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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無線基地局配下の第２セル
にハンドオーバするハンドオーバ方法であって、
　前記第１無線基地局が、前記第２無線基地局に対して、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ及びＲＬＣ-Ｐ
ＤＵを生成するために必要な情報を送信する工程と、
　前記第２無線基地局が、前記第１無線基地局に対して、ハンドオーバ指示信号を含むハ
ンドオーバ肯定確認信号を送信する工程と、
　前記第１無線基地局及び前記第２無線基地局が、前記情報に基づいて、前記ハンドオー
バ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して前記移動局に対して送
信する工程とを有することを特徴とするハンドオーバ方法。
【請求項２】
　前記情報は、セキュリティ鍵、ＣＯＵＮＴ値及びＲＬＣシーケンス番号を含むことを特
徴とする請求項１に記載のハンドオーバ方法。
【請求項３】
　第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無線基地局配下の第２セル
にハンドオーバする際に該第２無線基地局として動作することができる無線基地局であっ
て、
　前記第１無線基地局から、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ及びＲＬＣ-ＰＤＵを生成するために必要な
情報を取得するように構成されている受信部と、
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　前記情報に基づいて、ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤ
Ｕを生成して前記移動局に対して送信するように構成されている送信部とを具備している
ことを特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　前記情報は、セキュリティ鍵、ＣＯＵＮＴ値及びＲＬＣシーケンス番号を含むことを特
徴とする請求項３に記載の無線基地局。
【請求項５】
　第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無線基地局配下の第２セル
にハンドオーバする際に行われる移動通信方法であって、
　前記第２無線基地局が、前記第１無線基地局に対して、ハンドオーバ指示信号を含むハ
ンドオーバ肯定確認信号を送信する工程と、
　前記第１無線基地局が、前記ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬ
Ｃ-ＰＤＵを生成して前記第２無線基地局に対して送信する工程と、
　前記第１無線基地局及び前記第２無線基地局が、前記移動局に対して、前記ハンドオー
バ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信する工程とを有することを
特徴とするハンドオーバ方法。
【請求項６】
　第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無線基地局配下の第２セル
にハンドオーバする際に該第１無線基地局として動作することができる無線基地局であっ
て、
　前記第２無線基地局から、ハンドオーバ指示信号を含むハンドオーバ肯定確認信号を取
得するように構成されている受信部と、
　前記ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して前記
第２無線基地局に対して送信するように構成されている送信部とを具備しており、
　前記送信部は、前記移動局に対して、前記ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤ
Ｕを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドオーバ方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式において、「ＲＲＣ_Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｅｄ状態」の移動局ＵＥがセル境界を跨いで移動する際には、移動局ＵＥに常に
適切なセルで通信を行わせるために、ハンドオーバ手順が行われるように構成されている
。
【０００３】
　しかしながら、同一周波数のセル間においてハンドオーバ手順が行われる場合には、移
動局ＵＥは、周辺セルからの干渉によって、ハンドオーバ元セルにおいて「ＨＯ　ｃｏｍ
ｍａｎｄ」を受信することができずに、かかるハンドオーバ手順が失敗してしまうことが
懸念されている（図５（ａ）参照）。
【０００４】
　そこで、図５（ｂ）に示すように、ハンドオーバ元セルだけではなくハンドオーバ先セ
ルからも「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信することで、移動局ＵＥが「ＨＯ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ」を受信する確率を高めてハンドオーバ手順の失敗を抑制する制御（ＲＲＣ　ｄｉｖ
ｅｒｓｉｔｙ）が提案されている（非特許文献１参照）。
【０００５】
　ここで、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」は、下りリンクにおけるＣｏＭＰ送受信（Ｃ
ｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ-Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ/ｒｅｃｅｐ
ｔｉｏｎ、マルチポイント協調送受信）によって実現することができる。
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【０００６】
　なお、下りリンクにおけるＣｏＭＰ送受信は、複数のＴＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｐｏｉｎｔ）から移動局ＵＥに対して、同一或いは異なるデータを送信することで、下
りリンクにおけるスループットを向上させる技術である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書Ｒ２-１３１２１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現状、下りリンクにおけるＣｏＭＰ送受信は、同一の無線基地局ｅＮＢ配下のセルでの
み実現可能である。
【０００９】
　したがって、図６に示すように、異なる無線基地局ｅＮＢ配下のセル間におけるハンド
オーバ手順では、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができないという問題
点があった。
【００１０】
　また、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）レイヤでは、ＣＯＵＮＴ値（ＰＤＣＰ-ＳＮ）を用いた「Ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ」及び
「Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ」が行われているため、上述の異なる無線
基地局ｅＮＢのそれぞれが、移動局ＵＥに対して、全く同じＰＤＣＰ-ＰＣＵを送信しな
ければならない。
【００１１】
　さらに、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤでは、ＲＬＣ-ＳＮ
に従って順序制御が行われているため、上述の異なる無線基地局ｅＮＢのそれぞれが、移
動局ＵＥに対して、全く同じＲＬＣ-ＰＣＵを送信しなければならない。
【００１２】
　しかしながら、従来のＬＴＥ方式では、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現するに
際して、かかるＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情を考慮していないため、異
なる無線基地局ｅＮＢ配下のセル間におけるハンドオーバ手順において「ＲＲＣ　ｄｉｖ
ｅｒｓｉｔｙ」を実現することができないという問題点があった。
【００１３】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、異なる無線基地局ｅＮＢ
配下のセル間におけるハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにお
ける事情を考慮して、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することを可能とするハン
ドオーバ方法及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無
線基地局配下の第２セルにハンドオーバするハンドオーバ方法であって、前記第１無線基
地局が、前記第２無線基地局に対して、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ及びＲＬＣ-ＰＤＵを生成するた
