ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル（３ＧＰＰ勧告ＴＳ２５．３２２）を
採用している。そして、ＲＮＣ及びＭＳは、ＲＬＣプロトコルを制御するためのＲＬＣプ
ロトコル制御部を互いに実装している。ＲＮＣ及びＭＳのＲＬＣプロトコル制御部は、デ
ータ送信時にはパケットデータの分割を行っている。また、ＲＮＣ及びＭＳのＲＬＣプロ
トコル制御部は、データ受信時には分割されたデータからパケットデータへの組立を行っ
ている（図１２）。図１２は、ＲＬＣプロトコルのパケットデータの分割と組立の模式図
である。また、図１３に、従来技術におけるＲＬＣプロトコル制御ブロック図を示す。
【０００４】
　また、３ＧＰＰ勧告にて定義されているパケットデータの分割サイズは、以下の通りで
ある。
・１～１２６バイト（ＬＩ＝７ｂｉｔ）
・１～３２７６６バイト（ＬＩ＝１５ｂｉｔ）
ＬＩ：Ｌｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ（情報長幅）
【０００５】
　以下、パケットデータをＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）、分割したデ
ータをＰＤＵ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）と記載する。ＲＬＣプロトコル
処理において、ＳＤＵを分割する時にフレーム化タイマ以内に次の送信するＳＤＵが存在
しない時は、最終ＰＤＵにパディングエリアが存在する場合がある。ここで、フレーム化
タイマとは、送信可能な次のＳＤＵがあれば、連結して送信する処理を行う時間をいう。
【０００６】
　パディングエリアのサイズは、送信するＳＤＵ長と分割するＰＤＵ長によって決定され
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る。そして、ＰＤＵ長がＮバイトの場合、最大（Ｎ－１）バイトのパディングエリアが発
生する可能性がある（図１４）。図１４は、パディングエリアの発生の例を示す概念図で
ある。図１４において、図１４の（ａ）が、ＰＤＵ長が４０ｂｙｔｅの場合を示し、図１
４の（ｂ）が、ＰＤＵ長が１２０ｂｙｔｅの場合を示す。
【０００７】
　パディングエリアは、ＲＬＣプロトコル制御にて必要とされる為、ＮｏｄｅＢ～ＭＳ間
において、無線リソースを使って送信される。しかし、パディングエリアは、ＲＮＣ及び
ＭＳにおいて、最終的に、ＲＬＣプロトコル処理では利用されることなく廃棄される。
【０００８】
　以下に、パディングエリアのサイズに関して考察した内容を示す。現在のＷ－ＣＤＭＡ
では、１５２０ｂｙｔｅまでのＳＤＵを下り最大３８４Ｋｂｐｓ、上り最大６４Ｋｂｐｓ
で送信可能である。
【０００９】
　ＰＤＵ長が、４０ｂｙｔｅであるＭＳに対して、固定網側から１５００ｂｙｔｅのＳＤ
Ｕを、平均的に３００Ｋｂｐｓで送信する場合、ＲＮＣは、４０ｍｓ周期にＳＤＵの分割
と送信を行う。４０ｍｓの間に送信可能なＰＤＵ数は、４８個である。すなわち、伝送速
度が３８４Ｋｂｐｓの場合、４０ｂｙｔｅ×８ｂｉｔ×１２００／ｓｅｃ＝３８４０００
ｂｉｔ／ｓｅｃとの関係がある。そのため、４０ｂｙｔｅのＰＤＵは、１０ｍｓ周期に１
２個送信可能である（図１５の（ａ））。図１５は、ＰＤＵ送信の概念図である。
【００１０】
　また、１５００ｂｙｔｅのＳＤＵは、１５００ｂｙｔｅ÷４０ｂｙｔｅ／１ＰＤＵ＝３
７．５ＰＤＵという関係から、３８個のＰＤＵに分割される（図１５の（ｂ））。そして
、最終ＰＤＵには、２０ｂｙｔｅのユーザデータと２０ｂｙｔｅのパディングデータが存
在することになる。そして、１秒間当たりでは、パディングデータが含まれるＰＤＵの送
信が２５回行われる。そのため、合計５００ｂｙｔｅの廃棄されてしまうデータが送信さ
れている。したがって、図１５の（ｂ）に示されるように、無線区間には無駄が生じてい
る。
【特許文献１】特開２００３－１７９９７４号公報
【特許文献２】特開２００２－２７０２３号公報
【特許文献３】特開２００１－３２６６４７号公報
【特許文献４】特許第２６５８８９６号明細書
【特許文献５】特開２００２－３０１４４号公報
【特許文献６】特開２００２－１２５００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　今後、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｃｃｅｓｓ）サービ
スによる高速パケット通信が提供されると、下り最大１４．４Ｍｂｐｓ、上り最大３８４
Ｋｂｐｓでの送信が可能となる。
【００１２】
　このように、高速パケット通信は、従来のパケット通信と比べて、下り方向の速度が飛
躍的に向上する。そのため、高速パケット通信は、送信されるＳＤＵが増加する傾向にあ
る。よって、高速パケット通信は、従来のＰＤＵ長より大きいサイズのＰＤＵ長のＰＤＵ
を使用する傾向にある。
【００１３】
　以下に、ＨＳＤＰＡにおけるパディングデータのサイズに関して考察した内容を示す。
ＰＤＵ長が、１２０ｂｙｔｅであるＭＳに対して、固定網側から１５００ｂｙｔｅのＳＤ
Ｕを、平均的に１０．８Ｍｂｐｓで送信する場合、ＲＮＣは、１０ｍｓ周期に９個のＳＤ
Ｕの分割と送信を行う。
【００１４】
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　１０ｍｓの間に送信可能なＰＤＵ数は、１４．４Ｍｂｐｓの場合、１５０個までである
。すなわち、１２０ｂｙｔｅ×８ｂｉｔ×１５０００／ｓｅｃ＝１４４０００００ｂｉｔ
／ｓｅｃという関係から、１２０ｂｙｔｅのＰＤＵは１０ｍｓ周期に１５０個送信可能で
ある。また、１５００ｂｙｔｅの９個のＳＤＵは、１５００ｂｙｔｅ×９÷１２０ｂｙｔ
ｅ／１ＰＤＵ＝１１２．５ＰＤＵという関係から、１１３個のＰＤＵに分割される。その
ため、最終ＰＤＵには、６０ｂｙｔｅのユーザデータと６０ｂｙｔｅのパディングデータ
が存在することになる。
【００１５】
　そして、１秒間当たりでは、パディングデータが含まれるＰＤＵの送信が、１００回行
われる。その結果、合計６０００ｂｙｔｅの廃棄されてしまうデータが送信されている。
そのため、無線区間において、ＨＳＤＰＡサービスの場合は、さらに無駄が生じる。
【００１６】
