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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番号として拡張
シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第１無線基地局
との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号につ
いての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットする工程と、
　前記移動局が、前記拡張シーケンス番号に対応していない第２無線基地局との間で、再
接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通
常シーケンス番号を用いたベアラを確立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】
　移動局と第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番号として拡張
シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第１無線基地局
との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対
応していない第２無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケン
ス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工
程と、
　前記移動局が、前記拡張シーケンス番号についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットす
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】
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　再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、
　前記再接続手順部は、第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番
号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第１無線基地局
との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号につ
いての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットした後、該拡張シーケンス番号に対応していない
第２無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも
短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立するように構成され
ていることを特徴とする移動局。
【請求項４】
　再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、
　前記再接続手順部は、第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番
号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第１無線基地局
との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対
応していない第２無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケン
ス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立し、前
記拡張シーケンス番号についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットするように構成されて
いることを特徴とする移動局。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び移動局に関する。
【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
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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】
　図９及び図１０に示すように、再接続手順が完了すると、送信側のＰＤＣＰレイヤは、
ＲＬＣレイヤで送達確認がとれていないパケットの全てについての送信を開始する。
【００１２】
　受信側のＰＤＣＰレイヤは、「ｏｕｔ-ｏｆ-ｓｅｑｕｅｎｃｅ」状態であっても、上位
に送出できるパケットについては全て上位レイヤに送出し、再接続手順が完了した後に、
再び受信ウィンドウ内での受信を試みる。
【００１３】
　また、再接続手順が完了した後に、受信側のＰＤＣＰレイヤは、「ＰＤＣＰ　ｓｔａｔ
ｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ」により、「ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての受信状況を報告可能であり
、送信側のＰＤＣＰレイヤは、受信済みのパケットの送信をキャンセルすることも可能で
ある。
【００１４】
　図１１及び図１２に示すように、無線基地局Ｓ-ｅＮＢは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対し
て、ＲＬＣ-ＡＣＫが確認されていないＰＤＣＰ-ＳＤＵを転送するが、例えば、大量のＰ
ＤＣＰ-ＰＤＵがＲＬＣ-ＰＤＵに多重されていると、無線基地局Ｔ-ｅＮＢと移動局ＵＥ
との間で「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」が発生し、受信側における解匿処理が失敗し、正
常なパケットを抽出することができなくなるという問題点があった。
【００１５】
　特に、１個のＲＬＣ-ＰＤＵに対して大量のＰＤＣＰ-ＰＤＵが多重されるような場合に
は、ＲＬＣ-ＡＣＫが受信されずに転送されるＰＤＣＰ-ＰＤＵの数が多くなるため、「Ｈ
ＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」が発生する可能性が高くなる。
【００１６】
　例えば、伝送レートが高い場合、或いは、ＰＤＣＰ-ＳＤＵのサイズが非常に小さいパ
ケットが大量に発生する場合等に、「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」が発生する可能性が高
くなる。
【００１７】
　そこで、かかる「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」の発生を回避するために、ＰＤＣＰ-Ｓ
Ｎ長を拡張すること、すなわち、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ（図１３（ａ）参照）」よりも
長いシーケンス番号である「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ（図１３（ｂ）参照）」
を採用することが提案されている（非特許文献３）。
【００１８】
　「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いることで、ＰＤＣＰ-ＳＮが一巡し難くな
るため、「ＨＦＮ　ｍｉｓｍａｔｃｈ」が発生しにくくなる。
【００１９】
　なお、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いることについては、無線基地局ｅ
ＮＢが、移動局ＵＥに対して、ＲＲＣシグナリングを介して指定するように構成されてい
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る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２２
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２３
【非特許文献３】３ＧＰＰ寄書　Ｒ２-１２２６５１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、図１４に示すように、移動局ＵＥが、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-
ＳＮ」に対応している無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間で通信している状態で、「ｅｘｔｅｎ
ｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応している無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対する再接続手順を行う
場合には、移動局ＵＥと無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で使用するＰＤＣＰ-ＳＮ長が異なる
ため、通信を継続することができないという問題点があった。
【００２２】
　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、移動局ＵＥが、「ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応している無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間で通信している
状態で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢに
対する再接続手順を行う場合であっても、通信を継続することができる移動通信方法及び
移動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】
【００２３】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局と第１無線基地局との間で、Ｐ
ＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立さ
れている状態で、該移動局が、該第１無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク
障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセット
