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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位装置に所定の転送単位でデータ転送を行う第１の無線基地局と端末との間で無線通
信が行われているときにハンドオーバにより前記第１の無線基地局に代わり第２の無線基
地局と前記端末との間で無線通信が行われる無線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより、前記端末から送信され前記第１の無線基地局に残留した送信
パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、前記送信パケットで構成され、所定
の転送単位に満たない疑似データパケットを作成するパケット作成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送する転送部とを備え
ることを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　上位装置に所定の転送単位でデータ転送を行う第１の無線基地局と端末との間で無線通
信が行われているときにハンドオーバにより前記第１の無線基地局に代わり第２の無線基
地局と前記端末との間で無線通信が行われる無線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより、前記端末から送信され前記第１の無線基地局に残留した送信
パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、前記送信パケットで構成され、所定
の転送単位に満たない疑似データパケットを作成するパケット作成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送する転送部と、
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　前記疑似データパケットの構成を示す構成情報を作成し、作成した前記構成情報を前記
疑似データパケットとともに又は前記疑似データパケットの転送に先立ち、前記第２の無
線基地局に転送するとともに前記端末に送信する構成情報作成部と
　を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項３】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバにより、前記端末から送信されハンドオーバ元無線基地局に残留した送信
パケットをハンドオーバ先無線基地局に転送する場合に、前記送信パケットで構成され、
所定の転送単位に満たない疑似データパケットを作成するパケット作成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記ハンドオーバ先無線基地局に転送する転送部
とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバが実行されたとき、ハンドオーバ元無線基地局に残留した送信パケットで
構成され、所定の転送単位に満たない転送された疑似データパケットを受信する疑似デー
タパケット受信部と、
　受信した前記疑似データパケットから前記残留したパケットの伝送要求を前記端末に要
求し、前記パケットを前記端末から受信するパケット受信部とを備えることを特徴とする
無線基地局。
【請求項５】
　第１の無線基地局と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無
線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより、前記端末から送信され前記第１の無線基地局に残留したＭＡ
Ｃ　ＰＤＵで構成されるＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを転送単位として前記第２の
無線基地局に転送する場合に、
　前記ＲＬＣ　ＳＤＵ又は前記ＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ
又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、疑似ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、前記疑似ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕから転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成するパケット作成部と、
　作成された前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを前記第２の無線基地
局に転送する転送部とを備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項６】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバにより、前記端末から送信され前記無線基地局に残留したＭＡＣ　ＰＤＵ
で構成されたＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを転送単位としてハンドオーバ先無線基
地局に転送する場合に、
　前記ＲＬＣ　ＳＤＵ又は前記ＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ
又転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、疑似ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、前記擬似ＭＡＣ　ＰＤＵ
から前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成するパケット作成部と、
　作成された前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを前記ハンドオーバ先無線
基地局に転送する転送部とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項７】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバにより、前記端末から送信されハンドオーバ元無線基地局に残留したＭＡ
Ｃ　ＰＤＵで構成されたＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合した転送Ｒ
ＬＣ　ＳＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵで、前記ハンドオーバ元無線基地局から転送され、
擬似ＭＡＣ　ＰＤＵを含む転送ＲＬＣ　ＳＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵを受信する転送パ
ケット受信部と、
　受信した前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵを構成するＭＡＣ　ＰＤ
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Ｕの伝送要求を前記端末に要求し、前記ＭＡＣ　ＰＤＵを前記端末から受信する送信パケ
ット受信部とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　第１の無線基地局と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無
線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより、前記端末に送信する送信パケットであって前記第１の無線基
地局に残留した前記送信パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、前記送信パ
ケットで構成され、所定の転送単位に満たない疑似データパケットを作成するパケット作
成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送する転送部とを備え
ることを特徴とする無線通信システム。
【請求項９】
　第１の無線基地局と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無
線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより、前記端末に送信する送信パケットであって前記第１の無線基
地局に残留した前記送信パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、前記送信パ
ケットで構成され、所定の転送単位に満たない疑似データパケットを作成するパケット作
成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送する転送部と
　前記疑似データパケットの構成を示す構成情報を作成し、前記構成情報を前記第１の疑
似データパケットとともに又は前記疑似データパケットの転送に先立ち、前記第２の無線
基地局に転送するとともに前記端末に送信する構成情報作成部と
　を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項１０】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバが実行されたとき、前記無線基地局に残留した送信パケットをハンドオー
バ先無線基地局に転送する場合に、
　前記端末に送信される前記送信パケットで構成され、所定の転送単位に満たない疑似デ
ータパケットを作成するパケット作成部と、
　作成された前記疑似データパケットを前記ハンドオーバ先無線基地局に転送する転送部
とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項１１】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバが実行されたとき、ハンドオーバ元無線基地局に残留した送信パケットで
構成され、所定の転送単位に満たない転送された疑似データパケットを受信するダミーパ
ケット受信部と、
　受信した前記疑似データパケットから、前記疑似データパケットに対応する送信パケッ
トを前記端末に送信するパケット送信部とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項１２】
　第１の無線基地局と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無
線通信システムにおいて、
　前記第１の無線基地局には、
　前記ハンドオーバにより前記第１の無線基地局に残留したＭＡＣ　ＰＤＵで構成される
ＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを転送単位として前記第２の無線基地局に転送する場
合に、
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　前記ＲＬＣ　ＳＤＵ又は前記ＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ
又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、疑似ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、前記疑似ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕから転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成するパケット作成部と、
　作成された前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを前記第２の無線基地
局に転送する転送部とを備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項１３】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバが実行されたとき、ハンドオーバ元無線基地局に残留したＭＡＣ　ＰＤＵ
で構成されるＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを転送単位としてハンドオーバ先無線基
地局に転送する場合に、
　前記ＲＬＣ　ＳＤＵ又は前記ＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ
又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、疑似ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、前記疑似ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕから転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成するパケット作成部と、
　作成された前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを前記ハンドオーバ先
無線基地局に転送する転送部とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項１４】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　ハンドオーバが実行されたとき、前記ハンドオーバ元無線基地局に残留したＭＡＣ　Ｐ
ＤＵで構成されるＲＬＣ　ＳＤＵ又はＲＬＣ　ＰＤＵを分割または結合して構成され、前
記ハンドオーバ元無線基地局から転送された疑似ＭＡＣ　ＰＤＵを含む転送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵを受信する転送パケット受信部と、
　受信した前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成するＭＡＣ　ＰＤ
Ｕを前記端末に送信する送信パケット送信部とを備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項１５】
　上位装置に所定の転送単位でデータ転送を行う第１の無線基地局と端末との間で無線通
信が行われているときにハンドオーバにより前記第１の無線基地局に代わり第２の無線基
地局と前記端末との間で無線通信が行われる無線通信システムにおける無線通信方法にお
いて、
　前記第１の無線基地局において、
　前記ハンドオーバにより、端末から送信され前記第１の無線基地局に残留した送信パケ
ットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、
　前記送信パケットで構成され、所定の転送単位に満たない疑似データパケットを作成し
、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送することを特徴とす
る無線通信方法。
【請求項１６】
　第１の無線基地局と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無
線通信システムにおける無線通信方法おいて、
　前記第１の無線基地局において、
　前記ハンドオーバにより、前記第１の無線基地局に残留した送信パケットを前記第２の
無線基地局に転送する場合に、
　前記送信パケットで構成され、所定の転送単位に満たない疑似データパケットを作成し
、
　作成された前記疑似データパケットを前記第２の無線基地局に転送することを特徴とす
る無線通信方法。
【請求項１７】
　前記第２の無線基地局には、
　前記疑似データパケットを受信する疑似データパケット受信部と、
　受信した前記疑似データパケットから前記送信パケットの伝送要求を前記端末に要求し
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、前記送信パケットを前記端末から受信する送信パケット受信部とを備えることを特徴と
する請求項１記載の無線通信システム。
【請求項１８】
　前記第２の無線基地局には、
　前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを受信する転送パケット受信部と
、
　受信した前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成するＭＡＣ　ＰＤ
Ｕの伝送要求を前記端末に要求し、前記ＭＡＣ　ＰＤＵを前記端末から受信する送信パケ
ット受信部とを備えることを特徴とする請求項５記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　前記第２の無線基地局には、
　前記疑似データパケットを受信するダミーパケット受信部と、
　受信した前記疑似データパケットから、前記疑似データパケットに対応する送信パケッ
トを前記端末に送信するパケット送信部とを備えることを特徴とする請求項８記載の無線
通信システム。
【請求項２０】
　前記第２の無線基地局には、
　前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを受信する転送パケット受信部と
、
　受信した前記転送ＲＬＣ　ＰＤＵ又は前記転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成するＭＡＣ　ＰＤ
Ｕを前記端末に送信する送信パケット送信部とを備えることを特徴とする請求項１２記載
の無線通信システム。
【請求項２１】
　前記第２の無線基地局において、
　前記疑似データパケットを受信し、
　受信した前記疑似データパケットから前記送信パケットの伝送要求を前記端末に要求し
、前記送信パケットを前記端末から受信することを特徴とする請求項１５記載の無線通信
方法。
【請求項２２】
　前記第２の無線基地局において、
　前記疑似データパケットを受信し、
　受信した前記疑似データパケットから、前記疑似データパケットに対応する送信パケッ
トを前記端末に送信することを特徴とする請求項１６記載の無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を利用した無線通信システム、無線基地局、及び無線通信方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd Generation
Partnership Project）システムにおいては、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Mu
ltiple Access）システムや、ＨＳＤＰＡ（High
Speed Downlink Packet Access）システム、及びＨＳＵＰＡ（High Speed Uplink Packet
 Access）システムが検討され仕様化された（例えば、以下の非特許文献１、２、３、４
）。また、現在、２００７年までに仕様を決定すべく、Ｅ３Ｇ（Evolved
3G）システムの検討も行われている。図１乃至図３は、夫々、Ｗ－ＣＤＭＡシステム、Ｈ
ＳＤＰＡシステムとＨＳＵＰＡシステム（以下、両システムをまとめて「ＨＳＰＡシステ
ム」と称す）、Ｅ３Ｇシステムの構成例を示す。
【０００３】
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　ＨＳＰＡシステムの特徴の一つは、電波状態に応じて変調方式と符号化方式を可変にす
ることである。これによりデータ通信の高速化を図ることができる。
【０００４】
　また、ＨＳＰＡシステムは、ハンドオーバの際に、Ｗ－ＣＤＭＡシステムと異なり、基
地局と端末間の接続を切らずにハンドオーバを行うダイバーシチハンドオーバは行われず
、ハンドオーバ元の基地局との接続を一旦解除し、改めてハンドオーバ先基地局に接続し
直すハードハンドオーバ（Hard Hand Over）が実施される。
【０００５】
　次に、従来におけるＷ－ＣＤＭＡシステム、ＨＳＰＡシステムのネットワークサイド（
インフラサイド）の構成例を図４及び図５に示し（例えば、以下の非特許文献１～４に記
載されている）、Ｅ３Ｇシステムの構成例を図６に、更に、各システムにおける端末の構
成例を図７に示す。
【０００６】
　図４に示すように、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいて、無線制御局（ＲＮＣ：Radio Netw
ork Control）１０には、ＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）部１２と、Ｒ
ＬＣ（Radio
Link Control）部１３と、ＭＡＣ（Media Access Control）部１４と、無線回線制御部（
ＲＲＣ：Radio Resource
Control）１５とを備える。一方、無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ）２０，３０には、信号処
理（ＢＢ：Base Band）部２２を備える。ＰＤＣＰ部１２、ＲＬＣ部１３、及びＭＡＣ部
１４では、夫々個別のパケットを生成し、各部１２等に転送する。これらのパケットの生
成等は無線回線制御部１５で制御される。
【０００７】
　図５は、ＨＳＰＡシステムおけるインフラサイドの構成である。図４と比較し、無線基
地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ）２０，３０にＭＡＣ－ｈｓ／ＭＡＣ－ｅｓ部１７を備え、無線制御
局１０の機能の一部が無線基地局２０，３０に存在する構成となっている。
【０００８】
　更に、図６に示すように、Ｅ３Ｇシステムでは、無線基地局（ｅＮｏｄｅ＿Ｂ）５１，
５２側に、ＲＬＣ部１３、ＭＡＣ部１４、及び無線回線制御部ＲＲＣ部１５を有する構成
となっている。
【０００９】
　このように、Ｗ－ＣＤＭＡシステムでは上位装置の無線制御局１０で行われていた機能
が、ＨＳＰＡシステムやＥ３Ｇシステムでは除々に下位の無線基地局２０，３０，５１，
５２側で行われる。これにより、パケット作成を端末６０に近い側で行わせることで、通
信の高速化を図っている。
【００１０】
　尚、図７に示すように端末６０はＰＤＣＰ部４２からＢＢ部４８までを備える。
【００１１】
　図８はＨＳＵＰＡシステム、図９はＨＳＤＰＡシステム、夫々のデータに流れとパケッ
ト作成例を示す図である。図８に示すように、ＨＳＵＰＡシステムにおいて、端末６０内
部のＰＤＣＰ部４２からＲＬＣ部４３に出力される際のデータ単位は、ＲＬＣ　ＳＤＵ（
ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）である。
【００１２】
　ＲＬＣ部４３は、ＲＬＣ　ＳＤＵを、例えば４つのＲＬＣ　ＳＤＵに分割し、分割した
ＲＬＣ　ＳＤＵにヘッダを付加してＲＬＣ　ＰＤＵとして端末６０内部のＭＡＣ－ｅｓ部
４６に出力する。
【００１３】
　ＭＡＣ－ｅｓ部４６は、１つのＲＬＣ　ＰＤＵを、例えば８つに分割して、ＭＡＣ－ｅ
ｓ　ＳＤＵとして、ＭＡＣ－ｅ部４７に出力する。
【００１４】
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　ＭＡＣ－ｅ部４７は、ＭＡＣ－ｅｓ　ＳＤＵにヘッダを付加し、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵと
して信号処理部４８に出力する。信号処理部４８は、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを送信データと
して、符号化及び変調を行い、基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ）２０，３０に伝送する。この際に
、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）制御を行い、基地局２０，３０に送信
するとともに送信データをバッファに保存する。このように、端末６０では、１つのＲＬ
Ｃ　ＳＤＵから４つのＲＬＣ　ＰＤＵを作成し、１つのＲＬＣ　ＰＤＵから８つのＭＡＣ
　ＰＤＵを作成する（例えば、以下の非特許文献５）。
【００１５】
　基地局２０，３０では、受信データから、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを作成し、上位装置であ
る無線制御局１０に送信する。無線制御局１０において、ＭＡＣ－ｅｓ部１６では、８つ
