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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１スモールセル用無線基地局
配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行っている状態における移動通
信方法であって、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移動局から測定報告を受信した際に、第２
スモールセル用無線基地局に対して、スモールセル用無線基地局を切り替えるように要求
する切替要求を送信する工程と、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要
求応答を受信した際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共
に、該移動局に対して前記切替要求を送信する工程と、
　前記移動局が、前記切替要求に応じて、前記マクロセル用無線基地局に対して、該移動
局宛ての新規の下りデータを前記第２スモールセル用無線基地局に転送するように要求す
る転送要求を送信する工程と、
　前記マクロセル用無線基地局が、前記転送要求に応じて、前記第２スモールセル用無線
基地局に対して、前記移動局宛ての新規の下りデータを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】
　移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１スモールセル用無線基地局
配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行っている状態における移動通
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信方法であって、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移動局から測定報告を受信した際に、第２
スモールセル用無線基地局に対して、スモールセル用無線基地局を切り替えるように要求
する切替要求を送信する工程と、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要
求応答を受信した際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共
に、該移動局に対して前記切替要求を送信する工程と、
　前記移動局が、前記切替要求に応じて、前記第２スモールセル用無線基地局との間でラ
ンダムアクセス手順を行う工程と、
　前記移動局が、前記ランダムアクセス手順が完了した際に、前記マクロセル用無線基地
局に対して、該移動局宛ての新規の下りデータを前記第２スモールセル用無線基地局に転
送するように要求する転送要求を送信する工程と、
　前記マクロセル用無線基地局が、前記転送要求に応じて、前記第２スモールセル用無線
基地局に対して、前記移動局宛ての新規の下りデータを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３】
　移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１スモールセル用無線基地局
配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行っている状態における移動通
信方法であって、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移動局から測定報告を受信した際に、第２
スモールセル用無線基地局に対して、スモールセル用無線基地局を切り替えるように要求
する切替要求を送信する工程と、
　前記第１スモールセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要
求応答を受信した際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共
に、該移動局に対して前記切替要求を送信する工程と、
　前記移動局が、前記切替要求を受信した後に、前記第２スモールセル用無線基地局に対
して、コネクション再設定完了メッセージを送信する工程と、
　前記移動局が、前記コネクション再設定完了メッセージの送信が完了した際に、前記マ
クロセル用無線基地局に対して、該移動局宛ての新規の下りデータを前記第２スモールセ
ル用無線基地局に転送するように要求する転送要求を送信する工程と、
　前記マクロセル用無線基地局が、前記転送要求に応じて、前記第２スモールセル用無線
基地局に対して、前記移動局宛ての新規の下りデータを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。
【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）方式では、移動局ＵＥが移動した
場合であっても最適なセルで通信ができるようにハンドオーバ制御が規定されている（図
６参照）。
【０００３】
　また、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０までで規定されているＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ
　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、キャリアアグリゲーション）では、図７（ａ）に示すように
、同一の無線基地局ｅＮＢ配下のＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ、コンポー
ネントキャリア）＃１及びＣＣ＃２を用いて同時通信を行うことで高いスループットを実
現することが可能であった。
【０００４】
　一方、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１２では、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０まで
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のＣＡを拡張して、図７（ｂ）に示すように、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２
配下のＣＣ＃１/ＣＣ＃２を用いて同時通信を行うことで高いスループットを実現する「
Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が検討されている（非特許文献
１参照）。
【０００５】
　例えば、全てのＣＣを単一の無線基地局ｅＮＢ内に収容することができない場合に、Ｌ
ＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ１０と同程度のスループットを実現するためには、「Ｉｎｔｅ
ｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」を行うことが必要となる。
【０００６】
　なお、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」では、アンカーリン
グノード（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ　ｎｏｄｅ）で、下りデータを分配して移動局ＵＥに送信
することが想定される。
【０００７】
　例えば、図８（ａ）の例では、マクロセルを管理する無線基地局ＭｅＮＢが、アンカー
リングノードであり、図８（ｂ）の例では、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷが、アンカーリン
グノードである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書Ｒ２-１３１７８２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」において、
スモールセルを管理する無線基地局ＳｅＮＢを切り替える際に、既存のハンドオーバ制御
を流用することが考えられるが、図９に示すように、無線基地局ＭｅＮＢと無線基地局Ｓ
ｅＮＢとの間のバックホール回線としてｘＤＳＬ回線等の低速回線が用いられることが想
定されている。
【００１０】
　その結果、図１０に示すように、無線基地局ＭｅＮＢが「Ｐａｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を受信するまでの時間や、切り替え先の無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して
「Ｐａｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を送信するまでの時間等が長くな
ってしまい、無線基地局ＭｅＮＢから無線基地局ＳｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛ての新規
の下りデータの転送開始が遅延してしまうという問題点があった。
【００１１】
　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、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ
　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」において、無線基地局ＳｅＮＢを無線基地局ＳｅＮＢ
＃１から無線基地局ＳｅＮＢ＃２に切り替える際に、無線基地局ＭｅＮＢから無線基地局
ＳｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータの転送を迅速に開始することができ
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】
【００１２】
　本発明の第１の特徴は、移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１ス
モールセル用無線基地局配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行って
いる状態における移動通信方法であって、前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移
動局から測定報告を受信した際に、第２スモールセル用無線基地局に対して、スモールセ
ル用無線基地局を切り替えるように要求する切替要求を送信する工程と、前記第１スモー
ルセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要求応答を受信した
際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、該移動局に対
して前記切替要求を送信する工程と、前記移動局が、前記切替要求に応じて、前記マクロ
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セル用無線基地局に対して、該移動局宛ての新規の下りデータを前記第２スモールセル用
無線基地局に転送するように要求する転送要求を送信する工程と、前記マクロセル用無線
基地局が、前記転送要求に応じて、前記第２スモールセル用無線基地局に対して、該移動
局宛ての新規の下りデータを転送する工程とを有することを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第２の特徴は、移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１ス
モールセル用無線基地局配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行って
いる状態における移動通信方法であって、前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移
動局から測定報告を受信した際に、第２スモールセル用無線基地局に対して、スモールセ
ル用無線基地局を切り替えるように要求する切替要求を送信する工程と、前記第１スモー
ルセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要求応答を受信した
際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、該移動局に対
して前記切替要求を送信する工程と、前記移動局が、前記切替要求に応じて、前記第２ス
モールセル用無線基地局との間でランダムアクセス手順を行う工程と、前記移動局が、前
記ランダムアクセス手順が完了した際に、前記マクロセル用無線基地局に対して、該移動
局宛ての新規の下りデータを前記第２スモールセル用無線基地局に転送するように要求す
る転送要求を送信する工程と、前記マクロセル用無線基地局が、前記転送要求に応じて、
前記第２スモールセル用無線基地局に対して、該移動局宛ての新規の下りデータを転送す
る工程とを有することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第３の特徴は、移動局がマクロセル用無線基地局配下のマクロセル及び第１ス
モールセル用無線基地局配下のスモールセルを用いてキャリアアグリゲーションを行って
いる状態における移動通信方法であって、前記第１スモールセル用無線基地局が、前記移
動局から測定報告を受信した際に、第２スモールセル用無線基地局に対して、スモールセ
ル用無線基地局を切り替えるように要求する切替要求を送信する工程と、前記第１スモー
ルセル用無線基地局が、前記第２スモールセル用無線基地局から切替要求応答を受信した
際に、前記移動局宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、該移動局に対
して前記切替要求を送信する工程と、前記移動局が、前記切替要求を受信した後に、前記
第２スモールセル用無線基地局に対して、コネクション再設定完了メッセージを送信する
工程と、前記移動局が、前記コネクション再設定完了メッセージの送信が完了した際に、
前記マクロセル用無線基地局に対して、該移動局宛ての新規の下りデータを前記第２スモ
ールセル用無線基地局に転送するように要求する転送要求を送信する工程と、前記マクロ
セル用無線基地局が、前記転送要求に応じて、前記第２スモールセル用無線基地局に対し
て、該移動局宛ての新規の下りデータを転送する工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ」において、無線基地局ＳｅＮＢを無線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地局Ｓ
ｅＮＢ＃２に切り替える際に、無線基地局ＭｅＮＢから無線基地局ＳｅＮＢ＃２への移動
局ＵＥ宛ての新規の下りデータの転送を迅速に開始することができる移動通信方法を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【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の実施形態に係る移動局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の一例を示すシーケンス
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の一例を示すシーケンス
図である。
【図５】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の一例を示すシーケンス
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図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【図７】従来技術を説明するための図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【図９】従来技術を説明するための図である。
【図１０】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】
【００１７】
（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５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。
【００１８】
　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Ｓ-ＧＷと、マクロセルを管理する無線基地局ＭｅＮＢ
と、スモールセル＃１を管理する無線基地局ＳｅＮＢ＃１と、スモールセル＃２を管理す
る無線基地局ＳｅＮＢ＃２と、移動局ＵＥとを具備している。
【００１９】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、無線基地局ＭｅＮＢ配下のＣ
Ｃ及び無線基地局ＳｅＮＢ＃１配下のＣＣ（或いは、無線基地局ＳｅＮＢ＃２配下のＣＣ
）を用いてＣＡを行うことができるように構成されている。
【００２０】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムは、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」を行うことができるように構成されている。
