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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デュアルコネクティビティによりマスタ基地局とセカンダリ基地局と同時に通信する送
受信部と、
　前記マスタ基地局のためのＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤと
前記セカンダリ基地局のためのＲＬＣレイヤとを有するＲＬＣレイヤ処理部と、
　前記マスタ基地局のためのＲＬＣレイヤと前記セカンダリ基地局のためのＲＬＣレイヤ
との間でデータを送受信するＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃ
ｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤを有するＰＤＣＰレイヤ処理部と、
を有するユーザ装置であって、
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局とに対して設定されているスプリットベアラ
においてアップリンクデータパケットの送信方向を変更する際、前記ＲＬＣレイヤ処理部
は、前記マスタ基地局のためのＲＬＣレイヤと前記セカンダリ基地局のためのＲＬＣレイ
ヤとに対して再確立処理を実行し、前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、前記ＰＤＣＰレイヤに
対して再確立処理を実行するユーザ装置。
【請求項２】
　前記ＲＬＣレイヤ処理部と前記ＰＤＣＰレイヤ処理部とは、前記送信方向の変更前に割
り振られたアップリンクデータパケットの送信を停止し、前記送信停止されたアップリン
クデータパケットを前記送信方向の変更先の基地局に送信するように、前記ＲＬＣレイヤ
と前記ＰＤＣＰレイヤとに対して前記再確立処理を実行する、請求項１記載のユーザ装置
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。
【請求項３】
　前記ＲＬＣレイヤ処理部と前記ＰＤＣＰレイヤ処理部とは、前記送信停止されたアップ
リンクデータパケットがシーケンス番号の順序通りに送信されるように、前記ＲＬＣレイ
ヤと前記ＰＤＣＰレイヤとに対して前記再確立処理を実行する、請求項２記載のユーザ装
置。
【請求項４】
　前記送信方向の変更前の基地局から前記再確立処理の指示を受信すると、前記ＲＬＣレ
イヤ処理部と前記ＰＤＣＰ処理部とは前記再確立処理を実行する、請求項１乃至３何れか
一項記載のユーザ装置。
【請求項５】
　前記再確立処理は、アップリンク通信のみに対して実行される、請求項１乃至４何れか
一項記載のユーザ装置。
【請求項６】
　デュアルコネクティビティによりユーザ装置と通信する送受信部と、
　前記ユーザ装置との通信のためのＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レ
イヤを有するＲＬＣレイヤ処理部と、
　前記ユーザ装置との通信のためのＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇ
ｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤを有するＰＤＣＰレイヤ処理部と、
を有する基地局であって、
　前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、アップリンクリオーダリングタイマを有し、前記ユーザ
装置に対して設定されているスプリットベアラにおいてアップリンクデータパケットの送
信方向を変更する際、前記アップリンクリオーダリングタイマを起動し、前記ユーザ装置
から受信したアップリンクデータパケットのシーケンス番号が不連続である場合、前記受
信したアップリンクデータパケットの上位レイヤへの送信を保留する基地局。
【請求項７】
　前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、前記アップリンクリオーダリングタイマの満了までに前
記ユーザ装置から受信したアップリンクデータパケットのシーケンス番号が不連続なまま
である場合、前記受信したアップリンクデータパケットを前記上位レイヤに送信する、請
求項６記載の基地局。
【請求項８】
　前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、欠落していたシーケンス番号に対応するアップリンクデ
ータパケットが受信された場合、前記アップリンクリオーダリングタイマを停止し、前記
受信したアップリンクデータパケットを前記上位レイヤに送信する、請求項６又は７記載
の基地局。
【請求項９】
　前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、前記アップリンクリオーダリングタイマの満了後又は停
止後に受信したアップリンクデータパケットに対して、前記シーケンス番号の欠落を検出
