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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が第１無線基地局配下のマクロセルにおいて通信中である場合に、該移動局が存
在する位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理する第２無線基地局が該移動局
のユーザデータの伝送経路として選択される場合、該第１無線基地局が、該移動局のユー
ザデータの伝送経路上への該第２無線基地局の追加処理を開始する工程と、
　前記第２無線基地局が、前記追加処理において、ヘッダ圧縮に係る情報、セキュリティ
の設定情報及びシーケンス番号の管理情報をリセットする工程と、
　前記第１無線基地局が、前記追加処理において、前記第２無線基地局に対して、前記移
動局の上りユーザデータについては転送せず、該移動局宛ての下りユーザデータについて
転送する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記第１無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている前記移動局宛
ての下りユーザデータのうち、該移動局に送信したが該移動局から送達確認情報を受信し
ていないものから、前記第２無線基地局に対して転送することを特徴とする請求項１に記
載の移動通信方法。
【請求項３】
　前記第１無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている前記移動局宛
ての下りユーザデータのうち、該移動局に対して送信していないものから、前記第２無線
基地局に対して転送することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
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【請求項４】
　前記第１無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいて未だバッファリングしていない前記移
動局宛ての下りユーザデータを、前記第２無線基地局に対して転送することを特徴とする
請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　前記移動局は、前記第１無線基地局に対する送信が完了した上りユーザデータのシーケ
ンス番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデータについて前記第２無線基地局に
送信することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の移動通信方法。
【請求項６】
　移動局のユーザデータの伝送経路上に、マクロセルを管理する第１無線基地局及び該移
動局が存在する位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理する第２無線基地局が
含まれており、該移動局が該スモールセルにおいて通信中である場合に、該第２無線基地
局が該移動局のユーザデータの伝送経路として利用されなくなる場合、前記第１無線基地
局が、該移動局のユーザデータの伝送経路からの該第２無線基地局の削除処理を開始する
工程と、
　前記第１無線基地局が、前記削除処理において、ヘッダ圧縮に係る情報、セキュリティ
の設定情報及びシーケンス番号の管理情報をリセットする工程と、
　前記第２無線基地局が、前記削除処理において、前記第１無線基地局に対して、前記移
動局の上りユーザデータについては転送せず、該移動局宛ての下りユーザデータについて
転送する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項７】
　前記第２無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている前記移動局宛
ての下りユーザデータのうち、該移動局に送信したが該移動局から送達確認情報を受信し
ていないものから、前記第１無線基地局に対して転送することを特徴とする請求項６に記
載の移動通信方法。
【請求項８】
　前記第２無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている前記移動局宛
ての下りユーザデータのうち、該移動局に対して送信していないものから、前記第１無線
基地局に対して転送することを特徴とする請求項６に記載の移動通信方法。
【請求項９】
　前記第２無線基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいて未だバッファリングしていない前記移
動局宛ての下りユーザデータを、前記第１無線基地局に対して転送することを特徴とする
請求項６に記載の移動通信方法。
【請求項１０】
　前記移動局は、前記第２無線基地局に対する送信が完了した上りユーザデータのシーケ
ンス番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデータについて前記第１無線基地局に
送信することを特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項に記載の移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式において、伝搬特性に劣る高
周波数（３.５ＧＨｚ以上) の有効利用及び広帯域性を活用した高速大容量通信の実現を
目的として、スモールセル（或いは、ファントムセル）の導入が検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかるスモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢは、マクロセルを管理する無線基地
局ｅＮＢと比べると、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ
機能を具備していない等、機能的に限定されている。
【０００５】
　かかる点を考慮して、移動局ＵＥが、スモールセルにおいて通信中である場合であって
も、無線基地局ｅＮＢを経由させて、移動局ＵＥのユーザデータ（Ｕ-ｐｌａｎｅデータ
）を伝送する方法の導入が検討されている。
【０００６】
　しかしながら、既存のＬＴＥ方式では、移動局ＵＥがマクロセルにおいて通信中である
