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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局配下のセル及び第２無線基地局配下のセルを用いてキャリアアグリゲー
ションを行うことができるように構成されている移動局であって、
　前記第１無線基地局から第１ＲＲＣメッセージが受信された後に、前記第２無線基地局
から第２ＲＲＣメッセージが受信された場合、該第１ＲＲＣメッセージに対する処理完了
メッセージの送信が完了した後に、該第２ＲＲＣメッセージに対する処理を行うように構
成されている処理部を具備することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記処理部は、前記処理完了メッセージをトランスポートブロックにマッピングした場
合、該処理完了メッセージの送信が完了したと判断するように構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記処理部は、前記処理完了メッセージがマッピングされたＭＡＣ-ＰＤＵに対する送
達確認メッセージが受信された場合、該処理完了メッセージの送信が完了したと判断する
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記処理部は、前記処理完了メッセージがマッピングされたＲＬＣ-ＰＤＵに対する送
達確認メッセージが受信された場合、該処理完了メッセージの送信が完了したと判断する
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
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【請求項５】
　前記処理部は、前記処理完了メッセージを送信してから所定時間経過後に、該処理完了
メッセージの送信が完了したと判断するように構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の移動局。
【請求項６】
　前記所定期間は、ネットワークによって通知されるように構成されていることを特徴と
する請求項５に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のＲｅｌｅａｓｅ-１０方式にお
いて、「ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ」を維持しつつ、２０ＭＨｚを超える
広帯域通信を実現する制御として、ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が
導入された。
【０００３】
　ＣＡでは、複数のＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を束ねて通信を行い、
高スループットを実現することができる。
【０００４】
　しかしながら、ＬＴＥのＲｅｌｅａｓｅ-１０方式におけるＣＡ（「Ｉｎｔｒａ-ｅＮＢ
　ＣＡ」）では、図４に示すように、「束ねるＣＣは、同一の無線基地局ｅＮＢ配下でな
ければならない」という制約がある。
【０００５】
　このため、通信事業者が、かかるＣＡを行いたい場合には、常に、ＣＣが、同一無線基
地局ｅＮＢ配下になるようにネットワーク配置（Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ
）を行わなければならず、柔軟なネットワーク配置が難しいという問題点があった。
【０００６】
　かかる問題点を解決するために、ＬＴＥのＲｅｌｅａｓｅ-１２方式以降の「ＳＣＥ（
Ｓｍａｌｌ　Ｃｅｌｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ）」における技術の１つとして、図５に
示すように、異なる無線基地局ｅＮＢ配下のＣＣを束ねてＣＡを行う「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮ
Ｂ　ＣＡ」の導入が検討されている。
【０００７】
　図６（ａ）に示すように、既存の「Ｉｎｔｒａ-ｅＮＢ　ＣＡ」では、ＲＲＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージは、常に１つの無線基地局ｅＮＢ
から送信されるように構成されている。
【０００８】
　これに対して、図６（ｂ）に示すように、「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」において、各
無線基地局ｅＮＢが、それぞれＲＲＣメッセージを送信することが検討されている（例え
ば、非特許文献１参照）。
【０００９】
　例えば、各無線基地局ｅＮＢ専用のコンフィグレーション（例えば、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）リソースや、ＳＲＳリ
ソース等）の設定や変更を行うためのＲＲＣメッセージは、各無線基地局ｅＮＢから移動
局ＵＥに対して直接送信されることが想定される。
【００１０】
　したがって、移動局ＵＥは、異なる無線基地局ｅＮＢから異なるＲＲＣメッセージを同
時に受信する可能性があることが想定される。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書Ｒ２-１３１６７３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ここで、移動局ＵＥが、異なる無線基地局ｅＮＢから異なる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を同時に受信した場合、後に受信した「ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の内容によっては、先に
受信した「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する
「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ
」を送信することができない可能性があるという問題点があった。
【００１３】
　例えば、後に受信した「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」を処理するために、無線通信部における周波数切替処理が必要である場合（例えば
、「Ｓｃｅｌｌ　ａｄｄｉｔｉｏｎ/ｒｅｍｏｖａｌ」等）、移動局ＵＥは、かかる「Ｒ
ＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に対する処理が完了す
るまで、先に受信した「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ」に対する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏ
ｍｐｌｅｔｅ」を送信することができない可能性があるという問題点があった。
【００１４】
　なお、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ」の送信が遅延すると、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に対応する「ＲＲＣ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に係る処理が移動強ＵＥ内で完
了したか否かについて分からないため、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間でＲＲＣレ
ベルにおける状態不一致となる期間が、より長くなってしまうという問題点があった。
【００１５】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　
ＣＡ」を行っている場合に、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信遅延を回避することができる移動局を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の特徴は、第１無線基地局配下のセル及び第２無線基地局配下のセルを用
いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動局であって
、前記第１無線基地局から第１ＲＲＣメッセージが受信された後に、前記第２無線基地局