のＭＡＣ－ｅｓ　ＳＤＵが揃ったとき上位のＲＬＣ部１３に送信する。
【００１６】
　ＲＬＣ部１３は、８つのＭＡＣ－ｅｓ　ＳＤＵをまとめて１つのＲＬＣ　ＰＤＵを作成
するとともに、４つのＲＬＣ　ＰＤＵが揃ったとき４つの　ＲＬＣ　ＰＤＵをまとめて１
つのＲＬＣ　ＳＤＵを作成し上位のＰＤＣＰ部１２に送信する。
【００１７】
　無線制御局１０では、端末６０で作成したＲＬＣ　ＳＤＵを再現することができる。
【００１８】
　図９は、ＨＳＤＰＡシステムのデータの流れとパケット作成例である。無線制御局１０
における１つのＲＬＣ　ＳＤＵは、下位に向かうに従い、４つのＲＬＣ　ＰＤＵに分割さ
れ、更に、１つのＲＬＣ　ＰＤＵが８つのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵに分割される。そして、無
線基地局２０，３０では、送信パケットを作成して、端末６０に送信する。このとき、Ｈ
ＡＲＱ制御を行い、送信データが無線基地局２０、３０のバッファに保存される。
【００１９】
　端末６０では、８つのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵが揃うと、下位に出力し、それらをまとめる
ことでＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。また、４つのＲＬＣ　ＰＤＵが揃うと下位に出力し、
それらをまとめることでＲＬＣ　ＳＤＵを生成する。
【００２０】
　図１０は、Ｅ３Ｇシステムにおける上り（アップリンク）のデータの流れとパケット作
成例を示す。この場合も、図８と同様に、端末６０で生成されたＲＬＣ　ＳＤＵは、上位
に向かうに従って、４つのＲＬＣ　ＰＤＵ、８つのＭＡＣ　ＰＤＵと分割され、送信パケ
ットとして無線基地局（ｅＮｏｄｅ＿Ｂ）５１，５２に送信される。
【００２１】
　無線基地局５１，５２では、８つのＭＡＣ　ＰＤＵが揃うと、１つのＲＬＣ　ＰＤＵを
作成し、４つのＲＬＣ　ＰＤＵが揃うと上位装置（ＭＭＥ／ＵＰＥ）５０に送信し、上位
装置５０では、４つのＲＬＣ　ＰＤＵから１つのＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。図８の例と
略同様にパケットの統合と分割が行われる。
【００２２】
　図１１は、Ｅ３Ｇシステムにおける下り（ダウンリンク）のデータの流れとパケット作
成例を示す。図９と略同様に、パケットの統合と分割が行われる。
【非特許文献１】3GPP TS25.321V5.12.0
【非特許文献２】3GPP TS25.321V6.10.0（とくに、ＭＡＣ－ｄ，ＭＡＣ－ｈｓ，ＭＡＣ－
ｅ，ＭＡＣ－ｅｓの構成は、１９ページのFig.4.2.4.1に示されている）
【非特許文献３】3GPP TS25.322V5.13.0
【非特許文献４】3GPP TS25.322V6.9.0
【非特許文献５】3GPP R3.018V0.6.0_6.8.4.3.2
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　上述したように、ＨＳＰＡシステムの場合でも、Ｅ３Ｇシステムの場合でも、例えば８
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つのＭＡＣ　ＰＤＵが揃わなければＲＬＣ　ＰＤＵを作成することはできず、更に、例え
ば４つのＲＬＣ　ＰＤＵが揃わなければＲＬＣ　ＳＤＵを作成することはできない。
【００２４】
　図１２は、Ｅ３Ｇシステムにおける端末６０のＭＡＣ部４４又は無線基地局５１，５２
のＭＡＣ部１４における処理の例を示す図である。番号は、ＭＡＣ　ＰＤＵのシーケンス
番号を示す。
【００２５】
　上り方向で考えると、シーケンス番号「１」から「８」までのＭＡＣ　ＰＤＵは、８つ
のＭＡＣ　ＰＤＵが揃っている状態のため上位のＲＬＣ部１３に伝送される。しかし、シ
ーケンス番号「１２」が再送制御による再送中の状態となっている。この場合、一定時間
経過しても「１２」のＭＡＣ　ＰＤＵが送達されないと、このＭＡＣ　ＰＤＵは、例えば
、既に送達された「９」から「１６」までのＭＡＣ　ＰＤＵとともに破棄される。尚、図
１３は端末６０のＲＬＣ部４３における処理の例を示す。ＲＬＣ　ＳＤＵが４つ揃ったと
きに上位装置１０に送信する。
【００２６】
　そして、ＭＡＣ　ＰＤＵが送達されない状態で端末６０がハンドオーバを行うと、デー
タの欠落を防ぐため、ハンドオーバ先の無線基地局５２は、端末６０にシーケンス番号「
９」から「１６」までのＭＡＣ　ＰＤＵを新規に送信してもらう。例えば、１個のＭＡＣ
　ＰＤＵが送達されないとき、３１個の送信されたＭＡＣ　ＰＤＵをハンドオーバ先の無
線基地局５２に再送する場合にもある（例えば、シーケンス番号「９」から「４０」まで
すべて再送する）。かかる場合、ハンドオーバ元の無線基地局５１は、上位装置１０やハ
ンドオーバ先の基地局５２に、ＲＬＣ　ＳＤＵを転送することもできない。（図１４参照
）
　しかしながら、このように既に端末６０からハンドオーバ元の無線基地局５１に送達し
たＭＡＣ　ＰＤＵを、端末６０からハンドオーバ先の無線基地局５２に再送するのは、非
効率である。重複したＭＡＣ　ＰＤＵの伝送により、伝送時間も余計に要するため、スル
ープットの低下が生じる。
【００２７】
　一方、下り方向の場合には、再送中のＭＡＣ　ＰＤＵがハンドオーバによりハンドオー
バ元の無線基地局５１に残ってしまう。残ったデータ（以下、残留データ）は、ハンドオ
ーバ先の無線基地局５２に転送する必要があるが、端末６０ではデータの欠落を防ぐため
ハンドオーバ先の無線基地局５２に対して再送中のＭＡＣ　ＰＤＵの送信を要求する。こ
のときに、ハンドオーバ先の無線基地局５２は、上位装置１０に対して再送中のＭＡＣ　
ＰＤＵを含むＲＬＣ　ＳＤＵ単位でデータの要求を行い、ハンドオーバ先の無線基地局５
２から端末６０に対してＭＡＣ　ＰＤＵを伝送することになる。
【００２８】
　従って、下り方向の場合、既にハンドオーバ元の無線基地局５１から端末６０に送信し
たＭＡＣ　ＰＤＵが、ハンドオーバ先の無線基地局５２から端末６０に送信されることに
なり、上り方向と同様に、重複したＭＡＣ　ＰＤＵの伝送によりスループットの低下を招
く。スループットの低下により、例えば、リアルタイムで動画を伝送するとき、端末６０
側ではコマ落ちの状態で動画が表示されるなど、サービスにも影響をもたらすことにもな
る。
【００２９】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、再送制御中にハン
ドオーバが行われたときでもスループットを向上させるようにした無線通信システムや、
無線基地局、及び無線通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施態様によれば、第１の無線基地局と端末と
の間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前記第１の無線基地局に代わり
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第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無線通信システムにおいて、前
記第１の無線基地局には、前記ハンドオーバにより前記第１の無線基地局に残留した送信
パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、前記端末から前記第１の無線基地局
に送信された前記送信パケットの転送単位を分割し、前記転送単位で第１の擬似データパ
ケット（以後、ダミーパケットと称する）を作成するパケット作成部と、作成された前記
第１のダミーパケットを前記第２の無線基地局に転送する転送部とを備え、前記第２の無
線基地局には、前記第１のダミーパケットを受信するダミーパケット受信部と、受信した
前記第１のダミーパケットから前記残留した送信パケットの伝送要求を前記端末に要求し
、前記送信パケットを前記端末から受信する送信パケット受信部とを備えることを特徴と
する。
【００３１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の他の実施態様によれば、端末と無線通信を
行う無線基地局において、前記端末によりハンドオーバが実行されたとき、前記ハンドオ
ーバにより残留した送信パケットをハンドオーバ先の無線基地局に転送する場合に、前記
端末から送信された前記送信パケットの転送単位を分割し、前記転送単位で第１のダミー
パケットを作成するパケット作成部と、作成された前記第１のダミーパケットを前記ハン
ドオーバ先の無線基地局に転送する転送部とを備えることを特徴とする。
【００３２】
　更に、上記目的を達成するために、本発明の他の実施態様によれば、第１の無線基地局
と端末との間で無線通信が行われているときにハンドオーバにより前記第１の無線基地局
に代わり第２の無線基地局と前記端末との間で無線通信が行われる無線通信システムにお
ける無線通信方法において、前記第１の無線基地局において、前記ハンドオーバにより前
記第１の無線基地局に残留した送信パケットを前記第２の無線基地局に転送する場合に、
前記端末から前記第１の無線基地局に送信された前記送信パケットの転送単位を分割し、
前記転送単位で第１のダミーパケットを作成し、作成された前記第１のダミーパケットを
前記第２の無線基地局に転送し、前記第２の無線基地局において、前記第１のダミーパケ
ットを受信し、受信した前記第１のダミーパケットから前記残留した送信パケットの伝送
要求を前記端末に要求し、前記送信パケットを前記端末から受信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、再送制御中にハンドオーバが行われたときでもスループットを向上さ
せるようにした無線通信システムや、無線基地局、及び無線通信方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１はＷ－ＣＤＭＡシステムの構成例を示す図である。
【図２】図２はＨＳＰＡシステムの構成例を示す図である。
【図３】図３はＥ３Ｇシステムの構成例を示す図である。
【図４】図４はＷ－ＣＤＭＡのインフラサイドの構成例を示す図である。
【図５】図５はＨＳＰＡインフラサイドの構成例を示す図である。
【図６】図６はＥ３Ｇインフラサイドの構成例を示す図である。
【図７】図７は端末の構成例を示す図である。
【図８】図８はデータの流れとパケット作成例を示す図である。
【図９】図９はデータの流れとパケット作成例を示す図である。
【図１０】図１０はデータの流れとパケット作成例を示す図である。
【図１１】図１１はデータの流れとパケット作成例を示す図である。
【図１２】図１２はＭＡＣ　ＰＤＵの上位への伝送等の例を示す図である。
【図１３】図１３はＲＬＣ　ＰＤＵの上位への伝送等の例を示す図である。
【図１４】図１４はＥ３ＧシステムにおけるＲＬＣ　ＳＤＵの転送例を示す図である。
【図１５】図１５はデータ構成の例等を示す図である。
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【図１６】図１６はデータ構成の例等を示す図である。
【図１７】図１７は転送の概念を示す図である。
【図１８】図１８は転送の概念を示す図である。
【図１９】図１９はダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型の例を示す図である。
【図２０】図２０はダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型の例を示す図である。
【図２１】図２１はダミーＭＡＣ　ＰＤ２型の例を示す図である。
【図２２】図２２は残留データの例を示す図である。
【図２３】図２３はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２４】図２４は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２５】図２５はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２６】図２６は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２７】図２７はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２８】図２８は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図２９】図２９は残留データの例を示す図である。
【図３０】図３０はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図３１】図３１は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図３２】図３２はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図３３】図３３は転送ＲＬＣ　ＳＤＵの例を示す図である。
【図３４】図３４は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型の例を示す図である。
【図３５】図３５は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型の例を示す図である。
【図３６】図３６は残留データの例を示す図である。
【図３７】図３７はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図３８】図３８は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図３９】図３９はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４０】図４０は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４１】図４１は残留データの例を示す図である。
【図４２】図４２はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４３】図４３は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４４】図４４はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４５】図４５は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図４６】図４６はＥ３Ｇシステムの構成例を示す図である。
【図４７】図４７は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
【図４８】図４８は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図４９】図４９はＭＭＥ／ＵＰＥの構成例を示す図である。
【図５０】図５０は端末の構成例を示す図である。
【図５１】図５１は処理シーケンスの例を示す図である。
【図５２】図５２は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
【図５３】図５３は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図５４】図５４は端末の構成例を示す図である。
【図５５】図５５は処理シーケンスの例を示す図である。
【図５６】図５６はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図５７】図５７は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図５８】図５８は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
【図５９】図５９は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図６０】図６０は処理シーケンスの例を示す図である。
【図６１】図６１は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
【図６２】図６２は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図６３】図６３は端末の構成例を示す図である。
【図６４】図６４は処理シーケンスの例を示す図である。
【図６５】図６５は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
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【図６６】図６６は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図６７】図６７は端末の構成例を示す図である。
【図６８】図６８は処理シーケンスの例を示す図である。
【図６９】図６９はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図７０】図７０は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図７１】図７１は転送元無線基地局の構成例を示す図である。
【図７２】図７２は転送先無線基地局の構成例を示す図である。
【図７３】図７３は処理シーケンスの例を示す図である。
【図７４】図７４はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【図７５】図７５はＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
１１：ＭＭＥ／ＵＰＥ　　　　　　　　　２１：転送元無線基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）
３１：転送先無線基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）４０：端末
２１４：誤り確認部　　　　　　　　　　２１８：再送制御部
２１９：一時記憶部　　　　　　　　　　２２０：パケット作成部
２２３：ダミーパケット作成部　　　　　２２５：転送パケット作成部
２３３：ダミーパケット／パケット構成制御部
２３４：伝送／転送パケット構成制御部　２３５：伝送パケット作成部
２３６：伝送／転送構成情報作成部　　　２５０：ＨＡＲＱ一時記憶部
２５１：ＨＡＲＱ制御部　　　　　　　　２５２：伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
２５３：伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部　　　２５４：伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部
２５５：伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部　　　２５８：伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部
２５９：伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部　　　２６０：転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部
２６１：転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部　　　２６２：転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部
２６６：伝送／転送パケット構成情報作成部
２７０：ＨＡＲＱ制御部　　　　　　　　２７１：ＨＡＲＱ一時記憶部
２７２：転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部　　　２７３：伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
２７４：転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部　　　２７５：伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部
２７６：転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部　　　２７７：伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部
２８４：伝送／転送構成情報作成部　　　３１４：誤り確認部
３１８：再送制御部　　　　　　　　　　３１９：一時記憶部
３２２：ダミーパケット識別部　　　　　３２３：転送パケット構成制御部
３２４：ダミーパケット構成制御部　　　３２５：伝送／転送構成情報抽出部
３２６：伝送パケット作成部　　　　　　３２７：パケット作成部
３４０：ＨＡＲＱ制御部　　　　　　　　３４１：ＨＡＲＱ一時記憶部
３４２：ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部　　　　　３４３：転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部
３４４：ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部　　　　　３４５：転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部
３４６：ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部　　　　　３４７：転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
３６５：転送パケット識別部　　　　　　３６６：転送パケット構成制御部
３６７：ダミーパケット構成制御部　　　３７５：ＨＡＲＱ制御部
３７６：ＨＡＲＱ一時記憶部　　　　　　３７７：転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
３７８：転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部　３７９：転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部
３８４：ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部　　　　　３８５：ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部
３８６：ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部　　　　　４１６：再送制御部
４１７：伝送／転送構成情報抽出部
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明を実施するための最良の形態について以下説明する。
【実施例１】
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【００３７】
　まず、実施例１について説明する。本実施例１では上り方向（端末から無線基地局の方
向）の例について説明する。
【００３８】
　図１５は、ＲＬＣ　ＳＤＵ、ＲＬＣ　ＰＤＵ、ＭＡＣ　ＰＤＵのデータ構成の例を示す
。図１５に示すように、次のような例を考える。すなわち、ＲＬＣ　ＰＤＵのシーケンス
番号「７」に含まれるＭＡＣ　ＰＤＵのうち、シーケンス番号「９」から「１１」までは
端末から無線基地局に送達済みである。シーケンス番号「１２」のＭＡＣ　ＰＤＵは再送
制御により再送中である。また、シーケンス番号「１３」のＭＡＣＰＤＵは送達済みであ
り、「１４」以降は未受信（端末は無線基地局にＭＡＣ　ＰＤＵを送信していない）であ
るとする。このため、シーケンス番号「７」のＲＬＣ　ＰＤＵは上位に送信できず、シー
ケンス番号「２１」のＲＬＣ　ＳＤＵは伝送不可（又は転送不可）である。伝送されずに
残ったＲＬＣ　ＳＤＵや、当該ＲＬＣ　ＳＤＵに含まれるＭＡＣ　ＰＤＵを残留データと
称する。
【００３９】
　このような状態で、端末がハンドオーバを行うときを考える。ハンドオーバ元の無線基
地局はデータの欠落を防ぐため、ハンドオーバ先の無線基地局にデータ（残留データ）を
送信する必要がある。従来では、１つＭＡＣ　ＰＤＵが再送中のとき、ＲＬＣ　ＳＤＵは
構成できず、端末はハンドオーバ先の無線基地局に再送中のＭＡＣ　ＰＤＵを含むＲＬＣ
　ＳＤＵを新規に送信していた。
【００４０】
　図１７及び図１８は、本実施例１における転送の例を示す図である。本実施例１では、