する工程と、前記拡張シーケンス番号に対応していない第２無線基地局との間で、再接続
手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シ
ーケンス番号を用いたベアラを確立する工程とを有することを要旨とする。
【００２４】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局と第１無線基地局との間で、Ｐ
ＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立さ
れている状態で、該移動局が、該第１無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク
障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対応していない第２無線基地局との間で、
再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である
通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工程と、前記拡張シーケンス番号について
の設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットする工程とを有することを要旨とする。
【００２５】
　本発明の第３の特徴は、移動局であって、再接続手順を行うように構成されている再接
続手順部を具備しており、前記再接続手順部は、第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイ
ヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状
態で、該第１無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該
拡張シーケンス番号についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットした後、該拡張シーケン
ス番号に対応していない第２無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡
張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを
確立するように構成されていることを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第４の特徴は、移動局であって、再接続手順を行うように構成されている再接
続手順部を具備しており、前記再接続手順部は、第１無線基地局との間で、ＰＤＣＰレイ
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ヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状
態で、該第１無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該
拡張シーケンス番号に対応していない第２無線基地局との間で、再接続手順を行うことに
よって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用
いたベアラを確立し、前記拡張シーケンス番号についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセッ
トするように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局ＵＥが、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ
-ＳＮ」に対応している無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間で通信している状態で、「ｅｘｔｅｎ
ｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対する再接続手順を行
う場合であっても、通信を継続することができる移動通信方法及び移動局を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【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局の機能ブロック図である。
【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。
【図５】本発明の変更例１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。
【図１１】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１２】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１３】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１４】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】
【００２９】
（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。
【００３０】
　本実施形態では、ＬＴＥ方式の移動通信システムを例に挙げて説明するが、本発明は、
かかる移動通信システムに限定されず、他の方式の移動通信システムにも適用可能である
。
【００３１】
　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、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤ
ＣＰ-ＳＮ」に対応している無線基地局Ｓ-ｅＮＢと、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-Ｓ
Ｎ」に対応していない、すなわち、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」にのみ対応している無線基
地局Ｔ-ｅＮＢとを具備している。
【００３２】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、再接続手順部１１を具備し
ている。再接続手順部１１は、移動局ＵＥの再接続手順に係る処理を行うように構成され
ている。
【００３３】
　図３に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、移動局ＵＥは、再接続手順部２１
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を具備している。再接続手順部２１は、移動局ＵＥの再接続手順に係る処理を行うように
構成されている。
【００３４】
　再接続手順部２１は、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-
ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リン
クにおけるＲＬＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ）を検出した場合、「ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定（及び、ＣＯＵＮＴ値）をリセットした後
、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対する
再接続手順を行うことによって、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確立するよ
うに構成されている。
【００３５】
　以下、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。
【００３６】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｓ-ｅＮ
Ｂとの間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状
態で、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出した場合、無線基
地局Ｔ-ｅＮＢに対する再接続手順を行うことを決定する。
【００３７】
　ここで、移動局ＵＥは、ＣＯＵＮＴ値をリセットすると共に、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｐ
ＤＣＰ-ＳＮ」についての設定についてもリセットする。
【００３８】
　ステップＳ１００２において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＡ　
ｐｒｅａｍｂｌｅ」を送信し、ステップＳ１００３において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、
移動局ＵＥに対して「ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００３９】
　ステップＳ１００４において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信
し、ステップＳ１００５において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して「ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」を送信する。
【００４０】
　ステップＳ１００６において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送
信し、ステップＳ１００７において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して「Ｒ
ＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信し、ステップＳ
１００８において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００４１】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに
対する再接続手順を行うことを決定した際に、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に
ついての設定を忘れ、無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベ
アラを確立することができ、通信を継続することができる。
【００４２】
（変更例１）
　図５を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実
