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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パ
ケットを破棄する方法であって、
　ＰＤＣＰエンティティが、上位レイヤ・エンティティから、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ（ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）の受信の後にタイマーを起動することと、
　前記ＰＤＣＰエンティティが、ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）エン
ティティに、対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を送
信することと、
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記タイマーの有効期限が切れたときに、前記ＰＤＣＰ
　ＳＤＵを破棄することと、
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記破棄の表示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を前記ＲＬＣ
エンティティに送ることと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）レイヤ・エンティティから、前記タイマーに関する閾値を受信することをさらに備え
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記タイマーの前記閾値は、ＲＢ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）に基づいて構成される
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ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、ＰＤＣＰのステータス・リポートを受信することをさら
に備え、
　前記ＰＤＣＰのステータス・リポートは、少なくとも１つのＰＤＣＰのＰＤＵのうちの
受信するＰＤＣＰによって受信の確認となる
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記ＰＤＣＰのステータス・リポートにおいて確認され
た前記少なくとも１つのＰＤＣＰ　ＰＤＵを破棄することをさらに備える請求項４に記載
の方法。
【請求項６】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵを生成することをさらに
備え、
　前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵを生成することは、
　　前記ＰＤＣＰエンティティが、シーケンス・ナンバー（ＳＮ）を前記ＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕに割り当てることと、
　　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵのヘッダー圧縮を実行すること
と
　を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＬＣエンティティが、前記ＰＤＣＰエンティティからの前記破棄の表示を受信す
ることに基づいて、前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵに関係付けられたＲＬＣ　ＳＤＵを破
棄することをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）であって、
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エ
ンティティが、
　　上位レイヤ・エンティティから、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕ
ｎｉｔ）の受信後にタイマーを起動し、
　　ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティに、対応するＰＤＣ
Ｐ　ＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を送信し、
　　前記タイマーの有効期限が切れたときに、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄し、
　　前記ＲＬＣエンティティに前記破棄の表示を送信する、
　ように構成されている
　ことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）レイヤ・エンティティから、前記タイマーに関する閾値を受信するようにさらに構成
されることを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記タイマーの前記閾値は、ＲＢ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）に基づいて構成される
ことを特徴とする請求項９に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、ＰＤＣＰのステータス・リポートを受信するようにさら
に構成され、
　前記ＰＤＣＰのステータス・リポートは、少なくとも１つのＰＤＣＰ　ＰＤＵのうちの
受信するＰＤＣＰによって受信の確認となる
　ことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
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　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記ＰＤＣＰのステータス・リポートにおいて確認され
た前記少なくとも１つのＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄することを特徴とする請求項１１に記載
のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵを生成するようにさらに
構成され、
　前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵを生成することは、
　　前記ＰＤＣＰエンティティが、シーケンス・ナンバー（ＳＮ）を前記ＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕに割り当てることと、
　　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵのヘッダー圧縮を実行すること
と
　を備える
　ことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記ＲＬＣエンティティをさらに備え、
　前記ＲＬＣエンティティが、前記ＰＤＣＰエンティティからの前記破棄の表示を受信す
ることに基づいて、前記対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵに関係付けられたＲＬＣ　ＳＤＵを破
棄するように構成される
　ことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記上位レイヤ・エンティティから受信した、ユーザー
データを含む各ＰＤＣＰ　ＳＤＵに対して、個別のタイマーを起動するようにさらに構成
されることを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記ＰＤＣＰエンティティが、前記上位レイヤ・エンティティから受信した、ユーザー
データを含む各ＰＤＣＰ　ＳＤＵに対して、個別のタイマーを起動するようにさらに構成
されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）は、改善されたスペクトル効率、減らされた待ち時間、より高速のユーザ経験、な
らびにより豊かなアプリケーションおよびサービスをより低いコストで提供するために、
新しいテクノロジ、新しいネットワークアーキテクチャおよび構成、ならびに新しいアプ
リケーションおよびサービスを無線セルラネットワークに持ち込むために、ＬＴＥ（ｌｏ
ｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）プログラムを開始した。
【０００３】
　ＬＴＥアーキテクチャプロトコルは、複数のレイヤを含む。図１は、ＬＴＥアーキテク
チャのユーザプレーン（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）プロトコルスタックを示す図である。レ
イヤ１は、物理レイヤ（ＰＨＹ）を指す。ＰＨＹは、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップ
リンク（ＵＬ）のトランスポーテーションチャネルなどのトランスポーテーションチャネ
ルによって、より上位のレイヤへの情報転送サービスを提供する。レイヤ２は、３つのサ
ブレイヤすなわち、ＭＡＣ（メディアアクセス制御）、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ）、およびＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に分割される。ＰＤＣＰサブレイヤの上のレイヤ３には、制御プレ
ーン内のＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤがあり、ユー
ザプレーン内のネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰ（インターネットプロトコル））が
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ある。
【０００４】
　ＲＬＣサブレイヤは、３タイプのデータ伝送モードすなわち、ＡＭ（Ａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅ　Ｍｏｄｅ）、ＵＭ（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ）、およびＴＭ（
Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍｏｄｅ）をサポートする。ＲＬＣサブレイヤは、ＳＤＵ（Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）およびＰＤＵ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ
）のセグメント化をもサポートする。ＲＬＣエンティティは、ＲＬＣ　ＳＤＵをそのＲＬ
Ｃ　ＳＤＵに対応する１つまたは複数のＲＬＣ　ＰＤＵにセグメント化することができる
。用語法ＳＤＵおよびＰＤＵは、レイヤビューに応じて交換可能に使用される。ＳＤＵは
、交換されるパケットすなわち、送信デバイス内の上位レイヤから受け取られ、または受
信デバイス内の上位レイヤに渡されるパケットである。ＰＤＵは、あるレイヤによって生
成され、送信デバイス内の下位レイヤに渡されるパケット、または受信デバイス内の下位
レイヤから受け取られるパケットである。したがって、ＰＤＣＰ　ＰＤＵは、ＲＬＣ　Ｓ
ＤＵである。同様に、ＲＬＣ　ＰＤＵはＭＡＣ　ＳＤＵである、などである。したがって
、あるパケットが「ＰＤＵ」または「ＳＤＵ」のどちらで呼ばれるかの用語法は、検討さ
れているレイヤの観点に依存する。通常、各レイヤは、ヘッダの形で、ＳＤＵデータに情
報を追加して、ＰＤＵを生成する。ＲＬＣサブレイヤによって提供される主なサービスお
よび機能は、次のとおりである。
【０００５】
　１．ＡＭ、ＵＭ、およびＴＭをサポートする上位レイヤＰＤＵの転送。
　２．アップリンクでのハンドオーバ時を除く上位レイヤＰＤＵのインシーケンス送達。
　３．重複検出。
　４．パディングの必要がない、動的ＰＤＵサイズのセグメント化。
　５．再送信される必要があるＰＤＵの再セグメント化。
　６．誤り訂正。
　７．プロトコルエラーの検出および回復
　８．リセット
　９．ＳＤＵ破棄。
【０００６】
　ＰＤＣＰサブレイヤは、ユーザプレーン（Ｕプレーン）パケットデータおよび制御プレ
ーン（Ｃプレーン）ＲＲＣメッセージについて、サービスアクセスポイント（ＳＡＰ）を
介してＰＤＣＰ　ＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）サービスを提供する。
ＰＤＣＰは、次のＰＤＣＰ機能またはＰＤＣＰプロシージャの責任を負う。
【０００７】
　１．ＲＯＨＣ（ｒｏｂｕｓｔ　ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）のみを有する
ヘッダの圧縮および圧縮解除、
　２．ユーザデータの転送　－　ユーザデータの送信は、ＰＤＣＰが上位レイヤ（たとえ
ば、ネットワークまたはＩＰレイヤ）からＰＤＣＰ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ
　ｕｎｉｔ）を受け取り、これをＲＬＣレイヤに転送することを意味し、逆も同様である
、
　３．少なくともｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）間モビリティ中のダウンリン
クＲＬＣ　ＳＤＵのリオーダリング、
　４．アップリンクでのハンドオーバ（ＨＯ）時の上位レイヤＰＤＵ（ｐａｃｋｅｔ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）のインシーケンス送達、
　５．下位レイヤＳＤＵの重複検出、ならびに
　６．ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化（ＮＡＳシグナリング）
。
【０００８】
　送信ＰＤＣＰエンティティは、次のＰＤＣＰプロシージャまたはＰＤＣＰ機能を実行す
る。
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【０００９】
　１．ＲＢ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）ごとの基礎でシーケンス番号（ＳＮ）を上位レ
イヤＰＤＵ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ）に割り当てる。ＲＯＨＣフィードバックパケ
ットなどのＰＤＣＰサブレイヤ内で内部的に生成されるパケットは、ＳＮを割り当てられ
ない。ＳＮは、ハンドオーバ中に継続される（すなわち、ＳＮは、ｅＮＢの間で転送され
る（構成されている場合に））。
　２．ＲＯＨＣヘッダ圧縮を実行する。ユーザプレーントラフィックのみに関して。ＲＯ
ＨＣ－ＴＣＰおよびＲＯＨＣ　ＲＴＰ（ｒｅａｌ　ｔｉｍｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／ＵＤ
Ｐ（ユーザデータグラムプロトコル）／ＩＰ（インターネットプロトコル）がサポートさ
れる。
　３．保全性保護を実行する。制御プレーントラフィックのみに関して。ＰＤＣＰサブレ
イヤによって割り当てられたＳＤＵ　ＳＮを利用する。保全性保護は、暗号化の前または
後に実行することができる。ＲＯＨＣフィードバックパケットなどのＰＤＣＰサブレイヤ
内で内部的に生成されるパケットは、保全性保護されない。
　４．暗号化を実行する。ＰＤＣＰサブレイヤによって割り当てられたＳＤＵ　ＳＮを利
用する。ＲＯＨＣフィードバックパケットなどのＰＤＣＰサブレイヤ内で内部的に生成さ
れるパケットは、暗号化されない。
　５．ＰＤＣＰヘッダをアタッチし、ＰＤＣＰ　ＰＤＵを下のＲＬＣエンティティに送る
。
【００１０】
　ＰＤＣＰ　ＰＤＵが受信される時に、受信ＰＤＣＰエンティティは、次のＰＤＣＰプロ