シーケンス番号「０」から「１１」までの送達済みＭＡＣ　ＰＤＵ（端末から無線基地局
に送信されたＭＡＣ　ＰＤＵのうち、無線基地局において送達確認のとれた（ＡＣＫが返
ってきた）ＭＡＣ　ＰＤＵ）を１つにまとめてＲＬＣ　ＰＤＵとし、再送中のシーケンス
番号「１２」のＭＡＣ　ＰＤＵを１つのＲＬＣ　ＰＤＵとし、シーケンス番号「１３」か
ら「１６」までの送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵを１つにまとめてＲＬＣ　ＰＤＵとする。
【００４１】
　そして、図１８に示すように、各々作成されたＲＬＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＰＤＵの数
を変更したＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。例えば、１つのＲＬＣ　ＰＤＵから１つのＲＬＣ
　ＳＤＵなどである。送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　ＳＤＵは、上位
装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送される。これにより、ハンドオーバ元の無線基地局
はＭＭＥ／ＵＰＥ１１に送達確認を通知することができる。
【００４２】
　一方、再送中など送達確認のとれていないＭＡＣ　ＰＤＵ（以下、「未送達ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ」）から構成されるＲＬＣ　ＳＤＵは、ハンドオーバ先の無線基地局に転送される。
残留データがハンドオーバ先の無線基地局に転送されることになる。ハンドオーバ先の無
線基地局は、端末に対して、送達確認のとれていないＭＡＣ　ＰＤＵの送信を要求し、端
末から当該ＭＡＣ　ＰＤＵが送信される。これにより、ハンドオーバ先の無線基地局では
、転送されたＭＡＣ　ＰＤＵに対してのみ端末に送信を要求できるため、重複したＭＡＣ
　ＰＤＵの送信を端末に行うことがなく、スループットを向上させることができる。また
、送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵはハンドオーバ先の無線基地局に転送されないため、無線基
地局間でのデータの転送量を減らすこともできる。
【００４３】
　ここで、未送達ＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　ＳＤＵについて説明する。端末
から送信されたＭＡＣ　ＰＤＵで送達確認がとれていないものとしては、端末から送信さ
れずにハンドオーバ元の無線基地局で受信されていない「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵと、
端末から再送又は送信している最中の「再送中」（又は「送信中」）のＭＡＣ　ＰＤＵの
２種類がある。かかるＭＡＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＳＤＵを作成するために、本実施例１
では、図１９から図２１に示す３種類のダミーＭＡＣ　ＰＤＵを作成する。この擬似ＭＡ
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Ｃ　ＰＤＵ（以後、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵと称する）を用いることでＲＬＣ　ＰＤＵを作
成でき、更にＲＬＣ　ＳＤＵを作成できる。
【００４４】
　図１９は、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型と呼ばれ、データは挿入されない「形式上の存在
」のダミーＭＡＣ　ＰＤＵである。データが挿入されていないため、実際にはＲＬＣ　Ｓ
ＤＵは転送されないことになる。但し、ＭＡＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＰＤＵ、ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕのシーケンス番号（ＳＮ）とデータ長などは転送させてもよい。
【００４５】
　図２０は、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型と呼ばれ、特定パターンのデータ（例えば、すべ
て「０」や「１」など）で構成されるダミーＭＡＣ　ＰＤＵである。予め、無線基地局や
端末間でかかるパターンのデータが含まれるＭＡＣ　ＰＤＵはダミーＭＡＣＰＤＵである
ことを通知する必要がある。
【００４６】
　図２１は、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型と呼ばれるもので、誤りを含む再送中のデータを
そのまま使用してダミーＭＡＣ　ＰＤＵとする例である。
【００４７】
　尚、本実施例１を含め以下に示す実施例では、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲ
ＬＣ　ＰＤＵを転送ＲＬＣ　ＰＤＵとし、転送ＲＬＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　Ｓ
ＤＵを転送ＲＬＣ　ＳＤＵと称す。
【００４８】
　次に図２２から図２８を参照して、本実施例１におけるＲＬＣ　ＳＤＵの例について説
明する。
【００４９】
　まず、図２２は、ハンドオーバ元の無線基地局に残留した残留データの例で、図２３は
ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例であり、図２４はダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いた転送ＲＬＣ
　ＳＤＵの例を示す図である。図２２等で上段はＲＬＣ　ＳＤＵ、中段はＲＬＣ　ＰＤＵ
、下段はＭＡＣ　ＰＤＵの例である。
【００５０】
　図２２に示すように、シーケンス番号「９」から「１１」までのＭＡＣ　ＰＤＵは送達
済みであり、シーケンス番号「１２」のＭＡＣ　ＰＤＵは再送中であり、シーケンス番号
「１３」以降は未受信である。
【００５１】
　本実施例１では、送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ ＳＤＵ（以下、「
伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ」）は上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送し、転送ＲＬＣ　Ｓ
ＤＵはハンドオーバ先の無線基地局に転送するため、ＲＬＣ　ＳＤＵの構造を変更する。
【００５２】
　そのため、図２３に示すように、送達済みのシーケンス番号「９」から「１１」までの
ＭＡＣ　ＰＤＵから、シーケンス番号「７」の一つのＲＬＣ　ＰＤＵを作成し、このＲＬ
Ｃ　ＰＤＵから、シーケンス番号「２３」のＲＬＣ　ＳＤＵ（伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ）を作
成する。
【００５３】
　また、未送達であるシーケンス番号「１２」から「１６」までのＭＡＣ　ＰＤＵから、
シーケンス番号「８」のＲＬＣ　ＰＤＵを作成し、このＲＬＣ　ＰＤＵから、シーケンス
番号「２４」のＲＬＣ　ＳＤＵ（転送ＲＬＣ　ＳＤＵ）を作成する。
【００５４】
　尚、送達確認のとれたＭＡＣ ＰＤＵから構成される、シーケンス番号「５」、「６」
のＲＬＣ　ＰＤＵから各々、シーケンス番号「２１」、「２２」のＲＬＣ　ＳＤＵが作成
される。
【００５５】
　そして、図２４に示すように、シーケンス番号「１２」の再送中のＭＡＣ　ＰＤＵと、
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「１３」から「１６」までの未受信のＭＡＣ　ＰＤＵから、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型（
図１９）を作成し、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型から構成される転送ＲＬＣ　ＳＤＵが作成
される。但し、０型のため、ハンドオーバ先の無線基地局には転送ＲＬＣ　ＳＤＵは転送
されず、図２４のようにＲＬＣ　ＳＤＵを構成したことを示す構成情報や、そのデータ長
、シーケンス番号等が転送される。
【００５６】
　図２５と図２６は、同様にＲＬＣ　ＳＤＵの構造を変更するものの、未送達のＭＡＣ　
ＰＤＵに対して、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型（図２０参照）により転送ＲＬＣ　ＳＤＵを
構成する例である。図２６に示すように、再送中のＭＡＣ　ＰＤＵ（シーケンス番号「１
２」）と未受信のＭＡＣ　ＰＤＵ（シーケンス番号「１３」から「１６」）からダミーデ
ータを用いたダミーＭＡＣ　ＰＤＵを構成し、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。この転送
ＲＬＣ　ＳＤＵはハンドオーバ先の無線基地局に転送される。一方、送達済みのデータか
ら構成される伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ（シーケンス番号「２３」）は、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に
伝送される。
【００５７】
　図２７と図２８は、同様にＲＬＣ　ＳＤＵの構造を変更するもので、未送達のＭＡＣ　
ＰＤＵを「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵと、「再送中（又は送信中）」のＭＡＣ　ＰＤＵに
分けて、「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵに対してダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型、「再送中」の
ＭＡＣ　ＰＤＵに対してはダミーＭＡＣ　ＰＤＵ２型（図２１参照）とする例である。再
送中のＭＡＣ　ＰＤＵについては、再送中のデータがそのまま、ハンドオーバ先の無線基
地局に転送されるため、かかる再送中のデータを用いて再送を継続できる。尚、以下に示
す全実施例において、ハンドオーバ先の無線基地局への転送は、ＲＬＣ　ＳＤＵ単位でも
ＲＬＣ　ＰＤＵ単位でもよいが、代表してＲＬＣ　ＳＤＵ単位で転送するものとして説明
する。
【００５８】
　尚、図２９から図４５については他の実施例として説明する。
【００５９】
　次に、本実施例１の構成と動作について説明する。尚、以下の説明では、理解を容易に
するため、具体的にＭＡＣ　ＰＤＵ等を持ち出さずに、パケット、転送パケット等として
説明する。
【００６０】
　図４６は、本実施例１の全体システムであるＥ３Ｇシステムの構成例、図４７はハンド
オーバ元である転送元無線基地局の構成例、図４８はハンドオーバ先である転送先無線基
地局の構成例、図４９はＭＭＥ／ＵＰＥの構成例、図５０は端末の構成例、図５１は処理
シーケンスの例、を夫々示す図である。
【００６１】
　図４６に示すように、Ｅ３Ｇシステムは、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１と、転送元無線基地局（
ｅＮｏｄｅ＿Ｂ）２１と、ハンドオーバ先の転送先無線基地局（ｅＮｏｄｅ＿Ｂ）３１と
、端末（ＵＥ）４０から構成される。ＭＭＥ／ＵＰＥ１１等の内部構成は、機能ブロック
を示し、各ブロックについては従来技術で説明したため説明を省略する。
【００６２】
　図４７は、転送元無線基地局２１の具体的構成例を示す図である。同図に示すように、
転送元無線基地局２１は、受信無線部２１１と、復調部２１２と、復号部２１３と、誤り
確認部２１４と、受信電界強度情報抽出部２１５と、ハンドオーバ制御部２１６と、再送
制御部２１８と、一時記憶部２１９と、パケット作成部２２０と、転送制御部２２２と、
ダミーパケット作成部２２３と、転送パケット作成部２２５と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部
と、スケジューラ部２２８と、上り送信制御情報作成部２２９と、符号化部２３０と、変
調部２３１と、送信無線部２３２と、ダミーパケット／パケット構成制御部２３３と、伝
送／転送パケット構成制御部２３４と、伝送パケット作成部２３５と、伝送／転送構成情
報作成部２３６とを備える。
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【００６３】
　図４８は、転送先無線基地局３１の具体的構成例を示す図である。同図に示すように、
転送先無線基地局３１は、受信無線部３１１と、復調部３１２と、復号部３１３と、ハン
ドオーバ制御部３１６と、転送制御部３２０と、伝送／転送パケット識別部３２１と、ダ
ミーパケット識別部３２２と、転送パケット構成制御部３２３と、ダミーパケット構成制
御部３２４と、伝送／転送構成情報抽出部３２５と、伝送パケット作成部３２６と、パケ
ット作成部３２７と、スケジューラ部３２８と、上り送信制御情報作成部３２９と、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ作成部３３０と、符号化部３３１と、変調部３３２と、送信無線部３３３と
を備える。
【００６４】
　図４９は、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１の具体的構成例を示す図である。同図に示すように、Ｍ
ＭＥ／ＵＰＥ１１はＰＤＣＰ部１２を備え、ＰＤＤＣＰ部１２は、ＲＯＨＣ（Robust Hea
der Compression）部１２１と、暗号化部１２２と、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ作成部１２３とを
備える。
【００６５】
　図５０は、端末４０の具体的構成例を示す図である。同図に示すように、端末４０は、
伝送パケット（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）受信部４０１と、送信パケット作成部４０２と、符号
化部４０３と、変調部４０４と、送信無線部４０５と、受信電界強度測定部４０６と、受
信電界強度情報作成部４０８と、受信無線部４０９と、復調部４１０と、復号部４１１と
、上り送信制御情報抽出部４１２と、ハンドオーバ制御情報抽出部４１３と、ハンドオー
バ制御部４１４と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部４１５と、再送制御部４１６と、伝送／転送
構成情報抽出部４１７とを備える。
【００６６】
　このように構成されたＥ３Ｇシステムは次のように動作する。すなわち、端末４０の転
送パケット受信部４０１は、例えば、端末４０のカメラで撮影した画像データを受信し、
送信パケット作成部４０２は、受信した画像データから送信パケットを作成する。送信パ
ケットは、符号化部４０３、変調部４０４で夫々符号化、変調され、送信無線部４０５で
所定の周波数に変換されて、アンテナを介して転送元無線基地局２１に伝送される。
【００６７】
　端末４０から伝送された送信パケットは、転送元無線基地局２１の受信無線部２１１で
受信され、復調部２１２、復号部２１３を介して復調、復号され、誤り確認部２１４に出
力される。誤り確認部２１４では、復号後の送信パケットについてＣＲＣ符号に基づいて
データに誤りがあるか否かを判定し、その判定結果を、一時記憶部２１９を介して再送制
御部２１８に出力するとともに、復号部２１３からの送信パケットのデータを一時記憶部
２１９に一時記憶させる。
【００６８】
　一方、端末４０の受信電界強度測定部４０６は、無線基地局２１，３１からの受信電界
強度を測定し、受信電界強度情報作成部４０８において受信電界強度情報が作成される。
当該情報は、符号化部４０３、変調部４０４、送信無線部４０５を経由して、端末４０か
ら転送元無線基地局２１に伝送される。
【００６９】
　受信電界強度情報は、受信無線部２１１、復調部２１２、復号部２１３を経由して受信
電界強度情報抽出部２１５に出力される。そして、ハンドオーバ制御部２１６において、
受信電界強度情報から、端末４０のハンドオーバを判定する。ハンドオーバ制御部２１６
は、端末４０のハンドオーバが実行されたことを判定すると、図４７の二点鎖線で示すよ
うに、各部に制御信号を出力することで再送制御部２１８から転送制御部２２２にかけて
の各部が動作する。
【００７０】
　転送元無線基地局２１の再送制御部２１８は、一時記憶部２１９に記憶された残留した
送信パケットの構成を確認し、復号部２１３から復号された送信パケットが再送中のパケ
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ットか、未受信のパケットか、送達済みのパケットかを識別し、その結果をダミーパケッ
ト／パケット構成制御部２３３に通知する。
【００７１】
　ダミーパケット／パケット構成制御部２３３は、一時記憶部２１９に記憶された送信パ
ケットをそれよりもデータ長が小さい、パケット単位に分割し、各パケットが「送達済み
」パケットか、「未送達」パケットかに分類し、「送達済み」パケットをパケット作成部
２２０に出力させ、「未送達」パケットをダミーパケット作成部２２３に出力させる。
【００７２】
　すなわち、ダミーパケット／パケット構成制御部２３３は、再送制御部２１８から送達
済みパケットを示す識別結果を得たときは、一時記憶部２１９に記憶された、対応するパ
ケットをパケット作成部２２０に出力し、再送制御部２１８から再送中又は未送信のパケ
ットを示す識別結果を得たときは、一時記憶部２１９に記憶された、対応するパケットを
ダミーパケット作成部２２３に出力する。
【００７３】
　また、ダミーパケット／パケット構成制御部２３３は、パケット構成情報やダミーパケ
ット構成情報を作成する。パケット構成情報には、パケット作成部２２０やダミーパケッ
ト作成部２２３で作成されるパケット等のシーケンス番号（ＳＮ）やデータ長の付随情報
が含まれる。ダミーパケット構成情報には、これらの情報以外にも、ダミーパケットであ
ることを示す情報や、複数種類あるダミーパケットのどのダミーパケットであるかを示す
情報や、ダミービットのパターンを示す情報等が含まれる。パケット作成部２２０やダミ
ーパケット作成部２２３では、これらのパケット構成情報やダミーパケット構成情報に基
づいてパケット等の作成を行う。
【００７４】
　ダミーパケット作成部２２３では、再送中のパケットや未受信のパケットに対して、ダ
ミーパケットを作成し転送パケット作成部２２５に出力する。パケット作成部２２０は、
送達済みのパケットに対して、通常のパケットを作成し、伝送パケット作成部２３５に出
力する。ダミーパケット／パケット構成制御部２３３は、パケット構成情報やダミーパケ
ット構成情報を伝送／転送パケット構成制御部２３４に出力する。
【００７５】
　伝送／転送パケット構成制御部２３４は、ダミーパケット構成情報から転送パケット構
成情報を作成する。転送パケット構成情報には、ダミーパケット構成情報や転送パケット
のＳＮ等が含まれ、例えば、パケットがどの転送パケットに含まれるかを示す情報が含ま
れる。また、伝送／転送パケット構成制御部２３４は、パケット構成情報から伝送パケッ
ト構成情報を作成する。伝送パケット構成情報には、パケット構成情報や伝送パケットの
ＳＮ等が含まれる。
【００７６】
　転送パケット作成部２２５では、転送パケット構成情報に基づいて、１つ或いは複数の
ダミーパケットから転送パケットを作成する。伝送パケット作成部２３５は、１つ或いは
複数のパケットから伝送パケットを作成する。
【００７７】
　作成された転送パケットは、転送制御部２２２からハンドオーバ先の無線基地局３１に
転送される。一方、伝送パケットは、転送制御部２２２から上位装置であるＭＭＥ／ＵＰ
Ｅ１１に伝送される。伝送パケットの伝送により、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に対して送達確認
が行われることになる。
【００７８】
　また、伝送／転送構成情報作成部２３６は、伝送／転送パケット構成制御部２３４から
の伝送パケット構成情報や転送パケット構成情報に基づいて、変更されたパケット構成に
関する伝送構成情報や転送構成情報（ともに、構成や、ＳＮ、データ長等が含まれる）を
作成する。ここで、構成とは、例えば転送パケットが２つのダミーパケット（ＳＮ＝３０
、３１）で構成されることを示す情報のことである。
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【００７９】
　「転送パケット」に含まれるパケットの数等が変更されることにより、「転送パケット
」の構造が変更されるため、転送構成情報にはこの変更されたことを示す情報が含まれる
。一方、「伝送パケット」についても、「転送パケット」の構造の変更に伴い、ＳＮ等が
変更されることもあり、伝送構成情報には変更に伴いパケット構成に関する情報が含まれ
る。
【００８０】
　転送構成情報は、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１と、ハンドオーバ先の無線基地局３１、及び端末
４０に通知される。伝送構成情報も同様に通知される。これらの構成情報は、転送パケッ
トや伝送パケットの伝送等と同時又は事前に通知される。尚、転送構成情報や伝送構成情
報を端末４０に通知するときは、符号化部２３０等を介して通知される。
【００８１】
　尚、再送制御部２１８は、誤り確認部２１４からの誤りなし、ありを示す信号から、「
誤りあり」のときは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部２２６に対して「ＮＡＣＫ」を作成するよ
うに指示し、「誤りなし」のときは「ＡＣＫ」を作成するように指示する。ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ作成部２２６は、作成した「ＮＡＣＫ」又は「ＡＣＫ」を示す信号を符号化部２３０
に出力し、符号化され、変調部２３１、送信無線部２３２を経由して端末４０に伝送され
る。
【００８２】
　また、スケジューラ部２２８は、端末４０からの無線回線品質を示す情報（例えばＣＱ
Ｉ）が入力され、それに基づいて「どの端末がパケットを送信するか」を決定し、当該端
末４０に対して送信制御情報の作成を上り送信制御情報作成部２２９に指示する。上り送
信制御情報作成部２２９は、決定した端末４０に対して、変調方法や符号化方法等を示す
上り送信制御情報を作成する。作成された上り送信制御情報は、符号化部２３０等を介し
て端末４０に伝送され、この制御情報に基づいて端末４０は、転送元無線基地局２１に送
信パケットを伝送する。
【００８３】
　ハンドオーバ先の無線基地局３１では、転送制御部３２０により転送パケットを受信し
、伝送／転送構成情報抽出部３２５により転送構成情報を抽出する。転送パケットは、伝
送／転送パケット識別部３２１に出力され、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１からの伝送パケットか、
転送パケットかを識別する。
【００８４】
　例えば、伝送／転送構成情報抽出部３２５から、転送パケット構成制御部３２３に転送
パケット構成情報が通知され、転送パケット構成制御部３２３が転送パケット構成情報に
含まれる転送パケット識別情報を、伝送／転送パケット識別部３２１に通知する。この情
報に基づいて、伝送／転送パケット識別部３２１は転送パケットか否かを識別する。
【００８５】
　伝送／転送パケット識別部３２１は、転送パケットをダミーパケット識別部３２２に出
力し、伝送パケットを破棄する。
【００８６】
　ダミーパケット識別部３２２は、転送パケットからパケットに分割し、パケットがダミ
ーパケットか否かを識別する。識別は、ダミーパケット構成制御部３２４が伝送／転送構
成情報抽出部３２５から通知されたダミーパケット識別情報から識別する。ダミーパケッ
ト識別部３２２は、ダミーパケットを破棄し、それ以外のパケットを一時記憶部３１９に
出力して一時記憶させる。
【００８７】
　そして、再送制御部３１８は、ダミーパケット構成制御部３２４からのダミーパケット
識別情報に基づいて、ダミーパケットに対応するパケットの送信を端末４０に対して要求
する。この場合、「未送達」のダミーパケットであるため、送達確認がとれておらず、再
送制御部３１８は、新規送信を要求することになる。よって、パケットのＳＮを指定する
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等、対象パケットの送信を要求しなくてもよい。
【００８８】
　再送制御部３１８からの新規送信の要求は、スケジューラ部３２８に通知され、端末４