場合、どのような方法で、移動局ＵＥの伝送経路上に無線基地局ＰｈＮＢを追加するべき
かについて検討されていないという問題点があった。
【０００７】
　同様に、既存のＬＴＥ方式では、移動局ＵＥがスモールセルにおいて通信中である場合
に、どのような方法で、移動局ＵＥの伝送経路から、かかるスモールセルを管理する無線
基地局ＰｈＮＢを削除するべきかについて検討されていないという問題点があった。
【０００８】
　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、スモールセルを管理する
無線基地局ＰｈＮＢの追加時或いは削除時に、無線基地局ｅＮＢ及び無線基地局ＰｈＮＢ
に対して与えるインパクトを最小限にしつつ、移動局ＵＥの伝送経路を変更することがで
きる移動通信方法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】
【０００９】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局が第１無線基地局配下のマクロ
セルにおいて通信中である場合に、該移動局が存在する位置を含むカバレッジを有するス
モールセルを管理する第２無線基地局が該移動局のユーザデータの伝送経路として選択さ
れる場合、該第１無線基地局が、該移動局のユーザデータの伝送経路上への該第２無線基
地局の追加処理を開始する工程と、前記第２無線基地局が、前記追加処理において、ヘッ
ダ圧縮に係る情報、セキュリティの設定情報及びシーケンス番号の管理情報をリセットす
る工程と、前記第１無線基地局が、前記追加処理において、前記第２無線基地局に対して
、前記移動局の上りユーザデータについては転送せず、該移動局宛ての下りユーザデータ
について転送する工程とを有することを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局のユーザデータの伝送経路上に
、マクロセルを管理する第１無線基地局及び該移動局が存在する位置を含むカバレッジを
有するスモールセルを管理する第２無線基地局が含まれており、該移動局が該スモールセ
ルにおいて通信中である場合に、該第２無線基地局が該移動局のユーザデータの伝送経路
として利用されなくなる場合、前記第１無線基地局が、該移動局のユーザデータの伝送経
路からの該第２無線基地局の削除処理を開始する工程と、前記第１無線基地局が、前記削
除処理において、ヘッダ圧縮に係る情報、セキュリティの設定情報及びシーケンス番号の
管理情報をリセットする工程と、前記第２無線基地局が、前記削除処理において、前記第
１無線基地局に対して、前記移動局の上りユーザデータについては転送せず、該移動局宛
ての下りユーザデータについて転送する工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明によれば、スモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢの
追加時或いは削除時に、無線基地局ｅＮＢ及び無線基地局ＰｈＮＢに対して与えるインパ
クトを最小限にしつつ、移動局ＵＥの伝送経路を変更することができる移動通信方法を提
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供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ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示すシーケンス図であ
る。
【図４】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示すシーケンス図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（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４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。
【００１４】
　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、ＬＴＥ方式の移動通信シス
テムであって、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ（ＰＤＮ　Ｇａｔｅｗｅｙ）/Ｓ-ＧＷ（Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）と、移動管理ノードＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と、スモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢと、マクロ
セルを管理する無線基地局ｅＮＢとを具備している。
【００１５】
　ここで、マクロセルのカバレッジエリア及びスモールセルのカバレッジエリアは、少な
くとも一部で重なるように配置されている。
【００１６】
　図１に示すように、移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ配下のマクロセルにおいて通信中で
ある場合に、移動局ＵＥが存在する位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理す
る無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路として選択されると、移動
局ＵＥのユーザデータは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと無線基地局ｅＮＢとの間で設定さ
れるＵ-ｐｌａｎｅベアラ、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間で設定される
Ｕ-ｐｌａｎｅベアラ、及び、無線基地局ＰｈＮＢと移動局ＵＥとの間で設定されるＵ-ｐ
ｌａｎｅベアラを経由して伝送されるようになる。
【００１７】
　すなわち、かかる場合、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路が、ゲートウェイ装置Ｓ
-ＧＷ←→無線基地局ｅＮＢ←→移動局ＵＥという経路から、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ←
→無線基地局ｅＮＢ←→無線基地局ＰｈＮＢ←→移動局ＵＥという経路に変更になる。
【００１８】