　ＨＳＤＰＡサービスは、無線リソースを使って送られたデータにも関わらず、利用され
ずに廃棄されてしまうパディングデータが、従来のパケット通信と比べて増加する傾向に
ある。
【００１７】
　また、従来のＲＬＣプロトコル制御は、フレーム化タイマを長く設定する。そして、従
来のＲＬＣプロトコル制御は、次の送信ＳＤＵが、Ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ（連結）
され易くする。そして、従来のＲＬＣプロトコル制御は、パディングエリアの発生を抑え
る。
【００１８】
　この従来のＲＬＣプロトコル制御は、最終ＰＤＵの送達が、フレーム化タイマだけ遅延
する。そのため、従来のＲＬＣプロトコル制御は、ＨＳＤＰＡにおける高速パケット通信
において、最終ＰＤＵの送達が遅延する。結果的に、従来のＲＬＣプロトコル制御は、ユ
ーザアプリケーションなどの上位プロトコルの伝送速度をフレーム化タイマ分悪化させる
。したがって、従来のＲＬＣプロトコル制御は、現実的な制御ではない（図１６）。図１
６は、従来技術におけるパディングエリアの利用を示す概念図である。図１６の（ａ）は
、ＰＤＵを連結する場合を示す。
【００１９】
　また、送達確認用のＳＴＡＴＵＳ－ＰＤＵを、ＰＩＧＧＹＢＡＣＫ－ＳＴＡＴＵＳとし
てパディングエリアに相乗りさせ、パディングエリアを有効利用する方法がある（図１６
の（ｂ））。しかし、高速パケット通信では、送達確認無しに送信可能なＰＤＵ数を示す
ＷＩＮＤＯＷサイズを拡大し、ＳＴＡＴＵＳ－ＰＤＵの送信頻度を下げ、伝達効率を向上
させる傾向にある。そのため、パディングエリアは、ＰＩＧＧＹＢＡＣＫ－ＳＴＡＴＵＳ
にて有効利用されなくなると考えられる（図１６の（ｂ））。このように、現在のシステ
ムでは、パディングエリアの有効利用手段はあるが、積極的にパディングエリアの発生を
抑えるような方法がない。
【００２０】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、パディングエリアを削減することが可能な
パケット通信装置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】
【００２１】
　本発明のパケット通信装置は、
　無線移動通信ネットワークでの高速パケット通信で使用されるパケット通信装置であっ
て、
　対向エンティティに送信すべきパケットデータを分割してプロトコルデータユニットと
する分割手段と、
　前記分割の際に発生したプロトコルデータユニットのパディングエリアに、プロトコル
データユニット長の変更を行うための制御信号を相乗りさせる相乗り手段とを備えるパケ
ット通信装置。



(5) JP 4474217 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

【００２２】
　また、本発明のパケット通信装置は、
　前記パディングエリアの発生状況を監視する監視手段と、
　前記監視手段による監視の結果に基づいて、プロトコルデータユニット長を変更する変
更手段とを備える。
【００２３】
　また、本発明のパケット通信装置は、
　前記相乗り手段は、
　前記対向エンティティとの間で、変更後のプロトコルデータユニット長と前記プロトコ
ルデータユニット長の変更を開始するときを示す情報とを含む前記制御信号を前記パディ
ングエリアに相乗りさせる。
【００２４】
　また、本発明のパケット通信装置は、
　プロトコルデータユニットを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信されるプロトコルデータユニットの送信先から通知されるプロトコ
ルデータユニット長に基づいて前記受信手段で受信された前記プロトコルデータユニット
をパケットデータに組み立てる組立手段と、
　前記受信手段で受信されたプロトコルデータユニットのパディングエリアから、パディ
ングデータを取り出す取出手段と、
　前記取り出されたパディングデータに前記プロトコルデータユニット長の変更を行うた
めの前記制御信号が含まれている場合に、該制御信号を前記組立手段に通知する通知手段
とを備える。
【００２５】
　また、本発明のパケット通信装置は、
　前記通知手段は、前記対向エンティティから受信されるプロトコルデータユニットのパ
ディングエリアに、前記制御信号が前記対向エンティティに伝わったことを示す送達確認
信号が含まれているか否かを前記相乗り手段に通知し、
　前記相乗り手段は、
　前記送達確認信号を受信するまで、
　前記制御信号をパディングエリアに相乗りさせたプロトコルデータユニットの再送を行
う。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明では、分割手段がパケットデータ（ＳＤＵ：Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄ
ａｔａ　Ｕｎｉｔ）の分割の際に発生するパディングエリアに、相乗り手段が、プロトコ
ルデータユニット（ＰＤＵ：Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）長の変更を行う為
の制御信号を相乗りさせ、対向エンティティとＲＬＣプロトコル制御の同期制御を行うこ
とで、通信中リアルタイムにＰＤＵ長の変更を行い、無線リソースを効率的に使用するこ
とができる。
【００２７】
　また、本発明では、監視手段が、パディングエリアの発生状況を監視し、変更手段が、
使用可能な複数のＰＤＵ長の中からユーザ毎にＰＤＵ長を選択し、各ユーザに適したＰＤ
Ｕ長にリアルタイムに変更し、パディングエリアを最小限に抑えることで、無線リソース
を効率的に使用することができる。
【００２８】
　また、本発明では、相乗り手段が、変更後のプロトコルデータユニット長とプロトコル
データユニット長の変更を開始するときを示す情報とを含む制御信号をＰＤＵのパディン
グエリアに相乗りさせることで、シームレスなＰＤＵ長の変更を行うことができる。
【００２９】
　また、本発明では、受信手段が受信したプロトコルデータユニットから、取出手段が、
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ＳＤＵの組立の際にＰＤＵからパディングデータの取り出しを行い、通知手段が、パディ