シージャまたはＰＤＣＰ機能を実行する。
【００１１】
　１．ＰＤＵが制御またはデータのどちらであるかをチェックし、正しい機能に転送する
。たとえば、ＲＯＨＣフィードバックパケットは、ＲＯＨＣ機能に送られる。
　２．暗号化解除を実行する。ＰＤＣＰサブレイヤによって割り当てられたＳＤＵ　ＳＮ
を、順序はずれ受信を処理できる「ＨＦＮ（ｈｙｐｅｒ　ｆｒａｍｅ　ｎｕｍｂｅｒ）送
達機能」を使用して計算されるＨＦＮと一緒に利用する。
　３．保全性についてチェックする。制御プレーントラフィックのみに関して。保全性チ
ェックは、暗号化の前または後に実行することができる。
　４．ＲＯＨＣヘッダ圧縮解除を実行する。ユーザプレーントラフィックのみに関して。
　５．ＰＤＣＰサブレイヤによって割り当てられたＳＤＵ　ＳＮを利用することによって
重複検出を実行する。
　６．リオーダリングを実行する。ＰＤＣＰサブレイヤによって割り当てられたＳＤＵ　
ＳＮを利用する。
　７．ＰＤＣＰ　ＳＤＵをインシーケンスで上位レイヤに送達する。
【００１２】
　ＰＤＣＰサブレイヤは、ＲＬＣサブレイヤとｅＮＢとの間でデータを転送する。ｅＮＢ
間ハンドオーバ中に、ソースｅＮＢは、すべてのダウンリンクＰＤＣＰ　ＳＤＵをＷＴＲ
Ｕ（無線送受信ユニット）によって肯定応答されていないそのＳＮと共にターゲットｅＮ
Ｂに転送する。ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢによって転送されたすべてのダウンリ
ンクＰＤＣＰ　ＳＤＵを再送信し、優先順位を付ける。
【００１３】
　ｅＮＢ間ハンドオーバ中に、ソースｅＮＢは、成功してインシーケンスで受信されたア
ップリンクＰＤＣＰ　ＳＤＵをもＳＡＥ（ｓｙｓｔｅｍ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）サービングゲートウェイに転送し、アウトオブシーケンスで受信され
たアップリンクＰＤＣＰ　ＳＤＵをそのＳＮと共にターゲットｅＮＢに転送する。ＷＴＲ
Ｕは、ソースｅＮＢによって成功しては受信されなかったアップリンクＰＤＣＰ　ＳＤＵ
を再送信する。
【００１４】
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　ＰＤＣＰサブレイヤは、すべての受信されないＳＤＵを（再）送信できるように（たと
えば、ハンドオーバ状況中に）ＰＤＣＰ　ＳＤＵをバッファリングする。アップリンクで
は、ＷＴＲＵ内の送信ＰＤＣＰエンティティは、たとえばターゲットｅＮＢから受信され
るＰＤＣＰステータスレポートによって肯定応答されなかったＳＤＵを再送信する。ダウ
ンリンクでは、ソースｅＮＢ内の送信ＰＤＣＰエンティティは、肯定応答されなかったＳ
ＤＵをターゲットｅＮＢに転送し、ターゲットｅＮＢは、たとえばＷＴＲＵから受信され
るＰＤＣＰステータスレポートによって肯定応答されなかったＳＤＵを（再）送信する。
【００１５】
　ＰＤＣＰステータスレポート。ＰＤＣＰステータスレポートは、ハンドオーバ時に欠け
ているまたは肯定応答されたＰＤＣＰ　ＳＤＵ（またはＰＤＵ）に関する情報を伝えるの
に使用される。ステータスレポートは、受信ＰＤＣＰエンティティから送信ＰＤＣＰエン
ティティに送信される。ＰＤＣＰステータスレポートの目的は、ハンドオーバなどのイベ
ント時にどのＰＤＣＰ　ＳＤＵ（またはＰＤＵ）を再送信する必要があるのかを識別する
ことである。
【００１６】
　プリミティブは、デバイス内のレイヤの間で交換されるシグナルまたは表示である。Ｐ
ＤＣＰと上位レイヤとの間のプリミティブ。ＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）の諸リリース（Ｒｅｌｅａｓ
ｅ　６まで）では、ＰＤＣＰ－ＤＡＴＡプリミティブは、２つのプリミティブだけを許容
し、これは、ＰＣＤＰ－ＤＡＴＡ－ＲｅｑおよびＰＤＣＰ－ＤＡＴＡ－Ｉｎｄである。こ
の２つのプリミティブの機能は、次のとおりである。
【００１７】
　ＰＤＣＰ－ＤＡＴＡ－Ｒｅｑは、上位レイヤＰＤＵの送信を要求するために上位ユーザ
プレーンプロトコルレイヤによって使用される。
【００１８】
　ＰＤＣＰ－ＤＡＴＡ－Ｉｎｄは、受信されたＰＤＣＰ　ＳＤＵを上位ユーザプレーンプ
ロトコルレイヤに送達するのに使用される。
【００１９】
　ＲＬＣサブレイヤは、それ自体の送信バッファ（すなわち、ＲＬＣ送信エンティティ内
に）をも有する。これは、レイヤ２に、一方はＰＤＣＰサブレイヤ、他方はＲＬＣサブレ
イヤに、少なくとも２つの送信バッファがあることを意味する。ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄は、
ＳＤＵ破棄を開始するトリガがＳＤＵ破棄タイマ満了を含むことを指定する標準規格で指
定された機能の１つである。
【００２０】
　ＰＤＣＰサブレイヤは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを再送信できるようになるために（たとえば
、ハンドオーバシナリオ中に）、ＰＤＣＰ　ＳＤＵをバッファリングするので、これは、
送信ＰＤＣＰエンティティでのバッファの必要を要する。このバッファは、未処理のＰＤ
ＣＰ　ＳＤＵを格納するのに使用することができ、または、部分的に処理されたＰＤＣＰ
　ＳＤＵ（たとえば、シーケンス番号付け、ヘッダ圧縮、暗号化、保全性保護というプロ
セス／機能のうちの１つまたは複数を適用した後）を格納できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　送信ＰＤＣＰエンティティでのＰＤＣＰ　ＳＤＵのバッファリングは、送信ＰＤＣＰバ
ッファからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの破棄（すなわち、ＰＤＣＰバッファからＳＤＵを空にす
ること）につながるトリガ／イベントの判定などの新しい課題を導入する。ＰＤＣＰ送信
バッファオーバーフローを回避する必要もある。さらに、データのスケジューリングに長
い遅延がある時など、いくつかの場合に、いくつかのＰＤＣＰ　ＳＤＵが、その待ち時間
が既にそのＱｏＳ（サービス品質）プロファイルによって許容される最大値を超えている
ので、送信には古いか役に立たなくなる可能性がある。



(7) JP 5190514 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【００２２】
　さらに、送信ＲＬＣエンティティは、それ自体のバッファを有し、タイマベースのＳＤ
Ｕ破棄を実施するので、総合的な送信レイヤ２エンティティを、ＰＤＣＰとＲＬＣとの間
の破棄動作を最適化／調整することと、ＲＬＣリセットプロシージャまたはＲＬＣ再確立
プロシージャを機能強化することとによって、最適化することができる。したがって、高
度な高速無線通信デバイスに適用可能であり、ＰＤＣＰサブレイヤとＲＬＣサブレイヤと
の両方を対象とする改善されたデータ破棄プロシージャが、非常に望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本願は、ＰＤＣＰサブレイヤ内のＳＤＵ／ＰＤＵ破棄機能およびＰＤＣＰ破棄機能とＲ
ＬＣ破棄機能との間の調整または通信の技法を開示する。送信ＰＤＣＰエンティティは、
（１）ＳＤＵ／ＰＤＵ破棄タイマの満了（または、あるタイムインターバルの経過）、（
２）下にあるＲＬＣサブレイヤからの通知の受取、および（３）ピアＰＤＣＰエンティテ
ィからのＰＤＣＰステータスレポートの受信というイベントまたはトリガのうちの１つま
たは複数に基づいてＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄動作を開始する。ＲＬＣレイヤは、ＰＤＣＰレ
イヤからの通知に基づいて、対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄することができる。
【００２４】
　本発明のより詳細な理解は、例として与えられ、添付図面に関連して理解されるべき、
好ましい実施形態の次の説明から得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】レイヤ２サブレイヤであるＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇ
ｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、お
よびＭＡＣ（メディアアクセス制御）を含むＬＴＥアーキテクチャのユーザプレーンプロ
トコルスタックを示す図である。
【図２】ＰＤＣ　ＳＤＵおおびＰＤＣＰヘッダを含むＰＤＣＰ　ＰＤＵ構造を示す図であ
る。ＰＤＣＰヘッダが、１バイトまたは２バイトのいずれかの長さになり得ると予想され
る。
【図３】ＰＤＣＰ動作を示す図である。
【図４】送信デバイスのＬＴＥレイヤ２プロトコルスタックのいくつかの主要な機能を示
す図である。
【図５】バッファリングの前にＰＤＣＰシーケンス番号（ＳＮ）をＳＤＵに割り当てるよ
うに構成された送信ＰＤＣＰエンティティを示す図である。
【図６】バッファリングの後にＰＤＣＰ　ＳＮをＳＤＵに割り当てるように構成された送
信ＰＤＣＰエンティティを示す図である。
【図７】無線通信システムを示す図である。
【図８】ＷＴＲＵおよびｅＮＢ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を示す機能ブロック図
である。
【図９】破棄プロシージャを示す流れ図である。
【図１０】もう１つの例の破棄プロシージャを示す流れ図である。
【図１１】ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵ破棄プロシージャを示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　後で言及される時に、用語法「ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）」は、ＵＥ、移動局、
固定のまたは可動の加入者ユニット、ポケットベル、セル電話機、ＰＤＡ（携帯情報端末
）、コンピュータ、または無線環境で動作できる任意の他のタイプのユーザデバイスを含
む。後で言及される時に、用語法「ｅＮＢ」は、Ｎｏｄｅ－Ｂ、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（
ＵＴＲＡＮ）Ｎｏｄｅ－Ｂ、Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｎｏｄｅ－Ｂ、ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ
－Ｂ、基地局、サイトコントローラ、ＡＰ（アクセスポイント）または無線環境で動作で
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きる任意の他のタイプのインターフェースデバイスを含む。後で言及される時に、用語Ｐ
ＤＣＰは、ＰＤＣＰエンティティ、ＰＤＣＰレイヤ、ＰＤＣＰサブレイヤ、またはＰＤＣ
Ｐ機能／プロトコルのいずれをも指す。後で言及される時に、用語サブレイヤおよびレイ
ヤは、交換可能に使用され得る。後で言及される時に、用語パケットＡに対応する用語パ
ケットＢは、パケットＡに対してプロシージャ（１つまたは複数）または機能（１つまた
は複数）またはアクション（１つまたは複数）を実行した結果として作成されたパケット
Ｂを指す。後で言及される時に、用語ＳＤＵ／ＰＤＵは、「ＳＤＵおよび／またはそれに
対応するＰＤＵ」を指す。後で言及される時に、用語複数のＳＤＵ／ＰＤＵは、「複数の
ＳＤＵおよび／またはそれに対応する複数のＰＤＵ」を指す。後で言及される時に、用語
パケットは、ＰＤＣＰパケットまたはＲＬＣパケットを指すことができる。後で言及され
る時に、用語ＰＤＣＰパケットは、「ＰＤＣＰ　ＳＤＵおよび／またはそれに対応するＰ
ＤＵ」を指す。後で言及される時に、用語ＲＬＣパケットは、「ＲＬＣ　ＳＤＵおよび／
またはそれに対応するＰＤＵ（１つまたは複数）」を指す。後で言及される時に、用語基
準イベント（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｅｖｅｎｔ）は、通常はパケットに関連し、ＰＤＣＰ
プロシージャまたは機能またはアクションの開始または完了または進行などのプロシージ
ャまたは機能またはアクションの開始または完了または進行に結び付けられたイベントを
指す。後で言及される時に、用語タイマをセットすることは、タイマの初期化および開始
を指す。後で言及される時に、用語肯定応答（ＡＣＫ）は、肯定の肯定応答と交換可能で
あり、用語否定応答（ＮＡＣＫ）は、否定の肯定応答と交換可能である。
【００２７】
　本願は、ＰＤＣＰサブレイヤ内の、ＰＤＣＰ破棄機能とＲＬＣ破棄機能との間の調整ま
たは通信のためのＳＤＵ／ＰＤＵ破棄機能を開示する。本明細書で論じられる破棄動作は
、破棄するエンティティが、破棄すべきパケット（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵまたはＲＬ
Ｃ　ＳＤＵ／ＰＤＵ）を以前に受信している場合に発生する。代替案では、破棄するエン
ティティは、それが破棄すべきパケットを以前に受信したか否かにかかわりなく、当該の
パケットの破棄を試みることができる。
【００２８】
　一実施形態によれば、送信ＰＤＣＰエンティティは、（１）ＳＤＵ／ＰＤＵ破棄タイマ
の満了（または、あるタイムインターバルの経過）、（２）下にあるＲＬＣサブレイヤか
らの通知の受取、および（３）ピアＰＤＣＰエンティティからのＰＤＣＰステータスレポ
ートの受信というイベントまたはトリガのうちの１つまたは複数に基づいてＰＤＣＰ　Ｓ
ＤＵ破棄動作を開始する。
【００２９】
　経過時間（タイムインターバル）は、上位レイヤからのＳＤＵの受取（変形１）または
下位レイヤへのＳＤＵ／ＰＤＵのサブミット（変形２）などの基準イベントの発生の時か
ら測定される。基準イベントの他の変形は、バッファへのパケットの格納、バッファから
のパケットの除去、またはパケットに対するあるＰＤＣＰプロシージャもしくは機能もし
くはアクションの実行を含む。パケットは、ある（事前に構成された）時間しきい値が経
過した場合に破棄される。
【００３０】
　タイマベースの破棄動作を実施する代替の形を説明する。
【００３１】
　送信ＰＤＣＰエンティティは、上位レイヤからＳＤＵを受け取る時（たとえば、ＰＣＤ
Ｐ　ＳＤＵをＰＤＣＰ送信バッファに挿入する時）に破棄タイマ（ＤＴＰ１）を初期化す
ることができる。
【００３２】
　代替案では、送信ＰＤＣＰエンティティは、送信のために下位レイヤに（たとえば、Ｒ
ＬＣに）ＳＤＵ／ＰＤＵをサブミットする時に、破棄タイマを初期化することができる。
代替実施形態では、送信ＰＤＣＰエンティティは、１つが上の２つの変形のそれぞれに対
応する、２つのＳＤＵ破棄タイマ（ＤＴＰ１およびＤＴＰ２）を有することができる。
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【００３３】
　以下では、表記ＤＴＰを、ＰＤＣＰのこの２つの破棄タイマ、ＤＴＰ１およびＤＴＰ２
の一方または両方のいずれかを全般的に指すのに使用する。
【００３４】
　新しいＰＤＣＰ破棄機能は、次のように要約される。
【００３５】
　オプション１　送信ＰＤＣＰエンティティでは、新しい破棄タイマ（ＤＴＰ１）が、上
位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に開始される。破棄タイマ（ＤＴＰ１）が満了
する時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（または、複数のＳＤ
Ｕ／ＰＤＵが同一のタイマに関連する場合には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄する。
【００３６】
　ＤＴＰ１は、時間単位の増分カウンタ（増分タイマ）の使用を介して実施することがで
き、たとえば、増分タイマは、０に初期化され、ある（事前に構成された）時間しきい値
以上である時に満了する。その代わりに、ＤＴＰ１を、時間単位の減分カウンタ（減分タ