【００２１】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥが、無線基地局ＭｅＮＢ及
び無線基地局ＳｅＮＢ＃１との間で「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ」を行っている状態において、無線基地局ＭｅＮＢが、無線基地局ＳｅＮＢ＃１を介
して移動局ＵＥに送信する全ての下りデータをバッファリングするように構成されていて
もよい。
【００２２】
　すなわち、かかる状態において、無線基地局ＭｅＮＢが、アンカーリングノードであり
、無線基地局ＳｅＮＢ＃１に対して、上述の下りデータのコピーを転送するように構成さ
れていてもよい。
【００２３】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、受信部１１と、送信部１２と、Ｃ
Ａ管理部１３と、受信データバッファ部１４と、受信状況管理部１５とを具備している。
【００２４】
　受信部１１は、無線基地局ＭｅＮＢや無線基地局ＳｅＮＢ＃１や無線基地局ＳｅＮＢ＃
２によって送信された各種信号を受信するように構成されており、送信部１２は、無線基
地局ＭｅＮＢや無線基地局ＳｅＮＢ＃１や無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して各種信号を送
信するように構成されている。
【００２５】
　ＣＡ管理部１３は、受信部１１及び送信部１２を協働して、上述のＣＡ、すなわち、「
Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」に係る制御や管理を行うように
構成されている。
【００２６】
　以下、図３乃至図５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、図３乃至図５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、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われている際に、
無線基地局ＳｅＮＢを無線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地局ＳｅＮＢ＃２に切り替える
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際の動作について説明する。
【００２７】
　第１に、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例１について説明
する。
【００２８】
　図３に示すように、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ１００１において、移動局
ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信し、無線基地局ＳｅＮＢを無
線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地局ＳｅＮＢ＃２に切り替えることを決定すると、ステ
ップＳ１００２において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、無線基地局ＳｅＮＢを切り
替えるように要求する「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００２９】
　その後、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ１００３において、無線基地局ＳｅＮ
Ｂ＃２から「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を受信すると、ステッ
プＳ１００４において、移動局ＵＥに対する下りデータのスケジューリングと停止すると
共に、ステップＳ１００５において、移動局ＵＥに対して「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００３０】
　ステップＳ１００６において、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に
対して、「ＳＮ　ｓｔａｔｕｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ」によって、移動局ＵＥに対する送信
が完了していない下りデータ（ＰＤＣＰ-ＰＤＵ）を通知すると共に、かかる下りデータ
を転送する。
【００３１】
　ステップＳ１００７において、移動局ＵＥは、かかる「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」に応じて、無線基地局ＭｅＮＢに対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデー
タを無線基地局ＳｅＮＢ＃１に転送するように要求する「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００３２】
　ここで、無線基地局ＭｅＮＢは、かかる転送要求に応じて、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に
対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを転送する。なお、図３の例では、無線基地
局ＭｅＮＢは、シーケンス番号「５５」以降のＰＤＣＰ-ＰＤＵを無線基地局ＳｅＮＢ＃
２に対して転送している。
【００３３】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１００８において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２との間で「ＲＡ
　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」を行い、ステップＳ１００９において、かかる「ＲＡ　ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ」が完了した後に、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００３４】
　ステップＳ１０１０において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２は、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に応じて、無線基
地局ＳｅＮＢ＃１によって転送された移動局ＵＥ宛ての下りデータのスケジューリングを
開始する。
【００３５】
　その後の動作は、図１０に示す動作と同様である。
【００３６】
　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の動作例２について説明
する。
【００３７】
　図４に示すように、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００１において、移動局
ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信し、無線基地局ＳｅＮＢを無
線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地局ＳｅＮＢ＃２に切り替えることを決定すると、ステ
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ップＳ２００２において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、無線基地局ＳｅＮＢを切り
替えるように要求する「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００３８】
　その後、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００３において、無線基地局ＳｅＮ
Ｂ＃２から「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を受信すると、ステッ
プＳ２００４において、移動局ＵＥに対する下りデータのスケジューリングと停止すると
共に、ステップＳ２００５において、移動局ＵＥに対して「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００３９】
　ステップＳ２００６において、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に