すると、前記欠落したシーケンス番号に対応するアップリンクデータパケットが前記ユー
ザ装置において破棄されたと判断する、請求項６乃至８何れか一項記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＬＴＥシステムの次世代の通信規格として、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの高機能
化が進められている。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムでは、ＬＴＥシステムとのバッ
クワードコンパチビリティを確保しつつ、ＬＴＥシステムを上回るスループットを実現す
るため、キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）
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技術が導入される。キャリアアグリゲーションでは、ＬＴＥシステムによりサポートされ
ている２０ＭＨｚの最大帯域幅を有するコンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
Ｃａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）が基本コンポーネントとして利用され、これら複数のコンポーネ
ントキャリアを同時に用いることによって、より広帯域な通信を実現することが図られて
いる。
【０００３】
　キャリアアグリゲーションでは、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）
は、複数のコンポーネントキャリアを同時に用いて基地局（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ
：ｅＮＢ）と通信することが可能である。キャリアアグリゲーションでは、ユーザ装置と
の接続性を担保する信頼性の高いプライマリセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ：ＰＣｅｌ
ｌ）と、プライマリセルに接続中のユーザ装置に追加的に設定されるセカンダリセル（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ：ＳＣｅｌｌ）又はセカンダリセルグループ（ＳＣＧ）とが
設定される。
【０００４】
　プライマリセルは、ＬＴＥシステムのサービングセルと同様のセルであり、ユーザ装置
とネットワークとの間の接続性を担保するためのセルである。他方、セカンダリセル又は
セカンダリセルグループは、プライマリセルに追加されてユーザ装置に設定されるセル又
はセルグループである。
【０００５】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０（Ｒｅｌ－１０）までのキャリアアグリゲーションでは
、図１の左図に示されるように、ユーザ装置が同一の基地局により提供される複数のコン
ポーネントキャリアを用いて同時通信することが規定されている。一方、Ｒｅｌ－１２で
は、Ｒｅｌ－１０のキャリアアグリゲーションがさらに拡張され、図１の右図に示される
ように、ユーザ装置が複数の基地局により提供される複数のコンポーネントキャリアを用
いて同時通信するデュアルコネクティビティ（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ：Ｄ
Ｃ）が検討されている。例えば、全てのコンポーネントキャリアを単一の基地局内に収容
できない場合、Ｒｅｌ－１０と同程度のスループットを実現するためには、デュアルコネ
クティビティが効果的に利用されると考えられる。
【０００６】
　このようなデュアルコネクティビティにおいて、スプリットベアラ（Ｓｐｌｉｔ　Ｂｅ
ａｒｅｒ）が設定される。マスタ基地局又はマクロ基地局（ＭｅＮＢ）がベアラを分配す
るアンカーノードとして利用される場合、図２に示されるように、マスタ基地局は、Ｓ－
ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）から受信したダウンリンクパケットを、自らの
セルを介しユーザ装置に送信するパケットとセカンダリ基地局（ＳｅＮＢ）を経由してユ
ーザ装置に送信するパケットとに分配する。マスタ基地局をアンカーノードとしたスプリ
ットベアラが設定される場合、図３に示されるように、ユーザ装置は、マスタ基地局のた
めの物理レイヤ（ＰＨＹ）、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レ
イヤ（ｍ－ＭＡＣ）及びＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ（ｍ－
ＲＬＣ）と、セカンダリ基地局のためのＰＨＹレイヤ、ｓ－ＭＡＣレイヤ及びｓ－ＲＬＣ
レイヤと、ｍ－ＲＬＣレイヤ及びｓ－ＲＬＣレイヤに接続されるＰＤＣＰレイヤと有する
。マスタ基地局から受信したパケットとセカンダリ基地局から受信したパケットとは、Ｐ
ＤＣＰレイヤにおいてリオーダリングされ、上位レイヤに送出される。