イマ）の使用を介して実施することができ、たとえば、減分タイマは、ある（事前に構成
された）時間しきい値に初期化され、０以下である時に満了する。
【００３７】
　代替案では、ＤＴＰ１を、タイムスタンプの使用を介して実施することができる。タイ
ムスタンプは、上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの受取時に作成され、そのＰ
ＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに関連付けられる。タイムスタンプは、上位レイヤからの受取の
時刻を記録し、または格納する（含む）。現在時刻とＰＤＣＰ　ＳＤＵのタイムスタンプ
との間の差が、ある（事前に構成された）時間しきい値に達するかこれを超える場合には
、送信ＰＤＣＰエンティティは、関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（または、複数のＳＤＵ／ＰＤ
Ｕが同一のタイムスタンプに関連する場合には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄する。
【００３８】
　オプション２　送信ＰＤＣＰエンティティでは、新しい破棄タイマ（ＤＴＰ２）が、送
信のために下位レイヤに（すなわち、ＲＬＣに）ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを送出する時
に開始される。破棄タイマ（ＤＴＰ２）が満了する時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、
関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（または、複数のＳＤＵ／ＰＤＵが同一のタイマに関連する場合
には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄する。
【００３９】
　ＤＴＰ２は、時間単位の増分カウンタ（増分タイマ）の使用を介して実施することがで
き、たとえば、増分タイマは、０に初期化され、ある（事前に構成された）時間しきい値
以上である時に満了する。その代わりに、ＤＴＰ２を、時間単位の減分カウンタ（減分タ
イマ）の使用を介して実施することができ、たとえば、減分タイマは、ある（事前に構成
された）時間しきい値に初期化され、０以下である時に満了する。
【００４０】
　代替案では、ＤＴＰ２を、タイムスタンプの使用を介して実施することができる。タイ
ムスタンプは、送信のために下位レイヤに（すなわち、ＲＬＣに）ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／Ｐ
ＤＵを送出する時に作成され、そのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに関連付けられる。タイム
スタンプは、下位レイヤへの送出の時刻を記録し、または格納する。現在時刻とＰＤＣＰ
　ＳＤＵのタイムスタンプとの間の差が、ある（事前に構成された）時間しきい値に達す
るかこれを超える場合には、送信ＰＤＣＰエンティティは、関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（ま
たは、複数のＳＤＵ／ＰＤＵが同一のタイムスタンプに関連する場合には複数のＳＤＵ／
ＰＤＵ）を破棄する。
【００４１】
　送信ＰＤＣＰエンティティは、それが受け取るすべてのＳＤＵについて別々の破棄タイ
マを開始することができる（すなわち、タイマの形またはタイムスタンプの形の、経過時
間のパケットごとの測定値がある）。
【００４２】
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　たとえば、図１１の１１１０で、送信ＰＤＣＰエンティティは、上位レイヤからのＰＤ
ＣＰ　ＳＤＵの受取以降のタイムインターバルを測定する。１１２０で、送信ＰＤＣＰエ
ンティティは、あるタイムインターバルが経過したかどうかを判定する。そうである場合
には、１１３０で、送信ＰＤＣＰエンティティは、関連するＳＤＵ／ＰＤＵを破棄する。
【００４３】
　破棄タイマＤＴＰは、他のレイヤ（たとえば、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌレイヤ））によって構成される。たとえば、ＲＢ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａ
ｒｅｒ）構成パラメータの一部として、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄タイマの値（しきい値）を
、ＲＢごとの基礎で指定することができる。たとえばハンドオーバシナリオ中にＤＴＰ値
を増やすことを介して、ＤＴＰの値を適合させることを可能とすることもできる。
【００４４】
　送信ＲＬＣエンティティは、それ自体のタイマベースの破棄動作を有することができる
。そうである場合には、ＬＴＥ　ＲＬＣが、上位レイヤから（すなわち、ＰＤＣＰから）
ＲＬＣ　ＳＤＵ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を受け取る時にそれ自体の破棄タイマを
開始する。ＲＬＣ破棄タイマを、ＤＴＲと称する。ＤＴＲが満了する時に、送信ＲＬＣエ
ンティティは、関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（または、複数のＳＤＵ／ＰＤＵが同一のタイマ
に関連する場合には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄する。
【００４５】
　ＤＴＲは、時間単位の増分カウンタ（増分タイマ）の使用を介して実施することができ
、たとえば、増分タイマは、０に初期化され、ある（事前に構成された）時間しきい値以
上である時に満了する。その代わりに、ＤＴＲを、時間単位の減分カウンタ（減分タイマ
）の使用を介して実施することができ、たとえば、減分タイマは、ある（事前に構成され
た）時間しきい値に初期化され、０以下である時に満了する。
【００４６】
　代替案では、ＤＴＲを、タイムスタンプの使用を介して実施することができる。タイム
スタンプは、上位レイヤからのＲＬＣ　ＳＤＵの受取時に作成され、そのＲＬＣ　ＳＤＵ
に関連付けられる。タイムスタンプは、上位レイヤからの受取の時刻を記録し、または格
納する。現在時刻とＲＬＣ　ＳＤＵのタイムスタンプとの間の差が、ある（事前に構成さ
れた）時間しきい値に達するかこれを超える場合には、送信ＲＬＣエンティティは、関連
するＳＤＵ（または、複数のＳＤＵが同一のタイムスタンプに関連する場合には複数のＳ
ＤＵ）を破棄する。
【００４７】
　ＰＤＣＰ破棄タイマおよびＲＬＣ破棄タイマの値の調整を、本明細書で開示する。所与
のパケット（すなわち、ＳＤＵ／ＰＤＵ）は、必ず、送信ＰＤＣＰエンティティのバッフ
ァ内である時間を過ごす。総合的なレイヤ２送信機ＳＤＵ破棄動作を改善／最適化し、Ｑ
ｏＳをも改善するために、ＲＬＣタイマベース破棄機能性は、パケットがＰＤＣＰレイヤ
内で過ごす時間を考慮に入れる。
【００４８】
　独立のＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄タイマおよびＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマを有することが可
能ではあるが、総合的な効率は、破棄タイマの総合的な値がＰＤＣＰおよびＲＬＣの間で
共有される場合に、さらに高めることができる。たとえば、あるＲＢのＱｏＳプロファイ
ルが、パケットがＰＤＣＰ送信バッファおよび／またはＲＬＣ送信バッファ内で過ごす総
時間がＺを超えないように、パケットがＺ時間単位を超えて遅延されない（Ｚ（しきい値
）は、たとえばＲＲＣシグナリングを介する、ネットワークオペレータによって構成され
る時間単位の数である）ことと、パケットがＰＤＣＰ送信バッファおよび／またはＲＬＣ
送信バッファ内で過ごす総時間がＺに達するかこれを超える場合にパケットが正しく破棄
されることとを要求する場合である。次の例は、上の手順を示し、図９の流れ図として示
されてもいる。
【００４９】
　９１０では、送信ＰＤＣＰエンティティで、新しい破棄タイマ（たとえば、ＤＴＰ１）
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が、上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に開始され、これによって、ＤＴＰ１は
、値Ｚ時間単位を用いて初期化される（ＤＴＰ１について減分タイマ実施態様を仮定する
）。９２０で、Ｘ時間単位の後に（Ｘは、ＳＤＵ／ＰＤＵが、ＲＬＣにサブミットされる
前にＰＤＣＰエンティティ内で過ごした時間の長さである）、送信ＰＤＣＰエンティティ
は、送信のために下位レイヤ（すなわち、ＲＬＣ）にＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵをサブミ
ットする／送る。送信ＰＤＣＰエンティティは、サブミットされるＰＤＣＰ　ＰＤＵ（す
なわち、ＲＬＣ　ＳＤＵ）と一緒に、残りの総タイマ値（すなわち、たとえば減分タイマ
実施態様の場合に、Ｚ－Ｘ）またはＰＤＣＰエンティティ内で過ごした時間（すなわち、
たとえば増分タイマ実施態様の場合に、Ｘ）の表示を提供することができる。そのような
表示は、ＲＬＣプリミティブＲＬＣ－ｙｙ－Ｄａｔａ－Ｒｅｑ（これは、ＲＬＣ　ＳＤＵ
の送信を要求するのに、上位レイヤ、たとえばＰＤＣＰによって使用される）用の新しい
パラメータなど、プリミティブ用の新しいパラメータを介してシグナリングすることがで
きる。
【００５０】
　送信ＲＬＣエンティティでは、破棄タイマ（ＤＴＲ）が、上位レイヤからＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を受け取る時に開始される。ＤＴＲは、ＰＤＣＰから
示され／シグナリングされる値、たとえば、ＤＴＲが減分タイマの場合にはＺ－Ｘ時間単
位、ＤＴＲが増分タイマの場合にはＸ時間単位を用いて初期化される。
【００５１】
　ＲＬＣ－ｙｙ－Ｄａｔａ－Ｒｅｑは、ＲＬＣ－ＡＭ－Ｄａｔａ－Ｒｅｑプリミティブ、
ＲＬＣ－ＵＭ－Ｄａｔａ－Ｒｅｑプリミティブ、ＲＬＣ－ＴＭ－Ｄａｔａ－Ｒｅｑプリミ
ティブ、または任意の他のタイプのプリミティブもしくはシグナルもしくは表示のいずれ
かとすることができる。９３０で、破棄タイマ（ＤＴＰ１またはＤＴＲ）が満了する時に
、９４０で、送信エンティティ（ＰＤＣＰまたはＲＬＣ）は、関連するＳＤＵ／ＰＤＵ（
または、複数のＳＤＵが同一のタイマに関連する場合には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄
する。
【００５２】
　したがって、この実施形態では、送信モード（たとえば、アップリンクトラフィックの
場合にはＷＴＲＵ、ダウンリンクトラフィックの場合にはｅＮＢ）のＰＤＣＰとＲＬＣと
の間の通信／シグナリングに使用されるプリミティブまたはシグナルまたは表示は、たと
えばＰＤＣＰがＲＬＣ　ＳＤＵ破棄動作によって使用されなければならないタイマ値を通
信し／示すことを可能にする、新しいパラメータの追加によって機能強化される。
【００５３】
　ＰＤＣＰ破棄とＲＬＣ破棄との間の以前の動作および調整を、タイムスタンプの使用を
介して実施することができる。タイムスタンプは、上位レイヤからＰＤＣＰ　ＳＤＵを受
け取る時に作成され、そのＰＤＣＰ　ＳＤＵに関連付けられる。タイムスタンプは、上位
レイヤからの受取の時刻を記録し、または格納する。送信ＰＤＣＰエンティティは、送信
のために下位レイヤに（すなわち、ＲＬＣに）ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵをサブミットす
る／送る。送信ＰＤＣＰエンティティは、サブミットされるＰＤＣＰ　ＰＤＵ（すなわち
、ＲＬＣ　ＳＤＵ）と一緒に、タイムスタンプの値を提供することができる。送信ＲＬＣ
エンティティでは、タイムスタンプは、現在時刻に対してチェックされる。現在時刻とＰ
ＤＣＰ　ＰＤＵまたはＲＬＣ　ＳＤＵのタイムスタンプとの間の差が、ある（事前に構成
された）時間しきい値に達するかこれを超える場合には、送信ＲＬＣエンティティは、関
連するＳＤＵ／ＰＤＵ（または、複数のＳＤＵ／ＰＤＵが同一のタイムスタンプに関連す
る場合には複数のＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄する。
【００５４】
　もう１つの代替実施形態では、総合的なレイヤ２タイマベースＳＤＵ破棄機能が実施さ
れ、ここで、単一のタイマが使用され、このタイマは、オプションで、ＰＤＣＰレイヤま
たはＰＤＣＰエンティティ内に配置される（すなわち、ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマを不要
とすることができる）。
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【００５５】
　ＰＤＣＰレイヤまたはＰＤＣＰエンティティは、パケットを破棄する（たとえば、タイ
マの満了時に）と判断した後に、ＰＤＣＰによって破棄されるパケットの表示／識別をＲ
ＬＣレイヤまたはＲＬＣエンティティに（たとえば、プリミティブを介して）通信／シグ
ナリングする。そのような表示を受け取る時に、送信ＲＬＣエンティティも、プリミティ
ブで識別されるＳＤＵを破棄する。
【００５６】
　この特定の機構について、送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰ送信エンティティの
破棄判断および破棄されるパケット情報について送信ＲＬＣエンティティに通知し、この
機構は、それでも、送信ＲＬＣエンティティ内にＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマがある場合で
あっても適用可能である（すなわち、この２つは共存することができる）。この機構は、
それでも、ＰＤＣＰ破棄判断が、タイマベースのＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄以外の判断基準（
イベント／トリガ）に基づくときに適用可能とすることができる。
【００５７】
　この実施形態は、図１０で、次のように要約される。
【００５８】
　１０１０で、送信ＰＤＣＰエンティティは、トリガイベント（たとえば、タイマベース
のＳＤＵ／ＰＤＵ破棄、またはＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを肯定応答するピアＰＤＣＰエ
ンティティからのＰＤＣＰステータスレポートの受信）に基づいてパケット（ＰＤＣＰ　
ＳＤＵ／ＰＤＵ）を破棄するかどうかを判定する。
【００５９】
　１０２０で、送信ＰＤＣＰエンティティは、パケットを破棄する。
【００６０】
　１０３０で、送信ＰＤＣＰエンティティは、シグナル（たとえば、プリミティブおよび
そのパラメータ）を介して下位レイヤ（すなわち、破棄判断および破棄されるパケットに
ついて送信ＲＬＣエンティティ）に通知する。
【００６１】
　１０４０で、シグナル（たとえば、プリミティブおよびそのパラメータ）を受け取る時
に、送信ＲＬＣエンティティは、識別されたパケット（すなわち、ＲＬＣ　ＳＤＵおよび
／またはそれに関連するＲＬＣ　ＰＤＵ）を破棄する。
【００６２】
　ＲＬＣが、他の破棄トリガ（たとえば、ＲＬＣ　ＡＲＱステータスレポートに基づく、
およびＡＲＱ再送信の最大回数に達するなど）を有することが可能である。タイマベース
の破棄を、ＲＬＣから除去することができ、新しいタイマベースの破棄機構が、総合的な
レイヤ２動作を最適化し、単純化するために、ＰＤＣＰ内に導入／開始される。
【００６３】
　もう１つの実施形態では、ＰＤＣＰ破棄タイマおよび／またはＲＬＣ破棄タイマの値の
通信または保存が、ＷＴＲＵがターゲットｅＮＢへ移動する時またはＰＤＣＰエンティテ
ィが再確立される時のデフォルト値からのタイマの再初期化の代わりに提供される。これ
は、ＱｏＳ（サービス品質）を高め、将来の無線システムでのより正確で頑健な破棄タイ
マ動作をも提供する。
【００６４】