　例えば、無線基地局ＰｈＮＢのカバレッジエリアが、無線基地局ｅＮＢのカバレッジエ
リア内に含まれ、かつ、移動局ＵＥが存在する位置が、無線基地局ＰｈＮＢのカバレッジ
エリア内に含まれる状態になった場合に、無線基地局ＰｈＮＢが、移動局ＵＥのユーザデ
ータの伝送経路として選択されるものとする。
【００１９】
　一方、図１に示すように、移動局ＵＥが無線基地局ＰｈＮＢ配下のスモールセルにおい
て通信中である場合に、無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路とし
て利用されなくなると、移動局ＵＥのユーザデータは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと無線
基地局ｅＮＢとの間で設定されるＵ-ｐｌａｎｅベアラ、及び、無線基地局ｅＮＢと移動
局ＵＥとの間で設定されるＵ-ｐｌａｎｅベアラを経由して伝送されるようになる。
【００２０】
　すなわち、かかる場合、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路が、ゲートウェイ装置Ｓ
-ＧＷ←→無線基地局ｅＮＢ←→無線基地局ＰｈＮＢ←→移動局ＵＥという経路から、ゲ
ートウェイ装置Ｓ-ＧＷ←→無線基地局ｅＮＢ←→移動局ＵＥという経路に変更になる。
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【００２１】
　例えば、移動局ＵＥが、無線基地局ＰｈＮＢのカバレッジエリアから出る場合に、無線
基地局ＰｈＮＢが、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路としてとして利用されなくなる
ものとする。
【００２２】
　このように構成することによって、無線基地局ＰｈＮＢは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ
との間で論理パスを設定する必要がなくなり、無線基地局ｅＮＢとの間の接続さえ保証す
ればよいため、無線基地局ＰｈＮＢの処理負荷を低減することができる。
【００２３】
　また、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷが、スモールセルを識別する機能を具備する必要がな
くなり、既存のアーキテクチャへのインパクトを最小限とすることができる。
【００２４】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、受信部１１と、記憶部１２と、管理部１３と
、送信部１４とを具備している。
【００２５】
　受信部１１は、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷや移動管理ノードＭＭＥや無線基地局ＰｈＮ
Ｂや移動局ＵＥ等から各種信号を受信するように構成されている。
【００２６】
　例えば、受信部１１は、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷから、移動局ＵＥ宛ての下りユーザ
データを受信したり、無線基地局ＰｈＮＢや移動局ＵＥから、移動局の上りユーザデータ
を受信したり、無線基地局ＰｈＮＢから、「Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ
」を受信したりするように構成されている。
【００２７】
　記憶部１２は、受信部１１によって受信された移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータや移
動局の上りユーザデータについて、ＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）レイヤ又はＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤにおいて、バッファリングするように構成されている。
【００２８】
　管理部１３は、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報や、セキュリティの設定情報や、ＰＤ
ＣＰレイヤに係る情報（ＰＤＣＰ　Ｃｏｎｆｉｇ）や、転送モード及び送信状態に係る情
報（ＲｏＨＣコンテキスト）や、シーケンス番号の管理情報等について管理するように構
成されている。
【００２９】
　ここで、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報には、「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」や「ＱｏＳ情報（
Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）」等が含まれる。
【００３０】
　また、セキュリティの設定情報には、ＵＥのＳｅｃｕｒｉｔｙ対応能力（ＵＥ　Ｓｅｃ
ｕｒｉｔｙ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）や、ＡＳのＳｅｃｕｒｉｔｙに関する情報（ＡＳ　
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）等が含まれる。
【００３１】
　また、ＰＤＣＰレイヤに係る情報には、シーケンス番号の最大長や、ヘッダ圧縮に係る
情報や、「ＰＤＣＰ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ」の要否等が含まれる。
【００３２】
　さらに、ヘッダ圧縮に係る情報には、「ＭＡＸ_ＩＤ」や「ＰＲＯＦＩＬＥＳ」等が含
まれる。
【００３３】
　ここで、「ＭＡＸ_ＩＤ」は、フローを識別するためのコンテキストＩＤの最大値であ
り、「ＰＲＯＦＩＬＥＳ」は、どのヘッダを圧縮するかについて示す情報である。
【００３４】
　送信部１４は、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷや移動管理ノードＭＭＥや無線基地局ＰｈＮ
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Ｂや移動局ＵＥ等に対して各種信号を送信するように構成されている。
【００３５】
　例えば、送信部１４は、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、移動局ＵＥの上りユーザ
データを送信したり、無線基地局ＰｈＮＢや移動局ＵＥに対して、移動局宛ての下りユー