施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００４３】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、再接続手順部２１は、無線基地局Ｓ-ｅＮＢ
との間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状態
で、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出した場合、「ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で、再接続手
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順を行うことによって、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確立し、「ｅｘｔｅ
ｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットするように構成
されている。
【００４４】
　以下、図５を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００４５】
　図５に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｓ-ｅＮ
Ｂとの間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状
態で、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出した場合、無線基
地局Ｔ-ｅＮＢに対する再接続手順を行うことを決定する。
【００４６】
　ステップＳ２００２において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＡ　
ｐｒｅａｍｂｌｅ」を送信し、ステップＳ２００３において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、
移動局ＵＥに対して「ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００４７】
　ステップＳ２００４において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信
し、ステップＳ２００５において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して「ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」を送信する。
【００４８】
　ステップＳ２００６において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送
信し、ステップＳ２００７において、無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して「Ｒ
ＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００４９】
　ここで、移動局ＵＥは、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ」内に「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を使用するように指示する情報要素
が含まれていない場合には、ＣＯＵＮＴ値をリセットすると共に、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　
ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定についてもリセットする。
【００５０】
　ステップＳ２００８において、移動局ＵＥは、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して「ＲＲＣ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信
する。
【００５１】
　本変更例１に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、無線基地局Ｔ-ｅＮＢに
対する再接続手順を行うことを決定した際に、かかる再接続手順において受信した「ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の内容に基づいて、「ｅ
ｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定を忘れ、無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で
「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確立することができ、通信を継続することが
できる。
【００５２】
　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。
【００５３】
　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と無線基地局Ｓ-ｅＮ
Ｂ（第１無線基地局）との間で、ＰＤＣＰレイヤにおけるシーケンス番号として「ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ（拡張シーケンス番号）」を用いたベアラが確立されている
状態で、移動局ＵＥが、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦ（無線
リンク障害）を検出した場合、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定及
びＣＯＵＮＴ値をリセットする工程と、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応し
ていない無線基地局Ｔ-ｅＮＢ（第２無線基地局）との間で、再接続手順を行うことによ
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って、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」よりも短いシーケンス番号である「従来の
ＰＤＣＰ-ＳＮ（通常シーケンス番号）」を用いたベアラを確立する工程とを有すること
を要旨とする。
【００５４】
　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と無線基地局Ｓ-ｅＮ
Ｂとの間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状
態で、移動局ＵＥが、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出し
た場合、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢと
の間で、再接続手順を行うことによって、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確
立する工程と、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定及びＣＯＵＮＴ値
をリセットする工程とを有することを要旨とする。
【００５５】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局ＵＥであって、再接続手順を行うように構成されて
いる再接続手順部２１を具備しており、再接続手順部２１は、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの
間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状態で、
無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出した場合、「ｅｘｔｅｎ
ｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットした後、「ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で、再接続手
順を行うことによって、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確立するように構成
されていることを要旨とする。
【００５６】
　本実施形態の第４の特徴は、移動局ＵＥであって、再接続手順を行うように構成されて
いる再接続手順部２１を具備しており、再接続手順部２１は、無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの
間で、「ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラが確立されている状態で、
無線基地局Ｓ-ｅＮＢとの間の無線リンクにおけるＲＬＦを検出した場合、「ｅｘｔｅｎ
ｄｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」に対応していない無線基地局Ｔ-ｅＮＢとの間で、再接続手順を
行うことによって、「従来のＰＤＣＰ-ＳＮ」を用いたベアラを確立し、「ｅｘｔｅｎｄ
ｅｄ　ＰＤＣＰ-ＳＮ」についての設定及びＣＯＵＮＴ値をリセットするように構成され
ていることを要旨とする。
【００５７】
　なお、上述したＣＯＵＮＴ値のリセットには、関連する状態変数のリセットも含まれる
ものとする。
【００５８】
　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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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。
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【００６１】
　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】
【００６２】
ｅＮＢ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１、２１…再接続手順部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】
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【図１３】 【図１４】
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