　ダウンリンク送信の場合に、ｅＮＢ間ハンドオーバ中に、ソースｅＮＢからターゲット
ｅＮＢへのデータ転送が行われる。これを、次の変形のいずれかで実施することができる
。
【００６５】
　ソースｅＮＢは、転送されたＰＤＣＰ　ＳＤＵと一緒に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄タイマ
（たとえば、ＤＴＰ）の現在の（たとえば、残りのまたは近似の）値をターゲットｅＮＢ
に送信することができる。
【００６６】
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　代替案では、ソースｅＮＢは、転送されたＰＤＣＰ　ＳＤＵと一緒に、ＲＬＣ　ＳＤＵ
破棄タイマ（たとえば、ＤＴＲ）の現在の（たとえば、残りのまたは近似の）値をターゲ
ットｅＮＢに送信することができる。
【００６７】
　代替案では、ソースｅＮＢは、転送されたＰＤＣＰ　ＳＤＵと一緒に、ＲＬＣ　ＳＤＵ
破棄タイマ（たとえば、ＤＴＲ）またはＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄タイマ（たとえば、ＤＴＰ
）の現在の（たとえば、残りのまたは近似の）値のうちで小さい方をターゲットｅＮＢに
送信することができる。
【００６８】
　ターゲットｅＮＢは、一から（すなわち、デフォルト値から）ＰＤＣＰ破棄タイマおよ
び／またはＲＬＣ破棄タイマを再初期化するのではなく、ソースｅＮＢから送信された値
（１つまたは複数）を使用することによって、これらのタイマを初期化する。
【００６９】
　アップリンク送信の場合に、ＰＤＣＰエンティティ内のＰＤＣＰ破棄タイマの値は、Ｗ
ＴＲＵの送信ＰＤＣＰエンティティによって再初期化されるのではなく、一般に、ハンド
オーバ中またはＰＤＣＰ再確立中に保存され、継続される。
【００７０】
　従来技術では、ＷＴＲＵのＲＬＣ送信エンティティが、ハンドオーバー中のアップリン
ク送信の場合にリセットされまたは再確立されると説明されるが、本願は、ＲＬＣもそれ
自体のタイマ破棄機構を実施すると仮定して、ＷＴＲＵが、ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマを
再初期化するのではなくその値を保存する実施形態を開示する。
【００７１】
　一実施形態では、送信ＲＬＣエンティティで、リセットまたは再確立の時（たとえば、
ハンドオーバ中）に、送信ＲＬＣエンティティは、その（再）送信バッファからＲＬＣ　
ＰＤＵ（すなわち、セグメントまたはサブセグメント）を破棄／フラッシュするが、その
送信バッファ内のＲＬＣ　ＳＤＵは保持／維持する。
【００７２】
　送信ＲＬＣエンティティ（または、一般にＷＴＲＵ）は、ＲＬＣ　ＳＤＵに関連するＲ
ＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマの値を保存し（すなわち、デフォルトに再初期化せず）、ＷＴＲ
ＵがターゲットｅＮＢに移動する時にこれらのタイマを使用し続ける。
【００７３】
　もう１つの実施形態では、リセットまたは再確立の時（たとえば、ハンドオーバ中）に
、送信ＲＬＣエンティティは、その（再）送信バッファからＲＬＣ　ＰＤＵ（すなわち、
セグメントまたはサブセグメント）を破棄／フラッシュし、その送信バッファ内のＲＬＣ
　ＳＤＵをも破棄／フラッシュする。
【００７４】
　送信ＲＬＣエンティティ（または、一般にＵＥ）は、ＲＬＣ　ＳＤＵに関連するＲＬＣ
　ＳＤＵ破棄タイマの値を保存し（すなわち、デフォルトに再初期化せず）、これらのタ
イマ値をそれらに対応するＳＤＵ識別子に関連付ける。
【００７５】
　ＷＴＲＵがターゲットｅＮＢに移動する時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、送信ＲＬ
ＣエンティティにＲＬＣ　ＳＤＵ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を送る／サブミットす
る。ＳＤＵ識別子に基づいて、送信ＲＬＣエンティティは、対応するタイマ値を見つけ／
識別されたＳＤＵに関連付け、これらの見つかった（関連付けられた）値（１つまたは複
数）を使用することによってＲＬＣ破棄タイマを初期化／セットする。対応するタイマ値
が見つからない場合（たとえば、新しいＲＬＣ　ＳＤＵの場合）には、ＲＬＣ破棄タイマ
は、単純にデフォルト値に再初期化される。
【００７６】
　もう１つの実施形態では、リセットまたは再確立の時（たとえば、ハンドオーバ中）に
、送信ＲＬＣエンティティは、その（再）送信バッファからＲＬＣ　ＰＤＵ（すなわち、
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セグメントまたはサブセグメント）を破棄／フラッシュし、その送信バッファ内のＲＬＣ
　ＳＤＵをも破棄／フラッシュする。
【００７７】
　送信ＲＬＣエンティティ（または、一般にＷＴＲＵ）は、これらの破棄されるＲＬＣ　
ＳＤＵに関連するＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイマの値を、送信ＰＤＣＰエンティティに（たと
えば、プリミティブまたはシグナルまたは表示およびそのめいめいのパラメータを介して
）通信する。
【００７８】
　ＷＴＲＵがターゲットｅＮＢに移動する時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、送信ＲＬ
ＣエンティティにＲＬＣ　ＳＤＵ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を、送信ＲＬＣエンテ
ィティによって以前に（すなわち、前のステップで）通信されたＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タイ
マに使用すべき値と一緒に（たとえば、プリミティブおよびそのめいめいのパラメータを
介して）送る／サブミットする。送信ＲＬＣエンティティは、送信ＰＤＣＰエンティティ
から戻って通信された値（１つまたは複数）を使用することによって、ＲＬＣ破棄タイマ
を初期化／セットする。
【００７９】
　もう１つの実施形態では、リセットまたは再確立の時（たとえば、ハンドオーバ中）に
、送信ＲＬＣエンティティは、その（再）送信バッファからＲＬＣ　ＰＤＵ（すなわち、
セグメントまたはサブセグメント）を破棄／フラッシュし、その送信バッファ内のＲＬＣ
　ＳＤＵをも破棄／フラッシュする。
【００８０】
　ＵＥがターゲットｅＮＢに移動する時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、送信ＲＬＣエ
ンティティにＲＬＣ　ＳＤＵ（すなわち、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）を、ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄タ
イマに使用すべき値と一緒に（たとえば、プリミティブまたはシグナルまたは表示および
そのめいめいのパラメータを介して）送る／サブミットする。たとえば、そのような値を
、ＰＤＣＰ破棄タイマが満了する前の残り時間とすることができる。送信ＲＬＣエンティ
ティは、送信ＰＤＣＰエンティティから通信された値（１つまたは複数）を使用すること
によって、ＲＬＣ破棄タイマを初期化／セットする。
【００８１】
　上の例は、ハンドオーバの場合を仮定して示されるが、ＲＬＣのリセットまたは再確立
がトリガされる他の場合が、ＰＤＣＰおよびＲＬＣならびにその相互作用に対する類似す
る効果を有する可能性がある。したがって、ＰＤＣＰおよびＲＬＣならびにその相互作用
に関する上の例の多くは、ハンドオーバがない時（たとえば、ＲＬＣが他のイベントまた
はトリガに起因してリセットされまたは初期化される時）にも適用可能とすることができ
る。ＲＬＣの再確立および上のＰＤＣＰ挙動につながる可能性がある非ハンドオーバのイ
ベントまたはトリガは、ＲＲＣ接続再確立、無線リンク障害、ハンドオーバ障害、保全性
保護障害、ＲＬＣが送信の最大回数に達すること、およびＲＲＣ接続再構成障害を含むこ
とができる。
【００８２】
　もう１つの実施形態では、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄は、ＲＬＣサブレイヤからの通知によ
ってトリガされる。この実施形態では、ＲＬＣサブレイヤは、ＳＤＵ破棄に関するそれ自
体のトリガを有する。ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄機構は、それが下にあるＲＬＣサブレイヤか
ら受け取る情報を介してトリガされる。
【００８３】
　一実施形態では、たとえば
【００８４】
　送信ＲＬＣエンティティは、情報を送信ＰＤＣＰエンティティに通信する（たとえば、
プリミティブまたはシグナルまたは表示およびそのめいめいのパラメータを介して）。
【００８５】
　送信ＰＤＣＰエンティティは、そのような情報を使用して、ＰＤＣＰ送信バッファから
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ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄する。
【００８６】
　通信される情報は、破棄されるＳＤＵ（１つまたは複数）の識別子を含む。通信される
情報は、次のうちの１つまたは複数をも含むことができる。
【００８７】
　送信ＲＬＣエンティティから上の送信ＰＤＣＰエンティティに送られる、すべてのＲＬ
Ｃイベントによってトリガされる単純な破棄シグナル（１つまたは複数のＳＤＵに関する
）。
【００８８】
　送信ＲＬＣエンティティから上の送信ＰＤＣＰエンティティに送られる、ＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ破棄イベントによってトリガされる破棄シグナル（１つまたは複数のＳＤＵに関する）
。
【００８９】
　ＲＬＣ（ＡＲＱ）ステータスレポートおよび／または（おそらくは）ＨＡＲＱからの情
報に基づく成功の送達通知／シグナル（すなわち、ピアＲＬＣエンティティへのＳＤＵの
送達が成功であった）。
【００９０】
　ＲＬＣ（ＡＲＱ）ステータスレポートおよび／または（おそらくは）ＨＡＲＱからの情
報に基づく失敗の送達通知／シグナル（すなわち、ピアＲＬＣエンティティへのＳＤＵの
送達が不成功であった）。
【００９１】
　送信ＰＤＣＰエンティティが、下にある送信ＲＬＣエンティティからそのような破棄ト
リガ／シグナルを受け取った後に、送信ＰＤＣＰエンティティは、ＲＬＣ　ＳＤＵ（１つ
または複数）が対応するＰＤＣＰパケット（１つまたは複数）を破棄する。そのような破
棄機構は、ハンドオーバがない場合に適用することができる。
【００９２】
　もう１つの実施形態では、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵ破棄は、ＰＤＣＰステータスレポ
ート（または「ＰＤＣＰステータスＰＤＵ」）内の情報によってトリガされる。この実施
形態では、ＰＤＣＰサブレイヤは、受信ＰＤＣＰエンティティから送信ＰＤＣＰエンティ
ティに交換され／送信されるＰＤＣＰステータスレポートを受け取る。
【００９３】
　もう１つの実施形態では、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄機構は、ＰＤＣＰサブレイヤがＰＤＣ
Ｐステータスレポートから受け取る情報を介して、次のようにトリガされる。
【００９４】
　受信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰステータスレポートを使用して、肯定（ＡＣＫ
）または否定（ＮＡＣＫ）の肯定応答情報を送信ＰＤＣＰエンティティに通信する。
【００９５】
　送信ＰＤＣＰエンティティは、そのようなステータスレポート情報を使用して、ＰＤＣ
Ｐ送信バッファからＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄する。
【００９６】
　一般に、ＰＤＣＰステータスレポートおよび／またはそれが含む情報は、ＰＤＣＰ　Ｓ
ＤＵ破棄機構のトリガとして使用される。たとえば、送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤ
ＣＰステータスレポートを介して肯定的に肯定応答された複数のＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤ
Ｕを破棄する。
【００９７】
　上で説明したＳＤＵ破棄トリガは、独立に使用することができ、または、互いに組み合
わせることができ、上記に基づくそのさまざまな組合せを構成することができる。
【００９８】
　送信ＰＤＣＰエンティティが、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄する（前に説明したト
リガのうちの１もしくは複数に基づいて、またはある他のＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄トリガに
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基づいて）時に、送信ＰＤＣＰエンティティは、破棄されるＳＤＵ／ＰＤＵ（１つまたは
複数）についてピア（すなわち、受信）ＰＤＣＰエンティティに通知するのに、明示的シ
グナリング（たとえば、ＰＤＣＰ　ＭＲＷ（ｍｏｖｅ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｗｉｎｄｏ
ｗ）機構）を利用してもしなくてもよい。そのような明示的シグナル／メッセージは、送
信ＰＤＣＰエンティティによって破棄された、かつ／または（再）送信できない複数のＰ
ＤＣＰ　ＳＤＵまたはＰＤＵに関する情報（イネーブル識別（ｅｎａｂｌｅ　ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ）など）を伝えるのに使用される。そのメッセージを受信する時に、
受信ＰＤＣＰエンティティは、そのメッセージ内で示され／識別されるパケット（１つま
たは複数）を待たず、それがバッファリングした、より以前のパケットを上位レイヤにサ
ブミットすることができる。ＰＤＣＰ制御ＰＤＵを使用して、そのようなシグナル／メッ
セージを搬送することができる。
【００９９】
　一実施形態によれば、明示的シグナリングは、破棄がＰＤＣＰ　ＳＤＵタイマベース破
棄トリガによってトリガされるときの破棄時（すなわち、タイマ満了時）に使用される。
破棄時の明示的シグナリングは、破棄がＲＬＣ送達通知またはＰＤＣＰステータスレポー
トからではない時（これをそのようなケースで使用することは可能であるが）にトリガさ
れる。
【０１００】
　ＰＤＣＰ　ＰＤＵの破棄時のシグナリング機構を提供する前に、ＰＤＣＰシーケンス番
号付けおよびバッファリングを実行する２つの実施形態を開示する。
【０１０１】
　実施形態１　送信ＰＤＣＰエンティティは、ＳＤＵをＰＤＣＰ送信バッファに挿入する
前に、ＰＤＣＰ　ＳＮを割り当てる。図５に、５２０でのバッファリングの前に５１０で
ＰＤＣＰ　ＳＮをＳＤＵに割り当てるように構成された送信ＰＤＣＰエンティティを示す
。
【０１０２】
　実施形態２　送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰ送信バッファからＳＤＵを除去し
た後に、ＰＤＣＰ　ＳＮを割り当てる。図６に、６１０でのバッファリングの後に６２０
でＰＤＣＰ　ＳＮをＳＤＵに割り当てるように構成された送信ＰＤＣＰエンティティを示
す。
【０１０３】
　図５および図６に示された実施形態は、あるＰＤＣＰ機能性を示すが、この開示が、Ｐ
ＤＣＰサブレイヤの機能性に対する将来の変更または修正がある場合であっても適用可能
であり、ＰＤＣＰサブレイヤに追加される追加機能性があるときにも適用可能であること
を理解されたい。
【０１０４】
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄する時のシグナリング機構（これを、明示的シグナリングを伴
うＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄と称する場合がある）を、下で説明する。ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破
棄する（タイマ破棄または他の破棄トリガに起因して）時に、送信ＰＤＣＰエンティティ
は、破棄されるＳＤＵ（１つまたは複数）について受信ＰＤＣＰエンティティに通知する
ために、シグナリングメッセージを受信ＰＤＣＰエンティティに送信する。受信ＰＤＣＰ
エンティティは、それ相応にその動作を調整し／その動作に影響する。たとえば、受信Ｐ
ＤＣＰエンティティ受信ウィンドウ機能は、破棄されるＳＤＵ（１つまたは複数）を待た
ず、重複検出機能および／またはリオーダリング機能も、たとえばその次に期待されるＰ
ＤＣＰ　ＳＮまたは対応するＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの受信状況を調整することを介し
て、破棄されるＳＤＵ（１つまたは複数）を待たない。そのようなシグナリングメッセー
ジを、ＰＤＣＰ　ＭＲＷメッセージ、またはＰＤＣＰ「送信機ステータスレポート（Ｔｒ
ａｎｓｍｉｔｔｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ）」、または任意の他の名前と称する
場合がある。ＰＤＣＰ制御ＰＤＵを使用して、そのようなシグナリングメッセージを搬送
することができる。
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【０１０５】
　上の明示的シグナリングを伴うＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄機構は、図５に示された実施形態
１で（すなわち、シーケンス番号付け５１０がＰＤＣＰ送信バッファリング５２０の前に
行われた時に）使用される。というのは、バッファ内のＳＤＵが、既にそれにシーケンス
番号を関連付けられており、あるＰＤＣＰ　ＳＤＵ　ＳＮが受信ＰＤＣＰエンティティに
送達されないことを通信することが有用であるからである。
【０１０６】
　図６に示された実施形態２（すなわち、シーケンス番号付け６２０がＰＤＣＰ送信バッ
ファリング６１０の後に行われる時）では、破棄動作は、シーケンス番号付け６２０に影
響せず、したがって、一般に、このケースでは明示的シグナリング機構の必要がない。
【０１０７】
　もう１つの実施形態では、ＵＭ（ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ）ＲＬＣま
たはＴＭ（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍｏｄｅ）ＲＬＣを利用するトラフィックについて
、ＵＭ　ＲＬＣまたはＴＭ　ＲＬＣにマッピングする（これを利用する）送信ＰＤＣＰエ
ンティティは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄する時に明示的シグナリングを使用しない。これ
は、受信ＰＤＣＰエンティティのＰＤＣＰリオーダリング機能が使用されない場合に、特
に有用である。ＰＤＣＰリオーダリングがＵＭ　ＲＬＣモードまたはＴＭ　ＲＬＣモード
について使用される場合には、明示的シグナリングを伴うＰＤＣＰ破棄機構を使用するこ
とができる。
【０１０８】
　ＰＤＣＰウィンドウフロー制御が使用される（たとえば、送信機のＰＤＣＰ送信ウィン
ドウ）場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを破棄する時に、ＰＤＣＰ送信機は、ウィンドウの「下
側エッジ」を更新し（したがって、ウィンドウを拡大し）、これは、より多くのＰＤＣＰ
パケットをＰＤＣＰ送信機によって処理することを可能にする。受信ＰＤＣＰエンティテ
ィの受信ウィンドウを、送信ＰＤＣＰエンティティが破棄を明示的にシグナリングする場
合に、前進させることもできる。
【０１０９】
　もう１つの実施形態では、ＲＬＣ送達通知を使用して、ＰＤＣＰ送信ウィンドウを前進
させることができる（たとえば、ＲＬＣによって成功して確認されたパケットについて）
。同様に、ＰＤＣＰステータスレポートに含まれる情報を使用して、ＰＤＣＰ送信ウィン
ドウを前進させることができる（たとえば、ＰＤＣＰステータスレポートによって成功し
て確認されたパケットについて）。
【０１１０】
　もう１つの実施形態では、受信ＰＤＣＰエンティティは、破棄されたまたは送達されな
いＳＤＵについて上位レイヤに知らせるために、上位レイヤ（たとえば、上位ユーザプレ
ーンレイヤまたはＲＲＣレイヤ）にサービスを提供する。この実施形態は、次のうちの１
つまたは複数を使用して達成される。
【０１１１】
　受信ＰＤＣＰエンティティが、破棄されるＳＤＵ（１つまたは複数）についてそれに通
知する明示的な破棄通知（たとえば、ＰＤＣＰ　ＭＲＷまたは任意の他のシグナル）をピ
アから（すなわち、送信ＰＤＣＰエンティティから）受信する時に、受信ＰＤＣＰエンテ
ィティは、欠けているＳＤＵについて、上位レイヤに表示／識別情報を通信／シグナリン
グする（たとえば、プリミティブまたはシグナルまたは表示およびそのパラメータを介し
て）。
【０１１２】
　受信ＰＤＣＰエンティティのリオーダリング機能がタイムアウトする（すなわち、ＳＤ
Ｕを待って停止するか、次に期待されるＰＤＣＰ　ＳＮをスキップするか、欠けているＰ
ＤＣＰ　ＳＮを検出する）時に、受信ＰＤＣＰエンティティは、欠けているＳＤＵについ
て、上位レイヤに表示／識別情報を通信／シグナリングする（たとえば、プリミティブま
たはシグナルまたは表示およびそのパラメータを介して）。
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【０１１３】
　受信ＰＤＣＰエンティティの受信ウィンドウ機能が前進する（すなわち、ＳＤＵを待っ
て停止するか、次に期待されるＰＤＣＰ　ＳＮをスキップするか、欠けているＰＤＣＰ　
ＳＮを検出する）時に、受信ＰＤＣＰエンティティは、欠けているＳＤＵについて、上位
レイヤに表示／識別情報を通信／シグナリングする（たとえば、プリミティブまたはシグ
ナルまたは表示およびそのパラメータを介して）。
【０１１４】
　したがって、受信されたＰＤＣＰ　ＳＤＵを上位レイヤに送達するのに使用されるＰＤ
ＣＰ－ＤＡＴＡ－Ｉｎｄプリミティブは、上位レイヤに送達されない１つまたは複数の破
棄されたＰＤＣＰパケット（ＳＤＵ）に関する破棄情報を追加して送達する（たとえば、
ＤｉｓｃａｒｄＩｎｆｏプリミティブパラメータをサポートする）ように機能強化される
。
【０１１５】
　本開示は、全体として、ＰＤＣＰサブレイヤの機能性に対する将来の変更または修正が
ある場合であっても適用可能とすることができる。たとえば、本明細書の技法は、シーケ
ンス番号付けがＰＤＣＰ　ＳＤＵレベルではなくＰＤＣＰ　ＰＤＵレベルごとに行われる
場合であっても適用される。本教示は、ＰＤＣＰサブレイヤに追加された追加機能性があ
る場合であっても、まだ適用可能とすることができる。
【０１１６】
　上の多数の例／説明が、ハンドオーバの場合を仮定して示されるが、ＲＬＣのリセット
または再確立がトリガされる他の場合が、ＰＤＣＰおよびＲＬＣならびにその相互作用に
対する類似する効果を有する可能性がある。したがって、ＰＤＣＰおよびＲＬＣならびに
その相互作用に関する教示は、ハンドオーバがない時（たとえば、ＲＬＣが他のイベント
またはトリガに起因してリセットされまたは再確立される時）であっても適用可能とする
ことができる。ＲＬＣの再確立および上のＰＤＣＰ挙動につながる可能性がある非ハンド
オーバのイベントまたはトリガは、ＲＲＣ接続再確立、無線リンク障害、ハンドオーバ障
害、保全性保護障害、ＲＬＣが送信の最大回数に達すること、およびＲＲＣ接続再構成障
害を含むことができる。
【０１１７】
　図８は、図７の無線通信ネットワークのＷＴＲＵ　７１０およびｅＮＢ　７２０の機能
ブロック図である。図７に示されているように、ＷＴＲＵ　７１０は、ｅＮＢ（ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）７２０と通信しており、この両方が、めいめいのプロセッサ８１
５および８２５によって、上で説明した方法を実行するように構成される。
【０１１８】
　通常のＷＴＲＵに見ることができるコンポーネントに加えて、ＷＴＲＵ　７１０は、バ
ッファを伴うプロセッサ８１５、受信機８１７、送信機８１６、およびアンテナ８１８を
含む。プロセッサ８１５は、ＰＤＣＰ破棄動作および機能強化されたレイヤ２動作を実行
するように構成される。受信機８１７および送信機８１６は、プロセッサ８１５と通信し
ている。アンテナ８１８は、受信機８２７と送信機８２６との両方と通信して、無線デー
タの送信および受信を容易にする。
【０１１９】
　通常のｅＮＢ　７２０に見ることができるコンポーネントに加えて、ｅＮＢ　７２０は
、バッファを伴うプロセッサ８２５、受信機８２６、送信機８２７、およびアンテナ８２
８を含む。プロセッサ８２５は、ＰＤＣＰ破棄動作および機能強化されたレイヤ２動作を
実行するように構成される。受信機８２６および送信機８２７は、プロセッサ８２５と通
信している。アンテナ８２８は、受信機８１７と送信機８１６との両方と通信して、無線
データの送信および受信を容易にする。
【０１２０】
　特徴および要素は、好ましい実施形態で特定の組合せで説明されるが、各特徴または要
素を、他の特徴および要素を伴わずに単独で、または他の特徴および要素を伴ってもしく
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は伴わずにさまざまな組合せで使用することができる。提供される方法または流れ図は、
汎用コンピュータまたはプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読記憶媒体内で有
形に実施される、コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施
することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス
、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならび
にＣＤ－ＲＯＭディスクおよびディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含む
。
【０１２１】
　適切なプロセッサは、たとえば、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセ
ッサ、ＤＳＰ（ディジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに
関連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ
）回路、すべての他のタイプのＩＣ（集積回路）、および／または状態機械を含む。
【０１２２】
実施形態
　１．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）パケットまたはＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）パケットを破棄する
ことを含む方法。
　２．基準イベントが発生して以降に経過した時間を測定し、チェックすることをさらに
含む、実施形態１の方法。
　３．経過した時間がしきい値に達するかこれを超える場合にＰＤＣＰパケットを破棄す
ることをさらに含む、実施形態１の方法。
　４．ＰＤＣＰパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎ
ｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含む、前の実施形態の
いずれかに記載の方法。
　５．測定し、チェックすることおよび破棄することは、ＰＤＣＰエンティティによって
実行される、前の実施形態のいずれかに記載の方法。
　６．基準イベントは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへのパケットの格納
、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、またはパケットに対
するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクションの実行のうちの
少なくとも１つである、前の実施形態のいずれかに記載の方法。
　７．破棄されるＰＤＣＰパケットの表示を下位レイヤに送出すること
　をさらに含む、前の実施形態のいずれかに記載の方法。
　８．示されるＰＤＣＰパケットに対応するＲＬＣパケットを破棄することであって、Ｒ
ＬＣパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）また
はＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含む、破棄すること
　をさらに含む、前の実施形態のいずれかに記載の方法。
　９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）パケットまたはＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）パケットを破棄する
ことを含み、さらに、タイマを開始することを含む、前の実施形態のいずれかに記載の方
法。
　１０．タイマの満了時にＰＤＣＰパケットを破棄することをさらに含む、実施形態９に
記載の方法。
　１１．ＰＤＣＰパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕ
ｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含む、実施形態８か
ら１０のいずれか１つに記載の方法。
　１２．タイマの開始することおよび破棄することは、ＰＤＣＰエンティティによって実
行される、実施形態８から１１のいずれか１つに記載の方法。
　１３．タイマの開始することは、上位レイヤからＰＤＣＰ　ＳＤＵを受け取る時に実行
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される、実施形態８から１２のいずれか１つに記載の方法。
　１４．タイマの開始することは、下位レイヤにＰＤＣＰ　ＰＤＵを送る時に実行される
、実施形態８から１３のいずれか１つに記載の方法。
　１５．タイマの開始することは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへのパケ
ットの格納、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、またはパ
ケットに対するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクションの実
行のうちの少なくとも１つの発生時に実行される、実施形態８から１４のいずれか１つに
記載の方法。
　１６．破棄されるＰＤＣＰパケットの表示を下位レイヤに送出すること
　をさらに含む、実施形態８から１５のいずれか１つに記載の方法。
　１７．示されるＰＤＣＰパケットに対応するＲＬＣパケットを破棄することであって、
ＲＬＣパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）ま
たはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含む、破棄すること
　をさらに含む、実施形態８から１６のいずれか１つに記載の方法。
　１８．別々のタイマは、すべてのＰＤＣＰパケットについて開始される、実施形態８か
ら１７のいずれか１つに記載の方法。
　１９．タイマのしきい値は、別のレイヤによって構成される、実施形態８から１８のい
ずれか１つに記載の方法。
　２０．タイマのしきい値は、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ
）レイヤによって構成される、実施形態８から１９のいずれか１つに記載の方法。