対して、「ＳＮ　ｓｔａｔｕｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ」によって、移動局ＵＥに対する送信
が完了していない下りデータ（ＰＤＣＰ-ＰＤＵ）を通知すると共に、かかる下りデータ
を転送する。
【００４０】
　移動局ＵＥは、ステップＳ２００７において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２との間で「ＲＡ
　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」を行い、ステップＳ２００８において、かかる「ＲＡ　ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ」が完了した後に、無線基地局ＭｅＮＢに対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下
りデータを無線基地局ＳｅＮＢ＃１に転送するように要求する「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅ
ｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４１】
　また、「ＲＡ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」は、「ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」の受信や、「Ｃ
ｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」の完了をもって、完了したものと見なされ
てもよい。
【００４２】
　ここで、無線基地局ＭｅＮＢは、かかる転送要求に応じて、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に
対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを転送する。なお、図４の例では、無線基地
局ＭｅＮＢは、シーケンス番号「５５」以降のＰＤＣＰ-ＰＤＵを無線基地局ＳｅＮＢ＃
２に対して転送している。
【００４３】
　ステップＳ２０１０において、移動局ＵＥは、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して「ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送
信する。
【００４４】
　ステップＳ２０１１において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２は、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に応じて、無線基
地局ＳｅＮＢ＃１によって転送された移動局ＵＥ宛ての下りデータのスケジューリングを
開始する。
【００４５】
　その後の動作は、図１０に示す動作と同様である。
【００４６】
　第３に、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作例３について説明
する。
【００４７】
　図５に示すように、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ３００１において、移動局
ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信し、無線基地局ＳｅＮＢを無
線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地局ＳｅＮＢ＃２に切り替えることを決定すると、ステ
ップＳ３００２において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、無線基地局ＳｅＮＢを切り
替えるように要求する「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４８】
　その後、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、ステップＳ３００３において、無線基地局ＳｅＮ
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Ｂ＃２から「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を受信すると、ステッ
プＳ３００４において、移動局ＵＥに対する下りデータのスケジューリングと停止すると
共に、ステップＳ３００５において、移動局ＵＥに対して「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４９】
　ステップＳ３００６において、無線基地局ＳｅＮＢ＃１は、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に
対して、「ＳＮ　ｓｔａｔｕｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ」によって、移動局ＵＥに対する送信
が完了していない下りデータ（ＰＤＣＰ-ＰＤＵ）を通知すると共に、かかる下りデータ
を転送する。
【００５０】
　移動局ＵＥは、ステップＳ３００７において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２との間で「ＲＡ
　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」を行い、ステップＳ３００８において、かかる「ＲＡ　ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ」が完了した後、或いは、かかる「ＲＡ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」中に、無線基
地局ＳｅＮＢ＃２に対して「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００５１】
　ステップＳ３００９において、無線基地局ＳｅＮＢ＃２は、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に応じて、無線基
地局ＳｅＮＢ＃１によって転送された移動局ＵＥ宛ての下りデータのスケジューリングを
開始する。
【００５２】
　移動局ＵＥは、ステップＳ３０１０において、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」の送信が完了した際に、移動局
ＵＥ宛ての新規の下りデータを無線基地局ＳｅＮＢ＃２に転送するように要求する「Ｎｅ
ｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５３】
　なお、移動局ＵＥは、無線基地局ＳｅＮＢ＃２から、上述の「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に対するＭＡＣ-ＡＣＫ
或いはＲＬＣ-ＡＣＫを受信した時点で、上述の「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ
　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信してもよい。
【００５４】
　その後の動作は、図１０に示す動作と同様である。
【００５５】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎ」において無線基地局ＳｅＮＢを無線基地局ＳｅＮＢ＃１から無線基地
局ＳｅＮＢ＃２に切り替える際に、無線基地局ＭｅＮＢが、移動局ＵＥから「Ｎｅｗ　ｄ
ａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した時点で、無線基地局ＳｅＮＢ＃
２に対して移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを転送することができるため、無線基地局
ＳｅＮＢ＃２からの「Ｐａｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信する時点よりも
前の時点で、無線基地局ＭｅＮＢから無線基地局ＳｅＮＢ＃２への移動局ＵＥ宛ての新規
の下りデータの転送を迅速に開始することができる。
【００５６】
　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。
【００５７】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが無線基地局ＭｅＮＢ（マクロセル用無線基地