【０００７】
　また、ＬＴＥ規格によると、ハンドオーバや再接続時において、ＲＬＣレイヤとＰＤＣ
Ｐレイヤとに対して再確立処理（ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）が実行される。Ｒ
ＬＣレイヤの再確立処理では、ＲＬＣレイヤの送信側は、送信対象の全てのＲＬＣ　ＰＤ
Ｕ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を破棄する一方、ＲＬＣレイヤの受信側は、受
信したＲＬＣ　ＰＤＵから可能な限りＲＬＣ　ＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎ
ｉｔ）を構成（ｒｅ－ａｓｓｅｍｂｌｅ）し、構成したＲＬＣ　ＳＤＵをＰＤＣＰレイヤ
に送出する。また、ＲＬＣレイヤで用いられる各種タイマが停止及びリセットされ、各種
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変数が全て初期化される。
【０００８】
　他方、ＰＤＣＰレイヤの再確立処理では、ＰＤＣＰレイヤの送信側は、ＲＬＣレイヤで
送達確認（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：ＡＣＫ）を受信していないＰＤＣＰ　ＰＤ
Ｕを再送する一方、ＰＤＣＰレイヤの受信側は、ＲＬＣレイヤの再確立処理により受信し
たＲＬＣ　ＳＤＵと、再確立処理後に新規に送信されたＲＬＣ　ＳＤＵとをリオーダリン
グする。ここで、ＰＤＣＰレイヤは、ＲＬＣレイヤの再確立処理により受信したＲＬＣ　
ＳＤＵと新規に送信されたＲＬＣ　ＳＤＵとに対して、リオーダリングのための受信ウィ
ンドウによる異なる制御を行う。すなわち、ＲＬＣレイヤの再確立処理により受信したＲ
ＬＣ　ＳＤＵに対して、ＰＤＣＰレイヤは、受信したパケットのＰＤＣＰシーケンス番号
が不連続である場合には受信ウィンドウを更新しない一方、新規に送信されたＲＬＣ　Ｓ
ＤＵに対しては、ＰＤＣＰレイヤは、受信したパケットのＰＤＣＰシーケンス番号が不連
続であった場合でも受信ウィンドウを更新する。
【０００９】
　更なる詳細については、例えば、３ＧＰＰ　Ｒ２－１３１７８２を参照されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　デュアルコネクティビティにおいてスプリットベアラを削除する場合、上述したハンド
オーバや再接続時の処理は現状は実行されない。例えば、図４に示されるように、スプリ
ットベアラが削除されると、ダウンリンク通信において、ｓ－ＲＬＣレイヤによりＲＬＣ
　ＰＤＵ＃０が受信されないことによってリオーダリング待機中であったＲＬＣ　ＰＤＵ
＃１～＃４が全て破棄されることになる。このため、スプリットベアラの解放後、マスタ
基地局は、受信待ちのＲＬＣ　ＰＤＵ＃０だけでなく、ユーザ装置のｓ－ＲＬＣレイヤに
おいて受信されたＲＬＣ　ＰＤＵ＃１～＃４もまた再送する必要があり、スループットが
低下する。なお、スプリットベアラではマスタ基地局とセカンダリ基地局との双方からダ
ウンリンクパケットを送信できるが、説明の簡単化のため、図４ではセカンダリ基地局の
みからパケットを送信したケースを示している。
【００１１】
　また、スプリットベアラでは、ユーザ装置からのアップリンク通信は、ＲＲＣシグナリ
ングによってマスタ基地局への送信とセカンダリ基地局への送信との２つの送信方向を切
り替えながら行われる。このようなアップリンク送信方向の切替時、現状ではＰＤＣＰレ
イヤとＲＬＣレイヤとに対して再確立処理は実行されない。このため、図５に示されるよ
うに、例えば、アップリンク通信においてセカンダリ基地局に送信されるよう振り分けら
れたＰＤＣＰ　ＰＤＵ＃０～＃３は、セカンダリ基地局からマスタ基地局へのアップリン
ク送信方向の変更後も、依然としてセカンダリ基地局に送信されることになる。一方、セ
カンダリ基地局は、当該アップリンク送信変更指示後はユーザ装置からの受信を止めてい
る可能性があり、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ＃０～＃３から生成されたＲＬＣ　ＰＤＵ＃０～＃３
を不要に送信することになる。なお、説明の簡単化のため、図５ではＰＤＣＰ　ＰＤＵ：
ＲＬＣ　ＰＤＵ＝１：１として設定されている。ユーザ装置は、ＲＬＣ　ＰＤＵ＃４以降
のパケットを変更後のマスタ基地局に送信するが、セカンダリ基地局がＲＬＣ　ＰＤＵ＃
０～＃３を受信しなかった場合、マスタ基地局は、ＲＬＣ　ＰＤＵ＃０～＃３より先にＲ
ＬＣ　ＰＤＵ＃４を受信することになる。再確立処理が実行されないため、マスタ基地局
のＰＤＣＰレイヤは、以降に到来するＲＬＣ　ＰＤＵ＃０～＃３を受信ウィンドウの範囲
外として破棄することになる。
【００１２】
　上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、スプリットベアラのアップリンク送信方向変
