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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有しており、無線基地局から
送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
　前記ＭＡＣレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて
、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構
成されている判定部と、
　前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、再接続手
順を実行するように構成されている制御部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有しており、移動局から送信
パケットを受信するように構成されている無線基地局であって、
　前記ＭＡＣレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて
、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構
成されている判定部と、
　前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、前記移動
局に対して、セル内ハンドオーバを行うように指示するように構成されている制御部とを
具備することを特徴とする無線基地局。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式に対応する無線基地局ｅＮＢ
及び移動局ＵＥは、図６に示すように、ＰＨＹ（物理）レイヤと、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤと、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）レイヤと、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）レイヤと、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイ
ヤとを有している。
【０００３】
　ＰＤＣＰレイヤは、秘匿処理や改竄検出処理やヘッダ圧縮処理を行うように構成されて
いる。
【０００４】
　ここで、秘匿処理及び改竄検出処理では、ＣＯＵＮＴ値が用いられる。図７に示すよう
に、かかるＣＯＵＮＴ値は、ＨＦＮ（Ｈｙｐｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）とＰＤＣ
Ｐ-ＳＮ（Ｓｅｑｕｎｅｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）」とによって構成されている。
【０００５】
　ＰＤＣＰ-ＳＮは、１２ビット又は７ビットで構成されており、ＰＤＣＰレイヤによっ
てＲＬＣに対してパケットが送出される度にインクリメントされるように構成されている
。
【０００６】
　また、ＨＦＮは、２０ビット又は２５ビットで構成されており、ＰＤＣＰ-ＳＮが周回
する度にインクリメントされるように構成されている。
【０００７】
　なお、送信側のＰＤＣＰレイヤと受信側のＰＤＣＰレイヤとの間で、ＣＯＵＮＴ値が同
期していなければ、受信側のＰＤＣＰレイヤにおいて、正しく解匿処理を行うことができ
ない。
【０００８】
　具体的には、送信側のＰＤＣＰレイヤは、ＲＲＣレイヤから受け取ったパケット（ＰＤ
ＣＰ-ＳＤＵ）に対して、ＣＯＵＮＴ値を用いて、秘匿処理（ヘッダ圧縮処理及び改竄検
出処理）を施し、ヘッダにＰＤＣＰ-ＳＮを付与することによって、ＰＤＣＰ-ＰＤＵとし
てＲＬＣレイヤに送出するように構成されている。
【０００９】
　一方、受信側のＰＤＣＰレイヤは、受信ウィンドウを管理しており、図８に示すように
、受信したパケット（ＰＤＣＰ-ＰＤＵ）に付与されているＰＤＣＰ-ＳＮが受信ウィンド
ウ外のＰＤＣＰ-ＳＮであれば、かかるパケットを破棄するように構成されている。
【００１０】
　なお、受信側のＰＤＣＰレイヤは、受信したパケット（ＰＤＣＰ-ＰＤＵ）に付与され
ているＰＤＣＰ-ＳＮが受信ウィンドウ内のＰＤＣＰ-ＳＮであれば、現在の受信状態から
、かかるパケットの解匿処理に用いるべきＨＦＮを推測し、かかるパケットに対して、推
測したＨＦＮを用いて解匿処理を施すことによって得られたパケット（ＰＤＣＰ-ＳＤＵ
）を上位レイヤに送出し、受信ウィンドウを更新するように構成されている。
【００１１】
　また、ＬＴＥ方式では、ＲＬＣレイヤには、ＡＭ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　Ｍｏｄｅ
）、ＵＭ（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　Ｍｏｄｅ）及びＴＭ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｍ
ｏｄｅ）の３種類のモードが存在する。以下、ＵＭで動作するＲＬＣレイヤを、ＲＬＣ-
ＵＭレイヤと記載する。
【００１２】



(3) JP 5953107 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

　送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、送信すべきパケット（ＲＬＣ-ＳＤＵ）に対して、順番
に、ＳＮ（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）を付与してＭＡＣレイヤに送出するように
構成されている。
【００１３】
　なお、リアルタイム性を維持するために、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、受信側のＲ
ＬＣ-ＵＭレイヤにおける受信状況を意識することなく、再送制御について行わないよう
に構成されている。
【００１４】
　一方、受信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、受信ウィンドウを管理しており、図９に示すよ
うに、受信したパケットに付与されているＳＮを観測して、受信ウィンドウを更新するよ
うに構成されている。
【００１５】
　また、図９に示すように、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤによって送信されたパケットが
大量に消失された場合であっても、受信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、消失されたパケット
の後続のパケットを受信した場合には、受信ウィンドウを更新するように構成されている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２２
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、従来のＬＴＥ方式では、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤによって送信され
たパケットが大量に消失された場合には、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤと受信側のＲＬＣ-
ＵＭレイヤとの間で「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」が発生し、受信側のＲＬＣ-ＵＭレイ
ヤが、正常に解匿処理を行うことができなくなるという問題点があった。
【００１８】
　具体的には、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、図１０に示すように、送信パケットの大
量消失が発生した場合であっても、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤは、新規のパケットの送
信を継続するように構成されている。
【００１９】
　かかる場合、図１０に示すように、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤで用いられるＨＦＮが
インクリメントされる一方、受信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤで用いられるＨＦＮがインクリ
メントされない。
【００２０】
　したがって、送信側のＲＬＣ-ＵＭレイヤが、インクリメントされたＨＦＮ（＝１）を
用いて秘匿処理を行ったパケットを送信しているにも関わらず、受信側のＲＬＣ-ＵＭレ
イヤは、インクリメントされていないＨＦＮ（＝０）を用いて解匿処理を行ってしまうた