　２１．タイマのしきい値は、ＲＢ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）ごとの基礎で構成され
る、実施形態８から２０のいずれか１つに記載の方法。
　２２．タイマおよびＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄タイマは、
調整される、実施形態８から２１のいずれか１つに記載の方法。
　２３．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄することを含み、さらに、
　基準イベントの発生の時刻を記録し、または格納することと、
　現在時刻と記録された時刻との間の差が事前に構成された時間しきい値に達するかこれ
を超える場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から２２のいずれか１つに記載の方法。
　２４．基準イベントは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへのパケットの格
納、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、またはパケットに
対するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクションの実行のうち
の少なくとも１つである、実施形態８から２３のいずれか１つに記載の方法。
　２５．破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの表示を下位レイヤに送出すること
　をさらに含む、実施形態８から２４のいずれか１つに記載の方法。
　２６．示されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄すること
　をさらに含む、実施形態８から２５のいずれか１つに記載の方法。
　２７．現在時刻と記録された時刻との間の差が事前に構成された時間しきい値に達する
かこれを超える場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄する
こと
　をさらに含む、実施形態８から２６のいずれか１つに記載の方法。
　２８．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄することを含み、さらに、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　ＳＤＵに
関連付けることと、
　上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプに格納することと、
　現在時刻とタイムスタンプとの間の差が事前に構成された時間しきい値に達するかこれ
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を超える場合に、関連付けられたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から２７のいずれか１つに記載の方法。
　２９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄することを含み、さらに、
　下位レイヤへのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの送出時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　Ｓ
ＤＵ／ＰＤＵに関連付けることと、
　下位レイヤへの送出の時刻をタイムスタンプに格納することと、
　現在時刻とタイムスタンプとの間の差が事前に構成された時間しきい値に達するかこれ
を超える場合に、関連付けられたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から２８のいずれか１つに記載の方法。
　３０．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ことを含み、さらに、
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エ
ンティティによって判定されまたはシグナリングされる初期値を使用してタイマをセット
することと、
　タイマの満了時にＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から２９のいずれか１つに記載の方法。
　３１．タイマのセットすることおよび破棄することは、ＲＬＣエンティティによって実
行される、実施形態８から３０のいずれか１つに記載の方法。
　３２．タイマのセットすることは、上位レイヤからＲＬＣ　ＳＤＵを受け取る時に実行
される、実施形態８から３１のいずれか１つに記載の方法。
　３３．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ことを含み、さらに、
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エ
ンティティが上位レイヤからパケットを受け取ること、ＰＤＣＰエンティティがバッファ
にパケットを格納すること、ＰＤＣＰエンティティがバッファからパケットを除去するこ
と、またはＰＤＣＰエンティティがパケットに対してＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機
能、もしくはＰＤＣＰアクションを実行することのうちの少なくとも１つである基準イベ
ントの発生の時刻を記録し、または格納することと、
　現在時刻と記録された時刻との間の差がある（事前に構成された）時間しきい値に達す
るかこれを超える場合に、パケットに対応するＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から３２のいずれか１つに記載の方法。
　３４．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ことを含み、さらに、
　上位レイヤからのＲＬＣ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＲＬＣ　ＳＤＵに関連
付けることと、
　上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプに格納することと、
　現在時刻とタイムスタンプとの間の差が時間しきい値に達するかこれを超える場合に、
関連付けられたＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することであって、しきい値は、ＰＤＣＰ
エンティティによって判定されまたはシグナリングされる、破棄することと
　を含む、実施形態８から３３のいずれか１つに記載の方法。
　３５．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整することを含み
、さらに、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、第１タイマをセットすることと、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵをＰＤＣＰエンティティ内でバッファリングすることと、
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　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを、ＰＤＣＰエンティティ内で過ごされた時間の表示または
第１タイマの値の表示と共に送信のために下位レイヤに送ることと
　を含む、実施形態８から３４のいずれか１つに記載の方法。
　３６．示された値を用いて第２タイマを初期化することと、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵの受取時に第２
タイマを開始することと、
　第２タイマが満了する場合にＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破
棄することと
　をさらに含む、実施形態８から３５のいずれか１つに記載の方法。
　３７．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整することを含み
、さらに、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　ＳＤＵに
関連付けることと、
　上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプに格納することと、
　タイムスタンプの値と共に送信するためにＰＤＣＰ　ＳＤＵに対応するＰＤＣＰ　ＰＤ
Ｕを下位レイヤに送ることと
　を含む、実施形態８から３６のいずれか１つに記載の方法。
　３８．ＰＤＣＰ　ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを受け取ることと、
　タイムスタンプ値を受け取ることと、
　現在時刻に対してタイムスタンプ値をチェックすることと
　現在時刻とタイムスタンプ値との間の差が事前に構成された時間しきい値に達するかこ
れを超える場合に、関連付けられたＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　をさらにを含む、実施形態８から３７のいずれか１つに記載の方法。
　３９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整することを含み
、さらに、
　トリガイベントに基づいてパケットを破棄すべきかどうかを判定することと、
　パケットを破棄することと、
　破棄されたパケットの表示をシグナリングすることと
　を含む、実施形態８から３８のいずれか１つに記載の方法。
　４０．破棄されたパケットの表示を受け取ることと、
　示された破棄されたパケットに対応するパケットを破棄することと
　をさらに含む、実施形態８から３９のいずれか１つに記載の方法。
　４１．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄を含み、さらに、
　プリミティブおよびそのめいめいのパラメータを介して情報をシグナリングすることと
、
　シグナリングされた情報を使用してＰＤＣＰ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕ
ｎｉｔ）を破棄することと
　を含む、実施形態８から４０のいずれか１つに記載の方法。
　４２．シグナリングすることは、送信ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
）エンティティによって実行され、破棄することは、送信ＰＤＣＰエンティティによって
実行される、実施形態８から４１のいずれか１つに記載の方法。
　４３．情報は、破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵの識別子を含む、実施形態８から４２のい
ずれか１つに記載の方法。
　４４．情報は、
　任意のＲＬＣイベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＲＬＣ　ＡＲＱ（自動再送要求）ステータスレポートまたはＨＡＲＱ（ハイブリッド自
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動再送要求）肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）フィードバックからの情報に基
づいて、ピアＲＬＣエンティティへのＳＤＵの送達が成功であったことを示す成功の送達
通知、または
　失敗の送達通知／シグナル
　のうちの少なくとも１つを含む、実施形態８から４３のいずれか１つに記載の方法。
　４５．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄を含み、さらに、
　プリミティブおよびそのめいめいのパラメータを介して情報をシグナリングすることと
、
　シグナリングされた情報を使用してＲＬＣ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎ
ｉｔ）を破棄することと
　を含む、実施形態８から４４のいずれか１つに記載の方法。
　４６．シグナリングすることは、送信ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エンティティによって実行され、破棄することは、送
信ＲＬＣエンティティによって実行される、実施形態８から４５のいずれか１つに記載の
方法。
　４７．情報は、破棄されるＲＬＣ　ＳＤＵの識別子を含む、実施形態８から４６のいず
れか１つに記載の方法。
　４８．情報は、
　任意のＰＤＣＰイベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵタイマベース破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄
シグナル、または
　受け取られたＰＤＣＰステータスレポート内の肯定応答（ＡＣＫ）表示によってトリガ
されるＳＤＵに関する破棄シグナル
　のうちの少なくとも１つを含む、実施形態８から４７のいずれか１つに記載の方法。
　４９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄を含み、さらに、
　ＰＤＣＰステータスレポートを受け取ることを介して肯定応答（ＡＣＫ）または否定応
答（ＮＡＣＫ）の情報を受け取ることと、
　受け取られたＰＤＣＰステータスレポート情報に基づいてＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを
破棄することと
　を含む、実施形態８から４８のいずれか１つに記載の方法。
　５０．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄を含み、さらに、
　ＰＤＣＰステータスレポートを受け取ることを介して肯定応答（ＡＣＫ）または否定応
答（ＮＡＣＫ）の情報を受け取ることと、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵのＡＣＫ表示がＰＤＣＰステータスレポート内で受け取られ
る場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと
　を含む、実施形態８から４９のいずれか１つに記載の方法。
　５１．破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの表示を下位レイヤに送ること
　をさらに含む、実施形態８から５０のいずれか１つに記載の方法。
　５２．示されたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄す
ること
　をさらに含む、実施形態８から５１のいずれか１つに記載の方法。
　５３．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄を含み、さらに、
　タイマベース破棄トリガに基づいてＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄することと、
　破棄されたまたは送信しもしくは再送信することのできないＳＤＵ／ＰＤＵに関する情
報を送出することと
　を含む、実施形態８から５２のいずれか１つに記載の方法。
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　５４．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）リオーダリングまたはインシーケンス送達を含み、さらに、、
　破棄されたまたは送信しもしくは再送信することのできないパケットに関する情報を受
け取ることと、
　情報内で示されたパケットを待たずに、以前にバッファリングされたパケットを上位レ
イヤにサブミットすることと
　を含む、実施形態８から５３のいずれか１つに記載の方法。