更時におけるアップリンクパケットの効率的な送信を実現するための技術を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 6078699 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の一特徴は、デュアルコネクティビティによりマスタ
基地局とセカンダリ基地局と同時に通信する送受信部と、前記マスタ基地局のためのＲＬ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤと前記セカンダリ基地局のためのＲ
ＬＣレイヤとを有するＲＬＣレイヤ処理部と、前記マスタ基地局のためのＲＬＣレイヤと
前記セカンダリ基地局のためのＲＬＣレイヤとの間でデータを送受信するＰＤＣＰ（Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤを有するＰＤ
ＣＰレイヤ処理部とを有するユーザ装置であって、前記マスタ基地局と前記セカンダリ基
地局とに対して設定されているスプリットベアラにおいてアップリンクデータパケットの
送信方向を変更する際、前記ＲＬＣレイヤ処理部は、前記マスタ基地局のためのＲＬＣレ
イヤと前記セカンダリ基地局のためのＲＬＣレイヤとに対して再確立処理を実行し、前記
ＰＤＣＰレイヤ処理部は、前記ＰＤＣＰレイヤに対して再確立処理を実行するユーザ装置
に関する。
【００１４】
　本発明の他の態様は、デュアルコネクティビティによりユーザ装置と通信する送受信部
と、前記ユーザ装置との通信のためのＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）
レイヤを有するＲＬＣレイヤ処理部と、前記ユーザ装置との通信のためのＰＤＣＰ（Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤを有するＰＤ
ＣＰレイヤ処理部とを有する基地局であって、前記ＰＤＣＰレイヤ処理部は、アップリン
クリオーダリングタイマを有し、前記ユーザ装置に対して設定されているスプリットベア
ラにおいてアップリンクデータパケットの送信方向を変更する際、前記アップリンクリオ
ーダリングタイマを起動し、前記ユーザ装置から受信したアップリンクデータパケットの
シーケンス番号が不連続である場合、前記受信したアップリンクデータパケットの上位レ
イヤへの送信を保留する基地局に関する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、スプリットベアラのアップリンク送信方向変更時におけるアップリン
クパケットの効率的な送信を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、キャリアアグリゲーションを示す概略図である。
【図２】図２は、マクロ基地局をアンカーノードとするスプリットベアラを示す概略図で
ある。
【図３】図３は、スプリットベアラ設定時のダウンリンク通信のためのレイヤ構成を示す
図である。
【図４】図４は、従来のスプリットベアラ削除時の処理を示す概略図である。
【図５】図５は、従来のアップリンク送信方向変更時の処理を示す概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を示すブロック図である。
【図８】図８は、本発明の第１実施例によるスプリットベアラ削除時の処理を示す概略図
である。
【図９】図９は、従来のＲＬＣレイヤ再確立処理時のＰＤＣＰレイヤにおけるリオーダリ
ング処理を示す概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１実施例によるＲＬＣレイヤ再確立処理時のＰＤＣＰレ
イヤにおけるリオーダリング処理を示す概略図である。
【図１１】図１０は、本発明の第１実施例によるＲＬＣレイヤ処理部におけるスプリット
ベアラ削除処理を示すフロー図である。
【図１２】図１２は、本発明の第１実施例によるＰＤＣＰレイヤ処理部におけるスプリッ
トベアラ削除処理を示すフロー図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２実施例によるユーザ装置におけるアップリンク送信方
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向変更処理を示すフロー図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２実施例による基地局の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　後述される実施例では、デュアルコネクティビティをサポートするユーザ装置及び基地
局が開示される。後述される実施例を概略すると、スプリットベアラのダウンリンク通信
において、セカンダリ基地局に対して設定されているスプリットベアラを削除する際、ユ
ーザ装置は、ｓ－ＲＬＣレイヤに対して再確立処理を実行し、ｓ－ＲＬＣレイヤは、リオ
ーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵを破棄せず、可能な限りＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、ＰＤ