ングデータから、ＲＬＣプロトコルを終端する対向エンティティから相乗りされた制御信
号を取り出して組立手段に通知し、組立手段が、通知された制御信号からプロトコルデー
タユニットをパケットデータに組み立てることにより、ＲＬＣプロトコルを終端する対向
エンティティと同期制御を行うことで、シームレスなＰＤＵ長の変更を行うことができる
。
【００３０】
　また、本発明では、通知手段が、受信したプロトコルデータユニットのパディングエリ
アに、ＰＤＵ長の変更を行うための制御信号が対向エンティティに伝わったことを示す送
達確認信号が含まれているか否かを相乗り手段に通知し、相乗り手段が、送達確認信号の
受信を確認するまで、パディングエリアに相乗りさせたＰＤＵの再送を行うことから、プ
ロトコルデータユニット長の変更を適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態について図面を参照して説明する。
図１は、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態において使用される、ＲＬＣプロト
コル制御部のブロック図である。
【００３２】
　図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部は、入力解析部１１０と、コネクション管理部
１２０と、システム管理部１３０と、入力解析部２１０と、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０
と、入力解析部３１０と、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０とを備える。
【００３３】
　また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、パディング統計部２２１と、ＰＤＵ長管理部２
２と、同期制御信号生成部２２３とを備える。また、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、パ
ディング取出部３２１と、同期制御信号取出部３２２とを備える。
【００３４】
　入力解析部１１０は、上位レイヤ（制御プレーン）から受信した信号の解析を行う。入
力解析部１１０は、呼制御情報を受信した場合は、コネクション管理部１２０に通知する
。また、入力解析部１１０は、システム情報を受信した場合は、システム管理部１３０へ
通知を行う。
【００３５】
　コネクション管理部１２０は、入力解析部１１０から通知される呼制御情報より、呼設
定要求受信時は、リソース捕捉要求をＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０へユーザ単位に通知す
る。また、コネクション管理部１２０は、入力解析部１１０から通知される呼制御情報よ
り、呼解放要求受信時は、リソース解放要求をＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０へユーザ単位
に通知する。
【００３６】
　システム管理部１３０は、入力解析部１１０から通知されるシステム情報より、統計周
期時間、ＰＤＵ長変更判定閾値をパディング統計部２２１に通知する。また、システム管
理部１３０は、入力解析部１１０から通知されるシステム情報より、使用可能ＰＤＵ長を
ＰＤＵ長管理部２２２に通知する。
【００３７】
　入力解析部２１０は、上位レイヤ（ユーザプレーン）から受信した信号の解析を行う。
そして、入力解析部２１０は、ＳＤＵを受信した場合は、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０へ
通知を行う。ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、パディング統計部２２１、ＰＤＵ長管理部
２２２、同期制御信号生成部２２３を具備する。
【００３８】
　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、コネクション管理部１２０からリソース捕捉要求を受
信した場合は、統計開始要求をパディング統計部２２１に通知する。また、ＳＤＵ→ＰＤ
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Ｕ分割部２２０は、コネクション管理部１２０からリソース解放要求を受信した場合は、
統計終了要求をパディング統計部２２１に通知する。
【００３９】
　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、入力解析部２１０からＳＤＵを受信し、パディングエ
リアが存在する場合は、パディング統計部２２１にユーザＩＤとパディングサイズを通知
する。また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、ＰＤＵ長管理部２２２から、ＰＤＵ長変更
要求を受信する。さらに、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、制御信号を相乗りさせること
が可能なパディングエリアを有したＰＤＵが発生したことを契機に同期制御信号生成部２
２３へ、新規ＰＤＵ長、現在のシーケンス番号、及び相乗りさせるＰＤＵを通知する。
【００４０】
　パディング統計部２２１は、本発明による新規部位である。パディング統計部２２１は
、コネクション管理部１２０から統計開始要求を受信すると、ユーザ毎にパディング発生
回数をカウントする。また、パディング統計部２２１は、コネクション管理部１２０から
統計終了要求を受信すると、統計処理を停止し、カウンタのクリアを行う。
【００４１】
　パディング統計部２２１は、パディング発生回数のカウント中に、ＰＤＵ長変更判定閾
値を超過した場合は、ＰＤＵ長管理部２２２にＰＤＵ変更要求を行う。尚、パディング統
計部２２１は、統計開始要求受信時より、統計周期時間間隔にて、パディング発生回数を
クリアすることで、希なパディング発生では、ＰＤＵ長を変更しないように制御する。
【００４２】
　ＰＤＵ長管理部２２２は、システム管理部１３０より、使用可能ＰＤＵ長を受信し、管
理する。ＰＤＵ長管理部２２２は、パディング統計部２２１より、ＰＤＵ変更要求を受信
すると、現在使用しているＰＤＵ長を除いた使用可能なＰＤＵ長から１つを選択し、ＳＤ