　５５．ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは情報を搬送する、実施形態８から５４のいずれか１つに記
載の方法。
　５６．ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは情報を搬送する、実施形態８から５５のいずれか１つに記
載の方法。
　５７．送信機でのＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）パケット処理を含み、さらに、
　上位レイヤからパケットを受け取ることと、
　パケットをＰＤＣＰ送信バッファに挿入する前に、パケットにＰＤＣＰシーケンス番号
（ＳＮ）を割り当てることと
　を含む、実施形態８から５６のいずれか１つに記載の方法。
　５８．送信機でのＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）パケット処理を含み、さらに、
　上位レイヤからパケットを受け取ることと、
　パケットをＰＤＣＰ送信バッファに挿入することと、
　パケットをＰＤＣＰ送信バッファから除去した後に、パケットにＰＤＣＰシーケンス番
号（ＳＮ）を割り当てることと
　を含む、実施形態８から５７のいずれか１つに記載の方法。
　５９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄するように構成されたＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）。
　６０．基準イベントが発生して以降に経過した時間を測定し、チェックするように構成
されたＰＤＣＰエンティティを含む、実施形態５９に記載のＷＴＲＵ。
　６１．経過した時間がしきい値に達するかこれを超える場合にＰＤＣＰパケットを破棄
するように構成されたＰＤＣＰエンティティをさらに含み、ＰＤＣＰパケットは、少なく
とも１つのＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含む、実施形態５９から６０のいずれか１つに記載のＷＴ
ＲＵ。
　６２．基準イベントは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへのパケットの格
納、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、またはパケットに
対するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクションの実行のうち
の少なくとも１つである、実施形態５９から６１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　６３．破棄されるＰＤＣＰパケットの表示をＲＬＣエンティティに送出するように構成
されたＰＤＣＰエンティティをさらに含む、実施形態５９から６２のいずれか１つに記載
のＷＴＲＵ。
　６４．示されるＰＤＣＰパケットに対応するＲＬＣパケットを破棄するように構成され
たＲＬＣエンティティをさらに含み、ＲＬＣパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉ
ｔ）を含む、実施形態５９から６３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　６５．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄するように構成されたＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）。
　６６．タイマを開始するように構成されたＰＤＣＰエンティティを含む、実施形態６５
に記載のＷＴＲＵ。
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　６７．タイマの満了時にＰＤＣＰパケットを破棄するようにさらに構成されたＰＤＣＰ
エンティティをさらに含む、実施形態６５から６６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　６８．ＰＤＣＰパケットは、少なくとも１つのＳＤＵまたはＰＤＵを含む、実施形態６
５から６７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　６９．上位レイヤからＰＤＣＰ　ＳＤＵを受け取る時にタイマを開始するように構成さ
れたＰＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から６８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７０．下位レイヤにＰＤＣＰ　ＰＤＵを送る時にタイマを開始するように構成されたＰ
ＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から６９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７１．ＰＤＣＰエンティティは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへのパケ
ットの格納、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、またはパ
ケットに対するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクションの実
行のうちの少なくとも１つの発生時にタイマを開始するように構成される、実施形態６５
から７０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７２．破棄されるＰＤＣＰパケットの表示をＲＬＣエンティティに送るようにさらに構
成されたＰＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から７１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７３．破棄されるＰＤＣＰパケットに対応するＲＬＣパケットを破棄するように構成さ
れたＲＬＣエンティティであって、ＲＬＣパケットは、少なくとも１つのＳＤＵ（ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ
）を含む、ＲＬＣエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から７２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７４．すべてのＰＤＣＰパケットについて別々のタイマを開始するように構成されたＰ
ＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から７３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７５．タイマのしきい値は、別のレイヤによって構成される、実施形態６５から７４の
いずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７６．タイマのしきい値は、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ
）レイヤによって構成される、実施形態６５から７５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７７．タイマのしきい値は、ＲＢ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）ごとの基礎で構成され
る、実施形態６５から７６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７８．タイマおよびＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄タイマは、
調整される、実施形態６５から７７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　７９．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄するように構成され、
　基準イベントの発生の時刻を記録し、または格納するように構成された送信ＰＤＣＰエ
ンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、現在時刻と記録された時刻との間の差が事前に
構成された時間しきい値に達するかこれを超える場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破
棄するようにさらに構成される
　実施形態６５から７８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８０．基準イベントを記録しまたは格納するように構成された送信ＰＤＣＰエンティテ
ィをさらに含み、上記基準イベントは、上位レイヤからのパケットの受取、バッファへの
パケットの格納、バッファからのバケットの除去、下位レイヤへのパケットの送出、また
はパケットに対するＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機能、もしくはＰＤＣＰアクション
の実行のうちの少なくとも１つを含む、実施形態６５から７９のいずれか１つに記載のＷ
ＴＲＵ。
　８１．破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの表示を送信ＲＬＣエンティティに送出す
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るように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から８０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８２．示されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄するように
構成された送信ＲＬＣエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から８１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８３．現在時刻と記録された時刻との間の差が事前に構成された時間しきい値に達する
かこれを超える場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄する
ように構成された送信ＲＬＣエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から８２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８４．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄するように構成され、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　ＳＤＵに
関連付けるように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプ
に格納するように構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、現在時刻とタイムスタンプとの間の差が事前に構成され
た時間しきい値に達するかこれを超える場合に、関連付けられたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤ
Ｕを破棄するように構成される
　実施形態６５から８３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８５．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄するように構成され、
　下位レイヤへのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの送出時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　Ｓ
ＤＵ／ＰＤＵに関連付けるように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、下位レイヤへの送出の時刻をタイムスタンプに
格納するように構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、現在時刻とタイムスタンプとの間の差が事前に構成され
た時間しきい値に達するかこれを超える場合に、関連付けられたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤ
Ｕを破棄するように構成される
　実施形態６５から８４のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８６．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ように構成され、
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エ
ンティティによって判定されまたはシグナリングされる初期値を使用してタイマをセット
するように構成されたＲＬＣエンティティ
　を含み、ＲＬＣエンティティは、タイマの満了時にＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄する
ように構成される
　実施形態６５から８５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８７．ＲＬＣエンティティは、上位レイヤからＲＬＣ　ＳＤＵを受け取る時にタイマを
セットするように構成される、実施形態６５から８６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８８．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ように構成され、
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）エ
ンティティが上位レイヤからパケットを受け取ること、ＰＤＣＰエンティティがバッファ
にパケットを格納すること、ＰＤＣＰエンティティがバッファからパケットを除去するこ
と、またはＰＤＣＰエンティティがパケットに対してＰＤＣＰプロシージャ、ＰＤＣＰ機
能、もしくはＰＤＣＰアクションを実行することのうちの少なくとも１つである基準イベ



(27) JP 5190514 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

ントの発生の時刻を記録し、または格納するように構成されたＲＬＣエンティティ
　を含み、ＲＬＣエンティティは、現在時刻と記録された時刻との間の差が事前に構成さ
れた時間しきい値に達するかこれを超える場合に、パケットに対応するＲＬＣ　ＳＤＵ／
ＰＤＵを破棄するように構成される
　実施形態６５から８７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　８９．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄ
ａｔａ　ｕｎｉｔ）またはＰＤＵ（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を破棄する
ように構成され、
　上位レイヤからのＲＬＣ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＲＬＣ　ＳＤＵに関連
付けるように構成されたＲＬＣエンティティ
　を含み、ＲＬＣエンティティは、上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプに格納
するように構成され、