０を選択して、上り送信制御情報作成部３２９で符号化方式等の上り送信制御情報ととも
に、符号化部３３１等で符号化等が行われ、端末４０に送信される。
【００８９】
　端末４０では、予め、転送元無線基地局２１から、伝送構成情報と転送構成情報が通知
され、受信無線部４０９等で復号等を行い、伝送／転送構成情報抽出部４１７で抽出され
る。伝送／転送構成情報抽出部４１７は、伝送構成情報等から伝送パケット構成や転送パ
ケット構成、更に、パケット構成やダミーパケット構成を抽出し保持する。更に、伝送／
転送構成情報抽出部４１７は、ダミーパケット構成情報から「未送達」パケットを確認す
る。
【００９０】
　端末４０は、転送先無線基地局３１からの上り送信制御情報を受信無線部４０９等で受
信、復号等を行い、上り送信制御情報抽出部４１２で、送信された上り送信制御情報を抽
出する。上り送信制御情報抽出部４１２は、この情報を符号化部４０３や変調部、送信無
線部４０５に出力し、符号化部４０３等は送信制御情報により指定された符号化方式等が
行われる。そして、上り送信制御情報に基づいて、送信パケット作成部４０２は、転送先
無線基地局３１に送信すべき送信パケットを新規作成し、符号化部４０３等を介して送信
される。
【００９１】
　転送先無線基地局３１では、送信パケットに対して受信無線部３１１等を介して復号等
を行い、誤り確認部３１４で誤りの有無を確認し、受信した送信パケットを一時記憶部３
１９に記憶する。
【００９２】
　誤りがあると、再送制御部３１８は、スケジューラ部３２８に対して再度、端末４０に
対して送信パケットの送信を要求する。誤りがなくなるまでこの処理が繰り返される。
【００９３】
　誤りがないと、再送制御部３１８は、一時記憶部３１９に記憶された送信パケットのデ
ータからパケット作成部３２７に対してパケット作成を指示する。作成されたパケットは
、伝送パケット作成部３２６にて、１つ又は複数にまとめるなどして伝送パケットが作成
され、転送制御部３２０を介して、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送される。
【００９４】
　図５１は、本実施例１における処理シーケンスの例を示す図である。重複した説明とな
るため、簡単に説明する。まず、転送元無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ１）２１は、ハンドオ
ーバを検知すると（Ｓ１０）、端末４０から送信された送信パケットが、「送達済み」で
あるか、「未送達」であるか、を確認する（Ｓ１１）。
【００９５】
　転送元無線基地局２１は、伝送／転送パケットの構成を検討し（Ｓ１２）、決定した転
送パケットと転送パケットの構成等を示す構成情報をＭＭＥ／ＵＰＥ１１に通知するとと
もに（Ｓ１３）、かかる構成情報をハンドオーバ先の無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ２）３１
と、端末（ＵＥ１）４０に通知する。
【００９６】
　次いで、転送元無線基地局２１は、「送達済み」パケットに対するパケットを作成して
（Ｓ１５）、当該パケットから伝送パケットを作成し（Ｓ１６）、伝送パケットをＭＭＥ
／ＵＰＥ１１に伝送する（Ｓ１７）。
【００９７】
　また、転送元無線基地局２１は、「未送達」のパケットに対するダミーパケットを作成
（Ｓ１８）、転送パケットを作成する（Ｓ２０）。
【００９８】
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　そして、ハンドオーバが実施されると（Ｓ２１）、転送元無線基地局２１は転送パケッ
トをハンドオーバ先である転送先無線基地局３１に転送する（Ｓ２２）。
【００９９】
　端末４０は、転送先無線基地局３１からの要求に基づいてダミーパケットに対応するパ
ケットを新規に送信する（Ｓ２４）。
【０１００】
　このように、本実施例１では、送達済みの送信パケットについては上位（ＭＭＥ／ＵＰ
Ｅ１１等）に伝送し、未送達の送信パケットはハンドオーバ先の転送先無線基地局３１に
転送する。そのために、ハンドオーバ元の転送元無線基地局２１からＭＭＥ／ＵＰＥ１１
に伝送する伝送パケットや、転送先無線基地局３１に転送する転送パケットの構造を変更
するようにしている。従って、従来では送達確認されたパケットを含むパケットの新規送
信を転送先無線基地局３１から端末４０に対して行っていたのに対して、転送元無線基地
局２１から転送されたダミーパケットに対応するパケットのみ端末４０から送信される。
従って、従来と比較して、伝送時間を短くすることができ、スループットを向上させるこ
とができる。
【実施例２】
【０１０１】
　次に、実施例２について説明する。本実施例２では、実施例１に対して具体的にパケッ
トをＭＡＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＰＤＵ、ＲＬＣ　ＳＤＵとした例である。また、端末４０
から転送元無線基地局２１への「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、ダミーＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ０型（図１９）又はダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１型（図２０）を用い、ＲＬＣ　ＳＤＵ等
の構造を変更（図２３～図２５）する例である。
【０１０２】
　図４６は本実施例２の全体システムであるＥ３Ｇシステムの構成例、図４９は上位装置
であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１の構成例、図５２はハンドオーバ元である転送元無線基地局の
構成例、図５３はハンドオーバ先である転送先無線基地局の構成例、図５４は端末の構成
例、図５５は処理シーケンスの例、を夫々示す図である。
【０１０３】
　図５２に示すように、転送元無線基地局２１は、ＭＡＣ　ＰＤＵや、ＲＬＣ　ＰＤＵ、
ＲＬＣ　ＳＤＵを具体的に作成するように構成される。本実施例２における転送元無線基
地局２１は、実施例１の転送元無線基地局２１（図４８）に対して、新たに、ＨＡＲＱ一
時記憶部２５０と、ＨＡＲＱ制御部２５１と、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５
２と、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２５３と、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４
と、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２５５と、ＡＲＱ一時記憶部２５６と、ＡＲＱ制御部２５
７と、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２５８と、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９
と、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２６１と、転送ＲＬ
Ｃ　ＳＤＵ作成部２６２を備える。
【０１０４】
　また、図５３に示すように、転送先無線基地局３１においても、新たに、ＨＡＲＱ制御
部３４０と、ＨＡＲＱ一時記憶部３４１と、ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３４２と、転送ＲＬＣ
　ＳＤＵ構成制御部３４３と、ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部３４４と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成
制御部３４５と、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６と、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３４７
と、送信パケット情報作成部３４８と、ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部３４９と、ＲＬＣ　ＳＤＵ
作成部３５０と、ＡＲＱ一時記憶部３５１と、ＡＲＱ制御部３５２を備える。
【０１０５】
　更に、図５４に示すように、端末４０においても、新たに、ＲＬＣ　ＳＤＵ（ＰＤＣＰ
　ＰＤＵ）受信部４２０と、ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部４２１と、ＡＲＱ一時記憶部４２２と
、ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部４２３と、ＨＡＲＱ一時記憶部４２４と、ＡＲＱ制御部４２５と
、ＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部４２６と、伝送／転送構成情報抽出部４２７を備える
。
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【０１０６】
　このように構成れたＥ３Ｇシステムの各部１１等は以下のように動作する。すなわち、
端末４０の送信パケット作成部４０３は、送信パケットを作成し、符号化部４０３等を介
して、転送元無線基地局２１に送信する。この送信パケットはＭＡＣ　ＰＤＵ単位で送信
される。
【０１０７】
　転送元無線基地局２１では、送信されたＭＡＣ　ＰＤＵを、受信無線部２１１等を介し
て誤り確認部２１４に出力する。誤り確認部２１４では、ＭＡＣ　ＰＤＵの誤りを検出し
、「誤りあり」又は「誤りなし」の情報をＨＡＲＱ制御部２５１に出力する。誤り確認部
２１４は、誤りあり等に拘わらずＨＡＲＱ一時記憶部２５０にＭＡＣ　ＰＤＵを出力する
。
【０１０８】
　そして、ハンドオーバ制御部２１６で端末４０のハンドオーバを検出すると、以下の動
作が行われる。
【０１０９】
　ＨＡＲＱ制御部２５１は、誤り確認部２１４からの情報に基づいて、端末４０から送信
されたＭＡＣ　ＰＤＵの種別を検出する。すなわち、ＨＡＲＱ制御部２５１は、受信した
ＭＡＣ　ＰＤＵが「誤りあり」の場合、当該ＭＡＣ　ＰＤＵは「未送達」のＭＡＣ　ＰＤ
Ｕと判定し、「誤りなし」の場合、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵと判定する。ＨＡＲＱ
制御部２５１は、この結果を、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２に出力する。
【０１１０】
　尚、「未送達」は、再送中、送信中、未受信に分けることができるが、本実施例２では
区別せず「未送達」とする。
【０１１１】
　ＨＡＲＱ一時記憶部２５０には、端末４０から送信されたＭＡＣ　ＰＤＵが記憶されて
いるが、上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１への伝送単位であるＲＬＣ　ＳＤＵを構成す
るだけのＭＡＣ　ＰＤＵが揃っていなければＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送することはできな
い。その結果、ＭＡＣ　ＰＤＵのデータが残留することになる。これを残留データと呼ぶ
。以降、残留データで構成されたＲＬＣ　ＳＤＵを旧ＲＬＣ　ＳＤＵ、旧ＲＬＣ　ＳＤＵ
を構成するＲＬＣ　ＰＤＵを旧ＲＬＣ　ＰＤＵと呼ぶ。
【０１１２】
　伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２では、ＨＡＲＱ一時記憶部２５０に記憶さ
れた旧ＲＬＣ　ＳＤＵや旧ＲＬＣ　ＰＤＵをＭＡＣ　ＰＤＵ単位に分割し、「送達済み」
の場合は、ＭＡＣ　ＰＤＵを伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２５３に出力し、「未送達」の場
合は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０に出力する。また、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構
成制御部２５２は、「送達済み」の結果が得られたとき、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ識別情報を
作成し、「未送達」のときは転送ＭＡＣ　ＰＤＵ識別情報を作成する。伝送ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕ識別情報には、ＭＡＣ　ＰＤＵのシーケンス番号（ＳＮ）やデータ長、送達済みのＭＡ
Ｃ　ＰＤＵを示す情報（或いは伝送ＭＡＣ　ＰＤＵであることを示す情報）等が含まれる
。また、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ識別情報には、ＳＮやデータ長、未送達のＭＡＣ　ＰＤＵを
示す情報（転送ＭＡＣ　ＰＤＵであることを示す情報）以外にも、ダミーパケットの識別
情報（ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型か１型か等）も含まれる。伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２
５３や転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０は、これらの伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ識別情報や転送
ＭＡＣ　ＰＤＵ識別情報に基づいて、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵや転送ＭＡＣ　ＰＤＵを作成す
る。
【０１１３】
　転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０では、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型又はダミーＭＡＣ　
ＰＤＵ１型のダミーＭＡＣ　ＰＤＵ（又は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ）を作成し、作成した転送
ＭＡＣ　ＰＤＵを転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２６１に出力する。但し、ダミーＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ０型には実データが含まれていないため、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０は、転送
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ＭＡＣ　ＰＤＵ情報からＳＮ番号を取り出して、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２６１に出力
することで、転送ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し出力するものとする。
【０１１４】
　伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２５３は、通常のＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、伝送ＲＬＣ　Ｐ
ＤＵ作成部２５５に出力する。
【０１１５】
　また、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２は、作成した伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構
成情報や転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報を伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４に出
力する。
【０１１６】
　伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４は、伝送又は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報
に基づいて、伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵの構成を決定し、その情報を、伝送又は転送Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵ構成情報として、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２５８に出力する。
例えば、転送ＲＬＣ　ＰＣＵに含まれるＭＡＣ　ＰＤＵのＳＮ番号や個数などの情報であ
る。伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報には、ＲＬＣ　ＰＤＵの付随情報（ＲＬＣ　Ｐ
ＤＵのＳＮ、データ長、送達済みか未送達か、転送ＲＬＣ　ＰＤＵか伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ
か等）も含まれる。
【０１１７】
　伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２５５では、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、１つ
或いは複数の伝送ＭＡＣ　ＰＤＵから伝送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。伝送ＲＬＣ　ＰＤ
Ｕは伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９に出力される。
【０１１８】
　また、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２６１は、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、
１つ或いは複数の転送ＭＡＣ　ＰＤＵから転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。転送ＲＬＣ　
ＰＤＵは転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２６２に出力される。但し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵがダ
ミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型から構成される場合には、転送ＲＬＣ　ＰＤＵには実データが含
まれないため、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ情報からＲＬＣ　ＰＤＵのＳＮを取り出して、転送Ｒ
ＬＣ　ＳＤＵ作成部２６２に出力することで、転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成し出力するもの
とする。
【０１１９】
　伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２５８は、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に
基づいて、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵや転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を決定し、その情報を、伝送
又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報として、伝送／転送構成情報作成部２３６に出力する。
例えば、転送ＲＬＣ　ＳＤＵに含まれるＲＬＣ　ＰＤＵのＳＮ番号や個数などの情報であ
る。伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報には、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの付随情報（ＲＬＣ
　ＳＤＵのＳＮ、データ長、送達済みか未送達か、転送ＲＬＣ　ＳＤＵか伝送ＲＬＣ　Ｓ
ＤＵか等）も含まれる。
【０１２０】
　伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９は、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報に基づいて、１つ或
いは複数の伝送ＲＬＣ　ＰＤＵから伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。また、転送ＲＬＣ　
ＳＤＵ作成部２６２は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報に基づいて、１つ或いは複数の転送
ＲＬＣ　ＰＤＵから転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。但し、転送ＲＬＣ　ＳＤＵがダミー
ＭＡＣ　ＰＤＵ０型から構成される場合には、実データが含まれないため、転送ＲＬＣ　
ＳＤＵ構成情報から転送ＲＬＣ　ＳＤＵのＳＮを取り出して出力することで、転送ＲＬＣ
を作成し出力することになる。
【０１２１】
　転送制御部２２２は、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９からの伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを、
ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送し、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２６２からの転送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕを、ハンドオーバ先の転送先無線基地局３１に転送する。転送ＲＬＣ　ＳＤＵがダミー
ＭＡＣ　ＰＤＵ０型から構成される場合には、実際には転送ＲＬＣ　ＳＤＵの転送は行わ
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れない。
【０１２２】
　伝送／転送構成情報作成部２３６は、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２５８から
の伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報から、変更された伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵや
、ＲＬＣ　ＰＤＵの構成に関する伝送又は転送構成情報（ＳＮやデータ長等）を作成する
。例えば、かかる情報は、例えば、図２３に示すように、５つのダミーＭＡＣ　ＰＤＵ（
ＳＮ＝１２～１６）から１つのＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝８）が構成され、かかるＲＬＣ　
ＰＣＵから１つのＲＬＣ　ＳＤＵ（ＳＮ＝２４）が構成される等の情報である。伝送又は
転送構成情報には、変更された構成情報が含まれている。
【０１２３】
　伝送構成情報と転送構成情報は、伝送／転送構成情報作成部２３６から、ＭＭＥ／ＵＰ
Ｅ１１や転送先無線基地局３１、更に端末４０に伝送等される。変更された構成情報を各
部に通知するためである。かかる情報は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの転送や伝送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕの伝送等に際し、同時又は事前に伝送等させる必要がある。尚、端末４０にこれらの情
報が通知されるときは、符号化部２３０等を介して送信される。
【０１２４】
　ハンドオーバ先である転送先無線基地局３１は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを転送制御部３２
０で受信し、転送構成情報を伝送／転送構成情報抽出部３２５で抽出する。抽出された転
送構成情報は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３４３と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部