ＣＰレイヤに送信する。さらに、ユーザ装置は、ＰＤＣＰレイヤに対して再確立処理を実
行し、ＰＤＣＰレイヤは、リオーダリングタイマを利用して、リオーダリングタイマが満
了するまでに受信したＲＬＣ　ＳＤＵ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）のアウト・オブ・シーケンス
が解消しなくても、リオーダリング待ちのＰＤＣＰ　ＰＤＵを上位レイヤに送出する。こ
れにより、欠落したＲＬＣ　ＰＤＵが破棄などによってユーザ装置に送信されない場合で
あっても、リオーダリング待ちのＰＤＣＰ　ＰＤＵが上位レイヤに送信できなくなる事態
を回避することが可能になる。
【００１９】
　また他の実施例では、スプリットベアラのアップリンク通信において、ユーザ装置は、
アップリンクデータパケットの送信方向を変更する際、ＲＬＣレイヤとＰＤＣＰレイヤと
に対して再確立処理を実行する。これにより、ユーザ装置は、変更前の送信方向に割り振
られたデータパケットの送信を停止し、未送信のデータパケットを変更後の基地局にイン
・シーケンスに送信することが可能になる。
【００２０】
　図６を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムを説明する。図６は、本発
明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
【００２１】
　図６に示されるように、無線通信システム１０は、ユーザ装置１００及び基地局２００
Ａ，２００Ｂを有する。無線通信システム１０は、ユーザ装置１００が複数の基地局２０
０Ａ，２００Ｂにより提供されるコンポーネントキャリアＣＣ＃１，ＣＣ＃２を用いて同
時通信するデュアルコネクティビティをサポートし、図示されるように、ユーザ装置１０
０は、デュアルコネクティビティ機能を利用して、マスタ基地局（ＭｅＮＢ）２００Ａと
セカンダリ基地局（ＳｅＮＢ）２００Ｂとの間で通信する。図示された実施例では、２つ
の基地局２００Ａ，２００Ｂしか示されていないが、一般には、無線通信システム１０の
サービスエリアをカバーするよう多数の基地局２００が配置される。
【００２２】
　ユーザ装置１００は、複数の基地局２００Ａ，２００Ｂと同時通信するデュアルコネク
ティビティ機能を有する。典型的には、ユーザ装置１００は、図示されるように、スマー
トフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、ウェアラブル端末などの無線通信機
能を備えた何れか適切な情報処理装置であってもよい。ユーザ装置１００は、プロセッサ
などのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やフラッシュメモリなどのメモリ装置、基地局２０
０Ａ，２００Ｂとの間で無線信号を送受信するための無線通信装置などから構成される。
例えば、後述されるユーザ装置１００の各機能及び処理は、メモリ装置に格納されている
データやプログラムをＣＰＵが処理又は実行することによって実現されてもよい。しかし
ながら、ユーザ装置１００は、上述したハードウェア構成に限定されず、後述する処理の
１以上を実現する回路などにより構成されてもよい。
【００２３】
　基地局２００Ａ，２００Ｂ（以降、基地局２００として総称されてもよい）は、ユーザ
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装置１００と無線接続することによって、コアネットワーク（図示せず）上に通信接続さ
れた上位局やサーバなどのネットワーク装置から受信したダウンリンク（ＤＬ）パケット
をユーザ装置１００に送信すると共に、ユーザ装置１００から受信したアップリンク（Ｕ
Ｌ）パケットをネットワーク装置に送信する。図示された実施例では、基地局２００Ａが
マスタ基地局（ＭｅＮＢ）又はプライマリ基地局として機能し、基地局２００Ｂがセカン
ダリ基地局（ＳｅＮＢ）として機能する。デュアルコネクティビティでは、マスタ基地局
２００Ａが、ユーザ装置１００と基地局２００Ａ，２００Ｂとの間のデュアルコネクティ
ビティによる同時通信を制御すると共に、上位のコアネットワーク（図示せず）との間の
通信を制御する。基地局２００は、典型的には、ユーザ装置１００との間で無線信号を送
受信するためのアンテナ、隣接する基地局２００と通信するための通信インタフェース、
ユーザ装置１００と隣接する基地局２００との間の送受信信号を処理するためのプロセッ
サや回路などのハードウェアリソースにより構成される。後述される基地局２００の各機
能及び処理は、メモリ装置に格納されているデータやプログラムをプロセッサが処理又は
実行することによって実現されてもよい。しかしながら、基地局２００は、上述したハー
ドウェア構成に限定されず、他の何れか適切なハードウェア構成を有してもよい。
【００２４】
　次に、図７を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を説明する。図７は