　ＲＬＣエンティティは、現在時刻とタイムスタンプとの間の差が時間しきい値に達する
かこれを超える場合に、関連付けられたＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄するように構成さ
れ、しきい値は、ＰＤＣＰエンティティによって判定されまたはシグナリングされる
　実施形態６５から８８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９０．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整するように構成
され、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、第１タイマをセットするように構成さ
れた送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵをＰＤＣＰエンティ
ティ内でバッファリングするように構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを、ＰＤＣＰエンティティ内
で過ごされた時間の表示または第１タイマの値の表示と共に送信のために下位レイヤに送
るように構成される
　実施形態６５から８９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９１．示された値を用いて第２タイマを初期化するように構成されたＲＬＣエンティテ
ィ
　をさらに含み、ＲＬＣエンティティは、上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに
対応するＲＬＣ　ＳＤＵの受取時に第２タイマを開始するように構成され、
　ＲＬＣエンティティは、第２タイマが満了する場合にＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応
するＲＬＣ　ＳＤＵを破棄するように構成される
　実施形態６５から９０のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９２．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整するように構成
され、
　上位レイヤからのＰＤＣＰ　ＳＤＵの受取時に、タイムスタンプをＰＤＣＰ　ＳＤＵに
関連付けるように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、上位レイヤからの受取の時刻をタイムスタンプ
に格納するように構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、タイムスタンプの値と共に送信するためにＰＤＣＰ　Ｓ
ＤＵに対応するＰＤＣＰ　ＰＤＵを下位レイヤに送るように構成される
　実施形態６５から９１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９３．ＰＤＣＰ　ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵを受け取るように構成されたＲＬＣ
エンティティ
　をさらに含み、ＲＬＣエンティティは、タイムスタンプ値を受け取るように構成され、
　ＲＬＣエンティティは、現在時刻に対してタイムスタンプ値をチェックするように構成
され、
　ＲＬＣエンティティは、現在時刻とタイムスタンプ値との間の差が事前に構成された時
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間しきい値に達するかこれを超える場合に、関連付けられたＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破
棄するように構成される
　実施形態６５から９２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９４．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）破棄をＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄と調整するように構成
され、
　トリガイベントに基づいてパケットを破棄すべきかどうかを判定するように構成された
送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、パケットを破棄するように構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、破棄されたパケットの表示をシグナリングするように構
成される
　実施形態６５から９３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９５．破棄されたパケットの表示を受け取るように構成されたＲＬＣエンティティ
　をさらに含み、ＲＬＣエンティティは、示された破棄されたパケットに対応するパケッ
トを破棄するように構成される
　実施形態６５から９４のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９６．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）パケットを破棄するように構成され、
　プリミティブおよびそのめいめいのパラメータを介して情報をシグナリングするように
構成されたＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）エンティティと、
　シグナリングされた情報を使用してＰＤＣＰ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕ
ｎｉｔ）を破棄するように構成された送信ＰＤＣＰエンティティと
　を含む、実施形態６５から９５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９７．ＲＬＣエンティティは、
　破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵの識別子、
　任意のＲＬＣイベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＲＬＣ　ＳＤＵ破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＲＬＣ　ＡＲＱ（自動再送要求）ステータスレポートまたはＨＡＲＱ（ハイブリッド自
動再送要求）肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）フィードバックからの情報に基
づいて、ピアＲＬＣエンティティへのＳＤＵの送達が成功であったことを示す成功の送達
通知、または
　失敗の送達通知／シグナル
　のうちの少なくとも１つを含む情報をシグナリングするように構成される、実施形態６
５から９６のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９８．ＲＬＣ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）破棄を実行するように構成さ
れ、
　プリミティブおよびそのめいめいのパラメータを介して情報をシグナリングするように
構成されたＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）エンティティと、
　シグナリングされた情報を使用してＲＬＣ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎ
ｉｔ）を破棄するように構成されたＲＬＣエンティティと
　を含む、実施形態６５から９７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　９９．情報は、
　破棄されるＲＬＣ　ＳＤＵの識別子、
　任意のＰＤＣＰイベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵ破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄シグナル、
　ＰＤＣＰ　ＳＤＵタイマベース破棄イベントによってトリガされるＳＤＵに関する破棄
シグナル、または
　受け取られたＰＤＣＰステータスレポート内の肯定応答（ＡＣＫ）表示によってトリガ
されるＳＤＵに関する破棄シグナル
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　のうちの少なくとも１つを含む、実施形態６５から９８のいずれか１つに記載のＷＴＲ
Ｕ。
　１００．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）破棄を実行するように構成され、
　ＰＤＣＰステータスレポートを受け取ることを介して肯定応答（ＡＣＫ）または否定応
答（ＮＡＣＫ）の情報を受け取るように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、受け取られたＰＤＣＰステータスレポート情報
に基づいてＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄するように構成される
　実施形態６５から９９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０１．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）破棄を実行するように構成され、
　ＰＤＣＰステータスレポートを受け取ることを介して肯定応答（ＡＣＫ）または否定応
答（ＮＡＣＫ）の情報を受け取るように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵのＡＣＫ表示がＰＤ
ＣＰステータスレポート内で受け取られる場合に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄する
ように構成される
　実施形態６５から１００のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０２．破棄されるＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵの表示を下位レイヤに送るように構成さ
れた送信ＰＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から１０１のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０３．示されたＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵに対応するＲＬＣ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄
するように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　をさらに含む、実施形態６５から１０２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０４．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）破棄を実行するように構成され、
　タイマベース破棄トリガに基づいてＰＤＣＰ　ＳＤＵ／ＰＤＵを破棄するように構成さ
れた送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、破棄されたまたは送信しもしくは再送信するこ
とのできないＳＤＵ／ＰＤＵに関する情報を送出するように構成される
　実施形態６５から１０３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０５．ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）リオーダリングまたはインシーケンス送達を実行するように構成され、
　破棄されたまたは送信しもしくは再送信することのできないパケットに関する情報を受
け取るように構成された受信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、受信ＰＤＣＰエンティティは、情報内で示されたパケットを待たずに、以前に
バッファリングされたパケットを上位レイヤにサブミットするように構成される
　実施形態６５から１０４のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０６．ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは情報を搬送する、実施形態６５から１０５のいずれか１
つに記載のＷＴＲＵ。
　１０７．ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは情報を搬送する、実施形態６５から１０６のいずれか１
つに記載のＷＴＲＵ。
　１０８．送信機でＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）パケット処理を実行するように構成され、
　上位レイヤからパケットを受け取るように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、パケットをＰＤＣＰ送信バッファに挿入する前
に、パケットにＰＤＣＰシーケンス番号（ＳＮ）を割り当てるように構成される
　実施形態６５から１０７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
　１０９．送信機でＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）パケット処理を実行するように構成され、
　上位レイヤからパケットを受け取るように構成された送信ＰＤＣＰエンティティ
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　を含み、送信ＰＤＣＰエンティティは、パケットをＰＤＣＰ送信バッファに挿入するよ
うに構成され、
　送信ＰＤＣＰエンティティは、パケットをＰＤＣＰ送信バッファから除去した後に、パ
ケットにＰＤＣＰシーケンス番号（ＳＮ）を割り当てるように構成される
　実施形態６５から１０８のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２３】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ（無線送受信ユニット）、Ｕ
Ｅ（ユーザ機器）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、またはす
べてのホストコンピュータで使用されるラジオ周波数トランシーバを実施することができ
る。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオ電話機、スピーカホン、振動
デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビジョントランシーバ、ハンズフリーヘッドセ
ット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）ラ
ジオユニット、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）ディスプレイユニット、ＯＬＥＤ（有機発光
ダイオード）ディスプレイユニット、ディジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデ
オゲームプレイヤモジュール、インターネットブラウザ、および／またはすべてのＷＬＡ
Ｎ（無線ローカルエリアネットワーク）モジュールなどのハードウェアおよび／またはソ
フトウェアで実施されるモジュールに関連して使用される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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