め、正常なパケットを抽出することができないという問題点があった。
【００２１】
　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、大量の送信パケットの消
失の発生に起因する「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」の発生を抑制することができる移動局
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】
【００２２】
　本発明の第１の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、無線基地局から送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
所定期間内に受信した前記送信パケットの数に基づいて、該送信パケットについて所定量



(4) JP 5953107 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されている判定部と、前記送信
パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、再接続手順を実行す
るように構成されている制御部とを具備することを要旨とする。
【００２３】
　本発明の第２の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、無線基地局から送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
前記ＭＡＣレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて、
該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成
されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定され
た場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部とを具備することを要旨と
する。
【００２４】
　本発明の第３の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、無線基地局から送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
前記ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づ
いて、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するよう
に構成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判
定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部とを具備することを
要旨とする。
【００２５】
　本発明の第４の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、無線基地局から送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
前記ＰＤＣＰレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて
、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構
成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定さ
れた場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部とを具備することを要旨
とする。
【００２６】
　本発明の第５の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、無線基地局から送信パケットを受信するように構成されている移動局であって、
前記ＰＤＣＰレイヤにおいて検出されたヘッダ伸張に失敗した前記送信パケットの数又は
比率に基づいて、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判
定するように構成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生し
ていると判定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部とを具備
することを要旨とする。
【００２７】
　本発明の第６の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、移動局から送信パケットを受信するように構成されている無線基地局であって、
所定期間内に受信した前記送信パケットの数に基づいて、該送信パケットについて所定量
の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されている判定部と、前記送信
パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、前記移動局に対して
、セル内ハンドオーバを行うように指示するように構成されている制御部とを具備するこ
とを要旨とする。
【００２８】
　本発明の第７の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、移動局から送信パケットを受信するように構成されている無線基地局であって、
前記ＭＡＣレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて、
該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成
されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定され
た場合に、前記移動局に対して、セル内ハンドオーバを行うように指示するように構成さ
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れている制御部とを具備することを要旨とする。
【００２９】
　本発明の第８の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、移動局から送信パケットを受信するように構成されている無線基地局であって、
前記ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づ
いて、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するよう
に構成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判
定された場合に、前記移動局に対して、セル内ハンドオーバを行うように指示するように
構成されている制御部とを具備することを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第９の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有し
ており、移動局から送信パケットを受信するように構成されている無線基地局であって、
前記ＰＤＣＰレイヤにおいて検出された前記送信パケットの抜けの数又は比率に基づいて
、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構
成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定さ
れた場合に、前記移動局に対して、セル内ハンドオーバを行うように指示するように構成
されている制御部とを具備することを要旨とする。
【００３１】
　本発明の第１０の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを有
しており、移動局から送信パケットを受信するように構成されている無線基地局であって
、前記ＰＤＣＰレイヤにおいて検出されたヘッダ伸張に失敗した前記送信パケットの数又
は比率に基づいて、該送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて
判定するように構成されている判定部と、前記送信パケットについて所定量の消失が発生
していると判定された場合に、前記移動局に対して、セル内ハンドオーバを行うように指
示するように構成されている制御部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように、本発明によれば、送信パケットの大量消失の発生に起因する「Ｈ
ＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」の発生を抑制することができる移動局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】
【００３３】
【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を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第２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６】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図７】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図８】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図９】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図１０】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
（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。
【００３５】
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　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、無線基地局ｅＮＢ及び移動
局ＵＥを具備しており、無線基地局ｅＮＢ及び移動局ＵＥは、ＰＨＹ（物理）レイヤと、
ＭＡＣレイヤと、ＲＬＣ-ＵＭレイヤと、ＰＤＣＰレイヤと、ＲＲＣレイヤとを有してい
る。
【００３６】
　なお、本実施形態では、ＬＴＥ方式の移動通信システムが用いられるケースを例に挙げ
て説明するが、本発明は、かかるケースに限定されることはなく、他の通信方式の移動通
信システムが用いられるケースにも適用可能である。
【００３７】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、判定部１１と、制御部１２とを具
備している。
【００３８】
　判定部１１は、無線基地局ｅＮＢが移動局ＵＥに対して送信したパケット（以下、送信
パケット）について所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成され
ている。
【００３９】
　例えば、判定部１１は、所定期間内に受信した送信パケットの数に基づいて、送信パケ
ットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されていて
もよい。
【００４０】
　なお、判定部１１は、音声パケットのように周期的に発生する送信パケットであれば、
所定期間（例えば、図３におけるパケット監視期間）において受信した送信パケットの数
に基づいて、消失した送信パケットの数を推定することができる。
【００４１】
　例えば、図３に示すように、移動局ＵＥは、２０ｍｓごとに、１個の音声パケットを受
信するはずである。したがって、図３に示すように、移動局ＵＥが、１２０ｍｓの期間（
所定期間）中に、２個の音声パケットしか受信していない場合には、判定部１１は、１２
０ｍｓの期間（所定期間）中に、４個の音声パケットが消失したことを検出することがで
きる。
【００４２】
　ここで、判定部１１は、所定期間において消失した送信パケットの数が所定の閾値を上
回っている場合には、或いは、所定期間において受信した送信パケットの数が所定の閾値
を下回っている場合には、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定する
ように構成されていてもよい。
【００４３】
　或いは、判定部１１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かにつ
いて判定するように構成されていてもよい。
【００４４】
　例えば、判定部１１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の消失が
発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００４５】
　なお、判定部１１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜けの
数又は比率の代わりに、ＭＡＣレイヤにおいて所定期間において検出された送信パケット
の抜けの数又は比率を用いてもよい。
【００４６】
　或いは、判定部１１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケット
の抜けの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否
かについて判定するように構成されていてもよい。
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【００４７】
　例えば、判定部１１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケット
の抜けの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の
消失が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００４８】
　なお、判定部１１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの
抜けの数又は比率の代わりに、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて所定期間において検出された
送信パケットの抜けの数又は比率を用いてもよい。
【００４９】
　或いは、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜
けの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かに
ついて判定するように構成されていてもよい。
【００５０】
　例えば、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜
けの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の消失
が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００５１】
　なお、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率の代わりに、ＰＤＣＰレイヤにおいて所定期間において検出された送信パケ
ットの抜けの数又は比率を用いてもよい。
【００５２】
　或いは、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗
した送信パケットの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生し
ているか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【００５３】
　ここで、移動局ＵＥのＰＤＣＰレイヤは、検出した送信パケットについてのヘッダ伸張
に失敗した場合、無線基地局ｅＮＢのＰＤＣＰレイヤに対して、ＲＯＨＣ（Ｒｏｂｕｓｔ
　Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）制御のフィードバックパケットを送信するよ
うに構成されている。
【００５４】
　例えば、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗
した送信パケットの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについ
て所定量の消失が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００５５】
　なお、判定部１１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗し
た送信パケットの数又は比率の代わりに、ＰＤＣＰレイヤにおいて所定期間において検出
されたヘッダ伸張に失敗した送信パケットの数又は比率を用いてもよい。
【００５６】
　制御部１２は、判定部１１によって送信パケットについて所定量の消失が発生している
と判定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている。
【００５７】
　本実施形態に係る発明によれば、移動局ＵＥが、受信した送信パケットについて所定量
の消失が発生していると判定した場合に、再接続手順を実行することによって、ＰＤＣＰ