ザデータを送信したり、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信したり、無線基地局ＰｈＮＢに対して、「Ｅ-ＲＡＢ
　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信したりするように構成されている。
【００３６】
　ここで、移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ配下のマクロセルにおいて通信中である場合に
、移動局ＵＥが存在する位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理する無線基地
局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路として選択される場合、送信部１４が
、無線基地局ＰｈＮＢに対して、「Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信す
ることによって、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路上への無線基地局ＰｈＮＢの追加
処理を開始するように構成されている。
【００３７】
　また、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路上に、無線基地局ｅＮＢ及び無線基地局Ｐ
ｈＮＢが含まれており、移動局ＵＥがスモールセルにおいて通信中である場合に、無線基
地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路として利用されなくなる場合、送信
部１４が、無線基地局ＰｈＮＢに対して、「Ｅ-ＲＡＢ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信することによって、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路からの無線基地局Ｐ
ｈＮＢの削除処理を開始するように構成されている。
【００３８】
　また、上述の追加処理において、送信部１４は、無線基地局ＰｈＮＢに対して、移動局
ＵＥの上りユーザデータについては転送せず、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータについ
て転送するように構成されていてもよい。
【００３９】
　ここで、送信部１４は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている移動局宛ての
下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに送信したが移動局ＵＥから送達確認情報（ＡＣＫ
）を受信していないものから、無線基地局ＰｈＮＢに対して転送するように構成されてい
てもよい。
【００４０】
　また、送信部１４は、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている移動局ＵＥ宛て
の下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに対して送信していないものから、無線基地局Ｐ
ｈＮＢに対して転送するように構成されていてもよい。
【００４１】
　さらに、無線基地局ｅＮＢは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷからＳ１-Ｕインターフェイス
を介して送信され、ＰＤＣＰレイヤにおいて未だバッファリングしていない移動局ＵＥ宛
ての下りユーザデータを、無線基地局ＰｈＮＢに対して転送するように構成されていても
よい。
【００４２】
　以下、図３及び図４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。
【００４３】
　第１に、図４を参照して、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
無線基地局ｅＮＢ配下のマクロセルにおいて通信中である場合に、移動局ＵＥが存在する
位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥ
のユーザデータの伝送経路として選択される場合の動作について説明する。
【００４４】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥとの間でＤＲＢ（Ｄａｔａ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）が設定されている状態で、無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユ
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ーザデータの伝送経路として選択されることを検出すると、移動局ＵＥに対する移動局Ｕ
Ｅ宛ての下りユーザデータの送信を停止し、ステップＳ１００１において、無線基地局Ｐ
ｈＮＢに対して、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間のＵ-ｐｌａｎｅベアラ
を生成することを要求する「Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４５】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、「Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」によって
、無線基地局ＰｈＮＢに対して、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報等を通知する。
【００４６】
　無線基地局ＰｈＮＢは、かかる「Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて
、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間のＵ-ｐｌａｎｅベアラを生成すると共
に、セキュリティの設定情報やＰＤＣＰレイヤに係る情報（ＰＤＣＰ　Ｃｏｎｆｉｇ）や
転送モード及び送信状態に係る情報（ＲｏＨＣコンテキスト）やシーケンス番号の管理情
報等についてリセットし、ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢに対して、「