Ｕ→ＰＤＵ分割部２２０に通知する。尚、ＰＤＵ長管理部２２２は、使用中となるＰＤＵ
長の管理をユーザ毎に行う。
【００４３】
　同期制御信号生成部２２３は、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０より、新規ＰＤＵ長、シー
ケンス番号、及び相乗りさせるＰＤＵを受信する。そして、同期制御信号生成部２２３は
、パディングエリアに、次に使用するＰＤＵ長と新規ＰＤＵ長を有効とするシーケンス番
号をチェックサム値とともに相乗りさせる。
【００４４】
　入力解析部３１０は、下位レイヤ（ユーザプレーン）から受信した信号の解析を行う。
入力解析部３１０は、ＰＤＵを受信した場合は、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０へ通知を行
う。ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、パディング取出部３２１、同期制御信号取出部３２
２を具備する。ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、入力解析部３１０からＰＤＵを受信する
。ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、受信したＰＤＵにパディングエリアが存在する場合は
、パディング取出部３２１にＰＤＵデータを渡す。
【００４５】
　ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、同期制御信号取出部３２２から、新規ＰＤＵ長とシー
ケンス番号を受信すると、受信したＰＤＵが、ＰＤＵ長変更契機となるシーケンス番号以
降のものであれば、新規ＰＤＵ長でのＳＤＵ組立を実施する。ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２
０は、組み立てたＳＤＵを上位レイヤ（ユーザプレーン）に通知する。
【００４６】
　パディング取出部３２１は、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０からＰＤＵを受信する。パデ
ィング取出部３２１は、受信したＰＤＵからパディングエリアを取り出す。また、パディ
ング取出部３２１は、同期制御信号取出部３２２に対して、取り出したデータの解析要求
を行う。同期制御信号取出部３２２は、パディング取出部３２１から通知されたデータを
解析する。そして、同期制御信号取出部３２２は、新規ＰＤＵとシーケンス番号をＰＤＵ
→ＳＤＵ組立部３２０に通知する。
【００４７】
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　次に、図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部の動作について図１から図８を参照して
説明する。ユーザ（ＩＤ＝Ｕ１）がパケット通信を行う場合、ＲＮＣ及びＭＳに対して、
上位レイヤの制御プレーンより制御信号が入力される。そして、コネクション管理部１２
０は、呼設定要求が通知される。
【００４８】
　コネクション管理部１２０は、通知された呼設定要求情報に従い、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割
部２２０に対して、リソース捕捉要求を行う。この際、呼設定要求情報には、ＲＬＣプロ
トコル制御の各種パラメータが指定されており、ＰＤＵ長に関しては、例えば１２０ｂｙ
ｔｅが指定されている（図２）。図２は、図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部に使用
される、呼設定要求時のＲＬＣプロトコルパラメータの設定図である。
【００４９】
　図２に示される例では、送信ＰＤＵ長として１２０ｂｙｔｅが設定され、受信ＰＤＵ長
として１２０ｂｙｔｅが設定され、フレーム化タイマとして１００ｍｓが設定され、最大
再送回数を示すＭａｘＤＡＴとして１０回が設定され、いくつのＳＤＵに対してポールビ
ットを立てるかを示す値であるＰｏｌｌ　ＳＤＵとして１個が設定され、再送タイマの値
を示すＴｉｍｅｒ　Ｐｏｌｌとして４０ｍｓが設定され、Ｗｉｎｄｏｗ　ｓｉｚｅとして
１０２４個が設定されている。
【００５０】
　この後、上位レイヤのユーザプレーンより、１０４０ｂｙｔｅのＳＤＵを受信すると、
ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、１２０ｂｙｔｅの区切りでＳＤＵの分割を行う（図３、
Ｓ３０１）。図３は、図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部における、ＳＤＵからＰＤ
Ｕへの分割処理のフローチャートである。
【００５１】
　１０４０ｂｙｔｅのＳＤＵは、９個のＰＤＵに分割され、最終ＰＤＵには、８０ｂｙｔ
ｅのパディングエリアが存在することになる（Ｓ３０２、ＹＥＳ）。この際、ＲＬＣプロ
トコル制御部は、フレーム化タイマ以内に次に送信するＳＤＵが無く（Ｓ３０３、Ｎｏ）
、又、送達確認用のＳＴＡＴＵＳ－ＰＤＵの送信も必要なければ（Ｓ３０５、Ｎｏ）、パ
ディング統計部２２１にユーザＩＤ＝Ｕ１、ＰＤＵ長＝１２０ｂｙｔｅ、パディングサイ
ズ＝８０ｂｙｔｅを通知する（Ｓ３０７、図４）。図４は、図１に示されるＲＬＣプロト
コル制御部における、Ｕ１用の１０４０バイトＳＤＵ分割の概念図である。
【００５２】
　また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、Ｓ３０３の判断において、次に送信するＳＤＵ
があれば（Ｙｅｓ）、Ｓ３０４において連結処理を行う。また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２
２０は、Ｓ３０５の判断において、送達確認用のＳＴＡＴＵＳ－ＰＤＵの送信の必要があ
れば（Ｙｅｓ）、Ｓ３０６において相乗り処理を行う。
【００５３】
　また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、Ｓ３０８においてＰＤＵ長変更要求があるか否
かを判断する。そして、ＰＤＵ長変更要求があれば（Ｙｅｓ）、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２