局）配下のマクロセル及び無線基地局ＳｅＮＢ＃１（第１スモールセル用無線基地局）配
下のスモールセルを用いてＣＡ（キャリアアグリゲーション）を行っている状態における
移動通信方法であって、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、移動局ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）」を受信した際に、無線基地局ＳｅＮＢ＃２（第２ス
モールセル用無線基地局）に対して、無線基地局ＳｅＮＢ（スモールセル用無線基地局）
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を切り替えるように要求する「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ（切替要求）」
を送信する工程と、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、無線基地局ＳｅＮＢ＃２から「ＳｅＮＢ
　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ（切替要求応答）」を受信した際に、移動局Ｕ
Ｅ宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、移動局ＵＥに対して「ＳｅＮ
Ｂ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる「ＳｅＮ
Ｂ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、無線基地局ＭｅＮＢに対して、移動局Ｕ
Ｅ宛ての新規の下りデータを無線基地局ＳｅＮＢ＃２に転送するように要求する「Ｎｅｗ
　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ（転送要求）」を送信する工程と、無線
基地局ＭｅＮＢが、かかる「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に
応じて、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを転送す
る工程とを有することを要旨とする。
【００５８】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥが無線基地局ＭｅＮＢ配下のマクロセル及び無
線基地局ＳｅＮＢ＃１配下のスモールセルを用いてＣＡを行っている状態における移動通
信方法であって、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、移動局ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した際に、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して「ＳｅＮＢ　ｃｈａ
ｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、無線基地局Ｓ
ｅＮＢ＃２から「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を受信した際に、
移動局ＵＥ宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、移動局ＵＥに対して
「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる
「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、無線基地局ＳｅＮＢ＃２との間
で「ＲＡ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ（ランダムアクセス手順）」を行う工程と、移動局ＵＥが
、かかる「ＲＡ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」が完了した際に、無線基地局ＭｅＮＢに対して、
移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを無線基地局ＳｅＮＢ＃２に転送するように要求する
「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、無線基地
局ＭｅＮＢが、かかる「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じ
て、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを転送する工
程とを有することを要旨とする。
【００５９】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局ＵＥが無線基地局ＭｅＮＢ配下のマクロセル及び無
線基地局ＳｅＮＢ＃１配下のスモールセルを用いてＣＡを行っている状態における移動通
信方法であって、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、移動局ＵＥから「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した際に、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して「ＳｅＮＢ　ｃｈａ
ｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、無線基地局ＳｅＮＢ＃１が、無線基地局Ｓ
ｅＮＢ＃２から「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋ」を受信した際に、
移動局ＵＥ宛ての下りデータのスケジューリングを停止すると共に、移動局ＵＥに対して
「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる
「ＳｅＮＢ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した後に、無線基地局ＳｅＮＢ＃２
に対して「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ（コネクション再設定完了メッセージ）」を送信する工程と、移動局ＵＥが、か
かる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ」の送信が完了した際に、移動局ＵＥ宛ての新規の下りデータを無線基地局ＳｅＮＢ
＃２に転送するように要求する「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する工程と、無線基地局ＭｅＮＢが、かかる「Ｎｅｗ　ｄａｔａ　ｄｅｌｉｖｅ
ｒｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、無線基地局ＳｅＮＢ＃２に対して、移動局ＵＥ宛ての
新規の下りデータを転送する工程とを有することを要旨とする。
【００６０】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢ＃１/ＳｅＮＢ＃２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。
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【００６１】
　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。
【００６２】
　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ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢ＃１/ＳｅＮＢ＃２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ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢ＃１/ＳｅＮＢ＃２内に設けられてい
てもよい。
【００６３】
　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】
【００６４】
Ｓ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＭｅＮＢ、ＳｅＮＢ＃１、ＳｅＮＢ＃２…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…受信部
１２…送信部
１３…ＣＡ管理部
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