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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおけるパケットデータの
廃棄方法において、
　ハンドオーバが実行されると、移動局で、移動元基地局へ送信されるパケットデータに
対応する、ハンドオーバ前の廃棄タイマの計時値を、移動先基地局へ送信されるパケット
データに対応する、ハンドオーバ後の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、
　該移動先基地局に送信されるパケットデータについて、引き継がれた該廃棄タイマの値
が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
【請求項２】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおけるパケットデータの
廃棄方法において、
　ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送
を行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する、移動元基地局の廃棄タイマ
の計時値の転送を行い、
　該移動先基地局で、転送された該廃棄タイマの値、又は、転送された該廃棄タイマの値
について転送遅延時間を用いて補正して得られた値を、転送された該パケットデータに対
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応する、移動先基地局の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地局の廃棄タイ
マの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
【請求項３】
　前記移動元基地局は、パケットデータ転送プロトコルのヘッダに含まれるタイムスタン
プフィールド又はパケットデータ受信状態通知プロトコルを用いて、前記廃棄タイマの値
の前記転送を行なう、
ことを特徴とする請求項２記載のパケットデータの廃棄方法。
【請求項４】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおけるパケットデータの
廃棄方法において、
　ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送
を行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する、移動元基地局の廃棄タイマ
の計時値について、転送遅延時間を用いて補正して得られた値を転送し、
　該移動先基地局で、該転送された値を、転送された該パケットデータに対応する、該移
動先基地局の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地局の廃棄タイマの値が所
定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
【請求項５】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおいて、
　ハンドオーバが実行されると、無線通信装置で、移動元基地局へ送信されるパケットデ
ータに対応する、ハンドオーバ前の廃棄タイマの計時値を、移動先基地局へ送信されるパ
ケットデータに対応する、ハンドオーバ後の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動
先基地局に送信されるパケットデータについて、引き継がれた該廃棄タイマの値が所定値
に達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段、
を備えたことを特徴とする無線通信装置。
【請求項６】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおいて、
　ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送
を行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する、移動元基地局の廃棄タイマ
の計時値の転送を行う転送手段を備え、
　該移動先基地局で、転送された該廃棄タイマの値、又は、転送された該廃棄タイマの値
について転送遅延時間を用いて補正して得られた値を、転送された該パケットデータに対
応する、移動先基地局の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地局の廃棄タイ
マの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段を備えた、
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項７】
　前記移動元基地局は、パケットデータ転送プロトコルのヘッダに含まれるタイムスタン
プフィールド又はパケットデータ受信状態通知プロトコルを用いて、前記廃棄タイマの値
の前記転送を行なう、
ことを特徴とする請求項６記載の移動通信システム。
【請求項８】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおいて、
　ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送
を行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する、移動元基地局の廃棄タイマ
の計時値について、転送遅延時間を用いて補正して得られた値を転送する転送手段を備え
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、
　該移動先基地局で、該転送された値を、転送された該パケットデータに対応する、移動
先基地局の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地局の廃棄タイマの値が所定
値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段を備えた、
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項９】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおいて、
　ハンドオーバが実行されると、移動局で、移動元基地局へ送信されるパケットデータに
対応する、ハンドオーバ前の廃棄タイマの計時値を、移動先基地局へ送信されるパケット
データに対応する、ハンドオーバ後の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地
局に送信されるパケットデータについて、引き継がれた該廃棄タイマの値が所定値に達す
ると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段、
を備えたことを特徴とする移動通信システム。
【請求項１０】
　送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータに対応する廃棄タイ
マの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおける移動局であって、
　ハンドオーバが実行されると、移動局で、移動元基地局へ送信されるパケットデータに
対応する、ハンドオーバ前の廃棄タイマの計時値を、移動先基地局へ送信されるパケット
データに対応する、ハンドオーバ後の廃棄タイマの計時値として引き継ぎ、該移動先基地
局に送信されるパケットデータについて、引き継がれた該廃棄タイマの値が所定値に達す
ると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段、
を備えたことを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置（移動局又は基地局）、並びに当該無線通信装置におけるパケ
ットデータの廃棄方法に関する。例えば、ＡＱＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｑｕｅｕｅ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ）によるパケットデータ廃棄方法や、タイマによるパケットデータ廃棄方法
が混在する場合に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話などの移動通信システムは、現在、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式による第三世代方式がサービスを開始しているが
、より高速な通信が可能となる次世代移動通信システム（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）の検討が３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅ
ｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で進められており、伝送レートの高速化に加え、伝送遅延
の削減が大きな課題となっている。
【０００３】
　移動体通信において、移動局が通信中に移動する際、受信状態に応じて通信する基地局
の切り替え（ハンドオーバ）が行われる。パケット交換システムに主に適用されるハード
ハンドオーバでは、移動局と、当該移動局が移動前に通信を行っていた移動元基地局（ハ
ンドオーバ元の基地局）との回線が切断された後、移動局が新たに通信を行う移動先基地
局（ハンドオーバ先の基地局）との回線が接続される。
【０００４】
　ハードハンドオーバは、ハンドオーバを実行する直前に移動先基地局のシステム情報を
入手することにより短時間にハンドオーバを行うことが可能である。
【０００５】
　一方、ハンドオーバの際にはユーザデータの伝送が中断されるため伝送遅延が発生する
。また、伝送中断中にパケットデータの欠落が生じた場合は、欠落したパケットデータは
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エンドツーエンドにおけるパケットデータの再送によってリカバーされるため、さらに伝
送遅延が増大する可能性がある。
【非特許文献１】３ＧＰＰ，　“Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　
ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ），
”　ＴＲ２５．９１３Ｖ７．３．０，　Ｒｅｌｅａｓｅ　７，　Ｍａｒｃｈ　２００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　移動体通信におけるハンドオーバ時の伝送遅延を減少させる為には、ハンドオーバの際
の伝送中断状態の時間を短縮すること、及び、伝送中断中にパケットデータの欠落を防止
することが重要である。
【０００７】
　本発明は、ハンドオーバの際の移動局及び基地局における効果的なパケットデータの廃
棄方法を提供し伝送遅延を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明においては、送信されるパケットデータを格納し、該格納されたパケットデータ
に対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信システムにおけ
るパケットデータの廃棄方法において、ハンドオーバが実行されると、移動局で、移動元
基地局へ送信されるパケットデータに対応する、ハンドオーバ前の廃棄タイマの計時値を
、移動先基地局へ送信されるパケットデータに対応する、ハンドオーバ後の廃棄タイマの
計時値として引き継ぎ、該移動先基地局に送信されるパケットデータについて、引き継が
れた該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する、ことを
特徴とするパケットデータの廃棄方法を用いる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ハンドオーバの際の移動局及び基地局における効果的なパケットデー
タの廃棄を行うことができる。ひいては、伝送遅延を低減することも可能となる。　　　
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を用いながら本発明の実施の形態について説明する。
（１）通信システムの構成
　図１は、本発明の実施例における移動体通信システム構成例である。
【００１２】
　図において、１００は移動局、２００、３００は基地局、４００、５００はそれぞれ基
地局２００および基地局３００との通信が行われる範囲（通信エリア）、６００は上位局
を示す。
【００１３】
　以下、本発明の実施例においては、移動局１は通信を行っていた基地局１００の通信エ
リアから、基地局３００の通信エリアへと移動する場合を例に説明する。なお、基地局１
００を移動元基地局、基地局２００を移動先基地局と呼ぶ。
（２）ＰＤＣＰ
　図２は、３ＧＰＰにおける規格に基づく移動局と基地局間のユーザプレーンプロトコル
スタックを示す。
【００１４】
　図において、ＰＨＹは物理レイヤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ）、ＭＡＣはＭＡＣ
（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ、ＲＬＣはＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ
　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ、ＰＤＣＰはＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　
Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤを示す。
【００１５】
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　ＭＡＣレイヤや物理レイヤはＲＬＣレイヤから受信するパケットデータに対し、無線伝
播状況に合った変調・復調方法を適用して無線伝送を実行する。ＲＬＣレイヤは、無線伝
送を制御するレイヤであり、ＰＤＣＰレイヤから受信するパケットデータの無線伝送状況
に合わせた分割・結合や物理レイヤから受信するパケットデータの順番制御を実行する。