３４５と、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３４７に出力され、各々で、転送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ構成情報や、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報や、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報が抽出され
る。
【０１２５】
　ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３４２は、転送制御部３２０からのＲＬＣ　ＳＤＵが転送ＲＬＣ
　ＳＤＵか否かを、識別する。識別は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３４３からの転送
ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報（例えば、転送ＲＬＣ　ＳＤＵか否かを示す付随情報）に基づい
て行われる。ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３４２は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの場合は、転送ＲＬＣ
　ＳＤＵ構成情報に従い、ＲＬＣ　ＳＤＵを転送ＲＬＣ　ＰＤＵ単位に分割し、ＲＬＣ　
ＰＤＵ識別部３４４に出力する。例えば、図２３に示すように、ＳＮ＝２４の転送ＲＬＣ
　ＳＤＵをＳＮ＝８の転送ＲＬＣ　ＰＤＵに分割する。
【０１２６】
　ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部３４４では、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部３４５から通知され
た転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報（例えば、転送ＲＬＣ　ＰＤＵか、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵか
を示す付随情報）に基づいて、ＲＬＣ　ＰＤＵが転送ＲＬＣ　ＰＤＵか否かを識別し、転
送ＲＬＣ　ＰＤＵの場合、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に従い、ＭＡＣ　ＰＤＵ単位に分
割し、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６に出力する。例えば、図２３に示すように、ＳＮ＝８
の転送ＲＬＣ　ＰＤＵを、ＳＮ＝１２～１６の５の転送ＭＡＣ　ＰＤＵに分割する。
【０１２７】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３４７からの転送ＭＡ
Ｃ　ＰＤＵ構成情報（例えば、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵか否かを示す情報）に基づいて、Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵが転送ＭＡＣ　ＰＤＵか否かを識別し、転送ＭＡＣ　ＰＤＵの場合、ＨＡＲ
Ｑ制御部３４０に対して、転送ＭＡＣ　ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵの新規送信を依
頼する。
【０１２８】
　ＨＡＲＱ制御部３４０は、スケジューラ部３２８に対して、端末４０から転送ＭＡＣ　
ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵの新規送信を依頼して、端末４０にＭＡＣ　ＰＤＵの送
信要求を行う。
【０１２９】
　尚、構成するＭＡＣ　ＰＤＵが全てダミーＭＡＣ　ＰＤＵ（転送ＭＡＣ　ＰＤＵ）であ
る転送ＲＬＣ　ＰＤＵや転送ＲＬＣ　ＳＤＵの場合、ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３４２等で識
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別を行わずに、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３４３で識別するようにしてもよい。
【０１３０】
　端末４０は、転送元無線基地局２１から通知された転送構成情報や伝送構成情報を、伝
送／転送構成情報抽出部４２７で抽出し、転送又は伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ、転送又は伝送Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵ、転送又は伝送ＭＡＣ　ＰＤＵの各構成を確認する。転送構成情報には、転
送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報が含まれ、この転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報から、「未送達」
のＭＡＣ　ＰＤＵが確認される。これらの情報はＭＡＣ　ＰＤＵ作成部４２３に通知され
、ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部４２３で、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵが作
成され、転送先無線基地局３１に送信される。
【０１３１】
　転送先無線基地局３１では、送信されたＭＡＣ　ＰＤＵを、受信無線部３１１等で受信
し、誤り確認部３１４で誤りの有無を確認する。ＨＡＲＱ制御部３４０は、誤りの有無に
応じて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部３３０に対応する信号の作成を依頼する。誤りが無くな
るまで繰り返される。
【０１３２】
　誤りがない場合、ＨＡＲＱ一時記憶部３４１に記憶されたＭＡＣ　ＰＤＵは、ＡＲＱ一
時記憶部３５１に出力され、ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部３４９、ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部３５０
を介して、ＲＬＣ　ＳＤＵが作成され、転送制御部３２０から上位装置であるＭＭＥ／Ｕ
ＰＥ１１に伝送される。
【０１３３】
　図５５は、本実施例２における処理シーケンスの例を示す図である。重複した説明にな
るため簡単に説明する。
【０１３４】
　まず、転送元無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ１）２１は、ハンドオーバを検知すると（Ｓ３
０）、端末（ＵＥ１）４０から送信されたＭＡＣ　ＰＤＵが送達済みＭＡＣ　ＰＤＵが、
未送達ＭＡＣ　ＰＤＵかを確認する（Ｓ３１）。そして、転送元無線基地局２１は、伝送
ＲＬＣ　ＳＤＵや転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を検討し、その結果を構成情報として、ＭＭ
Ｅ／ＵＰＥ１１や、転送先無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ２）３１、端末４０に通知する（Ｓ
３３、Ｓ３４）。
【０１３５】
　また、転送元無線基地局２１は、送達済みＭＡＣ　ＰＤＵに対する伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ
を作成し（Ｓ３５）、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ、更に伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成して（Ｓ３６
、Ｓ３７）、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送する（Ｓ３８）。
【０１３６】
　一方、未送達ＭＡＣ　ＰＤＵに対して、転送元無線基地局２１は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ
、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成し（Ｓ３９～Ｓ４１）、ハンドオーバ
が実施されると（Ｓ４２）、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを転送先無線基地局３１に転送する（Ｓ
４４）。また、転送元無線基地局２１は、未送達ＭＡＣ　ＰＤＵに対応する、ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵの送信を端末４０に要求し、端末４０から当該ＭＡＣ　ＰＤＵが送信される（Ｓ４５
）。このように、本実施例２においても、実施例１と同様に、ハンドオーバ先である転送
先無線基地局３１では、未送達のＭＡＣ　ＰＤＵに対してのみ端末４０に送信を要求して
送信されるため、従来の送達確認されたＭＡＣ　ＰＤＵも含めてＭＡＣ　ＰＤＵの送信を
行う場合と比較して、伝送時間を少なくでき、スループットを向上させることができる。
【実施例３】
【０１３７】
　次に、実施例３について説明する。実施例２では、旧ＲＬＣ　ＰＤＵの構成を超えて、
送達確認済み及び未送達のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめて、伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作
成しないこととした。つまり、実施例２では、送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵが含まれる伝送
ＲＬＣ　ＰＤＵと、未送達のＭＡＣ　ＰＤＵが含まれる転送ＲＬＣ　ＰＤＵの２つのＲＬ
Ｃ　ＰＤＵに分割して、１つのＲＬＣ　ＰＤＵに対して１つのＲＬＣ



(24) JP 4778071 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

ＳＤＵを作成するようにしていた。本実施例３では、旧ＲＬＣ　ＳＤＵの枠（構成）を超
えて、複数のＲＬＣ　ＰＤＵから１つの転送又は伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。
【０１３８】
　かかる伝送ＲＬＣ　ＳＤＵや転送ＲＬＣ　ＳＤＵは、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９
や転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２６２において、旧ＲＬＣ　ＰＤＵの構成に拘わらず（転送
ＲＬＣ　ＰＤＵや転送ＲＬＣ　ＰＤＵの数に拘わらず）、作成すればよい。
【０１３９】
　図５６及び図５７は、ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例と、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いた
転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例を示す図である。再送中のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１２）と
未受信のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１３～１６）から転送ＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝８）が作
成され、２つの転送ＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝８、９）から１つの転送ＲＬＣ　ＳＤＵ（Ｓ
Ｎ＝２２）が作成される。勿論、３つ以上の転送ＲＬＣ　ＰＤＵから１つの転送ＲＬＣ　
ＳＤＵを作成してもよいし、３つ以上の伝送ＲＬＣ　ＰＤＵから１つの伝送ＲＬＣ　ＰＤ
Ｕを作成してもよい。
【０１４０】
　図５７は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成するダミーＭＡＣ　ＰＤＵについて０型としてい
るが、勿論、１型により構成してもよい。
【実施例４】
【０１４１】
　次に実施例４について説明する。本実施例４では、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵについ
て、「再送中」と「未受信」の２つに分け、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵについては、再
送中のデータを用いてダミーＭＡＣ　ＰＤＵ（図２１に示す２型）を作成し、ハンドオー
バ先の無線基地局３１において再送を継続する例である。
【０１４２】
　図２７及び図２８は、ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例と、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例を示す
図である。「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成して上位
装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送するのは実施例２と同様である。「再送中」のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵに対して、誤りのある再送中のデータをそのまま用いて、ダミーＭＡＣ　ＰＤ
Ｕを構成し、１つのＲＬＣ　ＰＤＵ、更に１つのＲＬＣ　ＳＤＵを構成して、転送先無線
基地局３１に転送する。一方、「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵに対しては、ダミーＭＡＣ　
ＰＤＵ１型を用いて、ＲＬＣ　ＰＤＵ、更にＲＬＣ　ＳＤＵを構成して、転送先無線基地
局３１に転送する。
【０１４３】
　勿論、「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵに対しては、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いて、
ＲＬＣ　ＳＤＵを作成しても構わない。
【０１４４】
　図４６は本実施例４における全体システムを示すＥ３Ｇシステムの構成例、図５４は端
末４０の構成例、図５８は転送元無線基地局２１の構成例、図５９は転送先無線基地局３
１の構成例、図６０は処理シーケンスの例、を夫々示す図である。
【０１４５】
　転送元無線基地局２１や転送先無線基地局３１の構成は、実施例２と略同一である。転
送元無線基地局２１では、ＨＡＲＱ制御部２５１から、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制
御部２５２に対して、再送回数や符号化率、変調方法等を示す再送情報を作成して通知す
る点が追加される。また、転送先無線基地局３１では、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３
４７から、ＨＡＲＱ制御部３４０に対して、再送情報を通知する点が追加される。
【０１４６】
　以下、これら追加された点を説明することで、動作を説明する。
【０１４７】
　端末４０からＭＡＣ　ＰＤＵが転送元無線基地局２１に送信され、誤り確認部２１４を
介してＨＡＲＱ一時記憶部２５０に記憶される。ハンドオーバ制御部２１６により、端末
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４０のハンドオーバが検知されると、各部が動作する。
【０１４８】
　ＨＡＲＱ制御部２５１は、ＨＡＲＱ一時記憶部２５０に記憶された旧ＲＬＣ　ＳＤＵ（
残留データで構成されたＲＬＣ　ＳＤＵ）の構成を確認して、旧ＲＬＣ　ＳＤＵを構成す
るＭＡＣ　ＰＤＵの種別を、誤り確認部２１４からの誤り確認の結果に基づいて、識別す
る。
【０１４９】
　ＨＡＲＱ制御部２５１は、誤りありのとき、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵ、誤りなしの
とき「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵ、誤りありも誤りなしも双方とも確認が得られないと
き「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵと識別する。ＨＡＲＱ制御部２５１は識別結果を伝送／転
送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２に出力する。
【０１５０】
　また、ＨＡＲＱ制御部２５１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部２２６にＮＡＣＫ作成を指示
した回数から再送回数を保持し、スケジューラ部２２８を介しての上り送信制御情報作成
部２２９で作成した上り送信制御情報から符号化率等を保持し、これらの情報を再送情報
として、ハンドオーバを契機に、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２に通知する
。
【０１５１】
　転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２６０は、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２から
の転送ＭＡＣ　ＰＤＵ情報と、ＨＡＲＱ制御部２５１からの識別結果に基づいて、ダミー
ＭＡＣ　ＰＤＵを作成する。
【０１５２】
　例えば、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ２型が作成される場合は、ＨＡＲＱ一時記憶部２５０に
記憶された誤りを含む再送中のＭＡＣ　ＰＤＵを構成するデータが用いられる。ダミーＭ
ＡＣ　ＰＤＵ１型は、転送ＭＡＣ　ＰＣＵ作成部２６０に保持した特定パターンのデータ
を用い、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型は実際には何もデータを作成せず、ＳＮ等を転送ＲＬ
Ｃ　ＰＤＵ作成部２６１に出力する。
【０１５３】
　ＨＡＲＱ制御部２５１で作成された再送情報は、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
２５２、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制
御部２５８を介して、伝送／転送構成情報作成部２３６に出力される。再送情報は、伝送
構成情報や転送構成情報に含められて、伝送／転送構成情報作成部２３６から転送先無線
基地局３１に転送されてもよいし、伝送構成情報や転送構成情報とは異なるタイミングで
別途転送されてもよい。
【０１５４】
　尚、伝送又は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報等は、実施例２と略同様であるが、例えば、
ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ２型が追加されている分だけ、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵの型を示す識
別情報が含まれる。また、伝送又は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報等に含まれる付随情報に
は、「再送中」であるか、「未受信」であるか、「送達済み」か、を識別する情報も含ま
れる。
【０１５５】
　伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２等により、ＲＬＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＳＤ
Ｕの構成が決定され、決定された構成に基づいて、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２６２で転
送ＲＬＣ　ＳＤＵが作成され、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２５９で伝送ＲＬＣ　ＳＤＵが
作成される。作成された転送ＲＬＣ　ＳＤＵは転送先無線基地局３１に転送され、伝送Ｒ
ＬＣ
ＳＤＵはＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送される。
【０１５６】
　伝送／転送構成情報作成部２３６は、実施例２と同様に、伝送構成情報と転送構成情報
とを、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１と、転送先無線基地局３１と、端末４０に伝送等する。端末４
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０への送信は、符号化部２３０等を使用する。
【０１５７】
　ハンドオーバ先である転送先無線基地局３１では、転送構成情報を、伝送／転送構成情
報抽出部３２５で抽出する。伝送／転送構成情報抽出部３２５は、再送情報も抽出する。
抽出された転送構成情報と再送情報は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３４３や、転送Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵ構成制御部３４５、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３４７に通知される。
【０１５８】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６では、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報から、転送ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ（ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ）であるかを識別し、更に、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵで
あるかを識別する。
【０１５９】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６は、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵ（ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ
２型）を識別したとき、そのＭＡＣ　ＰＤＵをＨＡＲＱ一時記憶部３４１に記憶する。ま
た、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３４７は、再送情報をＨＡＲＱ制御部３４０に通知し
、端末４０から転送先無線基地局３１への再送を継続させる。再送されるのは、「再送中
」のＭＡＣ　ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵである。ＨＡＲＱ制御部３４０は、スケジ
ューラ部３２８に再送を通知し、スケジューラ部３２８により端末４０に対応するＭＡＣ
　ＰＤＵの再送を要求する。以降は実施例２と同様の処理を行う。
【０１６０】
　図６０は本実施例４における処理シーケンスの例を示す図である。まず、転送元無線基
地局２１はハンドオーバを検知すると（Ｓ３０）、端末（ＵＥ１）４０から送信されたＭ
ＡＣ　ＰＤＵの種別を確認する（Ｓ３１）。そして、転送元無線基地局２１は、伝送ＲＬ
Ｃ　ＳＤＵと転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を検討し、決定した構成情報を、ＭＭＥ／ＵＰＥ
１１、転送先無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ２）３１、端末４０に通知する（Ｓ３３、Ｓ３４
）。
【０１６１】
　転送元無線基地局２１は、「送達済み」ＭＡＣ　ＰＤＵに対して伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを
作成してＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送し（Ｓ３５～Ｓ３８）、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵ
に対してダミーＭＡＣ　ＰＤＵ２型、「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵに対してダミーＭＡＣ