レイヤをリフレッシュし、ＨＦＮ及びＰＤＣＰ-ＳＮをリセットすることができるため、
送信パケットについて所定量の消失に起因する「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」の発生を回
避することができる。
【００５８】
（第２の実施形態）
　以下、図４及び図５を参照して、本発明の第２の実施形態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。
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【００５９】
　図４に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、判定部２１と、制御部２２
とを具備している。
【００６０】
　判定部２１は、移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢに対して送信したパケット（以下、送信
パケット）について所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成され
ている。
【００６１】
　例えば、判定部２１は、所定期間内に受信した送信パケットの数に基づいて、送信パケ
ットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されていて
もよい。
【００６２】
　なお、判定部２１は、音声パケットのように周期的に発生する送信パケットであれば、
所定期間（例えば、図５におけるパケット監視期間）において受信した送信パケットの数
に基づいて、消失した送信パケットの数を推定することができる。
【００６３】
　例えば、図５に示すように、無線基地局ｅＮＢは、２０ｍｓごとに、１個の音声パケッ
トを受信するはずである。したがって、図５に示すように、無線基地局ｅＮＢが、１２０
ｍｓの期間（所定期間）中に、２個の音声パケットしか受信していない場合には、判定部
２１は、１２０ｍｓの期間（所定期間）中に、４個の音声パケットが消失したことを検出
することができる。
【００６４】
　ここで、判定部２１は、所定期間において消失した送信パケットの数が所定の閾値を上
回っている場合には、或いは、所定期間において受信した送信パケットの数が所定の閾値
を下回っている場合には、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定する
ように構成されていてもよい。
【００６５】
　或いは、判定部２１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かにつ
いて判定するように構成されていてもよい。
【００６６】
　例えば、判定部２１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の消失が
発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００６７】
　なお、判定部２１は、ＭＡＣレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜けの
数又は比率の代わりに、ＭＡＣレイヤにおいて所定期間において検出された送信パケット
の抜けの数又は比率を用いてもよい。
【００６８】
　或いは、判定部２１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケット
の抜けの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否
かについて判定するように構成されていてもよい。
【００６９】
　例えば、判定部２１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケット
の抜けの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の
消失が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００７０】
　なお、判定部２１は、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの
抜けの数又は比率の代わりに、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて所定期間において検出された
送信パケットの抜けの数又は比率を用いてもよい。
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【００７１】
　或いは、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜
けの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かに
ついて判定するように構成されていてもよい。
【００７２】
　例えば、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜
けの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについて所定量の消失
が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００７３】
　なお、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出された送信パケットの抜け
の数又は比率の代わりに、ＰＤＣＰレイヤにおいて所定期間において検出された送信パケ
ットの抜けの数又は比率を用いてもよい。
【００７４】
　或いは、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗
した送信パケットの数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生し
ているか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【００７５】
　ここで、無線基地局ｅＮＢのＰＤＣＰレイヤは、検出した送信パケットについてのヘッ
ダ伸張に失敗した場合、移動局ＵＥのＰＤＣＰレイヤに対して、ＲＯＨＣ制御のフィード
バックパケットを送信するように構成されている。
【００７６】
　例えば、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗
した送信パケットの数又は比率が、所定の閾値を上回っている場合、送信パケットについ
て所定量の消失が発生していると判定するように構成されていてもよい。
【００７７】
　なお、判定部２１は、ＰＤＣＰレイヤにおいて連続して検出されたヘッダ伸張に失敗し
た送信パケットの数又は比率の代わりに、ＰＤＣＰレイヤにおいて所定期間において検出
されたヘッダ伸張に失敗した送信パケットの数又は比率を用いてもよい。
【００７８】
　制御部２２は、判定部２１によって送信パケットの所定量の消失が発生していると判定
された場合に、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを行うように指
示するように構成されている。
【００７９】
　ここで、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバが行われる場合には、「Ｌａｙｅｒ-２　Ｒ
ｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」が行われる、すなわち、ＰＤＣＰレイヤ等がリフレッ
シュされるように構成されている。
【００８０】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、送信パケットにつ
いて所定量の消失が発生していると判定した場合に、移動局ＵＥにＩｎｔｒａ-ｃｅｌｌ
ハンドオーバを行わせることによって、ＰＤＣＰレイヤをリフレッシュし、ＨＦＮ及びＰ
ＤＣＰ-ＳＮをリセットすることができるため、送信パケットについて所定量の消失に起
因する「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」の発生を回避することができる。
【００８１】
　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。
【００８２】
　本実施形態の第１の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、無線基地局ｅＮＢから送信パケットを受信するように構成されている移動局
ＵＥであって、所定期間内に受信した送信パケットの数に基づいて、送信パケットについ
て所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されている判定部１１