ＰＤＣＰレイヤは、上位レイヤから受信するデータのヘッダ圧縮やデータ秘匿化等の処理
を実行する。
（３）ハンドオーバ
　図３は、移動局が基地局間を移動する際のハンドオーバに伴うパケットデータ転送の概
要を示す図である。
【００１６】
　図において、図１と重複するものには同一の符号が付されている。
【００１７】
　移動局１００が通信エリア２００から通信エリア３００へと移動するに伴い、移動局１
００は通信を行う基地局を基地局１００から基地局２００へと切り替えるハンドオーバを
行う。
【００１８】
　ハンドオーバが実行されると、ハンドオーバ前に基地局１が受信したパケットデータは
基地局１００から基地局２００へと転送される。また、この転送中に上位局からさらに移
動局１００宛てのデータが届く場合は、当該データはそのまま基地局２００へと転送する
ことができる。
【００１９】
　なお、図においてｎ、ｎ－１、ｎ－２はＰＤＣＰ　ＳＤＵ　ＳＮ（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ　
Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）であり、パケットデータ転送はＰＤＣＰ　ＳＤＵ単位
で行われる。また、本図では基地局１００と基地局２００間で直接的に接続された有線リ
ンクが存在する場合の図を記載しているが、直接的な有線リンクで接続せずに、上位局を
またいで論理的にリンクを貼ることもできる。
【００２０】
　図７には、図３におけるハンドオーバの際のシーケンスの例を示す。
【００２１】
　図において、ＵＥは移動局（移動局１００に対応）、ＢＳ1は移動元基地局（基地局１
００に対応）、ＢＳ2は移動先基地局（基地局２００に対応）、ＧＷは上位局（上位局６
００に対応）を示す。
【００２２】
　移動局は移基地局から受信する信号の受信レベルの測定結果についての情報であるＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ信号を移動元基地局に対し送信する（「１．測定制御
」）。
【００２３】
　移動元基地局は受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ信号に含まれる情報に
基づいて、移動局における信号受信レベルの高い移動先基地局へのハンドオーバを決定す
る（「２．ＨＯ（ハンドオーバ、以下同じ）先決定」）。
【００２４】
　移動元基地局は、移動先基地局にハンドオーバ要求信号を送信する（「３．ＨＯ要求」
）。なお、その際、移動元基地局は移動局に関する情報（例えば、移動局ＩＤやＱｏＳ（
Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報など）も送信する。移動先基地局は、それ
ら受信した情報を基に呼受付制御を行う（「呼受付制御」）。
【００２５】
　移動先基地局は、移動局と通信を行うことを許可するとハンドオーバ応答信号を移動元
基地局に送信する（「５．ＨＯ応答」）。
【００２６】
　移動元基地局は、移動局に対しハンドオーバ指示信号を送信するとともに（「６．ＨＯ
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指示」）、移動先基地局にＰＤＣＰ　ＳＮの状態についての情報を送信し（「７．ＳＮ状
態転送」）、移動先基地局へのパケットデータ転送を開始する。
【００２７】
　移動局は、ハンドオーバ指示信号を受信すると、Ｌ１／Ｌ２シグナリングにより移動先
基地局との同期を確保し（「８. Ｌ１／Ｌ２シグナリング」）、同期を確保するとハンド
オーバが完了したことを報告するハンドオーバ完了信号を移動先基地局に対し送信する（
「９．ＨＯ完了」）。
【００２８】
　移動先基地局は、移動局からハンドオーバ完了信号を受信すると、上位局に対しハンド
オーバの完了を報告するハンドオーバ完了信号を送信する（「１０．ＨＯ完了」）。
【００２９】
　上位局はハンドオーバ完了信号を受信すると、移動局へのパケットデータ伝送経路を移
動元基地局から移動先基地局へ切り替える（「１１．経路切替」）。また、上位局はハン
ドオーバ完了応答信号を移動先基地局に対し送信する（「１２．ＨＯ完了応答」）。
【００３０】
　移動先基地局は、上位局からハンドオーバ完了応答信号を受信すると、移動元基地局に
対しハンドオーバが完了したことを通知するリソース解放信号を送信する（「１３．リソ
ース解放」）。
【００３１】
　移動元基地局がリソース解放信号を受信すると、移動元基地局と移動局との間の無線リ
ソースがが解放される（「１４．リソース解放」）。
【００３２】
　図４は、ハンドオーバの際の移動局の装置動作を示すフローチャートの例である。
【００３３】
　Ｓ１では、移動元基地局に対し信号受信レベルの測定結果を送信する。
【００３４】
　Ｓ２では、移動元基地局から送信されたハンドオーバ指示信号を受信する。
【００３５】
　Ｓ３では、Ｓ２においてハンドオーバ指示信号を受信すると、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
により移動先基地局との同期を確保する。
【００３６】
　Ｓ４では、Ｓ３において移動先基地局との同期が確保されたことを確認すると、移動先
基地局に同期完了（ハンドオーバ完了）を報告する。
【００３７】
　図５は、ハンドオーバの際の移動元基地局の装置動作を示すフローチャートの例である
。
【００３８】
　Ｓ５では、移動局において基地局から受信する信号の受信レベルの測定結果についての
情報（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ信号）を受信する。
【００３９】
　Ｓ６では、Ｓ５において受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ信号に含まれ
る情報に基づき、移動先基地局へのハンドオーバを実行するか否かを決定する。ハンドオ
ーバを実行すると決定した場合はＳ７へ、ハンドオーバを実行しないと決定した場合はＳ
５へ進む。
【００４０】
　Ｓ７では、Ｓ６においてハンドオーバを行うと決定した場合、移動先基地局に対しハン
ドオーバ要求信号を送信する。
【００４１】
　Ｓ８では、移動先基地局から送信されるハンドオーバ応答信号を受信する。
【００４２】
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　Ｓ９では、Ｓ８においてハンドオーバ応答信号を受信すると、移動局に対しハンドオー
バ指示信号を送信する。
【００４３】
　Ｓ１０では、ＰＤＣＰ　ＳＮの状態についての情報を移動先基地局へ送信する。例えば
、移動先基地局が次に付与すべきＳＮを転送したり、移動元基地局で送信しきれなかった
ＰＤＣＰ　ＳＤＵのＳＮを通知する。
【００４４】
　Ｓ１１では、移動先基地局からリソース解放信号を受信し、移動局との通信接続を解除
する。
【００４５】
　図６は、ハンドオーバの際の移動先基地局の装置動作を示すフローチャートの例である
。
【００４６】
　Ｓ１２では、移動元基地局から送信されるハンドオーバ要求信号を受信する。
【００４７】
　Ｓ１３では、移動局との間の呼受付を許可するか否かを判定する。呼受付を許可する場
合はＳ１４へ、呼受付を許可しない場合はＳ１９へ進む。
【００４８】
　Ｓ１４では、移動元基地局に対しハンドオーバ応答信号を送信する。
【００４９】
　Ｓ１５では、Ｌ１／Ｌ２シグナリングにより移動局との同期を確保する。
【００５０】
　Ｓ１６では、Ｓ１５において移動局との同期が確保されると移動局から送信されるハン
ドオーバ完了信号を受信する。
【００５１】
　Ｓ１７では、Ｓ１６においてハンドオーバ完了信号を受信すると、上位局に対しハンド
オーバ完了を通知するハンドオーバ完了信号を送信する。
【００５２】
　Ｓ１８では、上位局から送信されるハンドオーバ完了応答信号を受信する。
【００５３】
　Ｓ１９では、Ｓ１８においてハンドオーバ完了信号を受信すると、移動元基地局に対し
リソース解放信号を送信する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
【００５４】
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（４）パケットデータの廃棄
　(a)ＰＤＣＰデータ廃棄
　移動体通信における伝送レートを高速化する方法の一つとして、移動局及び基地局のそ
れぞれのＰＤＣＰレイヤに実装されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ廃棄機構による伝送遅延の低減が
挙げられる。
【００５５】
　ＰＤＣＰレイヤでは、上位レイヤから送出されたデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケ
ットデータ化する。
【００５６】
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ毎に、例えばタイマによる廃棄方法やＡＱＭによる廃棄方法により廃
棄される。
【００５７】
　(b)タイマによるパケットデータ廃棄方法
　図８は、タイマによるパケットデータ廃棄方法の動作概要の一例を示す図である。
【００５８】
　図において７００は無線通信装置（移動局又は基地局）におけるＰＤＣＰ　ＳＤＵバッ
ファ（メモリ）を示す。タイマによるＰＤＣＰ　ＳＤＵ廃棄方法では、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ
がバッファに滞留するまでの時間を計時しておき、タイマが満了するとＰＤＣＰ　ＳＤＵ
を廃棄する。
【００５９】
　また、ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００に格納されている１～１０はＰＤＣＰ　ＳＤＵ
（以下、パケットデータと表記）である。１～３は既にヘッダ圧縮やデータ秘匿化等の処
理が終了しＳＮが確定しているパケットデータであり、下位レイヤに回送されたものであ
る。一方、４～１０は未だＳＮが未確定のパケットデータである（以下、各図においてこ
のような状況のＳＮは大括弧［］で表現する）。
【００６０】
　ＳＮが未確定の場合には、例えば、ヘッダ秘匿やデータ秘匿化等の処理中である場合が
ある。さらに、上位局から受信したデータのＳＮを付与せずに一時的に蓄積する場合や、
上位局からデータを受信した直後である場合なども該当する。この場合、実装によっては
ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファではなく別のメモリに保持することも可能であるが、どちらの
場合でも本発明への影響はないので、一律にＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファに格納するものと
して説明を続ける。
【００６１】
　「廃棄時間」はＰＤＣＰレイヤ全体に適用されるＤｉｓｃａｒｄ　Ｔｉｍｅｒ（以下、
廃棄タイマと表記）の上限値（所定値）であり、パケットデータを廃棄するまでの時間を
示す。本実施例における廃棄タイマの上限値は１００としている。
【００６２】
　なお、廃棄タイマの値はアプリケーション（無線ベアラ）により個別に設定することが
できる。例えば、帯域保証型（ＧＢＲ：Ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）のア
プリケーションにおいて、Ｒｅａｌｔｉｍｅ、Ｇａｍｉｎｇ、ＶｏＩＭＳ、Ｓｔｒｅａｍ
ｉｎｇなどのサービスにはそれぞれ個別に廃棄タイマ値を設定できる。一方、非帯域保証
型（ｎｏｎ　ＧＢＲ）のアプリケーションにおいて、ＩＭＳ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ、Ｉｎ
ｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｇａｍｉｎｇ、ＴＣＰ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ、Ｐｒｅｆｅｒｒ
ｅｄ　ＴＣＰ　ｂｕｌｋ　ｄａｔａ、Ｂｅｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ　ＴＣＰ　Ｄａｔａなどの
サービスにはそれぞれ個別に廃棄タイマ値を設定できる。ＬＴＥにおいては、これらのア
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プリケーションにはＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｒｅ）というラベル
が付与され、基地局はＱＣＩを基礎にアプリケーション種別を判別する。（参考文献Ｙ）
　なお、廃棄タイマの上限値は可変であり、例えば、図７の「３．ＨＯ要求」、「７．Ｓ
Ｎ状態転送」、又は「９．ＨＯ完了」において移動先基地局に通知される。
【００６３】
　「３．ＨＯ要求」で通知される場合、移動先基地局は該タイマの値を考慮して該要求を
受け付けるか否か決定することができる。
【００６４】
　「７．ＳＮ状態転送」で通知される場合、呼制御が受け付けられた後に廃棄タイマの上
限値を通知するため、シグナリングのオーバヘッドが減少できる。
【００６５】
　一方、「９．ＨＯ完了」で移動先基地局に通知する場合、上位局からのシグナリングに
より廃棄タイマの上限値が通知される。この方法では、前記二種類の方法とは異なり、移
動元基地局と移動先基地局間で直接的にリンクが貼られていない場合、上位局から移動先
基地局間のみでシグナリングが実行されるため、シグナリングのオーバヘッドが減少でき
る。
【００６６】
　「廃棄タイマ」はＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００に格納されているパケットデータに
ついての廃棄タイマの値、すなわち、廃棄タイマがスタートしてからの経過時間を示す。
【００６７】
　図８は、パケットデータ１～８がＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００に蓄積されている場
合の例図である。ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００（図８、上段）では、パケットデータ
１～８の廃棄タイマはそれぞれ８０、７０、…、２０、１０である。したがって、いずれ
のパケットデータについても廃棄タイマは未だ上限値１００を超えていない、すなわち、
廃棄タイマが満了前であるためパケットデータはＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００に格納
された状態である。
【００６８】