Ｅ-ＲＡＢ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００４７】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファ
リングしている移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータについて無線基地局ＰｈＮＢに対して
転送する。
【００４８】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている移動局
ＵＥの上りユーザデータについては無線基地局ＰｈＮＢに対して転送しない。
【００４９】
　なお、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１００５における「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の送信が完了するまでは、或いは、ステップＳ
１００６における「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を受信するまでは、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥ宛ての下りユー
ザデータについて送信するものとする（ステップＳ１００４参照）。
【００５０】
　ステップＳ１００５において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００５１】
　移動局ＵＥは、かかる「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」の受信を契機に、無線基地局ｅＮＢに対する上りユーザデータの送信を停止する。
【００５２】
　ステップＳ１００６において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信す
る。
【００５３】
　無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に応じて、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報やセキュリ
ティの設定情報やＰＤＣＰレイヤに係る情報（ＰＤＣＰ　Ｃｏｎｆｉｇ）や転送モード及
び送信状態に係る情報（ＲｏＨＣコンテキスト）等の管理を停止する。
【００５４】
　ここで、無線基地局ＰｈＮＢと移動局ＵＥとの間でＤＲＢが設定され、ステップＳ１０
０７において、無線基地局ＰｈＮＢが、「シーケンス番号＝０」である移動局ＵＥ宛ての
下りユーザデータから、移動局ＵＥに対する送信を再開し、ステップＳ１００８において
、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対する送信が完了した上りユーザデータのシーケン
ス番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデータについて無線基地局ＰｈＮＢに送
信する。
【００５５】
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　第２に、図４を参照して、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
無線基地局ＰｈＮＢ配下のスモールセルにおいて通信中である場合に、かかる無線基地局
ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路として利用されなくなる場合の動作につ
いて説明する。
【００５６】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢは、無線基地局ＰｈＮＢと移動局ＵＥとの間でＤ
ＲＢが設定されている状態で、無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユーザデータの伝送経
路として利用されなくなることを検出すると、無線基地局ＰｈＮＢに対する移動局ＵＥ宛
ての下りユーザデータの送信を停止し、ステップＳ２００１において、無線基地局ＰｈＮ
Ｂに対して、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間のＵ-ｐｌａｎｅベアラを解
放することを要求する「Ｅ-ＲＡＢ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５７】
　無線基地局ＰｈＮＢは、かかる「Ｅ-ＲＡＢ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応
じて、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間のＵ-ｐｌａｎｅベアラを解放する
と共に、ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｅ-ＲＡＢ　ｒｅ
ｌｅａｓｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」によって、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報等を通知す
る。
【００５８】
　無線基地局ｅＮＢは、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報等の管理を開始し、セキュリテ
ィの設定情報やＰＤＣＰレイヤに係る情報（ＰＤＣＰ　Ｃｏｎｆｉｇ）や転送モード及び
送信状態に係る情報（ＲｏＨＣコンテキスト）やシーケンス番号の管理情報等についてリ
セットする。
【００５９】
　ステップＳ２００３において、無線基地局ＰｈＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッフ
ァリングしている移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータについて無線基地局ｅＮＢに対して
転送する。
【００６０】
　ここで、無線基地局ＰｈＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッファリングしている移動
局ＵＥの上りユーザデータについては無線基地局ｅＮＢに対して転送しない。
【００６１】
　なお、無線基地局ＰｈＮＢは、ステップＳ２００５における「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の送信が完了するまでは、或いは、ステップ