２０は、Ｓ３０９において、送信するＰＤＵに相乗り可能なエリアがあるか否かを判断す
る。一方、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、Ｓ３０８の判断において、ＰＤＵ長変更要求
がなければ（Ｎｏ）、処理を終了する。
【００５４】
　そして、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、送信するＰＤＵに相乗り可能なエリアがある
場合は（Ｙｅｓ）、Ｓ３１０において、同期制御信号生成部に通知を行う。また、ＳＤＵ
→ＰＤＵ分割部２２０は、送信するＰＤＵに相乗り可能なエリアがない場合は（Ｎｏ）、
処理を終了する。
【００５５】
　そして、パディング統計部２２１は、１２０ｂｙｔｅのＰＤＵ長に対して、８０ｂｙｔ
ｅのパディングではパディング占有率が５０％を超過している為、Ｕ１に関するカウント
を行う（図５、図６）。図５は、図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部における、パデ
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ィング発生監視処理のフローチャートであり、図６は、図１に示されるＲＬＣプロトコル
制御部に使用される、ユーザ毎のパディング統計データの設定図である。
【００５６】
　尚、パディング統計部２２１は、あらかじめ、システム管理部１３０より設定された統
計周期時間とＰＤＵ長変更判定閾値により、１秒間隔で、全ユーザのカウンタをクリアす
る。そして、パディング統計部２２１は、１秒以内にパディング占有率５０％超過が、１
００回以上多発しない限り、ＰＤＵ長管理部２２２に対するＰＤＵ長変更要求は行わない
（図７）。図７は、図１に示されるＲＬＣ制御部に使用される、ＰＤＵ長変更に関するシ
ステム情報の設定図である。
【００５７】
　図７では、統計周期時間として１ｓｅｃが設定され、パディング占有率として５０％が
設定され、ＰＤＵ長変更判定閾値として１００回が設定され、ＩＤ１のＰＤＵ長として１
２０ｂｙｔｅが設定され、ＩＤ２のＰＤＵ長として８０ｂｙｔｅが設定され、ＩＤ３のＰ
ＤＵ長として６０ｂｙｔｅが設定され、ＩＤ４のＰＤＵ長として４０ｂｙｔｅが設定され
ている。もちろん、図７に示される各数値は一例である。例えば、上記のパディング占有
率として５０％ではなく他の％の数値であっても良い。
【００５８】
　図５に示されるように、パディング統計部２２１は、まず、パディングサイズが規定サ
イズを超過したか否かを判断する（Ｓ５０１）。超過していれば（Ｙｅｓ）、Ｓ５０２に
移行し、パディング統計部２２１は、発生カウンタを更新する（Ｓ５０２）。超過してい
なければ（Ｎｏ）、Ｓ５０３に移行する。
【００５９】
　次に、パディング統計部２２１は、規定時間内に規定回数以上パディング発生があるか
否かを判断する（Ｓ５０３）。例えば、パディング統計部２２１は、１秒以内にパディン
グ占有率５０％超過が、１００回以上となった場合は、ＰＤＵ長管理部２２２に対して、
ＰＤＵ長変更要求が行われる（Ｓ５０４）。
【００６０】
　ＰＤＵ長管理部２２２は、あらかじめシステム管理部１３０より設定された数種類の使
用可能ＰＤＵ長から、現在の１２０ｂｙｔｅの次に指定されている８０ｂｙｔｅを選択す
る。そして、ＰＤＵ長管理部２２２は、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０に対して、新規ＰＤ
Ｕ長を通知する。図８に示すとおり、ＰＤＵ長管理部２２２は、ユーザ毎に使用中のＰＤ
Ｕ長を管理する。図８は、図１に示されるＰＤＵ長管理部２２２に使用される、ユーザ毎
のＰＤＵ長ＩＤ管理データの設定図である。
【００６１】
　次に、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態におけるパディングエリアの利用状
態について説明する。図９は、図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部におけるパディン
グエリアの利用状態を示す概念図である。
【００６２】
　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０において、Ｕ１用に送信されるＳＤＵが、１０４０ｂｙｔ
ｅから６４０ｂｙｔｅに変化すると、そのＳＤＵを従来の１２０ｂｙｔｅで分割した場合
、最終ＰＤＵに、４０ｂｙｔｅのパディングが発生する。
【００６３】
　そこで、次の送信ＳＤＵや、送達確認用のＳＴＡＴＵＳ－ＰＤＵの送信が必要ない場合
で、ＰＤＵ長管理部２２２から、Ｕ１に対する新規ＰＤＵ長の変更要求があれば、ＳＤＵ
→ＰＤＵ分割部２２０は、同期制御信号生成部２２３に対して、新規ＰＤＵ長（８０ｂｙ
ｔｅ）と、最終ＰＤＵのシーケンス番号（１２８）と、最終ＰＤＵを渡す。
【００６４】
　同期制御信号生成部２２３では、信号種別（例えば、０ｘ８００１と示される。）９０
１と、新規ＰＤＵ長（例えば、０ｘ００５０と示される。）９０２と、シーケンス番号＋
１０（例えば、０ｘ００８Ａと示される。）９０３とによりチェックサム９０４を計算し
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、これらの値を最終ＰＤＵのパディングエリアに相乗りさせる。なお、シーケンス番号に
加える数は任意に設定が可能である。
【００６５】
　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０では、シーケンス番号＋１０より、ＰＤＵ長のサイズを８
０ｂｙｔｅでＳＤＵを分割するようになる。ここで、６４０ｂｙｔｅのＳＤＵを分割する
と、パディングの発生は、０ｂｙｔｅとなり、パディングの発生を抑えられる。
【００６６】
　次に、本実施形態の動作について図１、図３，図５及び図９を参照してより詳細に説明
する。ＲＮＣ及びＭＳにおいて、上位レイヤの制御プレーンより受信した信号は、入力解
析部１１０で解析される。
【００６７】
　受信された信号が呼制御情報である場合は、入力解析部１１０は、コネクション管理部
１２０に通知する。コネクション管理部１２０は、通知された呼制御情報が、呼設定要求