　時間３０経過後のＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００（図８、下段）では、パケットデー
タ１～１０の廃棄タイマはそれぞれ１１０、１００、…、５０、４０となる。また、新た
に転送されてきたパケットデータ９、１０は廃棄タイマの値は０である。
【００６９】
　ここで、パケットデータ１、２はそれぞれ廃棄タイマが１１０、１００であり、廃棄タ
イマの上限値又は上限値を超過している、すなわち、廃棄タイマが満了しているため廃棄
される。
【００７０】
　このようにして、ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００にパケットデータを格納しておくこ
とができる時間の上限値を設定し、当該上限値を超えたパケットデータを廃棄することに
より、無線状況が悪い場合にもアプリケーションの最低保証遅延を満足したデータ通信が
可能となる。
【００７１】
　(c)ＡＱＭによるパケットデータ廃棄方法
　ＡＱＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｑｕｅｕｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）とは、主にエンドツーエ
ンドにおいて信頼性のある通信を提供するＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の輻輳制御を効率的に動作させるための、ルータにおけるバッファ
管理技術（バッファに付随する廃棄機構）である。この技術では、ネットワーク中のある
ノードにおいて、バッファ溢れによりＴＣＰセグメントの廃棄を行う前に、恣意的にＴＣ
Ｐセグメントを廃棄することによって、連続的なパケットデータ廃棄を防止し、ＴＣＰが
タイムアウトしないようにする。つまり、ネットワークが重度の輻輳状態に陥る前、すな
わち、軽度の輻輳状態においてＴＣＰのスループットを調整することが可能であるため、
効率的にネットワーク資源を利用しながら輻輳制御を行い、高いＴＣＰスループットを維
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持することが可能である。
【００７２】
　図９は、タイマによるパケットデータ廃棄とＡＱＭによるパケットデータ廃棄が混在し
ている場合のパケットデータ廃棄方法の動作概要の一例を示す図である。
【００７３】
　図において７０１はパケット廃棄制御部であり、パケットデータ廃棄に関する制御を行
う。なお、図８と同じ部分は同一の符号で示されている。
【００７４】
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ７００（上段）では、パケットデータ１～８の廃棄タイマは
それぞれ８０、７０、…、２０、１０である。したがって、いずれのパケットデータにつ
いても廃棄タイマ（上限値１００）が満了前であるためパケットデータはＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕバッファ７００に格納された状態である。
【００７５】
　ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を開始すると（中段）、パケット廃棄制御部７０１は
パケットデータを選択し廃棄を実行する制御を行う。廃棄対象のパケットデータの選択は
例えばランダムに行われる。
【００７６】
　また、例えば時間３０が経過すると（下段）、図８の場合と同様にして廃棄タイマが満
了したパケットデータは廃棄される。図では、パケットデータ１が廃棄されることが示さ
れている。
（５）実施例に用いられる装置の構成及び動作
　(a)移動局
　図１０には、移動局における装置の構成及びＵＬ（上り方向）の通信についての装置構
成例を示す。
【００７７】
　図において、１０１はバッファ部、１０２は送受信部、１０３はアンテナ、１０４は制
御部、１０５は測定部、１０６はタイマ管理部を示す。
【００７８】
　バッファ部１０１は、ＭＡＣレイヤのバッファ、ＲＬＣレイヤのバッファ、ＰＤＣＰレ
イヤのバッファを一つのバッファとして記載している。一方、これら各バッファは物理的
に個別に設置してもよい。
【００７９】
　ＰＤＣＰレイヤのバッファでは、上位レイヤから受信するデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵと
してパケットデータ化し、ＳＮの付与やヘッダ圧縮・秘匿が行われる。
【００８０】
　ＲＬＣレイヤのバッファでは、ＰＤＣＰレイヤから回送されるデータに対し分割・結合
が実行される。
【００８１】
　ＭＡＣレイヤのバッファでは、無線伝播状況に合った変調・復調方法が実行される。
【００８２】
　送受信部１０２は、バッファから回送されてきたデータに対し、誤り訂正や符号化処理
等の変調処理を行い、アンテナ１０３に処理後のデータを送出する。
【００８３】
　また、送受信部１０２は、ＵＬのデータ送信を行うための各種制御情報を受信する。こ
こで制御情報とは、例えば、利用可能な無線リソース（周波数、時間など）情報、送信パ
ワー情報などである。
【００８４】
　制御部１０４は、ＵＬデータのスケジューリング要求、バッファに到着したデータ量に
ついての基地局への報告、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）の報告、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信
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、間欠送信モードなど、移動局における各種制御を行う。
【００８５】
　また、制御部１０４は、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄についての制御も行う。
【００８６】
　測定部１０５は、ハンドオーバに備えて各基地局からの無線品質を測定する。また、パ
イロット信号の信号強度及び品質の測定や、搬送周波数の信号強度の測定も行ってもよい
。
【００８７】
　タイマ管理部１０６は、パケットデータの廃棄タイマの管理を行う。
【００８８】
　また、タイマ管理部１０６は、ＲＬＣレイヤなどの下位レイヤにおいても各種のタイマ
が利用されるため、それらのタイマ管理も制御することとしてもよい。例えば、ＲＬＣレ
イヤではＰＤＣＰレイヤから回送されてきたパケットデータを、適宜分割・結合しＲＬＣ
レイヤにおけるパケットデータとして取り扱うが、当該パケットデータに対する再送の上
限時間を管理する。
【００８９】
　なお、測定部１０５又はタイマ管理部１０６は制御部１０４に含まれてもよいし、別途
設けられてもよい。
【００９０】
　図１１には、移動局における装置の構成及びＤＬ（下り方向）の通信についての装置構
成例を示す。
【００９１】
　図において、１０７はアンテナ、１０８は送受信部、１０９はバッファ部、１１０はリ
オーダ部、１１１は制御部、１１２は測定部、１１３はバッファ管理部、１１４はリオー
ダ管理部、１１５はタイマ管理部を示す。
【００９２】
　送受信部１０８は、基地局から送信されアンテナ１０７で受信したデータに対する復調
処理を行い、復調されたデータをバッファ部１０９に送信する。また、送受信部１０８は
、ＤＬのデータ送信を行うための各種制御情報を受信する。ここで制御情報とは、例えば
、データ送信に使われた無線リソース情報などである。
【００９３】
　バッファ部１０９は、送受信部１０８から送られてきたデータを上位レイヤに回送でき
るように一時的に格納する。
【００９４】
　実施例では、ＭＡＣレイヤのバッファ、ＲＬＣレイヤのバッファ、ＰＤＣＰレイヤのバ
ッファを一つのバッファとして記載しているが、これら各バッファは物理的に個別に設置
してもよい。
【００９５】
　ＭＡＣレイヤでは、送受信部から回送されてきたデータに対しビット誤り検出が行われ
る。ビット誤りが検出された場合は基地局にＮＡＣＫを返信し再送処理が実行される。ビ
ット誤りが検出されなかった場合は基地局にＡＣＫを返信しＲＬＣレイヤに該データが回
送される。
【００９６】
　ＲＬＣレイヤでは、受信したデータが順序通りか否かが判定される。順序通りでなかっ
た場合、未受信のデータの到着が待たれる。順序通りであった場合、ＰＤＣＰレイヤに該
データが回送される。
【００９７】
　ＰＤＣＰレイヤでは、該受信データに対し秘匿を解きヘッダ伸長を行うことにより、Ｐ
ＤＣＰ　ＳＤＵが再構築される。
【００９８】
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　リオーダ部１１０は、バッファ部１０９から送られてきたデータ（パケットデータ）を
送信順（ＰＤＣＰ　ＳＮ順）に並べ、上位レイヤへと回送する。ＰＤＣＰ　ＳＮに歯抜け
（送信が失敗し欠落しているパケットデータ）がある場合、該未受信のＰＤＣＰ　ＳＮの
到着を待って回送を実行する。
【００９９】
　制御部１１１は、ＵＬデータのスケジューリング要求、バッファに到着したデータ量に
ついての基地局への報告、ＣＱＩの報告、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信、間欠送信モー
ドなど、移動局における各種制御を行う。
【０１００】
　また、制御部１１１は、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄についての制御も行う。
【０１０１】
　測定部１１２は、ハンドオーバに備えて各基地局からの無線品質を測定する。また、パ
イロット信号の信号強度及び品質の測定や、搬送周波数の信号強度の測定も行ってもよい
。
【０１０２】
　バッファ管理部１１３は、バッファ部１０９に格納されているデータの制御を行う。
【０１０３】
　例えば、ＭＡＣレイヤのデータに対してはビットエラー検出・再送制御、ＲＬＣレイヤ
のデータに対しては順番制御・再送制御、ＰＤＣＰレイヤのデータに対しては秘匿解除や
ヘッダ伸長の制御を行う。
【０１０４】
　バッファ管理部１１３は、ＰＤＣＰ　ＳＤＵが再構築できた場合、リオーダ部１１０へ
当該データを回送する。
【０１０５】
　なお、バッファ管理部１１３でビットエラーを検出した際のデータの再送においては、
例えば、ＭＡＣレイヤではＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）が適用され、ＲＬＣレイヤでは、ＭＡＣレイヤで該データブロックが
リカバーできなかった場合、該データブロックを含むデータブロック全体を、所定の時間
に到達するまで（タイマで計時）再送信（再びＭＡＣレイヤに回送）し続ける。
【０１０６】
　ＨＡＲＱは、自動再送要求（ＡＲＱ）と誤り訂正符号化（ＦＥＣ：Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅ
ｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）を組み合わせたＡＲＱ方式である。具体的には、送信
側で情報ビットのデータブロックに誤り検出用パリティビットを加えて誤り訂正符号化し
、その全部又は一部を送信する。再送が生じた場合、現在のデータブロックに対する符号
化ビットのうち、全部又は一部を再送する。受信側では、再送データブロックのうち、そ
れぞれ既存データブロックの対応するビットごとにデータの合成処理を行ない、その結果
得られた合成ブロックを用いて誤り訂正および誤り検出処理を再度行なう。このようにし
て受信側は、所定の上限回数の範囲でブロックの誤りがなくなるまで、送信側へのＡＣＫ
／ＮＡＣＫ返信と再送による復号処理のトライアルとを繰り返す。
【０１０７】
　リオーダ管理部１１４は、パケットデータのリオーダを管理する。転送が失敗したこと
により欠落しているパケットデータを判定し、また、廃棄タイマが満了したパケットデー
タを検出し当該パケットデータを廃棄する。
【０１０８】
　タイマ管理部１１５は、パケットデータの廃棄タイマや、パケットデータのリオーダリ
ングについてのタイマ（リオーダリングタイマ）の管理を行う。
【０１０９】
　タイマ管理部１１５におけるリオーダリングタイマの設定値は、例えば、ＰＤＣＰの各
種パラメータ初期設定の際に決定されるリオーダリングタイマ値を用いることが可能であ
る。また、予め定められているリオーダリングタイマ値のセットの中から、基地局が選択
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した値を用いてもよい。基地局による選択においては、例えば、ＤＬの無線状況による平
均受信遅延や、受信パケットデータについての遅延時間、アプリケーション（無線ベアラ
）に付随するＱＣＩなどを考慮して選択することが可能である。
【０１１０】
　なお、測定部１１２、バッファ管理部１１３、リオーダ管理部１１４、タイマ管理部１
１５は制御部１１１に含まれてもよいし、別途設けられてもよい。
【０１１１】
　移動局は図１０及び図１１に示された装置の全部又は一部を含むが、アンテナ１０３と
アンテナ１０７、制御部１０４と制御部１１１、測定部１０５と測定部１１２、タイマ管
理部１０６とタイマ管理部１１５とはそれぞれ共通としてもよい。
【０１１２】
　(b)基地局
　図１２には、基地局における装置の構成及びＵＬの通信についての装置動作例を示す。
【０１１３】
　図において、２０１はアンテナ、２０２は送受信部、２０３はバッファ部、２０４はリ
オーダ部、２０５は制御部、２０６は測定部、２０７はバッファ管理部、２０８はＨＯ（
ハンドオーバ）決定部、２０９はタイマ管理部を示す。
【０１１４】
　送受信部２０２は、移動局から送信されアンテナ２０１で受信したデータに対する復調
処理を行い、復調されたデータをバッファ部２０３に送信する。また、送受信部２０２は
、ＵＬのデータ送信を行うための各種制御情報を受信する。ここで制御情報とは、例えば
、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳなどである。
【０１１５】
　バッファ部２０３は、送受信部２０２から送られてきたパケットデータを上位レイヤに
回送できるように一時的に格納する。
【０１１６】
　リオーダ部２０４は、バッファ部２０３から送られてきたデータ（パケットデータ）を
送信順（ＰＤＣＰ　ＳＮ順）に並べ、上位レイヤへと回送する。ＬＴＥにおいては、順序
通りにデータを受信できた場合は上位局に該データを伝送する。一方、未受信のデータを
検出すると、それ以降のデータは移動先基地局に転送する。
【０１１７】
　制御部２０５は、ＵＬデータのスケジューリング許可、データ量やＱｏＳ（Ｑｕａｌｉ
ｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）などに応じたリソース割当、間欠受信モードの指示など、