と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、再接続手順
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を実行するように構成されている制御部１２とを具備することを要旨とする。
【００８３】
　本実施形態の第２の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、無線基地局ｅＮＢから送信パケットを受信するように構成されている移動局
ＵＥであって、ＭＡＣレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率に基づ
いて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように
構成されている判定部１１と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定
された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部１２とを具備すること
を要旨とする。
【００８４】
　本実施形態の第３の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、無線基地局ｅＮＢから送信パケットを受信するように構成されている移動局
ＵＥであって、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率
に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定する
ように構成されている判定部１１と、送信パケットについて所定量の消失が発生している
と判定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部１２とを具備す
ることを要旨とする。
【００８５】
　本実施形態の第４の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、無線基地局ｅＮＢから送信パケットを受信するように構成されている移動局
ＵＥであって、ＰＤＣＰレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率に基
づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するよう
に構成されている判定部１１と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判
定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部１２とを具備するこ
とを要旨とする。
【００８６】
　本実施形態の第５の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、無線基地局ｅＮＢから送信パケットを受信するように構成されている移動局
ＵＥであって、ＰＤＣＰレイヤにおいて検出されたヘッダ伸張に失敗した送信パケットの
数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについ
て判定するように構成されている判定部１１と、送信パケットについて所定量の消失が発
生していると判定された場合に、再接続手順を実行するように構成されている制御部１２
とを具備することを要旨とする。
【００８７】
　本実施形態の第６の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、移動局ＵＥから送信パケットを受信するように構成されている無線基地局ｅ
ＮＢであって、所定期間内に受信した送信パケットの数に基づいて、送信パケットについ
て所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように構成されている判定部２１
と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定された場合に、移動局ＵＥ
に対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバ（セル内ハンドオーバ）を行うように指示
するように構成されている制御部２２とを具備することを要旨とする。
【００８８】
　本実施形態の第７の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、移動局ＵＥから送信パケットを受信するように構成されている無線基地局ｅ
ＮＢであって、ＭＡＣレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率に基づ
いて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するように
構成されている判定部２１と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判定
された場合に、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを行うように指
示するように構成されている制御部２２とを具備することを要旨とする。
【００８９】
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　本実施形態の第８の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、移動局ＵＥから送信パケットを受信するように構成されている無線基地局ｅ
ＮＢであって、ＲＬＣ-ＵＭレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率
に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定する
ように構成されている判定部２１と、送信パケットについて所定量の消失が発生している
と判定された場合に、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを行うよ
うに指示するように構成されている制御部２２とを具備することを要旨とする。
【００９０】
　本実施形態の第９の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤとを
有しており、移動局ＵＥから送信パケットを受信するように構成されている無線基地局ｅ
ＮＢであって、ＰＤＣＰレイヤにおいて検出された送信パケットの抜けの数又は比率に基
づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かについて判定するよう
に構成されている判定部２１と、送信パケットについて所定量の消失が発生していると判
定された場合に、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを行うように
指示するように構成されている制御部２２とを具備することを要旨とする。
【００９１】
　本実施形態の第１０の特徴は、ＭＡＣレイヤとＲＬＣ-ＵＭレイヤとＰＤＣＰレイヤと
を有しており、移動局ＵＥから送信パケットを受信するように構成されている無線基地局
ｅＮＢであって、ＰＤＣＰレイヤにおいて検出されたヘッダ伸張に失敗した送信パケット
の数又は比率に基づいて、送信パケットについて所定量の消失が発生しているか否かにつ
いて判定するように構成されている判定部２１と、送信パケットについて所定量の消失が
発生していると判定された場合に、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオ
ーバを行うように指示するように構成されている制御部２２とを具備することを要旨とす
る。
【００９２】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ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。
【００９３】
　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。
【００９４】
　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内に設けられていてもよい。
【００９５】
　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】
【００９６】
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ＵＥ…移動局
ｅＮＢ…無線基地局
１１、１２…判定部
１２、２２…制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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