　ＰＤＵ０型か１型を作成する（Ｓ５０～Ｓ５１）。また、転送元無線基地局２１は、ダ
ミーＭＡＣ　ＰＤＵから転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成し（Ｓ４０～Ｓ４１）、ハンドオーバ
が実施されると（Ｓ４２）、再送情報と、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを転送先無線基地局３１に
通知、転送する（Ｓ５２、Ｓ４４）。再送情報は、構成情報の通知（Ｓ３３）ともに通知
してもよいし、転送ＲＬＣ　ＳＤＵのヘッダに付加して通知してもよい。
【０１６２】
　転送先無線基地局３１は、端末４０に対して再送要求を行い（Ｓ５３）、「再送中」の
ＭＡＣ　ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵが再送される（Ｓ５４）。「未受信」のＭＡＣ
　ＰＤＵに対応するＭＡＣ　ＰＤＵは、転送先無線基地局３１からの新規送信要求により
、新規送信される（Ｓ４５）。
【０１６３】
　このように、本実施例５では、実施例２等と同様に、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵや「
未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵについてのみ、端末４０から転送先無線基地局３１に送信され
るため、従来と比較して、スループットを向上させることができる。また、本実施例５で
は、再送情報を用いて再送を継続するため、実施例２と比較して、再送回数を少なくする
ことも可能で、更に、スループットの向上を図ることができる。
【実施例５】
【０１６４】
　次に実施例５について説明する。本実施例４では、ＭＡＣ　ＰＤＵのシーケンス番号（
ＳＮ）に従い、順次、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等を作成するようにしたが、本実施例５では、
ＭＡＣ　ＰＤＵのＳＮに拘らずに、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等を作成するものである。
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【０１６５】
　図２９～図３３は、本実施例５における転送ＲＬＣ　ＳＤＵ等の例を示す図である。例
えば、図２９に示す残留データの例を考える。端末４０から送信元無線基地局３１に送信
されたＭＡＣ　ＰＤＵについて、ＳＮ＝９，１１，１３のＭＡＣ　ＰＤＵは「送達済み」
のＭＡＣ　ＰＤＵ、ＳＮ＝１０，１２は「再送中」、ＳＮ＝１４～１６は「未受信」のＭ
ＡＣ　ＰＤＵであるとする。
【０１６６】
　このとき、実施例１の例では、ＭＡＣ　ＰＤＵに従うため、とびとびに同種類のＭＡＣ
　ＰＤＵが存在しても、別々に伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成していた。例えば、ＳＮ＝９の
ＭＡＣ　ＰＤＵに対して、１つの伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ、ＳＮ＝１０のＭＡＣ　ＰＤＵに対
して、１つの転送ＲＬＣ　ＳＤＵ、更に、ＳＮ＝１１のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、１つの
伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成することになる。
【０１６７】
　そこで、本実施例５では、図３０に示すように、同種類のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめて１
つのＲＬＣ　ＰＤＵとすることで、ＳＮとして割り振られる番号を少なくし、更に、転送
ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報の数も少なくさせて処理を少なくし、結果的に、伝送時間を少な
くしてスループットを向上させる。図３０の例では、ＳＮ＝９，１１の「送達済み」ＭＡ
Ｃ　ＰＤＵをＳＮ＝７のＲＬＣ　ＰＤＵに並び替え、ＳＮ＝１０，１２の「再送中」のＭ
ＡＣ　ＰＤＵをＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵに並び替え、ＳＮ＝１４～１６の「未受信」の
ＭＡＣ　ＰＤＵをＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵに並び替えている。ＳＮ＝７のＲＬＣ
ＰＤＵは伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ、ＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵは「再送中」と「未受信」を含
む「未送達」の転送ＲＬＣ　ＰＤＵとなる。
【０１６８】
　図３１は、ＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵについて、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型から構成さ
れる例を示している。勿論、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ０型に代え、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ１
型でもよい。
【０１６９】
　図３２は、図２９の残留データに対するＲＬＣ　ＳＤＵの例である。「再送中」のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵ同士を並び替えて１つのＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝８）とし、「未受信」のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵ同士を並び替えて１つのＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝９）としている。この場合、
「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵ２型を用いている。
【０１７０】
　かかる並び替えは、例えば、次のように行う。すなわち、図５２に示す転送元無線基地
局２１の伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２５２は、ＨＡＲＱ制御部２５１からの「
送達済み」、「未送達」の情報から、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵと転送ＭＡＣ　ＰＤＵとすべき
ＭＡＣ　ＰＤＵを識別し、その情報を転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ
構成情報として、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４に通知する。
【０１７１】
　伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２５４は、同種類のＭＡＣ　ＰＤＵが１つのＲＬ
Ｃ ＰＤＵとなるようにＭＡＣ　ＰＤＵのＳＮを並び替え、その並び替えた情報を伝送Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵ構成情報や転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報として、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ
構成制御部２５８に通知する。
【０１７２】
　転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２６１では、並び替えの情報を含む転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成
情報に基づいて、転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。他の作成部２６２等も同様である。以
降、転送先無線基地局３１に転送ＲＬＣ　ＳＤＵが転送されるまでは実施例２等と同様で
ある。
【０１７３】
　図５３に示すように、転送先無線基地局３１では、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３４６で転送
ＭＡＣ　ＰＤＵが識別される。従って、ＳＮが並び替えられても、実施例２と同様に対応
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するＭＡＣ　ＰＤＵの送信を端末４０に要求できる。
【０１７４】
　図３２に示すように「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵと「未受信」のＭＡＣ　ＰＤＵとを区
別して、各々ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する場合も、図５８に示す転送元無線基地局２１と図
５９に示す転送先無線基地局３１により、同様に実施できる。
【実施例６】
【０１７５】
　次に実施例６について説明する。本実施例６を含め、以降の実施例では下り方向（無線
基地局から端末への方向）について説明する。
【０１７６】
　図１６に示す例を考える。ＳＮ＝９～１１までのＭＡＣ　ＰＤＵは端末に「送達済み」
、ＳＮ＝１２のＭＡＣ　ＰＤＵは端末に「再送中」、ＳＮ＝１３のＭＡＣ　ＰＤＵは「送
達済み」、ＳＮ＝１４～１６のＭＡＣ　ＰＤＵは「未送信」とする。このとき、ＳＮ＝７
のＲＬＣ　ＰＤＵはＭＡＣ　ＰＤＵが揃っていない状態のため、ＲＬＣ　ＰＤＵを構成で
きない。また、ＳＮ＝２１のＲＬＣ　ＳＤＵは、ＲＣＬ　ＰＤＵが揃っていない状態のた
め構成することができない。
【０１７７】
　このような状態でハンドオーバが生じたとき、ＳＮ＝２１のＲＬＣ　ＳＤＵは残留デー
タとしてハンドオーバ元の無線基地局に残ってしまう。
【０１７８】
　そこで、本実施例６では、実施例１等と同様に、ＲＬＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＳＤＵの構
成を変更し、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめてＲＬＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＳＤＵ
を作成し、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめてＲＬＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＳＤＵを作
成し、「未送達」ＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　ＳＤＵをハンドオーバ先の転送
先無線基地局３１に転送する（図１７、図１８参照）。
【０１７９】
　転送先無線基地局３１では、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵを端末４０に送信するだけで
あり、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵを含めて端末４０に送信していた従来と比較して、
伝送時間を短くすることができ、スループットの向上を図ることができる。
【０１８０】
　「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵについて、転送元無線基地局２１では、実施例１等と同様
に、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵとしてＭＡＣ　ＰＤＵを作成する。図３４と図３５は、ダミー
ＭＡＣ　ＰＤＵの例を示す図である。尚、以降の説明では、ダミーＭＡＣ　ＰＤＵを転送
ＭＡＣ　ＰＤＵとし、端末４０に送信されない「未送信」データから構成される転送ＭＡ
Ｃ　ＰＤＵを転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型（図３４）、誤りを含む「再送中」の送信データか
ら構成される転送ＭＡＣ　ＰＤＵを転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型（図３５）とする。
【０１８１】
　図３６から図４０は、残留データの例と、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの例等を示す図である。
図３６のように、ＳＮ＝９～１１までのＭＡＣ　ＰＤＵは「送達済み」、ＳＮ＝１２のＭ
ＡＣ　ＰＤＵは「再送中」、ＳＮ＝１３～１６までは「未送信」とする。
【０１８２】
　このとき、図３７に示すように、ＲＬＣ　ＳＤＵやＲＬＣ　ＰＤＵの構成を変更し、「
送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝９～１１）から、ＳＮ＝７のＲＬＣ　ＰＤＵを作成
し、「再送中」と「未送信」（「未送達」）のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１２～１６）から
ＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。更に、ＳＮ＝５～９の各ＲＬＣ　ＰＤＵについて
、夫々ＳＮ＝２１～２５の各ＲＬＣ
ＳＤＵを作成する。
【０１８３】
　図３８は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いた転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例を示す図であ
る。「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、「未送信」データを用いて転送ＭＡＣ　ＰＤ
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Ｕを構成している。
【０１８４】
　図３９は、他のＲＬＣ　ＳＤＵの構成例である。同図に示す例は、「再送中」のＭＡＣ
　ＰＤＵ（ＳＮ＝１２）に対して、ＳＮ＝８のＲＬＣ　ＰＤＵが構成され、「未送信」の
ＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１３～１６）に対して、ＳＮ＝９のＲＬＣ　ＰＤＵが構成される
。「再送中」と「未送信」とで別々のＲＬＣ　ＰＤＵとＲＬＣ　ＳＤＵが作成される。
【０１８５】
　また、図４０は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型を用いた転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例を示す
図である。「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵを転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型、「未送信」のＭＡＣ
　ＰＤＵを転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型として、ＲＬＣ　ＰＤＵ等が構成される。
【０１８６】
　尚、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　ＳＤＵは、ハンドオーバ先
の無線基地局３１には転送されない。「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵについては、上位装
置に「送達確認済み」であることを示す情報を伝送するだけである。従って、実際には送
信するためのパケットは作成されず、図３７、図３８等に示す構成（枠）が構成情報とし
て作成される。構成情報は、実施例１等と同様に、上位装置や端末、ハンドオーバ先の無
線基地局に伝送等される。
【０１８７】
　また、本実施例６では、「再送中」と「未送信」とを合わせて「未送達」として説明し
、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いて説明する。
【０１８８】
　次に、本実施例６の構成と動作について説明する。以下の例では、理解を容易にするた
め、ＭＡＣ　ＰＤＵ等は表現せずに、パケット、転送パケットと称して説明する。
【０１８９】
　実施例１等と同様に図４６が本システムの全体構成例、図４９が上位装置の例であるＭ
ＭＥ／ＵＰＥ１１の構成例を夫々示す図である。また、図６１はハンドオーバ元である転
送元無線基地局２１の構成例、図６２はハンドオーバ先である転送先無線基地局３１の構
成例、図６３は端末４０の構成例、図６４は処理シーケンスの例を夫々示す図である。
【０１９０】
　図４６と図４９は実施例１等で説明したため省略する。図６１に示すように、転送元無
線基地局２１は、受信無線部２１１と、復調部２１２と、復号部２１３と、受信電界強度
情報抽出部２１５と、ハンドオーバ制御部２１６と、一時記憶部２１９と、パケット作成
部２２０と、転送制御部２２２と、ダミーパケット作成部２２３と、転送パケット作成部
２２５と、スケジューラ部２２８と、符号化部２３０と、変調部２３１と、送信無線部２
３２と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部２６５と、伝送／転送パケット構成情報作成部２６６と
、下り送信制御情報作成部２６７を備える。実施例１と同一構成部には同一符号を付して
いる。
【０１９１】
　図６２に示すように、転送先無線基地局３１は、受信無線部３１１と、復調部３１２と
、復号部３１３と、ハンドオーバ制御部３１６と、再送制御部３１８と、一時記憶部３１
９と、転送制御部３２０と、ダミーパケット識別部３２２と、伝送／転送構成情報抽出部
３２５と、スケジューラ部３２８と、符号化部３３１と、変調部３３２と、送信無線部３
３３と、転送パケット識別部３６５と、転送パケット構成制御部３６６と、ダミーパケッ
ト構成制御部３６７と、パケット作成部３６８と、送信パケット作成部３６９と、下り送
信制御情報作成部３７０と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部３７１を備える。同様に実施例１と
同一構成部には同一符号を付している。
【０１９２】
　図６３に示すように、端末４０は、符号化部４０３と、変調部４０４と、送信無線部４
０５と、受信無線部４０９と、復調部４１０と、復号部４１１と、下り送信制御情報抽出
部４１２と、ハンドオーバ制御情報抽出部４１３と、ハンドオーバ制御部４１４と、伝送
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／転送構成情報抽出部４１７と、誤り確認部４３０と、一時記憶部４３１と、再送制御部
４３２と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部４３３とを備える。
【０１９３】
　このように構成されたＥ３Ｇシステムにおいて、以下のように動作する。すなわち、Ｍ
ＭＥ／ＵＰＥ１１のＲＯＨＣ部１２１により、ＩＰデータに対してＩＰヘッダが圧縮され
、暗号化部１２２で暗号化が施される。暗号化されたデータは、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ作成部
１２３によりヘッダ（シーケンス番号（ＳＮ）、データ長、ＣＲＣ等）が付加され転送さ
れる。
【０１９４】
　転送元無線基地局２１は、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１からの転送パケットを、転送制御部２２
２で受信する。転送制御部２２２は、転送パケットをパケット作成部２２０に出力する。
パケット作成部２２０は、スケジューラ部２２８により端末４０への送信が許可された場
合に、スケジューラ部２２８で指定された送信方法（変調方式、符号化方式、データ長等
）に従い、ＳＮやＣＲＣ、ヘッダを付加して送信パケットを作成する。
【０１９５】
　作成された送信パケットは、符号化部２３０で符号化され、変調部２３１で変調され、
送信無線部２３２で無線周波数に変換後、端末４０に送信される。尚、パケット作成部２
２０は作成した送信パケットを一時記憶部２１９に一時記憶させる。
【０１９６】
　端末４０は、転送元無線基地局２１からの転送パケットを受信無線部４０９で受信して
ベースバンド信号に変換し、復調部４１０で復調し、復号部４１１で復号する。
【０１９７】
　尚、転送元無線基地局２１でスケジューラ部２２８が作成した下り送信制御情報は、予
め、変調部２３１等を介して端末４０に送信されて、端末４０の下り送信制御情報抽出部
４１２において下り送信制御情報が抽出され、受信無線部４０９から復号部４１１にかけ
てこの情報に基づいて処理が行われものとする。
【０１９８】
　復号された送信パケットは、誤り確認部４３０で誤りの有無が確認されるとともに、一
時記憶部４３１に一時記憶される。誤り確認部４３０での結果は、再送制御部４３２に通
知され、「誤りなし」のとき再送制御部４３２は、「ＡＣＫ」信号の作成を指示し、「誤
りあり」のとき再送制御部４３２は、「ＮＡＣＫ」信号の作成を指示する。そして、作成
された「ＡＣＫ」又は「ＮＡＣＫ」信号は、符号化部４０３等で符号化等されて、転送元
無線基地局２１に送信される。
【０１９９】
　転送元無線基地局２１は、受信無線部２１１で「ＡＣＫ」又は「ＮＡＣＫ」信号を受信
し、復調部２１２で復調され、復号部２１３で復号され、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部２６５
に出力される。
【０２００】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部２６５は、「ＡＣＫ」または「ＮＡＣＫ」を抽出し、その抽出
結果を再送制御部２１８に通知する。
【０２０１】
　再送制御部２１８は、「ＡＣＫ」が抽出されたとき、一時記憶部２１９に記憶された送
信パケットのデータを削除する。「ＮＡＣＫ」が抽出されたとき、再送制御部２１８は、
送信方法等を変更して端末４０に、送信パケットを再送するようにスケジューラ部２２８
に依頼して、当該送信パケットが再送される。再送された場合、再送回数や符号化率、前
回送信時の送信情報（符号化方式や変調方式、ＲＶ情報等）を示す再送情報は再送制御部
２１８により更新される。
【０２０２】
　このような一連の動作中に、転送元無線基地局２１から転送先無線基地局３１へのハン
ドオーバが行われた場合について考える。
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【０２０３】
　ハンドオーバ制御部２１６は、受信電界強度情報抽出部２１５からの受信電界強度情報
から端末４０のハンドオーバの発生を検出すると、再送制御部２１８や、ダミーパケット
作成部２２３等を動作させるように指示する。
【０２０４】
　再送制御部２１８は、一時記憶部２１９に記憶された旧転送パケット（残留した転送パ
ケット）を構成するパケットの送達状態（送達済みか、未送達か）を確認する。すなわち
、再送制御部２１８は、「ＡＣＫ」が抽出されたとき「送達済み」を示す情報をダミーパ
ケット／パケット構成制御部２３３に通知し、「ＮＡＣＫ」が抽出されたとき「未送達」
を示す情報をダミーパケット／パケット構成制御部２３３に通知する。
【０２０５】
　ダミーパケット／パケット構成制御部２３３は、「送達済み」を示す情報と「未送達」
を示す情報とに基づいて、送達確認のとれたパケットで構成される伝送パケットと、未送
達のパケットで構成される転送パケットに分けて、旧転送パケットの構成を変更する。ダ
ミーパケット／パケット構成制御部２３３は、この変更した構成を示す構成情報（ＳＮ＝
３０，３１のパケットをダミーパケットとする等）と、パケットであるかダミーパケット
であるかを識別する情報や、パケット及びダミーパケットに付随する情報（ＳＮやデータ
長等）、送達情報（送達済みか、未送達か）とを含むパケット構成情報及びダミーパケッ
ト構成情報を作成する。「送達済み」のパケットに対してはパケット構成情報が、「未送
達」のパケットに対してはダミーパケット構成情報が作成される。
【０２０６】
　ダミーパケット作成部２２３は、ダミーパケット構成情報に基づいて、一時記憶部２１
９に記憶された未送信のデータを用いて転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型のダミーパケットを作成