基地局における各種制御を行う。
【０１１８】
　測定部２０６は、移動局から報告されるＣＱＩに基づくＤＬの無線品質の測定や、Ｓｏ
ｕｎｄｉｎｇ　ＲＳに基づくＵＬの無線品質の測定などを行う。
【０１１９】
　また、制御部２０６は、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄についての制御も行う。
【０１２０】
　バッファ管理部２０７は、バッファ部１０９に格納されているデータの制御を行う。
【０１２１】
　例えば、ＭＡＣレイヤのデータに対してはビット誤り検出・再送制御、ＲＬＣレイヤの
データに対しては順番制御・再送制御、ＰＤＣＰレイヤのデータに対しては秘匿解除やヘ
ッダ伸長の制御を行う。ＰＤＣＰ　ＳＤＵが再構築できた場合、リオーダ部１１０へ当該
データを回送する。
【０１２２】
　ＨＯ決定部２０８は、測定部２０６における無線品質の測定結果を基にハンドオーバを
実行するか否かを決定する。
【０１２３】
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　タイマ管理部２０９は、パケットデータの廃棄タイマや、パケットデータのリオーダリ
ングについてのタイマ（リオーダリングタイマ）の管理を行う。
【０１２４】
　タイマ管理部２０９におけるリオーダリングタイマの値は、例えば、移動局についての
リオーダリングタイマと同様の方法により設定される。
【０１２５】
　リオーダ管理部２１０は、パケットデータのリオーダを管理する。転送が失敗したこと
により欠落しているパケットデータを判定し、また、廃棄タイマが満了したパケットデー
タを検出し当該パケットデータを廃棄する。
【０１２６】
　なお、測定部２０６、バッファ部２０７、ＨＯ決定部２０８、タイマ管理部２０９、リ
オーダ管理部２１０は制御部２０５に含まれてもよいし、別途設けられてもよい。
【０１２７】
　図１３には、基地局における装置の構成及びＤＬの通信についての装置動作例を示す。
【０１２８】
　図において、２１１はアンテナ、２１２はバッファ部、２１３はスケジューラ部、２１
４は送受信部、２１５は送受信部、２１６は遅延計測部、２１７はタイマ管理部、２１８
はスケジューラ管理部、２１９は測定部、２２０はＨＯ決定部を示す。
【０１２９】
　バッファ部２１２は、実施例においてＭＡＣレイヤのバッファ、ＲＬＣレイヤのバッフ
ァ、ＰＤＣＰレイヤのバッファを一つのバッファとして記載しているが、これら各バッフ
ァは物理的に個別に設置してもよい。
【０１３０】
　ＰＤＣＰレイヤのバッファでは、上位レイヤから受信するデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵと
してパケットデータ化し、ＳＮの付与やヘッダ圧縮・秘匿が行われる。
【０１３１】
　ＲＬＣレイヤのバッファでは、ＰＤＣＰレイヤから回送されるデータに対し分割・結合
が実行される。ＭＡＣレイヤのバッファでは、無線伝播状況に合った変調・復調方法が実
行される。
【０１３２】
　ハンドオーバ時、ＲＬＣ／ＭＡＣレイヤのデータは無線リンクが切断されるまで伝送す
ることができ、切断以降のデータは廃棄される。
【０１３３】
　ＰＤＣＰレイヤのデータは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ単位で移動先基地局に転送する。一方、
上位局から流入するデータは、ＰＤＣＰ　ＳＮを付与せずに移動先基地局に転送すること
ができる。
【０１３４】
　スケジューラ部２１３は、複数の移動局宛のデータがバッファ部２１２に格納されてい
る場合、格納されているデータの中からデータ送信を行う移動局宛のデータを選択し、当
該データを送受信部２１４に送出する。
【０１３５】
　送受信部２１４は、スケジューラ部２１３から送られてきたデータに対し、誤り訂正や
符号化処理等の変調処理を行い、アンテナ２１１に処理後のデータを送出する。また、送
受信部２１４は、ＤＬのデータ送信を行うための各種制御情報を受信する。ここで制御情
報とは、例えば、無線リソース情報などである。
【０１３６】
　制御部２１５は、ＵＬデータのスケジューリング許可、データ量やＱｏＳなどに応じた
リソース割当、間欠受信モードの指示、ＨＯの指示など、基地局における各種制御を行う
。
【０１３７】
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　また、制御部２１５は、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄についての制御も行う。
【０１３８】
　遅延計測部２１６は、データを移動局、上位局又は他の基地局等に伝送する際の遅延時
間などを計測・推定する。
【０１３９】
　タイマ管理部２１７は、廃棄タイマの管理を行う。
【０１４０】
　また、タイマ管理部２１７は、ＲＬＣレイヤなどの下位レイヤにおいても各種のタイマ
が利用されるため、それらのタイマ管理も制御することとしてもよい。例えば、ＲＬＣレ
イヤではＰＤＣＰレイヤから回送されてきたパケットデータを、適宜分割・結合しＲＬＣ
レイヤにおけるパケットデータとして取り扱うが、当該パケットデータに対する再送の期
限を管理する。
【０１４１】
　スケジューラ管理部２１８は、送受信部２１４において受信した移動局からの制御情報
を基に、送信権を与える移動局をスケジューラ部２１３に指示する信号等を送出しスケジ
ューラ部２１３の管理を行う。
【０１４２】
　測定部２１９は、移動局から報告されるＣＱＩを基づくＤＬの無線品質の測定や、Ｓｏ
ｕｎｄｉｎｇ　ＲＳに基づくＵＬの無線品質の測定などを行う。
【０１４３】
　ＨＯ決定部２２０は、測定部２１９における無線品質の測定結果を基にハンドオーバを
実行するか否かを決定する。
【０１４４】
　基地局は図１２及び図１３に示された装置の全部又は一部を含むが、アンテナ２０１と
アンテナ２１１、制御部２０５と制御部２１５、測定部２０６と測定部２１９、ＨＯ決定
部２０８とＨＯ決定部２２０、タイマ管理部２０９とタイマ管理部１１５とはそれぞれ共
通としてもよい。
（６）実施例１
(a) 概要
　実施例１では、無線通信装置（移動局又は基地局）においてＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ
（以下、バッファ部と表記）に格納されたＰＤＣＰ　ＳＤＵ（以下、パケットデータと表
記）は、上述の図９の場合と同様の動作により廃棄されるが、既に下位レイヤに回送され
たパケットデータはパケットデータ廃棄の対象とはしない。
【０１４５】
　図１４には本発明の実施例１の動作概要を示す。
【０１４６】
　図において、図９と同じ部分は同一の符号で示されている。
【０１４７】
　バッファ部に格納されているパケットデータのうち既に下位レイヤに回送されたパケッ
トデータ１～３は、廃棄タイマが満了前はパケットデータ廃棄の対象とならない。
【０１４８】
　したがって、廃棄タイマが満了前のパケットデータについてＡＱＭによるパケットデー
タ廃棄を適用する場合は、パケットデータ４～８の中から廃棄対象パケットデータが選択
される。
【０１４９】
　例えば、いずれのパケットデータも廃棄タイマが満了前である図１４の中段ではパケッ
トデータ４、７がＡＱＭによるパケットデータ廃棄方法により廃棄され、時間が経過した
同図の下段では廃棄タイマが満了したパケットデータ１、２が廃棄される。
(b) 処理フロー
　図１５には、実施例１における移動局（ＵＬ）又は基地局（ＤＬ）（つまり、移動局ま
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たは基地局が送信装置として動作する場合）におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０１５０】
　Ｓ２０では、バッファ部は上位レイヤから送られてくるデータを受信する。
【０１５１】
　Ｓ２１では、Ｓ２０において受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ
化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０１５２】
　Ｓ２２では、Ｓ２１において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせる。
【０１５３】
　Ｓ２３では、パケットデータ毎にＳ２２においてスタートさせた廃棄タイマが満了して
いるか否かを判定する。廃棄タイマが満了している場合はＳ２４へ、廃棄タイマが満了し
ていない場合はＳ２５へ進む。
【０１５４】
　Ｓ２４では、Ｓ２３において廃棄タイマが満了している場合、下位レイヤに回送された
パケットデータは廃棄される。
【０１５５】
　Ｓ２５では、Ｓ２３において廃棄タイマが満了していない場合、バッファ部に格納され
ているパケットデータのうち下位レイヤに未だ回送されていないパケットデータを選択す
る。
【０１５６】
　Ｓ２６では、Ｓ２５において選択したパケットデータについてＡＱＭによるパケットデ
ータ廃棄を適用するか否かを判定する。ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合
はＳ２７へ、適用しない場合はＳ２９へ進む。
【０１５７】
　Ｓ２７では、Ｓ２６においてＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合、廃棄す
るパケットデータを選択する。
【０１５８】
　Ｓ２８では、Ｓ２７において選択されたパケットデータが廃棄される。
【０１５９】
　Ｓ２９では、パケットデータを下位レイヤへと回送する。
【０１６０】
　図１６には、実施例１における移動局（ＤＬ）又は基地局（ＵＬ）（つまり、移動局ま
たは基地局が受信装置として動作する場合）におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０１６１】
　Ｓ３０では、ＭＡＣレイヤにおけるバッファ部は無線伝送されてくるデータを受信する
。
【０１６２】
　Ｓ３１では、受信した該データのビットエラー検出を行う。エラーが検出された場合は
Ｓ３２へ、エラーが検出されなかった場合はＳ３３へ進む。
【０１６３】
　Ｓ３２では、ＲＬＣレイヤにおいて、該当する未受信データが受信できるまでタイマで
計時して待つ。タイマが満了していない場合はＳ３０に進み、タイマが満了した場合はＳ
３３に進む。
【０１６４】
　Ｓ３３では、ＲＬＣレイヤにおける再送タイマが満了したため、該当するデータの廃棄
を行う。
【０１６５】
　Ｓ３４では、エラーが検出されなかったデータを利用してＰＤＣＰ　ＳＤＵを再構築す
る。
【０１６６】
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　Ｓ３５では、該ＰＤＣＰ　ＳＤＵを受信した順番で上位局に伝送する。なお、ここでリ
オーダリングを実行し、ＰＤＣＰ　ＳＤＵをＳＮの順番で上位局に伝送してもよい。
（７）実施例２
(a) 概要
　実施例２では、ハンドオーバ前に、ＵＬ通信において移動局から移動元基地局に対し無
線エラーにより一部送信できないデータ（パケットデータ）があった場合のパケットデー
タ廃棄動作の例を示す。
【０１６７】
　ハンドオーバ前及びハンドオーバ後の実施例２の動作概要をそれぞれ図１７及び図１８
に示す。
【０１６８】
　図において、７０２はパケット廃棄制御部であり、図１０における制御部１０４に含ま
れるものとする。
【０１６９】
　図１７において、ハンドオーバ前に移動局のバッファ部１０１に格納されているパケッ
トデータのうち、パケットデータ１及びパケットデータ３は移動局から移動元基地局に対
して送信されたが、パケットデータ２はビットエラーが生じたため、無線リンクが切り替
わるまでに送信ができなかった場合を示している。移動元基地局のバッファ部２０３aに
はパケットデータ１及びパケットデータ３が格納される。
【０１７０】
　ハンドオーバが行われる際、移動元基地局はパケットデータ１まではＳＮ順に受信でき
ているため上位局に伝送する。一方、パケットデータ２は受信できていないため、パケッ
トデータ３は移動先基地局に対し転送する。
【０１７１】
　図１８において、ハンドオーバ後は、移動局は移動先基地局に対しパケットデータの送
信を行うが、移動局はハンドオーバ前に送信できなかったパケットデータ２からＳＮの順
にパケットデータを送信（再送）する。
【０１７２】
　本実施例では、ハンドオーバが実行されると移動局のバッファ部１０１に格納されてい
るパケットデータのうち、既に下位レイヤへの回送が済んでおり移動先基地局へ再送が必
要なパケットデータについては廃棄タイマの値をリセットする。つまり、パケットデータ
２とパケットデータ３については廃棄タイマの値を０とする制御を行う。
【０１７３】
　廃棄タイマの値をリセットしたとしても、移動先基地局のＰＤＣＰレイヤにおいてリオ
ーダリングのタイマ値が適切に設定されていれば、該タイマの満了時に未受信のＰＤＣＰ
　ＳＤＵはロスしたものと判定でき、無駄に到着を待つ必要がなくなるため、それ以降の
ＰＤＣＰ　ＳＤＵを順序通りに上位局に回送できる。したがって、アプリケーションの品
質を劣化させることはない。
【０１７４】
　なお、パケットデータ２及びパケットデータ３については、既に下位レイヤに回送され
ていればＡＱＭによるパケットデータ廃棄の対象としないよう制御し、未だ下位レイヤに
回送されていなければ対象とするよう制御する。また、送信エラーの生じたパケットデー
タ２のみＡＱＭによるパケットデータ廃棄の対象としないよう制御することも可能である
。
【０１７５】
　移動先基地局では、移動局から又は移動元基地局を介して受信したパケットデータをバ
ッファ部２０３ｂに格納し、既に受信済みのパケットデータと新たに受信したパケットデ
ータとをＳＮの順に並び替えるリオーダリングを実行する。
(b) 処理フロー
　図１９には、移動局のＵＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
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【０１７６】
　Ｓ３６では、上位レイヤから送られてくるデータを受信する。
【０１７７】
　Ｓ３７では、Ｓ３６で受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ化する
（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０１７８】
　Ｓ３８では、Ｓ３７において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせる。
【０１７９】
　Ｓ３９では、移動元基地局から送信されるＨＯ（ハンドオーバ）指示信号を受信した場