から第２ＲＲＣメッセージが受信された場合、該第１ＲＲＣメッセージに対する処理完了
メッセージの送信が完了した後に、該第２ＲＲＣメッセージに対する処理を行うように構
成されている処理部を具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行っている場
合に、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅ」の送信遅延を回避することができる移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
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【図４】従来技術を説明するための図である。
【図５】従来技術を説明するための図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２０】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信シス
テムであって、図１に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１と、無線基地局ｅＮＢ＃２とを
具備している。
【００２１】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１配下の
セル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配下のセルを用いて「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行う
ことができるように構成されている。
【００２２】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、受信部１１と、ＲＲＣメッセージ
処理部１２とを具備している。
【００２３】
　受信部１１は、無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基地局ｅＮＢ＃２によって送信された各
種メッセージを受信するように構成されている。
【００２４】
　例えば、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配
下のセルを用いて「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行っている場合に、無線基地局ｅＮＢ
＃１からＲＲＣメッセージ＃１（例えば、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」）を受信し、無線基地局ｅＮＢ＃２からＲＲＣメッセージ
＃２（例えば、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃
２」）を受信するように構成されている。ここで、ＲＲＣメッセージ＃１及びＲＲＣメッ
セージ＃２は、異なるＲＲＣメッセージである。
【００２５】
　ＲＲＣメッセージ処理部１２は、受信部１１によって受信されたＲＲＣメッセージに対
する処理を行うように構成されている。
【００２６】
　例えば、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配
下のセルを用いて「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行っている場合に、無線基地局ｅＮＢ
＃１から「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」が
受信された後に、無線基地局ｅＮＢ＃２から「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」が受信された場合、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、「
ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対する「Ｒ
ＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の
送信が完了した後に、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　＃２」に対する処理を行うように構成されている。
【００２７】
　ここで、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」をトランスポートブロックにマッピングし
た場合（無線通信機能に送出したタイミングで）、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断する
ように構成されていてもよい。
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【００２８】
　或いは、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピングされたＭＡＣ-ＰＤＵに対す
る「ＭＡＣ-ＡＣＫ」が受信された場合、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構
成されていてもよい。
【００２９】
　或いは、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピングされたＲＬＣ-ＰＤＵに対す
る「ＲＬＣ-ＡＣＫ」が受信された場合、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構
成されていてもよい。
【００３０】
　或いは、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信してから所定時間経過後に、かかる
「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ
」の送信が完了したと判断するように構成されていてもよい。
【００３１】
　なお、上述の所定期間は、ネットワーク（無線基地局ｅＮＢ＃１又は無線基地局ｅＮＢ
＃２）によって通知されるように構成されていてもよい。
【００３２】
　以下、図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システム、具体的には、本実施形態
に係る移動局ＵＥの動作について説明する。
【００３３】
　図３に示すように、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル及び無線基地局ｅ
ＮＢ＃２配下のセルを用いて「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行っている場合に、ステッ
プＳ１０１において、無線基地局ｅＮＢ＃１によって送信された「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対する処理を行う。
【００３４】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１０２において、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了した場合には、ステップＳ
１０３において、無線基地局ｅＮＢ＃２によって送信された「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」に対する処理を行う。
【００３５】
　一方、移動局ＵＥは、ステップＳ１０２において、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対応する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了していない場合には
、本動作は、終了する。
【００３６】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００３７】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１（第１無線基地局）配下のセル及び
無線基地局ｅＮＢ＃２（第２無線基地局）配下のセルを用いてＣＡ（キャリアアグリゲー
ション）を行うことができるように構成されている移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１から「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１（