する。尚、「送達済み」のパケットについては、転送先の無線基地局３１から端末４０に
送信する必要もないため、実データを含むパケットは作成されず、図３８等に示す構成（
枠）がパケット構成情報として作成されるだけである。
【０２０７】
　伝送／転送パケット構成制御部２３４は、パケット構成情報又はダミーパケット構成情
報に基づいて、夫々伝送パケット構成情報又は転送パケット構成情報を作成する。伝送パ
ケット構成情報には、伝送パケットの構成に関する情報や、伝送パケットのＳＮ、データ
長、更にパケット構成情報も含まれる。転送パケット構成情報には、転送パケットである
ことを示す情報や、転送パケットの構成に関する情報（ＳＮ＝３０，３１のダミーパケッ
トで転送パケットが構成される等）や、転送パケットのＳＮ、データ長、更にダミーパケ
ット構成情報も含まれる。
【０２０８】
　転送パケット作成部２２５は、伝送／転送パケット構成制御部２３４で作成された転送
パケット構成情報に基づいて、ダミーパケットを１つ或いは複数にまとめる等することで
、転送パケットを作成する。
【０２０９】
　伝送／転送パケット構成情報作成部２６６は、伝送／転送パケット構成制御部２３４か
らの、伝送パケット構成情報に基づいて伝送パケット構成情報信号を作成し、転送パケッ
ト構成情報に基づいて転送パケット構成情報信号を作成する。
【０２１０】
　伝送パケット構成情報信号と転送パケット構成情報信号はＭＭＥ／ＵＰＥ１１、転送先
無線基地局３１、及び端末４０に伝送等される。伝送パケット情報信号には、送達情報が
含まれるため、「送達済み」を示す情報（送達確認がとれたことを示す情報）はＭＭＥ／
ＵＰＥ１１に伝送される。この場合、この情報を伝送パケット情報信号とは別にＭＭＥ／
ＵＰＥ１１に伝送されてもよい。尚、これらの信号を端末４０に送信する場合には符号化
部２３０等を介して送信される。
【０２１１】
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　一方、転送パケット作成部２２５で作成された転送パケットは、転送制御部２２２から
ハンドオーバ先の転送先無線基地局３１に転送される。伝送及び転送パケット構成情報信
号の転送は、転送パケットの転送に先立って行われる。勿論、転送パケットの転送と同時
に行われてもよい。
【０２１２】
　転送先無線基地局３１は、転送された転送パケットを転送制御部３２０で受信する。ま
た、伝送構成情報と転送構成情報は伝送／転送構成情報抽出部３２５で抽出される。
【０２１３】
　伝送／転送構成情報抽出部３２５で抽出された伝送構成情報と転送構成情報は、転送パ
ケット構成制御部３６６とダミーパケット構成制御部３６７に出力される。転送パケット
構成制御部３６６では、転送構成情報から転送パケット構成情報を抽出し、転送パケット
識別部３６５に出力する。ダミーパケット構成制御部３６７は、転送構成情報からダミー
パケット構成情報を抽出し、ダミーパケット識別部３２２に出力する。
【０２１４】
　転送パケット識別部３６５は、転送パケット構成情報に基づいて、受信したパケットが
転送パケットか否かを識別する。転送パケット構成情報には、転送パケットを示す情報が
含まれるためこれを利用する。
【０２１５】
　また、転送パケット識別部３６５は、転送パケットと識別した場合、転送パケット構成
情報に基づいて、転送パケットをそれよりも小さい単位であるパケットに分割して、各パ
ケットをダミーパケット識別部３２２に出力する。
【０２１６】
　ダミーパケット識別部３２２は、ダミーパケット構成情報に基づいて、パケットがダミ
ーパケットか否かを識別する。ダミーパケット構成情報には、ダミーパケットであること
を示す情報が含まれるためこれを利用する。
【０２１７】
　ダミーパケット識別部３２２は、ダミーパケットを識別したとき、当該ダミーパケット
を、パケット作成部３６８を経由して一時記憶部３１９に記憶させる。或いは、ダミーパ
ケット識別部３２２はダミーパケットを直接一時記憶部３１９に記憶させる。更に、ダミ
ーパケット識別部３２２は、再送制御部３１８に新規送信を示す情報を通知する。
【０２１８】
　パケット作成部３６８では、改めて、ダミーパケットからパケットを作成して、一時記
憶部３１９に記憶する。
【０２１９】
　再送制御部３１８は、新規送信情報に基づいて、スケジューラ部３２８に対し、端末４
０への新規送信を依頼する。スケジューラ部３２８では、下り送信制御情報作成部３７０
に端末４０への送信方法等を示す下り送信制御情報の作成を指示するとともに、一時記憶
部３１９に記憶されたダミーパケットに含まれるデータを読出し、送信パケット作成部３
６９に送信パケットを作成させ、この送信パケットに下り送信制御情報を付加して符号化
部３３１に出力させる。
【０２２０】
　送信パケットは、符号化部３３１で符号化され、変調部３３２で変調され、送信無線部
３３３で周波数周波数に変換して端末４０に送信される。
【０２２１】
　ダミーパケットは、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型の場合、転送元無線基地局２１から端末４
０に送信されなかった「未送信」のデータが含まれるため、無線基地局３１から端末４０
にかかるデータを送信すれば、残留データを端末４０に送信することができる。
【０２２２】
　端末４０は、送信パケットを受信無線部４０９で受信する。送信パケットは、復調部４
１０等を介して復調等され、誤り確認部４３０で誤りの有無が確認される。誤り確認部４
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３０はその結果を再送制御部４３２に通知し、再送制御部４３２は誤りの有無に応じてＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ作成部４３３に「ＡＣＫ」（誤りなし）、「ＮＡＣＫ」（誤りあり）の作
成を指示する。作成された「ＡＣＫ」又は「ＮＡＣＫ」の信号は符号化部４０３等を介し
て、転送先無線基地局３１に送信される。
【０２２３】
　尚、受信した送信パケットは一時記憶部４３１で一時記憶され、誤りなしのとき、端末
４０の上位構成部（例えば、伝送パケット作成部）に伝送される。
【０２２４】
　転送先無線基地局３１は、「ＡＣＫ」又は「ＮＡＣＫ」をＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部３７
１で抽出する。再送制御部３１８は、「ＡＣＫ」を受信（抽出）したとき、送達を確認し
、次のダミーパケットを処理の対象とし、「ＮＡＣＫ」を受信したとき、スケジューラ部
３２８に再送を指示する。以降は、上述の処理を繰り返す。
【０２２５】
　図６４は、本実施例６における処理シーケンスの例を示す図である。簡単に説明すると
、まず、転送元無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ１）２１は、ハンドオーバを検知すると（Ｓ６
０）、端末４０への送信パケットについて「送達済み」であるか、「未送達」であるか、
を確認する（Ｓ６１）。
【０２２６】
　そして、転送元無線基地局２１は、伝送及び転送パケットの構成を検討し（Ｓ６２）、
決定した構成をＭＭＥ／ＵＰＥ１１、転送先無線基地局（Ｎｏｄｅ＿Ｂ２）３１、端末（
ＵＥ１）４０に伝送等する。
【０２２７】
　その後、転送元無線基地局２１は「送達済み」パケットに対する構成を作成し（Ｓ６５
）、送達確認を通知する（Ｓ６６）。
【０２２８】
　また、転送元無線基地局２１は、「未送達」パケットに対してダミーパケットを作成し
（例えば、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型）（Ｓ６７）、ダミーパケットから転送パケットを作
成する（Ｓ６９）。
【０２２９】
　そして、ハンドオーバが実施されると（Ｓ７０）、転送パケットを転送先無線基地局３
１に転送する（Ｓ７２）。
【０２３０】
　転送先無線基地局３１では、ダミーパケットから新規送信対象のパケットを確認して、
当該パケットを送信パケットとして端末４０に新規送信する（Ｓ７４）。
【０２３１】
　このように、本実施例６では、送達済みパケットと未送達のパケットの構成を変更し、
送達確認のとれていない未送達のパケットについてのみ、ハンドオーバ先の無線基地局３
１から端末４０に送信されるため、従来の送達確認済みのパケットを含むパケットの端末
４０への送信と比較して、伝送時間を短くでき、スループットを向上させることができる
。
【実施例７】
【０２３２】
　次に実施例７について説明する。実施例６と同様に下り方向であるが、パケット、転送
パケットを具体的にＭＡＣ　ＰＤＵ、ＲＬＣ　ＰＤＵ、ＲＬＣ　ＳＤＵとする例である。
パケットの種類は「未送達」と「送達済み」の２種類で、ダミーパケットは転送ＭＡＣ　
ＰＤＵ０型を用いる。
【０２３３】
　図４６は全体システムの構成例、図４９は上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１の構成例
、図６５は転送元無線基地局２１の構成例、図６６は転送先無線基地局３１の構成例、図
６７は端末の構成例、図６８は処理シーケンスの例、を夫々示す。
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【０２３４】
　図４６と、図４９は実施例１等で説明したため、説明を省略する。図６５に示すように
転送元無線基地局２１は、実施例６に示す転送元無線基地局２１（図６１）に対して新た
に、ＨＡＲＱ制御部２７０と、ＨＡＲＱ一時記憶部２７１、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２
７２と、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２７
４、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２７５と、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６、
伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７と、ＡＲＱ制御部２７８と、ＡＲＱ一時記憶
部２７９と、ＲＬＣ　ＳＤＵ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）受信部２８０と、ＲＬＣ
ＰＤＵ作成部２８１と、ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２８２と、送信パケット作成部２８３を備
える。
【０２３５】
　図６６に示すように転送先無線基地局３１は、新たに、ＨＡＲＱ制御部３７５、ＨＡＲ
Ｑ一時記憶部３７６と、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３７７と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構
成制御部３７８と、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３７９と、ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部３８
０と、ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部３８１と、ＡＲＱ一時記憶部３８２と、ＡＲＱ制御部３８３
と、ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３８４と、ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部３８５と、ＭＡＣ　ＰＤＵ識
別部３８６、ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部３８７とを備える。
【０２３６】
　図６７に示すように端末４０は、新たに、ＨＡＲＱ一時記憶部４３５と、ＨＡＲＱ制御
部４３６を備える。
【０２３７】
　このように構成されたＥ３Ｇシステムは、以下のように動作する。まず、ＭＭＥ／ＵＰ
Ｅ１１において、実施例６と同様に、ＲＯＨＣ部１２１、暗号化部１２２で暗号化された
データが作成され、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ部１２３でＰＤＣＰ　ＰＤＵが作成されて、送信さ
れる。
【０２３８】
　転送元無線基地局３１は、ＲＬＣ　ＳＤＵ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）受信部２８０で、ＭＭ
Ｅ／ＵＰＥ１１からのＰＤＣＰ　ＰＤＵをＲＬＣ　ＳＤＵとして受信する。
【０２３９】
　ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２８１は、受信したＲＬＣ　ＳＤＵを１つ或いは複数に分割して
ＲＬＣ　ＰＤＵを作成し、各ＲＬＣ　ＰＤＵにヘッダ等を付加してＭＡＣ　ＰＤＵ作成部
２８２に出力する。
【０２４０】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２８２は、ＲＬＣ　ＰＤＵを１つ或いは複数に分割することで、
ＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、作成したＭＡＣ　ＰＤＵをＨＡＲＱ一時記憶部２７１に一時記
憶させる。
【０２４１】
　スケジューラ部２２８により、端末４０に対する送信が許可されると、ＨＡＲＱ一時記
憶部２７１に記憶されたＭＡＣ　ＰＤＵが読み出され、送信パケット作成部２８３にて送
信パケットが作成され、下り送信制御情報作成部２６７で作成された下り送信制御情報と
ともに符号化部２３０等で符号化等され、端末４０に送信される。送信パケットはＨＡＲ
Ｑ一時記憶部２７１で一時記憶される。
【０２４２】
　端末４０は、送信パケットを受信無線部４０９等で受信等され、誤り確認部４３０で誤
りの有無が確認される。その結果は、ＨＡＲＱ制御部４３０に通知され、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ作成部４３３から誤りの有無に応じた信号が出力される。その信号は符号化部４０３等
で符号化等され、転送元無線基地局２１に送信される。
【０２４３】
　転送元無線基地局２１は、受信無線部２１１等で「ＡＣＫ」または「ＮＡＣＫ」信号を
受信等し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ抽出部２６５で抽出され、その結果がＨＡＲＱ制御部２７０
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に通知される。
【０２４４】
　ＨＡＲＱ制御部２７０は、「ＡＣＫ」を受信（抽出）したとき、ＨＡＲＱ一時記憶部２
７１に一時記憶された送信パケットを削除する。一方、ＨＡＲＱ制御部２７０は、「ＮＡ
ＣＫ」を受信したとき、スケジューラ部２２８に再送を指示し、スケジューラ部２２８に
より、ＨＡＲＱ一時記憶部２７１に記憶された送信パケットが端末４０に再送される。
【０２４５】
　この一連の動作中に、転送元無線基地局２１から転送先無線基地局３１にハンドオーバ
が実施された場合を考える。
【０２４６】
　実施例６と同様に、送達確認のとれていない「未送信」や「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵ
があれば、このＭＡＣ　ＰＤＵから構成されるＲＬＣ　ＰＤＵの送達確認はとれず、ＲＬ
Ｃ　ＳＤＵの送達確認もとれない。従って、ＨＡＲＱ一時記憶部２７１には、送達確認の
とれていない「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵや、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵが、残留デ
ータとして記憶される（残っている）。かかる残留データは、ハンドオーバ先の無線基地
局３１に転送し、無線基地局３１から端末４０に送信されるべきデータである。
【０２４７】
　本実施例７でも、実施例６と同様に、転送先無線基地局３１に転送すべきＲＬＣ　ＳＤ
Ｕと、上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送すべきＲＬＣ　ＳＤＵ（実際には送達確
認の情報）とを区別するために、ＲＬＣ　ＰＤＵやＲＬＣ　ＳＤＵの構成を変更する。そ
して、転送元無線基地局２１は、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵについて転送ＭＡＣ　ＰＤ
Ｕ０型のダミーパケットを作成して転送先無線基地局３１に転送する。
【０２４８】
　ハンドオーバ制御部２１６により、端末４０のハンドオーバを検知すると、ＨＡＲＱ制
御部２７０等が以下の動作を実行する。すなわち、ＨＡＲＱ制御部２７０は、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ抽出部２６５からの抽出結果に基づいて、ＨＡＲＱ一時記憶部２７１に記憶された
ＭＡＣ　ＰＤＵ（旧ＭＡＣ　ＰＤＵ）の送達状態を示す情報を作成する。つまり、ＨＡＲ
Ｑ制御部２７０は、「ＡＣＫ」を受信すると「送達済み」、「ＮＡＣＫ」を受信すると「
未送達」の情報を、伝送/転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３に通知する。
【０２４９】
　伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３は、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵで構成
される伝送ＭＡＣ　ＰＤＵと、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵで構成される転送ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵに分けることで、ＲＬＣ　ＰＤＵの構成を変更する。但し、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵは構
成（枠）だけであり、実データは含まれない。下り方向の場合、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵとし
て、ＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送させる必要はないからである。
【０２５０】
　伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３は、変更した構成に関する情報を、「送達
済み」のＭＡＣ　ＰＤＵに対しては伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報として、「未送達」のＭ
ＡＣ　ＰＤＵに対しては転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報として作成する。作成された転送Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵ構成情報は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２７２に出力される。
【０２５１】
　尚、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報には、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵについて変更した構成情報
と、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵに付随する情報（ＳＮ、データ長等）、「送達済み」を示す送達
情報を含む。また、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報には、変更した構成情報と、転送ＭＡＣ
　ＰＤＵに付随する情報（ＳＮ、データ長等）、「未送達」を示す送達情報（更に、「未
送信」か、「再送中」かの情報）を含む。
【０２５２】
　例えば、伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報に含まれる構成情報は、図３７に示すように、Ｓ
Ｎ＝９～１１を「送達済み」ＭＡＣ　ＰＤＵとする情報であり、転送ＭＡＣ　ＰＤＵに含
まれる構成情報は、ＳＮ＝１２～１６を「未送達」ＭＡＣ　ＰＤＵとする情報である。
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【０２５３】
　転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２７２は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成情報に基づいて、ＨＡＲ
Ｑ一時記憶部２７１に記憶された「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵを読み出して、転送（ダミ
ー）ＭＡＣ　ＰＤＵを作成する。ダミーＭＡＣ　ＰＤＵは、例えば、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ
０型である。作成された転送ＭＡＣ　ＰＤＵは、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２７４に出力
する。
【０２５４】
　伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２７５は、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部
２７３からの伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報を作
成し、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報を作成する
。
【０２５５】
　伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報には、伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵであることや
、変更されたＲＬＣ　ＰＤＵの構成に関する情報や、伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵの付随
情報（ＳＮ、データ長等）、伝送又は転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報等を含む。例えば、図
３７の例では、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報として、ＳＮ＝７の伝送ＲＬＣ　ＰＤＵはＳ
Ｎ＝９～１１の「送達済み」ＭＡＣ　ＰＤＵから構成される等の情報である。
【０２５６】
　転送ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２７４は、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２７５から
の転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報から、転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。転送ＲＬＣ　ＰＤ
Ｕは転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６に出力される。
【０２５７】
　伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７は、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部
２７５からの伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報を作
成し、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報を作成する
。
【０２５８】
　伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報には、伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵで構成された
ＲＬＣ　ＳＤＵであることや、変更されたＲＬＣ　ＳＤＵの構成情報や、付随情報（ＲＬ
Ｃ　ＳＤＵのＳＮ、データ長等）、伝送又は転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報も含まれる。変