合はＳ４０へ、受信しない場合はＳ４１へ進む。
【０１８０】
　Ｓ４０では、Ｓ３９においてＨＯ指示信号を受信した場合、Ｓ３８においてスタートさ
せた廃棄タイマをリセットし、改めて廃棄タイマをスタートさせる。
【０１８１】
　Ｓ４１では、パケットデータ毎にＳ３８又はＳ４０においてスタートさせた廃棄タイマ
が満了しているか否かを判定する。廃棄タイマが満了している場合はＳ４２へ、廃棄タイ
マが満了していない場合はＳ４３へ進む。
【０１８２】
　Ｓ４２では、Ｓ４１において廃棄タイマが満了している場合、下位レイヤに回送された
パケットデータは廃棄される。
【０１８３】
　Ｓ４３では、Ｓ４１において廃棄タイマが満了していない場合、バッファ部に格納され
ているパケットデータのうち下位レイヤに未だ回送されていないパケットデータを選択す
る。
【０１８４】
　Ｓ４４では、Ｓ４３において選択したパケットデータについてＡＱＭによるパケットデ
ータ廃棄を適用するか否かを判定する。ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合
はＳ４５へ、適用しない場合はＳ４７へ進む。
【０１８５】
　Ｓ４５では、Ｓ４４においてＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合、廃棄す
るパケットデータを選択する。
【０１８６】
　Ｓ４６では、Ｓ４５において選択されたパケットデータが廃棄される。
【０１８７】
　Ｓ４７では、パケットデータを下位レイヤへ回送する。
【０１８８】
　図２０には、移動元基地局のＵＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０１８９】
　Ｓ４８では、ＭＡＣレイヤにおけるバッファ部は無線伝送されてくるデータを受信する
。
【０１９０】
　Ｓ４９では、Ｓ４８において受信したデータのエラー検出を行う。エラーを検出した場
合はＳ５０へ、検出しなかった場合はＳ５２へ進む。
【０１９１】
　Ｓ５０では、ＲＬＣレイヤにおいて、該当する未受信データが受信できるまで、タイマ
で計時して待つ。タイマが満了している場合はＳ５１に進み、タイマが満了していない場
合はＳ４８に進む。
【０１９２】
　Ｓ５１では、Ｓ５０において再送タイマが満了しているデータを廃棄する。
【０１９３】
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　Ｓ５２では、Ｓ４９においてエラーを検出しなかったデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとして
パケットデータ化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０１９４】
　Ｓ５３では、移動局に対しＨＯ（ハンドオーバ）指示信号を移動局に送信する。
【０１９５】
　Ｓ５４では、移動先基地局に対しパケットデータの転送を実行するか否かを判定する。
パケットデータの転送を実行する場合はＳ５５へ、実行しない場合はＳ６０へ進む。
【０１９６】
　Ｓ５５では、移動先基地局に対し廃棄タイマの上限値を通知する。なお、前述したよう
に、タイマ上限値の通知は図７の「３．ＨＯ要求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．
ＨＯ完了」のいずれかにおいて移動先基地局に通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転
送」メッセージで通知されるものとしている。
【０１９７】
　Ｓ５６では、パケットデータに歯抜け（送信が失敗し欠落しているパケットデータ）が
あるか否かを判定する。歯抜けがある場合はＳ５７へ、歯抜けがない場合はＳ５９へ進む
。
【０１９８】
　Ｓ５７では、歯抜けのパケットデータの前のＳＮのパケットデータは上位局に転送する
。
【０１９９】
　Ｓ５８では、歯抜けのパケットデータの後のＳＮのパケットデータは移動先基地局に転
送する。
【０２００】
　Ｓ５９では、上位局は、転送されてきたパケットデータをさらに上位局に回送する。一
方、移動先基地局は下位レイヤに転送されてきたパケットデータを回送する。
【０２０１】
　Ｓ６０では、移動先基地局に対し廃棄タイマの上限値を通知する。なお、前述したよう
に、タイマ上限値の通知は図７の「３．ＨＯ要求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．
ＨＯ完了」のいずれかにおいて移動先基地局に通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転
送」メッセージで通知されるものとしている。
【０２０２】
　図２１には、移動先基地局のＵＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０２０３】
　Ｓ６１では、送受信部からデータを受信する。
【０２０４】
　Ｓ６２では、Ｓ６１において受信したデータが移動局から受信したデータであるか否か
を判定する。移動局から受信したデータである場合はＳ６３へ、移動局から受信したデー
タでない場合はＳ６６へ進む。
【０２０５】
　Ｓ６３では、ＭＡＣレイヤにおけるバッファ部において、受信したデータのエラー検出
を行う。エラーを検出した場合はＳ６４へ、エラーを検出しなかった場合はＳ６６へ進む
。
【０２０６】
　Ｓ６４では、Ｓ６３においてエラーが検出されたデータに対するＲＬＣレイヤの再送タ
イマが満了しているか否かを判定する。再送タイマが満了している場合はＳ６５へ、再送
タイマが満了していない場合はＳ６１へ進む。
【０２０７】
　Ｓ６５では、Ｓ６４において再送タイマが満了しているデータを廃棄する。
【０２０８】
　Ｓ６６では、受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ化する（ＰＤＣ
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Ｐ　ＳＤＵ構築）。
【０２０９】
　Ｓ６７では、Ｓ６６において構築したパケットデータに歯抜け（送信が失敗し欠落して
いるパケットデータ）があるか否かを判定する。歯抜けがある場合はＳ６８へ、歯抜けが
ない場合はＳ７１へ進む。
【０２１０】
　Ｓ６８では、未受信のＰＤＣＰ　ＳＤＵが検出されるとリオーダリングタイマをスター
トさせる。
【０２１１】
　Ｓ６９では、リオーダリングタイマが満了するまで、未受信のＰＤＣＰ　ＳＤＵの到着
を待つ。
【０２１２】
　Ｓ７０では、リオーダリングタイマが満了したか否か判定する。リオーダリングタイマ
が満了してない場合はＳ６９に進む。満了している場合はＳ７１に進む。
【０２１３】
　Ｓ７１では、パケットデータを下位レイヤへ回送する。
（８）実施例３
(a) 概要
　実施例３では、実施例２と同様、ハンドオーバ前に、ＵＬ通信において移動局から移動
元基地局に対し無線エラーにより一部送信できないデータ（パケットデータ）があった場
合のパケットデータ廃棄動作の例を示す。
【０２１４】
　ハンドオーバ前及びハンドオーバ後の実施例２の動作概要をそれぞれ図２２及び図２３
に示す。
【０２１５】
　図２２及び図２３に示すハンドオーバ前後における移動局、移動元基地局、移動先基地
局のバッファ部の動作はそれぞれ実施例２の図１７及び図１８と同様である。
【０２１６】
　ただし、本実施例の図２３においては、移動局のバッファ部１０１はハンドオーバ前の
廃棄タイマの値を引き継ぐ。
【０２１７】
　例えば、図２２においてパケットデータ２及びパケットデータ３の廃棄タイマはそれぞ
れ７０及び６０であるが、図２３においてこれらの値が引き継がれる。
(b) 処理フロー
　図２４には、移動局のＵＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０２１８】
　Ｓ７２では、上位レイヤから送られてくるデータを受信する。
【０２１９】
　Ｓ７３では、Ｓ７２で受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ化する
（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０２２０】
　Ｓ７４では、Ｓ７３において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせる。
【０２２１】
　Ｓ７５では、移動元基地局から送信されるＨＯ（ハンドオーバ）指示信号を受信した場
合はＳ７６へ、受信しない場合はＳ７７へ進む。
【０２２２】
　Ｓ７６では、Ｓ７５においてＨＯ指示信号を受信した場合、Ｓ７４においてスタートさ
せた廃棄タイマを保持し、パケットデータの経過時間を引き継ぐ。
【０２２３】
　Ｓ７７は、パケットデータ毎にＳ７４においてスタートさせた廃棄タイマが満了してい
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るか否かを判定する。廃棄タイマが満了している場合はＳ７８へ、廃棄タイマが満了して
いない場合はＳ７９へ進む。
【０２２４】
　Ｓ７８では、Ｓ７７において廃棄タイマが満了している場合、下位レイヤに回送された
パケットデータは廃棄される。
【０２２５】
　Ｓ７９では、Ｓ７７においてタイマが満了していない場合、バッファ部に格納されてい
るパケットデータのうち下位レイヤに未だ回送されていないパケットデータを選択する。
【０２２６】
　Ｓ８０では、Ｓ７９において選択したパケットデータについてＡＱＭによるパケットデ
ータ廃棄を適用するか否かを判定する。ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合
はＳ８１へ、適用しない場合はＳ８３へ進む。
【０２２７】
　Ｓ８１では、Ｓ８０においてＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合、廃棄す
るパケットデータを選択する。
【０２２８】
　Ｓ８２では、Ｓ８１において選択されたパケットデータが廃棄される。
【０２２９】
　Ｓ８３では、パケットデータを下位レイヤへ回送する。
【０２３０】
　本実施例における移動元基地局（ＵＬ）及び移動先基地局（ＵＬ）でのパケットデータ
処理フローはそれぞれ図２０及び図２１に示される実施例２におけるパケットデータ処理
フローと同様である。
（９）実施例４
(a) 概要
　実施例４では、ハンドオーバ前に、ＤＬ通信において移動元基地局から移動局に対し無
線エラーにより一部送信できないデータ（パケットデータ）があった場合のパケットデー
タ廃棄動作の例を示す。
【０２３１】
　図２５は、ハンドオーバ前の移動元基地局から移動局へのデータ送信を示す。
【０２３２】
　図において、パケットデータ１～３は移動元基地局のバッファ部２１２ａにおいてＰＤ
ＣＰレイヤでの処理が済んでおりパケットデータ４～８は未だ処理中である。
【０２３３】
　移動元基地局からパケットデータ１～３を含むデータが送信されると、移動局はこのデ
ータを受信し、移動局のバッファ部１０８においてこのデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとして
パケットデータ化し格納する。
【０２３４】
　図２５では、パケットデータ１及びパケットデータ３については移動元基地局から移動
局への送信が成功したが、パケットデータ２は何らかのエラーにより、無線リンクが切り
替わるまでに送信が失敗した場合を示している。本実施例においては、移動局はパケット
データ２を再送（送信を継続）するが、送信が成功したパケットデータ３は再送しない。
【０２３５】
　図２６及び図２７は、ハンドオーバ後の移動元基地局から移動先基地局へのデータ転送
及び、移動先基地局から移動局へのデータ送信を示す。
【０２３６】
　図において、７０３はパケット廃棄制御部であり、図１３における制御部２１５に含ま
れるものとする。
【０２３７】
　移動元基地局はハンドオーバ前に移動局への送信が失敗したパケットデータ２を移動先
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基地局へと転送する。
【０２３８】
　また、ハンドオーバ前に移動元基地局において送信されていなかったパケットデータ４
～８についても移動先基地局へ転送される。その際、パケットデータ４～８のうち移動元
基地局のバッファ部２１２ａにおいて処理中のパケットデータは、処理後ＳＮを付加した
上で転送してもよいし、処理を中断してＳＮを付加せずに転送してもよい。
【０２３９】
　なお、図２６及び図２７において移動先基地局のバッファ部２１２ｂに格納されるパケ
ットデータ９、１０は上位局から受信したデータに含まれるパケットデータである。
【０２４０】
　図２６には、パケットデータ２及びパケットデータ４～８は同じタイミングで移動元基
地局から移動先基地局へ転送される場合を示す。移動先基地局のバッファ部２１２ｂがパ
ケットデータ２及びパケットデータ４～８を受信すると、転送されてきたすべてのパケッ
トデータについて廃棄タイマはリセット（０に設定）される。
【０２４１】
　図２７には、パケットデータ２及びパケットデータ４～８は所定の時間間隔で（例えば
時間１０ごとに）移動元基地局から移動先基地局へ転送される場合を示す。移動先基地局
のバッファ部２１２ｂがパケットデータ２及びパケットデータ４～８を受信すると、廃棄
タイマを所定の時間間隔を設けて設定する。例えば図では、パケットデータ８を受信した
時点においてパケットデータ２、４～８の廃棄タイマは、５０、４０、…、０となる。
【０２４２】
　この例のように、廃棄タイマは基本的にはリセットする（引き継がない）ことが基本で
あるが、移動先基地局の判断で独自にタイマの値を設定することができる。
例えば一つの方法は、移動先基地局において予め固定的な値に設定しておく方法である。
転送されてくるパケットデータに対し予め廃棄タイマの値は一律に１０に設定する。加え
て、転送されてくるパケットが属するＱＣＩの値を考慮し、ＱＣＩ毎に廃棄タイマの値を
設定してもよい。さらには、移動先基地局のトラヒック負荷を考慮して設定してもよい。
【０２４３】
 別の方法では、転送されてくるパケットデータに対する転送遅延を遅延計測により推定
し、例えば該推定遅延が１５である場合タイマの値は一律に１５として設定する。
【０２４４】
　また別の方法では、転送されてくるパケットデータの転送量を推定し、該推定量に応じ
てタイマの値を設定する。例えば、推定されるパケットデータの転送量が１０であれば、
一律に廃棄タイマの値を１０と設定する。また、推定されるパケットデータの転送量が２
０であれば、一律に廃棄タイマの値を２０と設定する。さらに、転送量は推定するのでは
なく「７．ＳＮ状態転送」で通知されるＰＤＣＰ　ＳＤＵの転送状態から転送量を決定し