Ｓ２００６における「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了するまでは、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥ宛ての
下りユーザデータについて送信するものとする（ステップＳ２００４参照）。
【００６２】
　ステップＳ２００５において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００６３】
　移動局ＵＥは、かかる「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ」の受信を契機に、無線基地局ＰｈＮＢに対する上りユーザデータの送信を停止する
。
【００６４】
　ステップＳ２００６において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信す
る。
【００６５】
　無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に応じて、Ｕ-ｐｌａｎｅベアラに係る情報やセキュリ
ティの設定情報やＰＤＣＰレイヤに係る情報（ＰＤＣＰ　Ｃｏｎｆｉｇ）や転送モード及
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び送信状態に係る情報（ＲｏＨＣコンテキスト）等の管理を停止する。
【００６６】
　ここで、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間でＤＲＢが設定され、ステップＳ２００
７において、無線基地局ｅＮＢが、「シーケンス番号＝０」である移動局ＵＥ宛ての下り
ユーザデータから、移動局ＵＥに対する送信を再開し、ステップＳ２００８において、移
動局ＵＥが、無線基地局ＰｈＮＢに対する送信が完了した上りユーザデータのシーケンス
番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデータについて無線基地局ｅＮＢに送信す
る。
【００６７】
　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。
【００６８】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ（
第１無線基地局）配下のマクロセルにおいて通信中である場合に、移動局ＵＥが存在する
位置を含むカバレッジを有するスモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢ（第２無線基
地局）が移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路として選択される場合、無線基地局ｅＮＢ
が、移動局ＵＥのユーザデータの伝送経路上への無線基地局ＰｈＮＢの追加処理を開始す
る工程と、無線基地局ＰｈＮＢが、かかる追加処理において、ヘッダ圧縮に係る情報、セ
キュリティの設定情報及びシーケンス番号の管理情報をリセットする工程と、無線基地局
ｅＮＢが、かかる追加処理において、無線基地局ＰｈＮＢに対して、移動局ＵＥの上りユ
ーザデータについては転送せず、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータについて転送する工
程とを有することを要旨とする。
【００６９】
　かかる構成によれば、無線基地局ＰｈＮＢの追加時に、データロスが生じる可能性はあ
るが、無線基地局ＰｈＮＢ及び無線基地局ｅＮＢにおける処理をシンプルにしつつ、ユー
ザデータの伝送経路を変更することができる。
【００７０】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッ
ファリングしている移動局宛ての下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに送信したが移動
局ＵＥから送達確認情報（ＡＣＫ）を受信していないものから、無線基地局ＰｈＮＢに対
して転送してもよい。
【００７１】
　かかる構成によれば、無線基地局ＰｈＮＢの設定が完了するまで、無線基地局ｅＮＢに
おいて再送することによって、データロスの発生の可能性を低減することができる。
【００７２】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバッ
ファリングしている移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに対して送信
していないものから、無線基地局ＰｈＮＢに対して転送してもよい。
【００７３】
　かかる構成によれば、移動局ＵＥにおいて、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータを重複
受信する可能性はあるが、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのロスを回避することがで
きる。
【００７４】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいて未だ
バッファリングしていない移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータを、無線基地局ＰｈＮＢに
対して転送してもよい。
【００７５】
　かかる構成によれば、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのロスの可能性はあるが、Ｐ
ＤＣＰレイヤをリセットするため、無線基地局ＰｈＮＢから移動局ＵＥに対して送信され
る下りユーザデータは、新規の下りユーザデータであり、上位レイヤにおいても、移動局
ＵＥと無線基地局ＰｈＮＢとの間における下りユーザデータのミスマッチを防ぐことがで
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きる。
【００７６】
　本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対する送信が完
了した上りユーザデータのシーケンス番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデー
タについて無線基地局ＰｈＮＢに送信してもよい。
【００７７】
　また、本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥは、ＰＤＣＰレイヤをリセットす