であれば、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０に対してリソース捕捉要求を行う。ＳＤＵ→ＰＤ
Ｕ分割部２２０は、呼設定情報に従ったリソース捕捉を行う。また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割
部２２０は、パディング統計部２２１に対して統計開始要求を行う。
【００６８】
　一方、上位レイヤのユーザプレーンより受信された信号は、入力解析部２１０で解析さ
れる。入力解析部２１０は、受信した信号がＳＤＵであれば、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２
０へ通知する。ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、コネクション管理部１２０からのリソー
ス捕捉要求時に通知されたＰＤＵ長を初期値として、受信したＳＤＵをＰＤＵに分割する
。
【００６９】
　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、ＳＤＵを分割した際に、パディングエリアが発生し、
且つ、ＰＤＵ長管理部２２２からのＰＤＵ長変更要求があれば、ＰＤＵ長変更の為の制御
信号をパディングエリアに相乗りさせ、対向エンティティとのＲＬＣプロトコルの同期を
取る。このような動作により、本実施形態は、ＰＤＵ長の変更が可能である。
【００７０】
　また、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０は、受信したＳＤＵをＰＤＵに分割する際に、パデ
ィングエリアが発生し、その時、次に送信するＳＤＵが存在せず、又、送達確認用のＳＴ
ＡＴＵＳ－ＰＤＵを相乗りして送信する必要がなければ、パディング統計部２２１にユー
ザＩＤとパディングサイズを通知する。
【００７１】
　また、パディング統計部２２１では、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０から通知されるパデ
ィングサイズをユーザ毎にチェックする。パディング統計部２２１は、規定サイズ以上の
パディングが発生している場合は、パディングの発生回数をカウントする。
【００７２】
　パディング統計部２２１は、カウント中にＰＤＵ長変更判定閾を超過した場合は、ＰＤ
Ｕ長変更要求をＰＤＵ長管理部２２２に行う。尚、パディング統計部２２１では、統計開
始要求受信時点から、統計周期時間の一定間隔で、カウンタのクリアを実施する。これに
より、パディング統計部２２１は、希な頻度でしかパディングの発生がない場合は、ＰＤ
Ｕ長の変更を行わないように制御する。よって、パディング統計部２２１は、ＰＤＵ長変
更が多発しないように抑制することが可能である。
【００７３】
　また、本実施形態は、ＰＤＵ長変更をインバンドにて実施する。ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部
２２０は、ＳＤＵからＰＤＵへ分割する際に、ＰＤＵ長を変更するのに必要な制御信号を
載せることが出来るだけのパディングエリアが発生した場合で、且つ、ＰＤＵ長管理部２
２２からのＰＤＵ長変更要求があれば、同期制御信号生成部２２３に対して、新規ＰＤＵ
長と現在のＰＤＵに付与したシーケンス番号、及び、相乗りさせるＰＤＵそのものを渡す
。
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【００７４】
　同期制御信号生成部２２３は、現在のシーケンス番号より、数シーケンス先を示す番号
を決定し、新規ＰＤＵ長の情報とともにチェックサム値を計算し、ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部
２２０から渡されたＰＤＵのパディングエリアに、それらを相乗りさせ、対向エンティテ
ィとのＲＬＣプロトコルの同期を取る。ＰＤＵ長変更契機となるシーケンス番号は、ＳＤ
Ｕ→ＰＤＵ分割部２２０にも伝えられ、ＳＤＵからＰＤＵに分割する際に考慮される。
【００７５】
　このように、本実施形態では、パディング発生状況を監視・統計収集をすることで、Ｐ
ＤＵ長の変更を行うことにより、最適なパケット通信を可能とする。また、本実施形態で
は、ＰＤＵ長の変更を行う為の対向エンティティとの制御信号をパディングエリアに相乗
りさせることで、シームレスなＰＤＵ長変更を可能とする。
【００７６】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明のパケット通信装置の第２の実施形態について図１，９，１０を参照して
説明する。図１０は、本発明のパケット通信装置の第２の実施形態における、ＰＤＵ→Ｓ
ＤＵ組立処理を示すフローチャートである。また、図１，９は、本発明のパケット通信装
置の第１の実施形態を説明するための図面であるが、本実施形態の説明にも用いる。
【００７７】
　Ｕ１の下位レイヤのユーザプレーンより、１２０ｂｙｔｅのＰＤＵを受信すると、ＰＤ
Ｕ→ＳＤＵ組立部３２０は、先頭ＰＤＵから最終ＰＤＵまで受信し、ＳＤＵの組立を行う
。
【００７８】
　そして、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０はＰＤＵ分析処理を行い（Ｓ１００１）、パディ
ングエリアがあるか否かを判断する（Ｓ１００２）。例えば、１０４０ｂｙｔｅであるＳ
ＤＵの組立を行った場合は、最終ＰＤＵに、パディングエリアが存在する。そこで、ＰＤ
Ｕ→ＳＤＵ組立部３２０は、最終ＰＤＵを複製し、パディング取出部３２１に渡す（Ｓ１
００３）。
【００７９】
　パディング取出部３２１では、ＰＤＵから８０ｂｙｔｅのパディングを取り出し、同期
制御信号取出部３２２に取り出した８０ｂｙｔｅのデータを渡す。同期制御信号取出部３
２２では、信号種別、新規ＰＤＵ長、シーケンス番号からチェックサムを計算し、同期の
制御信号として問題なければ、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０にこれらの情報を通知する。
すなわち、同期制御信号取出部３２２は、ＰＤＵ長変更要求があるか否かを判断する（Ｓ
１００４）。
【００８０】
　ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０では、通知されたシーケンス番号を契機として、新規ＰＤ