てもよい。加えて、転送されてくるパケットデータが属するＱＣＩの値を考慮し、ＱＣＩ
毎に廃棄タイマの値を設定してもよい。
【０２４５】
　本実施例４においては、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄は、上位局から受信したデー
タについてのみ適用してもよいし、上位局から受信したデータ及び移動元基地局から受信
したデータのうち、下位レイヤに回送されていないデータの両方に適用してもよい。
【０２４６】
　また、移動局のバッファ部１０８では、移動先基地局から受信するデータに含まれるパ
ケットデータと、既に格納されているパケットデータとのリオーダリングを実行した上で
パケットデータを送信順（ＳＮ順）に上位レイヤに回送する。例えば図２６及び図２７で
はパケットデータ２、パケットデータ３の順で上位レイヤに回送される。
(b) 処理フロー
　図２８には、移動元基地局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０２４７】
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　Ｓ８４では、上位レイヤから送られてきたデータを受信する。
【０２４８】
　Ｓ８５では、Ｓ８４において受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ
化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０２４９】
　Ｓ８６では、Ｓ８５において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせる。
【０２５０】
　Ｓ８７では、移動局に対しＨＯ（ハンドオーバ）指示信号を送信する。
【０２５１】
　Ｓ８８では、Ｓ８７においてＨＯ指示信号を送信すると、移動先基地局に対しパケット
データの転送を実行するか否かを判定する。パケットデータの転送を実行する場合はＳ８
９へ、パケットデータの転送を実行しない場合はＳ９１へ進む。
【０２５２】
　Ｓ８９では、Ｓ８８においてパケットデータの転送を実行する場合、移動先基地局に対
し転送パケットデータについての廃棄タイマの上限値を通知する。なお、前述したように
、タイマ上限値の通知は図７の「３．ＨＯ要求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．Ｈ
Ｏ完了」のいずれかにおいて移動先基地局に通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転送
」メッセージで通知されるものとしている。
【０２５３】
　Ｓ９０では、転送遅延時間の推定を行う。
【０２５４】
　Ｓ９１では、廃棄タイマの上限値を通知する。なお、前述のように、タイマ上限値の通
知は図７の「３．ＨＯ要求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．ＨＯ完了」のいずれか
において移動先基地局に通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転送」メッセージで通知
されるものとしている。
【０２５５】
　Ｓ９２では、無線リンクが切断されるまでパケットデータを下位レイヤに回送する。
【０２５６】
　図２９には、移動先基地局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０２５７】
　Ｓ９３では、上位レイヤから送られてきたデータを受信する。
【０２５８】
　Ｓ９４では、Ｓ９３において受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ
化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０２５９】
　Ｓ９５では、Ｓ９４において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせる。
【０２６０】
　Ｓ９６では、パケットデータ毎にＳ９５においてスタートさせた廃棄タイマが満了して
いるか否かを判定する。廃棄タイマが満了している場合はＳ９７へ、廃棄タイマが満了し
ていない場合はＳ９８へ進む。
【０２６１】
　Ｓ９７では、Ｓ９６において廃棄タイマが満了している場合、下位レイヤに回送された
パケットデータは廃棄される。
【０２６２】
　Ｓ９８では、上位局から受信したパケットデータを選択する。
【０２６３】
　Ｓ９９では、Ｓ９８において選択したパケットデータについてＡＱＭによるパケットデ
ータ廃棄を適用するか否かを判定する。ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合
はＳ１００へ、適用しない場合はＳ１０２へ進む。
【０２６４】
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　Ｓ１００では、Ｓ９９においてＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合、廃棄
するパケットデータを選択する。
【０２６５】
　Ｓ１０１では、Ｓ１００において選択されたパケットデータが廃棄される。
【０２６６】
　Ｓ１０２では、パケットデータを下位レイヤへ回送する。
【０２６７】
　図３０には、移動局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０２６８】
　Ｓ１０３では、送受信部からデータを受信する。
【０２６９】
　Ｓ１０４では、Ｓ１０３において受信したＭＡＣレイヤにおけるデータのエラー検出を
行う。エラーを検出した場合はＳ１０５へ、エラーを検出しなかった場合はＳ１０７へ進
む。
【０２７０】
　Ｓ１０５では、Ｓ１０４においてエラーが検出されたデータに対するＲＬＣレイヤの再
送タイマが満了しているか否かを判定する。再送タイマが満了している場合はＳ１０５へ
、再送タイマが満了していない場合はＳ１０３へ進む。
【０２７１】
　Ｓ１０６では、Ｓ１０５において再送タイマが満了しているデータを廃棄する。
【０２７２】
　Ｓ１０７では、受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデータ化する（ＰＤ
ＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０２７３】
　Ｓ１０８では、Ｓ１０７において構築したパケットデータに歯抜け（送信が失敗し欠落
しているパケットデータ）があるか否かを判定する。歯抜けがある場合はＳ１０９へ、歯
抜けがない場合はＳ１１２へ進む。
【０２７４】
　Ｓ１０９では、未受信のＰＤＣＰ　ＳＤＵが検出されるとリオーダリングタイマをスタ
ートさせる。
【０２７５】
　Ｓ１１０では、リオーダリングタイマが満了するまで、未受信のＰＤＣＰ　ＳＤＵの到
着を待つ。
【０２７６】
　Ｓ１１１では、リオーダリングタイマが満了したか否か判定する。リオーダリングタイ
マが満了してない場合はＳ６９に進む。満了している場合はＳ７１に進む。
【０２７７】
　Ｓ１１２では、パケットデータを上位レイヤに回送する。
（１０）実施例５
(a) 概要
　実施例５では、実施例４と同様、ハンドオーバ前に、ＤＬ通信において移動元基地局か
ら移動局に対し無線エラーにより一部送信できないデータ（パケットデータ）があった場
合のパケットデータ廃棄動作の例を示す。
【０２７８】
　ハンドオーバ前における移動局及び移動元基地局でのデータ送信の概要は実施例４の図
２５と同様である。
【０２７９】
　図３１は、ハンドオーバ後の移動元基地局から移動先基地局へのデータ転送及び、移動
先基地局から移動局へのデータ送信を示す。
【０２８０】
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　図において、７０３はパケット廃棄制御部であり、図１３における制御部２１５に含ま
れるものとする。
【０２８１】
　本実施例では、移動元基地局において転送遅延時間（移動元基地局から移動先基地局へ
パケットデータの転送をする際に生じる遅延時間）を推定し、予め移動先基地局に転送す
るパケットデータの廃棄タイマに当該推定した転送遅延時間を反映させた上でパケットデ
ータ転送を実行する。
【０２８２】
　図において、ハンドオーバ後の移動元基地局のバッファ部２１２ａに格納されているパ
ケットデータ１～８の廃棄タイマは８０、７０、…、１０である。
【０２８３】
　移動元基地局は推定した転送遅延時間（図においては、例えば２０とする）を、各パケ
ットデータの廃棄タイマに当該転送遅延時間を反映させた新たな廃棄タイマを設定する。
図においてパケットデータ１～８の新たな廃棄タイマは１００、９０、…、３０となる。
【０２８４】
　移動元基地局はハンドオーバ前に移動局への送信が失敗したパケットデータ２を移動先
基地局へと転送する。
【０２８５】
　また、ハンドオーバ前に移動元基地局において送信されていなかったパケットデータ４
～８についても移動先基地局へ転送される。その際、パケットデータ４～８のうち移動元
基地局のバッファ部２１２ａにおいて処理中のパケットデータは、処理後ＳＮを付加した
上で転送してもよいし、処理を中断してＳＮを付加せずに転送してもよい。
【０２８６】
　なお、図において移動先基地局のバッファ部２１２ｂに格納されるパケットデータ９、
１０は上位局から受信したデータに含まれるパケットデータである。
【０２８７】
　移動先基地局には移動元基地局において設定された各パケットデータについての廃棄タ
イマが引き継がれる。すなわち、移動先基地局のバッファ部２１２ｂにおいて格納される
パケットデータ２、パケットデータ４～８の廃棄タイマはそれぞれ９０、７０、６０、…
、３０に設定される。
【０２８８】
　本実施例５において、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄は、上位局から受信したデータ
についてのみ適用してもよいし、上位局から受信したデータ及び移動元基地局から受信し
たデータのうち、下位レイヤに回送されていないデータの両方に適用してもよい。
【０２８９】
　また、移動局のバッファ部１０８では、移動先基地局から受信するデータに含まれるパ
ケットデータと、既に格納されているパケットデータとのリオーダリングを実行した上で
パケットデータを送信順（ＳＮ順）に上位レイヤに回送する。例えば図においては、パケ
ットデータ２、パケットデータ３の順で上位レイヤに回送される。
(b) 廃棄タイマの引継ぎ
　廃棄タイマの引継ぎは、パケットデータ転送プロトコルのヘッダにおけるタイムスタン
プフィールドを用いて行う。
【０２９０】
　パケットデータ転送プロトコルのヘッダは、例えば、図３２に示す３ＧＧＰにより規定
されているＧＴＰヘッダである。
【０２９１】
　図のヘッダ部において、ＶｅｒｓｉｏｎフィールドはＧＴＰプロトコルのバージョン、
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｔｙｐｅ（ＰＴ）はプロトコルの識別情報、Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　Ｈ
ｅａｄｅｒフラグ（Ｅ）はＮｅｘｔ　Ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ　Ｈｅａｄｅｒフィールドに関
する情報、Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｎｕｍｂｅｒフラグ（Ｓ）はＳＮフィールドに関する情報
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、Ｎ－ＰＤＵ　Ｎｕｍｂｅｒフラグ（ＰＮ）はＮ－ＰＤＵ　Ｎｕｍｂｅｒフィールドに関
する情報、Ｍｅｓｓａｇｅ　ＴｙｐｅはＧＴＰメッセージのタイプ、Ｌｅｎｇｔｈはペイ
ロードの長さ、Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（ＴＥＩＤ）は
トンネルの終点を明確にするための情報、Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＳＮ）はデ
ータの識別に用いられるシーケンス番号、Ｎ－ＰＤＵ　Ｎｕｍｂｅｒはデータ転送の調整
に用いられる識別情報、Ｎｅｘｔ　Ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｔｙｐｅは拡張
ヘッダについての識別情報を示す。
【０２９２】
　また、図の拡張ヘッダ部においては、Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｌｅｎｇｔ
ｈ、Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｎｔｅｎｔ、Ｎｅｘｔ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏ
ｎ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｔｙｐｅなどの拡張ヘッダに関する情報を示す。
【０２９３】
　図３３に、本実施例においてパケットデータ転送に用いられるヘッダの例を示す。
【０２９４】
　ヘッダ部のＮｅｘｔ　Ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ　Ｈｅａｄｅｒ　ＴｙｐｅにおいてＰＤＣＰ
　ＳＮを拡張ヘッダで送信することを定義する。また、拡張ヘッダ部にＴｉｍｅｓｔａｍ
ｐ（タイムスタンプ）フィールドを定義することにより、タイムスタンプに転送パケット
データの廃棄タイマの情報を含めて送信する。
【０２９５】
　上記のタイムスタンプは例えばＳＮ状態転送メッセージを利用して送信することも可能
である。
【０２９６】
　図３４はＳＮ状態転送メッセージを利用してタイムスタンプを送信する場合の一例を示
す。
【０２９７】
　図において、ＬＩＳ（Ｌａｓｔ－Ｉｎ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）は最後に順序通りに受信で
きたＰＤＣＰ　ＳＤＵ　ＳＮ番号である。
【０２９８】
　Ｂｉｔｍａｐ＿Ｎフィールドは、ＬＩＳに続くＳＮが移動元基地局において移動局に送
信できたか否かを１ビットで表現する。
【０２９９】
　Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＿ＬＳＩは、ＬＳＩのＰＤＣＰ　ＳＮの廃棄タイマの値を表現する
。
【０３００】
　同様にＴｉｍｅｓｔａｍｐ＿Ｘは、移動元基地局において正しく送信できなかったＰＤ
ＣＰ　ＳＤＵに対する廃棄タイマの値を表現する。
【０３０１】