るため、無線基地局ＰｈＮＢに対して送信する上りユーザデータのシーケンス番号をリセ
ットしてもよい。
【００７８】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間で、上りユーザデ
ータのシーケンス番号の管理状態を交換する必要がなく、シンプルな処理が可能となる。
【００７９】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥのユーザデータの伝送
経路上に、マクロセルを管理する無線基地局ｅＮＢ及び移動局ＵＥが存在する位置を含む
カバレッジを有するスモールセルを管理する無線基地局ＰｈＮＢが含まれており、移動局
ＵＥがスモールセルにおいて通信中である場合に、無線基地局ＰｈＮＢが移動局ＵＥのユ
ーザデータの伝送経路として利用されなくなる場合、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの
ユーザデータの伝送経路からの無線基地局ＰｈＮＢの削除処理を開始する工程と、無線基
地局ｅＮＢが、かかる削除処理において、ヘッダ圧縮に係る情報、セキュリティの設定情
報及びシーケンス番号の管理情報をリセットする工程と、無線基地局ＰｈＮＢが、かかる
削除処理において、無線基地局ｅＮＢに対して、移動局ＵＥの上りユーザデータについて
は転送せず、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータについて転送する工程とを有することを
要旨とする。
【００８０】
　かかる構成によれば、無線基地局ＰｈＮＢの削除時に、データロスが生じる可能性はあ
るが、無線基地局ＰｈＮＢ及び無線基地局ｅＮＢにおける処理をシンプルにしつつ、ユー
ザデータの伝送経路を変更することができる。
【００８１】
　本実施形態の第２の特徴において、無線基地局ＰｈＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバ
ッファリングしている移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに送信した
が移動局ＵＥから送達確認情報（ＡＣＫ）を受信していないものから、無線基地局ｅＮＢ
に対して転送してもよい。
【００８２】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢの設定が完了するまで、無線基地局ＰｈＮＢに
おいて再送することによって、データロスの発生の可能性を低減することができる。
【００８３】
　本実施形態の第２の特徴において、無線基地局ＰｈＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいてバ
ッファリングしている移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのうち、移動局ＵＥに対して送
信していないものから、無線基地局ｅＮＢに対して転送してもよい。
【００８４】
　かかる構成によれば、移動局ＵＥにおいて、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータを重複
受信する可能性はあるが、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのロスを回避することがで
きる。
【００８５】
　本実施形態の第２の特徴において、無線基地局ＰｈＮＢは、ＰＤＣＰレイヤにおいて未
だバッファリングしていない移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータを、無線基地局ｅＮＢに
対して転送してもよい。
【００８６】
　かかる構成によれば、移動局ＵＥ宛ての下りユーザデータのロスの可能性はあるが、Ｐ
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ＤＣＰレイヤをリセットするため、無線基地局ｅＮＢから移動局ＵＥに対して送信される
下りユーザデータは、新規の下りユーザデータであり、上位レイヤにおいても、移動局Ｕ
Ｅと無線基地局ｅＮＢとの間における下りユーザデータのミスマッチを防ぐことができる
。
【００８７】
　本実施形態の第２の特徴において、移動局ＵＥは、無線基地局ＰｈＮＢに対する送信が
完了した上りユーザデータのシーケンス番号以降のシーケンス番号を有する上りユーザデ
ータについて無線基地局ｅＮＢに送信してもよい。
【００８８】
　また、本実施形態の第２の特徴において、移動局ＵＥは、ＰＤＣＰレイヤをリセットす
るため、無線基地局ｅＮＢに対して送信する上りユーザデータのシーケンス番号をリセッ
トしてもよい。
【００８９】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢと無線基地局ＰｈＮＢとの間で、上りユーザデ
ータのシーケンス番号の管理状態を交換する必要がなく、シンプルな処理が可能となる。
【００９０】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＰｈＮＢや移動管理ノードＭＭＥやゲー
トウェイ装置Ｓ-ＧＷ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。
【００９１】
　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。
【００９２】
　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/ＰｈＮＢや移動管理ノードＭＭＥやゲー
トウェイ装置Ｓ-ＧＷ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/ＰｈＮＢや移
動管理ノードＭＭＥやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ内に設けられていてもよい。
【００９３】
　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】
【００９４】
Ｓ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＭＭＥ…移動管理ノード
ｅＮＢ/ＰｈＮＢ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…受信部
１２…記憶部
１３…管理部
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