第１ＲＲＣメッセージ）」が受信された後に、無線基地局ｅＮＢ＃２から「ＲＲＣ　ｃｏ
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ｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２（第２ＲＲＣメッセージ）」
が受信された場合、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　＃１」に対する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
ｃｏｍｐｌｅｔｅ（処理完了メッセージ）」の送信が完了した後に、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理するように構成されてい
るＲＲＣメッセージ処理部１２を具備することを要旨とする。
【００３８】
　かかる特徴によれば、移動局ＵＥが、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了した後に、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理するため、「ＲＲＣ　ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理するために、無線通信
部における周波数切替処理が必要である場合であっても、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃１」に対する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信遅延を回避することがで
きる。
【００３９】
　本実施形態の第１の特徴において、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、上述の「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」をトラン
スポートブロックにマッピングした場合、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構
成されていてもよい。
【００４０】
　かかる特徴によれば、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」をトランスポートブロックにマッピングした後に、無線
通信部における周波数切替処理が必要である「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理しても、支障なく、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信することがで
きる。
【００４１】
　本実施形態の第１の特徴において、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、上述の「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピ
ングされたＭＡＣ-ＰＤＵに対する「ＭＡＣ-ＡＣＫ（送達確認メッセージ）」が受信され
た場合、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構成されていてもよい。
【００４２】
　かかる特徴によれば、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピングされたＭＡＣ-ＰＤＵに対する「ＭＡＣ-Ａ
ＣＫ」が受信された後に、無線通信部における周波数切替処理が必要である「ＲＲＣ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理しても、支障なく
、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ」を送信することができる。
【００４３】
　本実施形態の第１の特徴において、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、上述の「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピ
ングされたＲＬＣ-ＰＤＵに対する「ＲＬＣ-ＡＣＫ（送達確認メッセージ）」が受信され
た場合、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構成されていてもよい。
【００４４】
　かかる特徴によれば、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
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ａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」がマッピングされたＭＡＣ-ＰＤＵに対する「ＲＬＣ-Ａ
ＣＫ」が受信された後に、無線通信部における周波数切替処理が必要である「ＲＲＣ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　＃２」を処理しても、支障なく
、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ」を送信することができる。
【００４５】
　本実施形態の第１の特徴において、ＲＲＣメッセージ処理部１２は、上述の「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信し
てから所定時間経過後に、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了したと判断するように構成されていても
よい。
【００４６】
　かかる特徴によれば、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信してから所定時間経過後に、無線通信部における
周波数切替処理が必要である「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　＃２」を処理しても、支障なく、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信することができる。
【００４７】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定期間は、ネットワークによって通知され
るように構成されていてもよい。
【００４８】
　かかる特徴によれば、ネットワークが、移動局ＵＥの能力等を考慮して、上述の所定期
間を決定することができる。
【００４９】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２の動作は、ハードウェア
によって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールに
よって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００５０】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００５１】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２内に設けられていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動
局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２内に設けられていてもよい。
【００５２】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５３】
ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２…無線基地局
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ＵＥ…移動局
１１…受信部
１２…ＲＲＣメッセージ処理部
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【図２】

【図３】
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