　図３５はＳＮ状態転送メッセージを利用してタイムスタンプを送信する場合の別の例を
示す。
【０３０２】
　図において、Ｍｉｓｓｉｎｇ＿Ｎは、移動元基地局において移動局に送信できなかった
ＰＤＣＰ　ＳＮを示す。
【０３０３】
　Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＿Ｎは、移動元基地局において正しく送信できなかったＰＤＣＰ　
ＳＤＵに対する廃棄タイマの値を表現する。
【０３０４】
　なお、タイマの引き継ぎはパケット毎に実施するのではなく、任意に選択したパケット
のみに限定して実行してもよい。例えば、パケット転送を実行する最初のパケットに対応
する廃棄タイマの値だけを転送してもよい。残りのパケットに対応する廃棄タイマの値は
、該転送した廃棄タイマの値を参考にして、実施例４に示したように、移動先基地局で独
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自にタイマ値を設定してもよい。
(c) 廃棄タイマの設定
　廃棄タイマの設定は、例えば以下に挙げる方法により行う。
1)タイマ値明示法
　廃棄タイマの値について転送遅延時間を用いて補正した値をタイムスタンプフィールド
に記載する。
【０３０５】
　例えば、移動元基地局において廃棄タイマの値が４０に設定されたパケットデータを移
動先基地局へ転送する場合、タイムスタンプフィールドには“４０＋転送遅延時間”の値
（＝Ｔ０）を記載する。ここで転送遅延時間は移動元基地局において推定した値を用いる
。
【０３０６】
　移動先基地局では、タイムスタンプフィールドに示された値を該当するパケットデータ
の廃棄タイマの値として設定する。
【０３０７】
　ここで、Ｔ０≧廃棄タイマの上限値である場合は移動元基地局において転送を実行しな
いこととしてもよい。
2)絶対時刻指定法
　パケットデータを廃棄する時刻をタイムスタンプフィールドに記載する。
【０３０８】
　例えば、移動元基地局において廃棄タイマの値が４０、上限値が１００と設定されたパ
ケットデータを移動先基地局へ転送する場合、タイムスタンプフィールドに“移動元基地
局の現時刻＋（１００－４０）”の値（＝Ｔ１）を記載する。
【０３０９】
　移動先基地局では、タイムスタンプフィールドに示された時刻Ｔ１と、該当するパケッ
トデータが転送されてきた際の移動先基地局の現時刻Ｔ２とを比較する。Ｔ１≧Ｔ２であ
る場合はＴ１を当該パケットデータの廃棄タイマの値として設定し、Ｔ１≦Ｔ２である場
合は当該パケットデータを廃棄する。
【０３１０】
　また、Ｔ１≦Ｔ２であることが移動元基地局において明らかである場合は当該パケット
データの転送を実行しないこととしてもよい。
【０３１１】
　なお、絶対時刻は、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）などを利用して同期を確保してもよいし、移動元基地局での時刻と移動先基地局で
の時刻とのずれを両基地局で把握し算出してもよい。
3)相対時刻指定法
　現時刻からパケットデータの廃棄を実行するまでの時間を、転送遅延時間を用いて補正
しタイムスタンプフィールドに記載する。
【０３１２】
　例えば、移動元基地局において廃棄タイマの値が４０、上限値が１００と設定されたパ
ケットデータを移動先基地局へ転送する場合、タイムスタンプフィールドに“（１００－
４０）―転送遅延時間”の値（＝Ｔ３）を記載する。ここで転送遅延時間は移動元基地局
において推定した値を用いる。
【０３１３】
　移動先基地局では、タイムスタンプフィールドに示された時刻Ｔ３がＴ３≧０である場
合は、“１００－Ｔ３”の値を該当するパケットデータの廃棄タイマの値として設定し、
Ｔ３≦０である場合はパケットデータを廃棄する。
また、Ｔ３≦０である場合は移動元基地局において転送を実行しないこととしてもよい。
(d) 廃棄タイマの引継ぎの他の例
　廃棄タイマの引継ぎについて、 (c)の1)～3)においてタイムスタンプフィールドを用い
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ずにサブフレーム番号を用いることも可能である。
【０３１４】
　ＬＴＥでは、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）毎に
サブフレーム番号が識別できるので、例えば、時間４０をサブフレーム４０個分とするこ
とにより廃棄タイマの値を示すことが可能である。
【０３１５】
　サブフレーム番号は、基地局間同士で同期してもよいし、移動元基地局と移動先基地局
との間でサブフレーム番号の差分を把握し算出してもよい。
(d) 処理フロー
　図３６には、移動元基地局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０３１６】
　Ｓ１１３では、上位レイヤから送られてきたデータを受信する。
【０３１７】
　Ｓ１１４では、Ｓ１１３において受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデ
ータ化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０３１８】
　Ｓ１１５では、Ｓ１１４において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせ
る。
【０３１９】
　Ｓ１１６では、移動局に対しＨＯ（ハンドオーバ）指示信号を送信する。
【０３２０】
　Ｓ１１７では、Ｓ８７においてＨＯ指示信号を送信すると、移動先基地局に対しパケッ
トデータの転送を実行するか否かを判定する。パケットデータの転送を実行する場合はＳ
１１８へ、パケットデータの転送を実行しない場合はＳ１２１へ進む。
【０３２１】
　Ｓ１１８では、Ｓ１１７においてパケットデータの転送を実行する場合、移動先基地局
に対し転送パケットデータについての廃棄タイマの上限値を通知する。なお、前述のよう
に、タイマ上限値の通知は図７の「３．ＨＯ要求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．
ＨＯ完了」のいずれかにおいて移動先基地局に通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転
送」メッセージで通知されるものとしている。
【０３２２】
　Ｓ１１９では、転送遅延時間の推定を行う。
【０３２３】
　Ｓ１２０では、転送するパケットデータの廃棄タイマの引継ぎを行う。
【０３２４】
　Ｓ１２１では、Ｓ１１７において転送を実行しない場合、移動先基地局に対し廃棄タイ
マの上限値を通知する。なお、前述のように、タイマ上限値の通知は図７の「３．ＨＯ要
求」、「７．ＳＮ状態転送」、又は「９．ＨＯ完了」のいずれかにおいて移動先基地局に
通知される。ここでは、「７．ＳＮ状態転送」メッセージで通知されるものとしている。
【０３２５】
　Ｓ１２２では、無線リンクが切断されるまでパケットデータを下位レイヤに回送する。
【０３２６】
　図３７には、移動先基地局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローを示す。
【０３２７】
　Ｓ１２３では、上位レイヤから送られてきたデータを受信する。
【０３２８】
　Ｓ１２４では、Ｓ１２３において受信したデータが上位局から送られてきたデータであ
るか否かを判定する。上位局から送られてきたデータである場合はＳ１２５へ、上位局か
ら送られてきたデータでない場合はＳ１２６へ進む。
【０３２９】
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　Ｓ１２５では、Ｓ１２４において受信したデータが上位局から送られてきたデータでな
く移動元基地局から転送されてきたデータであると判定した場合、データに含まれるパケ
ットデータに設定される廃棄タイマの値を取得する。
【０３３０】
　Ｓ１２６では、Ｓ１２３において受信したデータをＰＤＣＰ　ＳＤＵとしてパケットデ
ータ化する（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ構築）。
【０３３１】
　Ｓ１２７では、Ｓ１２６において構築したパケットデータの廃棄タイマをスタートさせ
る。上位局から受信したデータに対しては、廃棄タイマの上限値（例えば１００）を設定
する。一方、移動元基地局から受信したデータに対しては、Ｓ１２で取得した廃棄タイマ
の値を設定する。
【０３３２】
　Ｓ１２８では、パケットデータ毎にＳ１２７においてスタートさせた廃棄タイマが満了
しているか否かを判定する。廃棄タイマが満了している場合はＳ１２９へ、廃棄タイマが
満了していない場合はＳ１３０へ進む。
【０３３３】
　Ｓ１２９では、Ｓ１２８において廃棄タイマが満了している場合、下位レイヤに回送さ
れたパケットデータは廃棄される。
【０３３４】
　Ｓ１３０では、上位局から受信したパケットデータを選択する。
【０３３５】
　Ｓ１３１では、Ｓ１３０において選択したパケットデータについてＡＱＭによるパケッ
トデータ廃棄を適用するか否かを判定する。ＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する
場合はＳ１３２へ、適用しない場合はＳ１３４へ進む。
【０３３６】
　Ｓ１３２では、Ｓ１３１においてＡＱＭによるパケットデータ廃棄を適用する場合、廃
棄するパケットデータを選択する。
【０３３７】
　Ｓ１３３では、Ｓ１３２において選択されたパケットデータが廃棄される。
【０３３８】
　Ｓ１３４では、パケットデータを下位レイヤへ回送する。
【０３３９】
　なお、移動局のＤＬ通信におけるパケットデータ処理フローは実施例４と同様である。
（１１）実施例６
　実施例６では、実施例４と同様、ハンドオーバ前に、ＤＬ通信において移動元基地局か
ら移動局に対し無線エラーにより一部送信できないデータ（パケットデータ）があった場
合のパケットデータ廃棄動作の例を示す。
【０３４０】
　ハンドオーバ前における移動局及び移動元基地局でのデータ送信の概要は実施例４の図
２５と同様である。
【０３４１】
　図３８は、ハンドオーバ後の移動元基地局から移動先基地局へのデータ転送及び、移動
先基地局から移動局へのデータ送信を示す。
【０３４２】
　図において、７０３はパケット廃棄制御部であり、図１３における制御部２１５に含ま
れるものとする。
【０３４３】
　本実施例では、移動元基地局から移動先基地局へ転送されるパケットデータの廃棄タイ
マはそのまま引き継がれる。移動先基地局において、転送遅延時間（移動元基地局から移
動先基地局へパケットデータの転送をする際に生じる遅延時間）を計測・算出し、移動元
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基地局から受信したパケットデータの廃棄タイマに当該推定した転送遅延時間を反映させ
新たに廃棄タイマを設定する。
【０３４４】
　図において、ハンドオーバ後の移動元基地局のバッファ部２１２ａに格納されているパ
ケットデータ１～８の廃棄タイマは８０、７０、…、１０である。
【０３４５】
　移動元基地局はハンドオーバ前に移動局への送信が失敗したパケットデータ２を移動先
基地局へと転送する。
【０３４６】
　また、ハンドオーバ前に移動元基地局において送信されていなかったパケットデータ４
～８についても移動先基地局へ転送される。その際、パケットデータ４～８のうち移動元
基地局のバッファ部２１２ａにおいて処理中のパケットデータは、処理後ＳＮを付加した
上で転送してもよいし、処理を中断してＳＮを付加せずに転送してもよい。
【０３４７】
　なお、図において移動先基地局のバッファ部２１２ｂに格納されるパケットデータ９、
１０は上位局から受信したデータに含まれるパケットデータである。
【０３４８】
　移動先基地局には移動元基地局において設定された各パケットデータについての廃棄タ
イマが引き継がれる。すなわち、移動先基地局のバッファ部２１２ｂにおいて格納される
パケットデータ２、パケットデータ４～８の廃棄タイマはそれぞれ７０、５０、４０、…
、１０に設定される。
【０３４９】
　移動先基地局では、転送遅延時間（図において、例えば２０）を計測・算出し、当該転
送遅延時間を移動元基地局から引き継いだ各パケットデータについての廃棄タイマに付加
し、新たな廃棄タイマとして設定する。図においては、パケットデータ２、パケットデー
タ４～８の廃棄タイマはそれぞれ９０、７０、６０、…、３０に設定される。
【０３５０】
　本実施例６において、ＡＱＭによるパケットデータ廃棄は、上位局から受信したデータ
についてのみ適用してもよいし、上位局から受信したデータうち、下位レイヤに回送され
ていないデータの及び移動元基地局から受信したデータの両方に適用してもよい。
【０３５１】
　また、移動局のバッファ部１０８では、移動先基地局から受信するデータに含まれるパ
ケットデータと、既に格納されているパケットデータとのリオーダリングを実行した上で
パケットデータを送信順（ＳＮ順）に上位レイヤに回送する。例えば図においては、パケ
ットデータ２、パケットデータ３の順で上位レイヤに回送される。
【０３５２】
　なお、移動元基地局から移動先基地局への転送パケットデータの廃棄タイマの引継ぎ及
び移動先基地局での引き継いだ廃棄タイマの設定は、例えば、実施例５に示したタイムス
タンプやサブフレーム番号を用いて、タイマ明示法、絶対時刻指定法、相対時刻指定法に
より行うことができる。
【０３５３】
　ただし移動元基地局では、実施例５で示したタイマ明示法と相対時刻指定法において転
送遅延時間を用いた補正は行わない。この場合は、移動先基地局において、自身で計測し
た転送遅延時間を用いて補正した廃棄タイマの値を設定する。
【０３５４】
　なお、タイマの引き継ぎはパケット毎に実施するのではなく、任意に選択したパケット
のみに限定して実行してもよい。例えば、パケット転送を実行する最初のパケットに対応
する廃棄タイマの値だけを転送してもよい。残りのパケットに対応する廃棄タイマの値は
、該転送した廃棄タイマの値を参考にして、実施例４に示したように、移動先基地局で独
自にタイマ値を設定してもよい。
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（１２）その他
　パケットデータ転送時に移動元基地局から移動先基地局へ引き継がれる廃棄タイマの値
は、実施例１～６に例示するように時間とすることもできるし、パケットデータのＳＮに
対応する値とすることもできる。例えば、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ　ＳＮ　ｉに対する係数をＮ
ｉとして、廃棄タイマの値をＰＤＣＰ　ＳＤＵ　ＳＮ　ｉ×　Ｎｉとして、移動元基地局
から移動先基地局へ通知する。
（付記１）