めに必要な情報を送信する工程と、前記第２無線基地局が、前記第１無線基地局に対して
、ハンドオーバ指示信号を含むハンドオーバ肯定確認信号を送信する工程と、前記第１無
線基地局及び前記第２無線基地局が、前記情報に基づいて、前記ハンドオーバ指示信号を
含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して、前記移動局に対して送信する工程
とを有することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第２の特徴は、第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無
線基地局配下の第２セルにハンドオーバする際に該第２無線基地局として動作することが
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できる無線基地局であって、前記第１無線基地局から、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ及びＲＬＣ-ＰＤ
Ｕを生成するために必要な情報を取得するように構成されている受信部と、前記情報に基
づいて、前記ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成し
て、前記移動局に対して送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨と
する。
【００１６】
　本発明の第３の特徴は、第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無
線基地局配下の第２セルにハンドオーバする際に行われる移動通信方法であって、前記第
２無線基地局が、前記第１無線基地局に対して、ハンドオーバ指示信号を含むハンドオー
バ肯定確認信号を送信する工程と、前記第１無線基地局が、前記ハンドオーバ指示信号を
含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して前記第２無線基地局に対して送信す
る工程と、前記第１無線基地局及び前記第２無線基地局が、前記移動局に対して、前記ハ
ンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信する工程とを有す
ることを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第４の特徴は、第１無線基地局配下の第１セルに接続している移動局が第２無
線基地局配下の第２セルにハンドオーバする際に該第１無線基地局として動作することが
できる無線基地局であって、前記第２無線基地局から、ハンドオーバ指示信号を含むハン
ドオーバ肯定確認信号を取得するように構成されている受信部と、前記ハンドオーバ指示
信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して前記第２無線基地局に対して
送信するように構成されている送信部とを具備しており、前記送信部は、前記移動局に対
して、、前記ハンドオーバ指示信号を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信す
るように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明によれば、異なる無線基地局ｅＮＢ配下のセル間における
ハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情を考慮して、
「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することを可能とするハンドオーバ方法及び無線
基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成を説明するための図
である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０の機能ブロ
ック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を説明するための図である。
【図５】従来技術を説明するための図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、セル＃１を管理する無線基
地局ｅＮＢ＃１と、セル＃１０を管理する無線基地局ｅＮＢ＃１０とを具備している。
【００２２】
　セル＃１のカバーエリア及びセル＃１０のカバーエリアは、少なくとも一部で地理的に
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重複するように構成されている。ここで、セル＃１及びセル＃１０は、同一周波数のセル
である。
【００２３】
　例えば、セル＃１は、マクロセル（Ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）であり、セル＃１０は、フ
ァントムセル（Ｐｈａｎｔｏｍ　ｃｅｌｌ）等のスモールセル（Ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）
であってもよい。
【００２４】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにおけるＣｏＭＰは、無線
基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１と無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０との間にお
いても実現され得るように構成されている。
【００２５】
　なお、本実施形態では、セル＃１に接続している移動局ＵＥがセル＃１０にハンドオー
バすることを想定して説明を行うこととする。
【００２６】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ、具体的には、本実施形態に係
る無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０は、送信部１１と、受信部１２とを具備している
。
【００２７】
　無線基地局ｅＮＢ＃１における送信部１１は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０
に対して各種信号を送信するように構成されており、無線基地局ｅＮＢ＃１における受信
部１２は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０から各種信号を受信するように構成さ
れている。
【００２８】
　一方、無線基地局ｅＮＢ＃１０における送信部１１は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１に対して各種信号を送信するように構成されており、無線基地局ｅＮＢ＃１０にお
ける受信部１２は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ＃１から各種信号を受信するように
構成されている。
【００２９】
　例えば、移動局ＵＥのセル＃１からセル＃１０へのハンドオーバ手順において、無線基
地局ｅＮＢ＃１における送信部１１は、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、ＰＤＣＰ-Ｐ
ＤＵ及びＲＬＣ-ＰＤＵを生成するために必要な情報（以下、ＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報）を送
信するように構成されている。
【００３０】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１における送信部１１は、上述のハンドオーバ手順におい
て、無線基地局ｅＮＢ＃１０における送信部１１によって「ＨＯ　ａｃｋ」が送信される
前のタイミングで、上述のＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報を送信するように構成されている。
【００３１】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１０における送信部１１は、上述のハンドオーバ手順におい
て、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ」
を送信するように構成されている。
【００３２】
　さらに、無線基地局ｅＮＢ＃１における送信部１１は、上述のハンドオーバ手順におい
て、上述のＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報に基づいて、無線基地局ｅＮＢ＃１０から受信した「Ｈ
Ｏ　ａｃｋ」に含まれる「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-
ＰＣＵを生成して移動局ＵＥに対して送信するように構成されている。
【００３３】
　同様に、無線基地局ｅＮＢ＃１における送信部１１は、上述のハンドオーバ手順におい
て、上述のＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報に基づいて、上述の「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰ
ＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵを生成して移動局ＵＥに対して送信するように構成さ
れている。
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【００３４】
　以下、図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
具体的には、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥがセル＃１からセ
ル＃１０にハンドオーバする際の動作について説明する。
【００３５】
　図３に示すように、ステップＳ１００１において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、無線基地
局ｅＮＢ＃１０に対して、ＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報を送信する。
【００３６】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、無線基地局ｅＮＢ＃１に対
して、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ」を送信する。
【００３７】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、上述のＰＤＣＰ/ＲＬＣ情
報に基づいて、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して送信した「ＨＯ　ａｃｋ」に含まれる「Ｈ
Ｏ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵを生成して移動局ＵＥ
に対して送信する。
【００３８】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、上述のＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報
に基づいて、無線基地局ｅＮＢ＃１０から受信した「ＨＯ　ａｃｋ」に含まれる「ＨＯ　
ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵを生成して移動局ＵＥに対
して送信する。
【００３９】
　その結果、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む
ＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「Ｈ
Ｏ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く同一のものに
なるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１０間における
ハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情を考慮して、
「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができる。
【００４０】
（変更例１）
　以下、図４を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００４１】
　無線基地局ｅＮＢ＃１の送信部１１は、無線基地局ｅＮＢ＃１から受信した「ＨＯ　ｃ
ｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して無線基地局ｅＮＢ
＃１０に対して送信するように構成されている。
【００４２】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１０の送信部１１は、移動局ＵＥに対して、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１から受信した「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤ
Ｕを送信するように構成されている。
【００４３】
　以下、図４を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
具体的には、本変更例１に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥがセル＃１からセ
ル＃１０にハンドオーバする際の動作について説明する。
【００４４】
　図４に示すように、ステップＳ２００１において、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、無線基
地局ｅＮＢ＃１に対して、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ」を送信する
。
【００４５】
　ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、かかる「ＨＯ　ａｃｋ」に含
まれる「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して
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無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して送信する。
【００４６】
　ステップＳ２００３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、「ＨＯ
　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信する。
【００４７】
　ステップＳ２００４において、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、移動局ＵＥに対して、無線
基地局ｅＮＢ＃１から受信したＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲ
ＬＣ-ＰＤＵを送信する。
【００４８】
　その結果、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む
ＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「Ｈ
Ｏ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く同一のものに
なるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１０間における
ハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情を考慮して、
「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができる。
【００４９】
　なお、ＲＬＣレイヤにおいて、ＲＬＣ-ＰＤＵは、セルの無線品質（すなわち、セルの
無線品質から算出されるトランスポートブロックサイズ）に基づいて生成されるが、無線
基地局ｅＮＢ＃１は、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-Ｐ
ＤＵを生成する際に、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０の無線品質を推定してＲ
ＬＣ-ＰＤＵを生成してもよい。
【００５０】
　さらに、このとき、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０の無線品質が、無線基地
局ｅＮＢ＃１によって推定されたものよりも悪い場合（すなわち、実際のトランスポート
ブロックサイズが小さい場合）には、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、かかるＲＬＣ-ＰＤＵ
を再セグメント化（ｒｅ-ｓｅｇｍｅｎｔ）してもよい。
【００５１】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００５２】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１（第１無線基地局）配下のセル＃１
（第１セル）に接続している移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１０（第２無線基地局）配
下のセル＃１０（第２セル）にハンドオーバするハンドオーバ方法であって、無線基地局
ｅＮＢ＃１が、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、ＰＤＣＰ-ＰＤＵ及びＲＬＣ-ＰＤＵを
生成するために必要なＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１０
が、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ（
ハンドオーバ肯定確認信号）」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基地局
ｅＮＢ＃１０が、かかるＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報に基づいて、上述の「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎ
ｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して移動局ＵＥに対して送信する
工程とを有することを要旨とする。
【００５３】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎ
ｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０によって生
成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く
同一のものになるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１
０間におけるハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情
を考慮して、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができる。
【００５４】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１に接続している移動
局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０にハンドオーバする際に無線基地局ｅ
ＮＢ＃１０として動作することができる無線基地局ｅＮＢであって、無線基地局ｅＮＢ＃
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１から、ＰＤＣＰ/ＲＬＣ情報を取得するように構成されている受信部１２と、かかるＰ
ＤＣＰ/ＲＬＣ情報に基づいて、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含む
ＲＬＣ-ＰＤＵを生成して移動局ＵＥに対して送信するように構成されている送信部１１
とを具備することを要旨とする。
【００５５】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎ
ｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０によって生
成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く
同一のものになるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１
０間におけるハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情
を考慮して、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができる。
【００５６】
　本実施形態の第１及び第２の特徴において、上述の情報は、セキュリティ鍵、ＣＯＵＮ
Ｔ値及びＲＬＣ-ＳＮ（ＲＬＣシーケンス番号）を含んでいてもよい。
【００５７】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基地局ｅＮＢ＃１０は、同一のセ
キュリティ鍵、ＣＯＵＮＴ値及びＲＬＣ-ＳＮを用いることができ、同一の「ＨＯ　ｃｏ
ｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵを生成することができる。
【００５８】
　本実施形態の第３の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１に接続している移動
局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０にハンドオーバする際に行われる移動
通信方法であって、無線基地局ｅＮＢ＃１０が、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、「ＨＯ
　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１が
、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを生成して無線
基地局ｅＮＢ＃１０に対して送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１及び無線基地局ｅＮ
Ｂ＃１０が、移動局ＵＥに対して、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを
含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信する工程とを有することを要旨とする。
【００５９】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎ
ｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０によって生
成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く
同一のものになるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１
０間におけるハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情
を考慮して、「ＲＲＣ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」を実現することができる。
【００６０】
　本実施形態の第４の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃１に接続している移動
局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１０にハンドオーバする際に無線基地局ｅ
ＮＢ＃１として動作することができる無線基地局ｅＮＢであって、無線基地局ｅＮＢ＃１
０から、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む「ＨＯ　ａｃｋ」を取得するように構成されて
いる受信部１２と、「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤ
Ｕを生成して無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して送信するように構成されている送信部１１
とを具備しており、送信部１１は、移動局ＵＥに対して、ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含む
ＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＤＵを送信するように構成されていることを要旨とする
。
【００６１】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１によって生成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎ
ｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵ及び無線基地局ｅＮＢ＃１０によって生
成される「ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ」を含むＰＤＣＰ-ＰＤＵを含むＲＬＣ-ＰＣＵは、全く
同一のものになるため、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０配下のセル＃１/＃１
０間におけるハンドオーバ手順において、ＰＤＣＰレイヤ及びＲＬＣレイヤにおける事情
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【００６２】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０の動作は、ハードウェ
アによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール
によって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００６３】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００６４】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０内に設けられていても
よい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移
動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０内に設けられていてもよい。
【００６５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００６６】
ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃１０…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…送信部
１２…受信部
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