更されたＲＬＣ　ＳＤＵの構成情報の例としては、例えば図３７に示す例では、ＳＮ＝２
３は送達確認済みの伝送ＲＬＣ　ＳＤＵであり、ＳＮ＝２４は未送達の転送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕである等の情報である。
【０２５９】
　転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６は、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７から
の、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報に基づいて、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する。
【０２６０】
　伝送／転送構成情報作成部２８４は、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７から
の伝送及び転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報に基づいて、伝送及び転送構成情報を作成する。
当該構成情報には、伝送又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報を含み、更に、変更後の構成に
関する情報が含まれる。変更後の構成に関する情報は、例えば、図３７の例で、ＳＮ＝２
４の転送ＲＬＣ　ＳＤＵは、ＳＮ＝８の１つの転送ＲＬＣ　ＰＤＵで構成され、更に、Ｓ
Ｎ＝１２～１６までの５つの転送ＭＡＣ　ＰＤＵで構成されることを示す情報などである
。
【０２６１】
　伝送／転送構成情報作成部２８４は、作成した伝送及び転送構成情報を、ＭＭＥ／ＵＰ
Ｅ１１、転送先無線基地局３１、及び端末４０に伝送等する。変更したＲＬＣ　ＳＤＵ等
の構成を事前に通知するためである。尚、伝送構成情報等を端末４０に送信するときは、
符号化部２３０等を介して送信される。また、伝送構成情報には、送達情報として「送達
済み」を示す情報が含まれているため、これを上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送
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することで、送達確認を上位に伝送することになる。
【０２６２】
　転送制御部２２２は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６からの転送ＲＬＣ　ＳＤＵを転
送先無線基地局３１に転送する。この転送と同時に、伝送及び転送構成情報を伝送等する
ようにしてもよい。上述したように、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵは枠を構成するだけで、ＲＬＣ
　ＳＤＵの転送等は行われない。また、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成するＭＡＣ　ＰＤＵは
転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型である。
【０２６３】
　転送先無線基地局３１では、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを転送制御部３２０で受信し、ＲＬＣ
　ＳＤＵ識別部３８４に出力する。
【０２６４】
　伝送構成情報と転送構成情報は、伝送／転送構成情報抽出部３２５で受信される。これ
らの情報は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３７９と、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部３
７８と、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３７７に出力される。
【０２６５】
　ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部３８４は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部３７９で抽出された転
送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御情報に含まれる転送ＲＬＣ　ＳＤＵであることを示す情報に基
づいて、ＲＬＣ　ＳＤＵが転送ＲＬＣ　ＳＤＵか否かを識別する。ＲＬＣ　ＳＤＵ識別部
３８４は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵのとき、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成情報に基づいて、転送Ｒ
ＬＣ　ＳＤＵを分割して、ＲＬＣ　ＰＤＵを作成し、ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部３８５に出力
する。
【０２６６】
　ＲＬＣ　ＰＤＵ識別部３８５は、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御情報３７８で抽出された
転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御情報（とくに転送ＲＬＣ　ＰＤＵであることを示す情報）に
基づいて、ＲＬＣ　ＰＤＵが転送ＲＬＣ　ＰＤＵかを識別し、転送ＲＬＣ　ＰＤＵの場合
、転送ＲＬＣ　ＰＤＵを分割してＭＡＣ　ＰＤＵを作成し、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６
に出力する。
【０２６７】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３７７で抽出された転
送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、転送ＭＡＣ　ＰＤＵか否かを識別し、転送ＭＡＣ
　ＰＤＵを、ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部３８７を介して、ＨＡＲＱ一時記憶部３７６に一時記
憶させる。また、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵを識別した場合、
新規送信であることを示す新規送信情報をＨＡＲＱ制御部３７５に通知する。
【０２６８】
　ＨＡＲＱ制御部３７５は、スケジューラ部３２８に対して、ＨＡＲＱ一時記憶部３７６
に記憶されたＭＡＣ　ＰＤＵの新規送信を依頼し、スケジューラ部３２８は、１つ或いは
複数のＭＡＣ　ＰＤＵを送信パケットとして、送信パケットを作成して、符号化部３３１
等を介して端末４０に送信するように、ＨＡＲＱ一時記憶部３７６や送信パケット作成部
３６９等を制御する。作成された送信パケットは、ＨＡＲＱ一時記憶部３７６に一時記憶
される。
【０２６９】
　送信パケットは端末４０に送信され、端末４０の誤り確認部４３０において誤りの有無
を確認し、その結果に基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ作成部４３３で作成された「ＡＣＫ」
または「ＮＡＣＫ」信号が転送先無線基地局３１に送信される。
【０２７０】
　転送先無線基地局３１のＨＡＲＱ制御部３７５では、「ＡＣＫ」または「ＮＡＣＫ」に
応じて、送信パケットの再送等を行う。
【０２７１】
　図６８は、本実施例７の処理シーケンスの例を示す図である。まず、転送元無線基地局
２１は、ハンドオーバを検知すると（Ｓ８０）、端末４０に送信した（すべき）ＭＡＣ　
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ＰＤＵが送達済みＭＡＣ　ＰＤＵか、未送達ＭＡＣ　ＰＤＵか、を確認し（Ｓ８１）、伝
送及び転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を検討する（Ｓ８２）。
【０２７２】
　転送元無線基地局２１は、構成情報をＭＭＥ／ＵＰＥ１１や、転送先無線基地局（Ｎｏ
ｄｅ＿Ｂ２）３１、端末（ＵＥ１）４０に伝送等し、送達済みＭＡＣ　ＰＤＵに対して伝
送ＭＡＣ　ＰＤＵ、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ、伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ、夫々の構成を作成して、
送達確認をＭＭＥ／ＵＰＥ１１に伝送する（Ｓ８５～Ｓ８８）。
【０２７３】
　転送元無線基地局２１は、未送達ＭＡＣ　ＰＤＵに対して、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ、転送
ＲＬＣ　ＰＤＵ、転送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する（Ｓ８９～Ｓ９１）。
【０２７４】
　その後、ハンドオーバが実施されると（Ｓ９２）、転送元無線基地局２１は作成した転
送ＲＬＣ　ＳＤＵを転送先無線基地局３１に転送する（Ｓ９４）。転送先無線基地局３１
では、送信対象のＭＡＣ　ＰＤＵを確認し（Ｓ９５）、端末４０に対して新規送信を行う
（Ｓ９６）。
【０２７５】
　このように本実施例７においても、送達確認のなされたＭＡＣ　ＰＤＵを含むＭＡＣ　
ＰＤＵが転送先無線基地局３１から端末４０に送信されることがなく、未送達のＭＡＣ　
ＰＤＵのみ端末４０に送信されるため、伝送時間を短くしてスループットを向上させるこ
とができる。
【実施例８】
【０２７６】
　次に実施例８について説明する。本実施例３と同様に、旧ＲＬＣ　ＳＤＵの枠（構成）
を超えて、複数のＲＬＣ　ＰＤＵから１つの転送又は伝送ＲＬＣ　ＳＤＵを作成する例で
あり、下り方向の例である。
【０２７７】
　図６９及び図７０は、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの例を示す図である。図６９に示すように、
再送中のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１２）と未送信のＭＡＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝１３～１６）
とで、ＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ＝８）が構成され、更に、ＳＮ＝９のＲＬＣ　ＰＤＵで、１
つの転送ＲＬＣ　ＳＤＵ（ＳＮ＝２２）が構成される。２つのＲＬＣ　ＰＤＵから転送Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵが構成れる。勿論、３つ以上のＲＬＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＳＤＵを構成す
るようにしてもよい。
【０２７８】
　図７０に示すように、未送達のＭＡＣ　ＰＤＵについては、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ０型を
用いている。
【０２７９】
　かかる転送ＲＬＣ　ＰＤＵや転送ＲＬＣ　ＳＤＵは、例えば、実施例７における転送Ｒ
ＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６（図６５）において、複数のＲＬＣ　ＰＤＵから転送ＲＬＣ　
ＳＤＵを作成するようにすればよい。このように転送ＲＬＣ　ＳＤＵを構成しても、実施
例８等と同様に実施可能で同様の作用効果を得ることができる。
【実施例９】
【０２８０】
　次に、実施例９について説明する。本実施例９は、「未送達」のＭＡＣ　ＰＤＵを「再
送中」と「未送信」の２つのＭＡＣ　ＰＤＵに分けて転送ＭＡＣ　ＰＤＵを作成して、「
再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵに対してハンドオーバ先の転送先無線基地局３１で再送を継続
する例である。
【０２８１】
　図７１は本実施例８における転送元無線基地局２１の構成例、図７２は転送先無線基地
局３１の構成例、図７３は処理シーケンスの例、を夫々示し、実施例７と同様に、図４６
は全体システムの構成例、図６７は端末４０の構成例を示す。
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【０２８２】
　転送元無線基地局２１と転送先無線基地局３１の構成は、実施例７と略同一である。転
送元無線基地局２１ではＨＡＲＱ制御部２７０から再送情報（再送回数や符号化率、変調
方法等の再送状態を示す情報）が出力される点が追加される。また、転送先無線基地局３
１においても、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３７７で再送情報が抽出されてＨＡＲＱ制
御部３７５に通知される点が追加されている。
【０２８３】
　実施例７から追加された部分について主に説明する。転送元無線基地局２１は、端末４
０に対してＭＡＣ　ＰＤＵ単位の送信パケットを送信しているときに、ハンドオーバが実
施されると、ＨＡＲＱ制御部２７０において端末４０の送達状態が確認される。このとき
、ＨＡＲＱ制御部２７０は、「ＮＡＣＫ」を受信した旧ＭＡＣ　ＰＤＵ（ＨＡＲＱ一時記
憶部２７１に記憶され、ＲＬＣ　ＳＤＵを構成できずに残留したＭＡＣ　ＰＤＵ）につい
ての再送回数や、符号化率等を示す再送情報を伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７
３に通知する。
【０２８４】
　尚、ＨＡＲＱ制御部２７０は、「ＡＣＫ」を受信したときは旧ＭＡＣ　ＰＤＵは「送達
済み」、「ＮＡＣＫ」も「ＡＣＫ」も受信しないとき旧ＭＡＣ　ＰＤＵは「未送信」とす
る、送達情報と未送信情報も伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３に通知する。
【０２８５】
　伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報を作成し
、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２７２に通知する。転送ＭＡＣ　ＰＤＵ作成部２７２は、「
再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵに対して、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型のダミーＭＡＣ　ＰＤＵを
作成する。
【０２８６】
　再送情報は、伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３から、伝送／転送ＲＬＣ　Ｐ
ＤＵ構成制御部２７５、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７を経由して、伝送／
転送構成情報作成部２８４に通知される。再送情報は、各制御部２７３等で作成される転
送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報等に含めて各部２７５等に通知されてもよい。各構成制御部２
７３で、変更した転送ＭＡＣ　ＰＤＵ等の構成が作成され、伝送／転送構成情報作成部２
８４から、伝送構成情報及び転送構成情報として、上位装置であるＭＭＥ／ＵＰＥ１１、
転送先無線基地局３１、端末４０に事前に又は転送ＲＬＣ　ＳＤＵの伝送等と同時に伝送
等される。
【０２８７】
　転送先無線基地局３１は、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６で転送ＭＡＣ　ＰＤＵか否か、
更に、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵか否かを、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部３７７で抽
出した転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、識別する。ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６
は、「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵをＨＡＲＱ一時記憶部３７６に一時記憶するとともに、
転送構成情報から抽出した（或いは別途通知された）再送情報をＨＡＲＱ制御部３７５に
通知する。
【０２８８】
　ＨＡＲＱ制御部３７５は、再送情報に基づいて、ＨＡＲＱ一時記憶部３７６に記憶され
た「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵを端末４０に再送するように、スケジューラ部３２８を制
御する。「再送中」のＭＡＣ　ＰＤＵが端末４０に送信される。
【０２８９】
　尚、ＭＡＣ　ＰＤＵ識別部３８６は、「未送信」のＭＡＣ　ＰＤＵについてもＨＡＲＱ
一時記憶部３７６に記憶させ、ＨＡＲＱ制御部３７５は、「未送信」のＭＡＣ　ＰＤＵを
端末４０に新規送信するように制御する。以降は、実施例７と同様である。
【０２９０】
　図７３は処理シーケンスの例を示す。実施例７から追加された点について説明すると、
転送元無線基地局２１は、旧ＲＬＣ　ＳＤＵや旧ＲＬＣ　ＰＤＵを構成する旧ＭＡＣ　Ｐ
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ＤＵについて、送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵか、再送中のＭＡＣ　ＰＤＵか、未送信のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵか、を確認する（Ｓ１００）。また、転送元無線基地局２１は、再送中のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵに対して、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型のダミーＭＡＣ　ＰＤＵを作成し（Ｓ１０
１）、未送信のＭＡＣ　ＰＤＵに対して転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型のダミーＭＡＣ　ＰＤＵ
を作成する（Ｓ１０２）。
【０２９１】
　転送先無線基地局３１は、再送対象のＭＡＣ　ＰＤＵを確認して（Ｓ９５）、再送中の
ＭＡＣ　ＰＤＵを端末４０に再送する（Ｓ１０３）。
【０２９２】
　このように、本実施例９においても、実施例７と同様に、送達済みのＭＡＣ　ＰＤＵも
含めて端末４０に送信されることはないため、伝送時間を短縮し、スループットを向上さ
せることができる。更に、本実施例９では、「再送中」と「未送信」とを区別し、「再送
中」のＭＡＣ　ＰＤＵについては転送先無線基地局３１から端末４０に再送するようにし
たので、新規に送信する場合と比較して、再送回数を低減できる。
【実施例１０】
【０２９３】
　次に実施例１０について説明する。本実施例１０は、実施例５と同様に並び替えの例で
あり、下り方向についての例である。
【０２９４】
　図４１から図４５は、下り方向における残留データの例、転送ＲＬＣ　ＳＤＵの構成例
等を示す図である。
【０２９５】
　図４１に示すように、ＳＮ＝９，１１，１３の「送達済み」ＭＡＣ　ＰＤＵ、ＳＮ＝１
０，１２の「再送中」ＭＡＣ　ＰＤＵ、ＳＮ＝１４～１６の「未送信」ＭＡＣ　ＰＤＵが
残留データとして記憶されている場合を考える。
【０２９６】
　実施例５と同様に、「送達済み」ＭＡＣ　ＰＤＵをまとめて伝送ＲＬＣ　ＰＤＵ（ＳＮ
＝７）が構成され、「再送中」と「未送信」のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめて転送ＲＬＣ　Ｐ
ＤＵ（ＳＮ＝８）が構成される。そして、伝送ＲＬＣ　ＰＤＵから伝送ＲＬＣ　ＳＤＵ（
ＳＮ＝２３）が構成され、転送ＲＬＣ　ＰＤＵから転送ＲＬＣ　ＳＤＵ（ＳＮ＝２４）が
構成される。
【０２９７】
　このような並び替えは、実施例７の構成から実施できる。すなわち、転送元無線基地局
２１（図６５）の伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成制御部２７３は、ＨＡＲＱ制御部２７０
からの送達情報や未送達情報に基づいて、「送達済み」のＭＡＣ　ＰＤＵをまとめてＳＮ
を並び替えるように伝送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報を作成する。伝送／転送ＭＡＣ　ＰＤＵ
構成制御部２７３は、「未送達」についても同様に転送ＭＡＣ　ＰＤＵ構成情報を作成す
る。
【０２９８】
　そして、伝送／転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成制御部２７５は、伝送及び転送ＭＡＣ　ＰＤＵ
構成情報に基づいて、並び替えられたＭＡＣ　ＰＤＵを１つにまとめて、伝送及び転送Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵの構成を作成して、伝送及び転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報を作成する。転送
ＲＬＣ　ＰＤＵ作成部２７４は、転送ＲＬＣ　ＰＤＵ構成情報に基づいて、並び替えられ
た転送ＲＬＣ　ＰＤＵを作成する。
【０２９９】
　同様にして、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７で伝送及び転送ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ構成情報が作成され、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ作成部２７６で転送ＲＬＣ　ＳＤＵが作成さ
れる。以下は実施例７と同様である。
【０３００】
　図４３は、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型を用いて転送ＲＬＣ　ＳＤＵが構成される例である
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。また、図４４と図４５は、未送達のＭＡＣ　ＰＤＵについて、「再送中」と「未送信」
の２つに分けて、夫々、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ１型、転送ＭＡＣ　ＰＤＵ０型のダミーＭＡ
Ｃ　ＰＤＵを構成した例である。
【０３０１】
　実施例５と同様に、本実施例１０では、伝送及び転送ＲＬＣ　ＰＤＵや、伝送及び転送
ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を少なくすることができ、また、これらの構成情報を削減すること
ができる。それにより、処理時間を短縮し、伝送時間も短くして、スループットの向上を
図ることもできる。
【実施例１１】
【０３０２】
　次に実施例１１について説明する。実施例１や実施例６等では、転送ＲＬＣ　ＳＤＵと
伝送ＲＬＣ　ＳＤＵとに分けて、ＲＬＣ　ＳＤＵの構成を変更するようにした（図２３、
図３７参照）。それに伴い、ＲＣＬ
ＳＤＵのＳＮもそれ以降順次変更することになる。ＲＬＣ　ＰＤＵの場合も同様である。
【０３０３】
　本実施例１１は、旧ＲＬＣ　ＳＤＵのＳＮに対して子番号を用い、変更した構成に順次
子番号を割り振るようにする。図７４及び図７５は、そのように構成したＲＬＣ　ＳＤＵ
の例を示す図である。
【０３０４】
　図７４に示すように、転送ＲＬＣ　ＳＤＵのＳＮは、ＳＮ＝２１～２５としていたもの
を、ＳＮ＝２１－１～２１－５とする。これにより、旧ＲＬＣ　ＳＤＵ以降のＲＬＣ　Ｓ
ＤＵのＤＳＮの変更が必要でなくなり、変更処理を軽減できる。また、変更の範囲を小さ
くでき、メモリ容量も小さくできる。図７５に示すように、同様に、転送ＲＬＣ　ＳＤＵ
に旧ＲＬＣ　ＳＤＵのＳＮを引き継ぐ形で、各転送ＲＬＣ　ＳＤＵに子番号を割り振るこ
とができる。転送ＲＬＣ　ＰＤＵの場合も同様である。
【０３０５】
　かかる番号は、上り方向では、図５２に示す転送元無線基地局２１の伝送／転送ＲＬＣ
　ＰＤＵ構成制御部２５４や、伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２５８で番号の割り
振りが行われ、下り方向では、図６５に示す転送元無線基地局２１の伝送／転送ＲＬＣ　
ＰＤＵ構成制御部２７５や伝送／転送ＲＬＣ　ＳＤＵ構成制御部２７７で行われる。それ
以外は、実施例２や実施例７等と同様のため、全く同様に実施でき、同様の作用効果を奏
する。
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