　送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備えた移動通信システムにお
けるパケットデータの廃棄方法において、
前記バッファに格納された、送信処理前のパケットデータについては、該送信処理前のパ
ケットデータに対応する廃棄タイマが所定値に達するか又は該バッファに付随する廃棄機
構による廃棄条件を満たすことで廃棄を行い、
前記バッファに格納された、送信処理後のパケットデータについては、該送信処理後のパ
ケットデータに対応する廃棄タイマが所定値に達することにより廃棄処理を行う、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
（付記２）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおけるパケットデータの廃棄方法において、
ハンドオーバが実行されると、前記バッファに格納されたパケットデータに対応する廃棄
タイマの値の変更を行い、
該変更後の廃棄タイマの値を該バッファに格納されたパケットデータの廃棄タイマの値と
して新たに設定し、
　新たに設定された該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃
棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
（付記３）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおけるパケットデータの廃棄方法において、
ハンドオーバが実行されると、前記バッファに格納されたパケットデータに対応する廃棄
タイマの値の引き継ぎを行い、
引き継がれた該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する
、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
（付記４）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおけるパケットデータの廃棄方法において、
ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送を
行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する廃棄タイマの値の転送を実行し
、
　該移動先基地局は、転送された該廃棄タイマの値、又は、転送された該廃棄タイマの値
を転送遅延時間を用いて補正して得られたタイマ値を、転送されたパケットデータについ
ての廃棄タイマの値として新たに設定し、
　新たに設定された該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃
棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
（付記５）
前記移動元基地局は、パケットデータ転送プロトコルのヘッダに含まれるタイムスタンプ
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フィールド又はパケットデータ受信状態通知プロトコルを用いて、前記廃棄タイマの値の
前記転送を行なう、
ことを特徴とする請求項４記載のパケットデータの廃棄方法。
（付記６）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおけるパケットデータの廃棄方法において、
ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送を
行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する廃棄タイマの値について転送遅
延時間を用いた補正を実行してから転送を実行し、
　該移動先基地局は、転送された補正後の廃棄タイマの値を、対応するパケットデータに
ついての廃棄タイマの値として新たに設定し、
　新たに設定された該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応するパケットデータを廃
棄する、
ことを特徴とするパケットデータの廃棄方法。
（付記７）
　送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備えた移動通信システムにお
いて、
前記バッファに格納された、送信処理前のパケットデータについては、該送信処理前のパ
ケットデータに対応する廃棄タイマが所定値に達するか又は該バッファに付随する廃棄機
構による廃棄条件を満たすことで廃棄を行い、前記バッファに格納された、送信処理後の
パケットデータについては、該送信処理後のパケットデータに対応する廃棄タイマが所定
値に達することにより廃棄処理を行う廃棄手段、
を備えたことを特徴とする無線通信装置。
（付記８）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおいて、
ハンドオーバが実行されると、前記バッファに格納されたパケットデータに対応する廃棄
タイマの値の変更を行い、該変更後の廃棄タイマの値を該バッファに格納されたパケット
データの廃棄タイマの値として新たに設定し、新たに設定された該廃棄タイマの値が所定
値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段、
を備えたことを特徴とする無線通信装置。
（付記９）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおいて、
ハンドオーバが実行されると、前記バッファに格納されたパケットデータに対応する廃棄
タイマの値の引き継ぎを行い、引き継がれた該廃棄タイマの値が所定値に達すると、対応
するパケットデータを廃棄する廃棄手段、
を備えたことを特徴とする無線通信装置。
（付記１０）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおいて、
ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送を
行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する廃棄タイマの値の転送を実行す
る転送手段を備え、
　該移動先基地局は、転送された該廃棄タイマの値、又は、転送された該廃棄タイマの値
を転送遅延時間を用いて補正して得られたタイマ値を、転送されたパケットデータについ
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ての廃棄タイマの値として新たに設定し、新たに設定された該廃棄タイマの値が所定値に
達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段を備えた、
ことを特徴とする移動通信システム。
（付記１１）
前記移動元基地局は、パケットデータ転送プロトコルのヘッダに含まれるタイムスタンプ
フィールド又はパケットデータ受信状態通知プロトコルを用いて、前記廃棄タイマの値の
前記転送を行なう、
ことを特徴とする請求項１０記載の移動通信システム。
（付記１２）
送信されるパケットデータを一時的に格納するバッファを備え、該バッファに格納された
パケットデータに対応する廃棄タイマの値に応じて該パケットデータを廃棄する移動通信
システムにおいて、
ハンドオーバが実行されると、移動元基地局から移動先基地局へパケットデータの転送を
行なうとともに、転送される該パケットデータに対応する廃棄タイマの値について転送遅
延時間を用いた補正を実行してから転送を実行する転送手段を備え、
　該移動先基地局は、転送された補正後の廃棄タイマの値を、対応するパケットデータに
ついての廃棄タイマの値として新たに設定し、新たに設定された該廃棄タイマの値が所定
値に達すると、対応するパケットデータを廃棄する廃棄手段を備えた、
ことを特徴とする移動通信システム。
（付記１３）
　廃棄のための識別情報が付加されているデータに対し、データの状態によって該識別情
報に基づいたパケット廃棄方法を実行し、あるいは該識別情報に基づかないパケット廃棄
方法を実行する廃棄手段を備えた、
　ことを特徴とする無線通信装置。
（付記１４）
　該識別情報は、廃棄までの時間であって、該時間をタイマで計時する、ことを特徴とす
る請求項１３のパケット廃棄方法。
（付記１５）
　既にデータ伝送処理が実行されている場合、該データは識別情報に基づいて廃棄を実行
する、ことを特徴とする請求項１３のパケット廃棄方法。
（付記１６）
　データが流入するインターフェースに応じて、該データは識別情報に基づいて廃棄を実
行し、あるいは識別情報に基づかずに廃棄を実行する、ことを特徴とする請求項１３のパ
ケット廃棄方法。
（付記１７）
　ハンドオーバが生じると、廃棄のための識別情報はハンドオーバ前後で必要であれば区
別し廃棄を継続する、ことを特徴とする請求項１３記載のパケット廃棄方法。
（付記１８）
　廃棄のための識別情報が付加されているデータに対し、データの状態によって該識別情
報に基づいたパケット廃棄方法を実行し、あるいは該識別情報に基づかないパケット廃棄
方法を実行する、ことを特徴とするパケット廃棄方法。
（付記１９）
　ハンドオーバが生じると、タイマの値を引き継ぐか、廃棄を実行する時刻を引き継ぐか
、廃棄を実行するまでの時間を引き継ぐか、のいずれかによって廃棄時刻を引き継ぎ、さ
らにデータの推定転送遅延時間も考慮して廃棄時刻を設定する、ことを特徴とする請求項
１８記載のパケット廃棄方法。
（付記２０）
　ハンドオーバが生じると、廃棄時刻が現時刻よりも進んでいる場合、データ転送を行わ
ずに廃棄を実行するか、あるいは、データ転送を行った直後に廃棄を実行する、ことを特
徴とする請求項１８記載のパケット廃棄方法。
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（付記２１）
　ハンドオーバが生じると、データの転送プロトコルのヘッダ部に廃棄時刻あるいは廃棄
時間を記載し、引き継ぎを実行する、ことを特徴とする請求項１８記載のパケット廃棄方
法。
（付記２２）
　ハンドオーバが生じると、廃棄を管理する局が変更される場合、上位局からの制御信号
によってタイマの上限値を引き継ぐか、局間の制御信号で直接タイマの上限値を引き継ぐ
、ことを特徴とする請求項１８記載のパケット廃棄方法。
（付記２３）
　ハンドオーバが生じると、廃棄のために識別情報を区別した場合、基地局と移動局間で
該区別を共有するための制御信号を送受信する、ことを特徴とする請求項１７記載のパケ
ット廃棄方法。
【図面の簡単な説明】
【０３５５】
【図１】移動体通信システム構成例
【図２】基地局／移動局間のユーザプレーンプロトコルスタック
【図３】ハンドオーバに伴うパケットデータ転送
【図４】ハンドオーバの際の移動局の装置動作フローチャート例
【図５】ハンドオーバの際の移動元基地局の装置動作フローチャート例
【図６】ハンドオーバの際の移動先基地局の装置動作フローチャート例
【図７】ハンドオーバシーケンス例
【図８】タイマによるパケットデータ廃棄の例
【図９】タイマによるパケットデータ廃棄とＡＱＭによるパケットデータ廃棄が混在し　
　　　　ている場合の例
【図１０】移動局装置構成例（ＵＬ）
【図１１】移動局装置構成例（ＤＬ）
【図１２】基地局装置構成例（ＵＬ）
【図１３】基地局装置構成例（ＤＬ）
【図１４】実施例１の動作概要
【図１５】実施例１の移動局（ＵＬ）又は基地局（ＤＬ）におけるパケットデータ処理　
　　　　フロー
【図１６】実施例１の移動局（ＤＬ）又は基地局（ＵＬ）におけるパケットデータ処理　
　　　　フロー
【図１７】実施例２の動作概要（ＨＯ前）
【図１８】実施例２の動作概要（ＨＯ後）
【図１９】実施例２における移動局（ＵＬ）でのパケットデータ処理フロー（未送信Ｐ　
　　　　ＤＣＰ　ＳＤＵにＡＱＭ適用）
【図２０】実施例２における移動元基地局（ＵＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図２１】実施例２における移動先基地局（ＵＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図２２】実施例３の動作概要（ＨＯ前）
【図２３】実施例３の動作概要（ＨＯ後）
【図２４】実施例３における移動局（ＵＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図２５】実施例４の動作概要（ＨＯ前）
【図２６】実施例４の動作概要（ＨＯ後）の一例
【図２７】実施例４の動作概要（ＨＯ後）の他の例
【図２８】実施例４における移動元基地局（ＤＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図２９】実施例４における移動先基地局（ＤＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図３０】実施例４における移動局（ＤＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図３１】実施例５の動作概要
【図３２】ＧＴＰヘッダ構成
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【図３３】タイムスタンプ
【図３４】ＳＮ状態転送メッセージを利用してタイムスタンプを送信する場合の一例
【図３５】ＳＮ状態転送メッセージを利用してタイムスタンプを送信する場合の他の例
【図３６】実施例５における移動元基地局（ＤＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図３７】実施例５における移動先基地局（ＤＬ）でのパケットデータ処理フロー
【図３８】実施例６の動作概要
【符号の説明】
【０３５６】
１００　移動局
２００　移動元基地局
３００　移動先基地局
４００　移動元基地局の通信エリア
５００　移動先基地局の通信エリア
６００　上位局
１０１、１０９、２０３、２１２　バッファ部
１０２、１０８、２０２、２１４　送受信部
１０３、１０７、２０１、２１１　アンテナ
１０４、１１１、２０５、２１５　制御部
１０５、１１２、２０６、２１９　測定部
１０６、１１５、２０９、２１７　タイマ管理部
１１０、２０４　リオーダ部
１１３、２０７　バッファ管理部
１１４、２１０　リオーダ管理部
２０８、２２０　ＨＯ決定部
２１３　スケジューラ部
２１６　遅延計測部
２１８　スケジューラ管理部
７００　ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ
７０１、７０２、７０３　パケット廃棄制御部
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