Ｕ長によって、ＰＤＵ長を変更し（Ｓ１００５）、ＳＤＵの組立を実施する（Ｓ１００６
）。上記実施形態について、図１，２，９を参照してより詳細に説明する。、図２は、本
発明のパケット通信装置の第１の実施形態を説明するための図面であるが、本実施形態の
説明にも用いる。下位レイヤのユーザプレーンより受信した信号は、入力解析部３１０で
解析され、ＰＤＵであれば、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０へ通知される。
【００８１】
　ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０では、コネクション管理部１２０からのリソース捕捉要求
時に通知されたＰＤＵ長を初期値として、受信したＰＤＵからＳＤＵへの組立を行う。そ
こで、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部３２０は、受信したＰＤＵに、パディングエリアの存在を検
出した場合、パディング取出部３２１にＰＤＵを渡す。
【００８２】
　パディング取出部３２１では、ＰＤＵ→ＳＤＵ分割部３２０から渡されたＰＤＵからパ
ディングデータを取り出し、同期制御信号取出部３２２に通知する。そして、同期制御信
号取出部３２２は、対向エンティティからの付与された情報を取り出す。
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【００８３】
　同期制御信号取出部３２２は、パディング取出部３２１から通知されたデータより、信
号種別、新規ＰＤＵ長、シーケンス番号のそれぞれの値からチェックサムを計算し、取り
出されたパディングデータに、ＰＤＵ長変更用の制御信号が含まれているか判断する。
【００８４】
　同期制御信号取出部３２２は、制御信号が付与されている場合は、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立
部３２０に、新規ＰＤＵ長とシーケンス番号を通知する。これにより、本実施形態では、
対向エンティティとシームレスなＰＤＵ長変更を行うことが可能である。また、同期制御
信号取出部３２２は、制御信号が付与されていない場合は、廃棄する。
【００８５】
　さらに、本実施形態では、前述の第１の実施形態にて説明したＰＤＵ長変更をインバン
ドにて実施する方法としてＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０では、上述の制御信号の取り出し
において、対向エンティティからＰＤＵ長の変更要求に対する送達確認信号が受信できる
まで、ＰＤＵ長の変更要求制御信号が含まれるＰＤＵを再送し、確実にＰＤＵ長変更の同
期を取って制御する。この場合、同期制御信号取出部３２２は、ＰＤＵのパディングエリ
アに制御信号が対抗エンティティに伝わったことを示す送達確認信号が含まれているか否
かを確認する。そして、同期制御信号取出部３２２は、ＰＤＵのパディングエリアに制御
信号が対抗エンティティに伝わったことを示す送達確認信号が含まれていれば、送達確認
信号が受信できた旨をＳＤＵ→ＰＤＵ分割部２２０に通知する。
【００８６】
　このように、本実施形態では、ＰＤＵのパディングエリアに相乗りされる同期制御信号
を取り出すことで、シームレスなＰＤＵ長の変更が可能となる。
【００８７】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、例えばＨ
ＳＤＰＡサービスによる、高速パケット通信を行う際に、パディングエリアを使用して、
ＲＬＣプロトコル制御を行い、ＲＮＣ及びＭＳに対して効率的なパケット通信を提供する
ことが可能である。
【００８８】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、新に制御
プレーンを使用せずにユーザプレーン（インバンド信号による制御）にて制御する為、装
置内の制御を複雑化せずに済み、例えばＲＮＣ及びＭＳに実装されるＲＬＣプロトコル制
御部の変更のみで実現可能である。
【００８９】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、ユーザプ
レーンで制御を行うことで、ＲＬＣプロトコル制御信号の遅延を考慮する必要が無く、リ
アルタイム性に長けており、ＰＤＵ長を変更する時の同期処理を行うことが容易である。
【００９０】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、固定網と
移動機の間でやりとりされる上位（アプリケーション）のプロトコルが多様化し、ＲＬＣ
プロトコルにて変換するＳＤＵのサイズに偏りが生じても、ＰＤＵ長をユーザ毎に理想的
なサイズを導き出すことができ、ＲＬＣプロトコル設定値について、システム情報のカス
タマイズを行わなくてもよくなる。
【００９１】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、例えば高
速パケット通信であるＨＳＤＰＡサービスでは、ＰＤＵ長の拡大と送信するＳＤＵが増加
傾向にある為、パディングエリアの削減においては、現状と比較した場合、１０倍以上の
効果がある。
【００９２】
　また、本発明のパケット通信装置の第１の実施形態及び第２の実施形態では、例えばＨ
ＳＰＤＡサービスでは、無線区間の無駄なリソースを最小限に抑えることで、論理チャネ
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ルであるＨＳ－ＤＳＣＨ上にいるユーザにおいては、互いのスループット向上や、他のユ
ーザが使えるリソースが増えることになる。
【００９３】
　（付記１）
　無線移動通信ネットワークでの高速パケット通信で使用されるパケット通信装置であっ
て、
　対向エンティティに送信すべきパケットデータを分割してプロトコルデータユニットと
する分割手段と、
　前記分割の際に発生したプロトコルデータユニットのパディングエリアに、プロトコル
データユニット長の変更を行うための制御信号を相乗りさせる相乗り手段とを備えるパケ
ット通信装置。
【００９４】
　（付記２）
　前記パディングエリアの発生状況を監視する監視手段と、
　前記監視手段による監視の結果に基づいて、プロトコルデータユニット長を変更する変
更手段とを備える付記１記載のパケット通信装置。
【００９５】
　（付記３）
　前記監視手段は、
　所定の単位時間内に、パディング占有率が所定の値以上であるプロトコルデータユニッ
トが所定回数以上発生した場合にプロトコルデータユニット長を変更する付記２記載のパ
ケット通信装置。
【００９６】
　（付記４）
　前記相乗り手段は、
　前記対向エンティティとの間で、変更後のプロトコルデータユニット長と前記プロトコ
ルデータユニット長の変更を開始するときを示す情報とを含む前記制御信号を前記パディ
ングエリアに相乗りさせる付記１記載のパケット通信装置。
【００９７】
　（付記５）
　プロトコルデータユニットを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信されるプロトコルデータユニットの送信先から通知されるプロトコ
ルデータユニット長に基づいて前記受信手段で受信された前記プロトコルデータユニット
をパケットデータに組み立てる組立手段と、
　前記受信手段で受信されたプロトコルデータユニットのパディングエリアから、パディ
ングデータを取り出す取出手段と、
　前記取り出されたパディングデータに前記プロトコルデータユニット長の変更を行うた
めの前記制御信号が含まれている場合に、該制御信号を前記組立手段に通知する通知手段
とを備える付記４記載のパケット通信装置。
【００９８】
　（付記６）
　前記通知手段は、前記対向エンティティから受信されるプロトコルデータユニットのパ
ディングエリアに、前記制御信号が前記対向エンティティに伝わったことを示す送達確認
信号が含まれているか否かを前記相乗り手段に通知し、
　前記相乗り手段は、
　前記送達確認信号を受信するまで、
　前記制御信号をパディングエリアに相乗りさせたプロトコルデータユニットの再送を行
う付記５記載のパケット通信装置。
【００９９】
　（付記７）
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　プロトコルデータユニットを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信されるプロトコルデータユニットの送信先から通知されるプロトコ
ルデータユニット長に基づいてプロトコルデータユニットをパケットデータに組み立てる
組立手段と、
　前記受信手段で受信されるプロトコルデータユニットのパディングエリアから、パディ
ングデータを取り出す取出手段と、
　前記取り出されたパディングデータに前記プロトコルデータユニット長の変更を行うた
めの制御信号が含まれている場合に、該制御信号を前記組立手段に通知する通知手段とを
備えるパケット通信装置。
【０１００】
　（付記８）
　前記プロトコルデータユニットの送信元へ送信すべき前記プロトコルデータユニットの
パディングエリアに、前記制御信号を受信したことを示す送達確認信号を相乗りさせる相
乗り手段を備える付記７記載のパケット通信装置。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明のパケット通信装置の第１の実施形態において使用される、ＲＬＣプロト
コル制御部のブロック図である。
【図２】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部に使用される、呼設定要求時のＲＬＣプ
ロトコルパラメータの設定図である。
【図３】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部における、ＳＤＵからＰＤＵへの分割処
理のフローチャートである。
【図４】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部における、Ｕ１用の１０４０バイトＳＤ
Ｕ分割の概念図である。
【図５】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部における、パディング発生監視処理のフ
ローチャートである。
【図６】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部に使用される、ユーザ毎のパディング統
計データの設定図である。
【図７】図１に示されるＲＬＣ制御部に使用される、ＰＤＵ長変更に関するシステム情報
の設定図である。
【図８】図１に示されるＰＤＵ長管理部２２２に使用される、ユーザ毎のＰＤＵ長ＩＤ管
理データの設定図である。
【図９】図１に示されるＲＬＣプロトコル制御部におけるパディングエリアの利用状態を
示す概念図である。
【図１０】本発明のパケット通信装置の第２の実施形態における、ＰＤＵ→ＳＤＵ組立処
理を示すフローチャートである。
【図１１】Ｗ－ＣＤＭＡ無線ネットワークシステムの構成図である。
【図１２】ＲＬＣプロトコルのパケットデータの分割と組立の模式図である。
【図１３】従来技術におけるＲＬＣプロトコル制御ブロック図である。
【図１４】パディングエリアの発生の例を示す概念図である。
【図１５】ＰＤＵ送信の概念図である。
【図１６】従来技術におけるパディングエリアの利用を示す概念図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１１０　入力解析部
　１２０　コネクション管理部
　１３０　システム管理部
　２１０　入力解析部
　２２０　ＳＤＵ→ＰＤＵ分割部（分割手段）
　２２１　パディング統計部（監視手段）
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　２２２　ＰＤＵ長管理部（変更手段）
　２２３　同期制御信号生成部（相乗り手段）
　３１０　入力解析部（受信手段）
　３２０　ＰＤＵ→ＳＤＵ組立部（組立手段）
　３２１　パディング取出部（取出手段）
　３２２　同期制御信号取出部（通知手段）
　９０１　信号種別
　９０２　新規ＰＤＵ長
　９０３　新規シーケンス番号
　９０４　チェックサム

【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１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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