、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図７に示されるように、ユーザ装置１００は、送受信部１１０、ＲＬＣレイヤ処理部１
２０及びＰＤＣＰレイヤ処理部１３０を有する。
【００２６】
　送受信部１１０は、デュアルコネクティビティによりマスタ基地局２００Ａとセカンダ
リ基地局２００Ｂと同時に通信する。具体的には、送受信部１１０は、マスタ基地局２０
０Ａ及びセカンダリ基地局２００Ｂとの間でアップリンク／ダウンリンク制御チャネルや
アップリンク／ダウンリンクデータチャネルなどの各種無線チャネルを送受信する。
【００２７】
　ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、マスタ基地局２００ＡのためのＲＬＣ（ｍ－ＲＬＣ）レ
イヤ１２１とセカンダリ基地局２００ＢのためのＲＬＣ（ｓ－ＲＬＣ）レイヤとを有する
。スプリットベアラによるダウンリンク通信では、ｍ－ＲＬＣレイヤ１２１は、マスタ基
地局２００Ａから受信したＲＬＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、ＰＤＣＰレイヤ
処理部１３０に送信する。他方、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２は、セカンダリ基地局２００Ｂ
から受信したパケット（ＲＬＣ　ＰＤＵ）からＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、ＰＤＣＰレイヤ
処理部１３０に送信する。また、スプリットベアラによるアップリンク通信では、ｍ－Ｒ
ＬＣレイヤ１２１は、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０から受信したＰＤＣＰ　ＰＤＵからＲ
ＬＣ　ＰＤＵを構成し、下位レイヤ（図示せず）を介しマスタ基地局２００Ａに送信する
。他方、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２は、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０から受信したパケット
ＰＤＣＰ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＰＤＵを構成し、下位レイヤ（図示せず）を介しセカンダ
リ基地局２００Ｂに送信する。
【００２８】
　ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、マスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬＣレイヤ１２
１とセカンダリ基地局２００Ｂのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２との間でデータを送受信
するＰＤＣＰレイヤ１３１を有する。スプリットベアラによるダウンリンク通信では、Ｐ
ＤＣＰレイヤ１３１は、ｍ－ＲＬＣレイヤ１２１とｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とからＲＬＣ
　ＳＤＵを受信し、各パケットのシーケンス番号（ＳＮ）に基づき受信したパケットをリ
オーダリングして上位レイヤ（図示せず）に送信する。リオーダリング処理において、Ｐ
ＤＣＰレイヤ処理部１３０は、受信ウィンドウを利用し、ＲＬＣレイヤから再確立処理に
より受信したパケットについては、シーケンス番号が不連続であるときには受信ウィンド
ウを更新せず、他方、再確立処理でなく新規に送信されたパケットについては、シーケン
ス番号が不連続であっても送信側の基地局２００Ａ又は２００Ｂにおいて当該パケットが



(8) JP 6078699 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

破棄されたと判断し、受信ウィンドウを更新する。また、スプリットベアラによるアップ
リンク通信では、ＰＤＣＰレイヤ１３１は、送信対象のＰＤＣＰ　ＰＤＵをマスタ基地局
２００Ａに送信するパケットとセカンダリ基地局２００Ｂに送信するパケットとに分配し
、分配したパケットをｍ－ＲＬＣレイヤ１２１とｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とに送信する。
【００２９】
　次に、図８～１２を参照して、本発明の第１実施例によるスプリットベアラ削除処理を
説明する。図４を参照して上述したように、従来のスプリットベアラ削除時の処理では、
削除前にｓ－ＲＬＣレイヤ１２２におけるリオーダリング待ちのパケットは全て破棄され
、セカンダリ基地局２００Ｂに対するスプリットベアラの削除後、マスタ基地局２００Ａ
は、破棄されたパケットを再送する必要があった。本発明の第１実施例によると、図８に
示されるように、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、スプリットベアラの削除前に、ｓ－ＲＬ
Ｃレイヤ１２２のリオーダリング待ちのパケット（ＲＬＣ－ＰＤＵ）から可能な限りＲＬ
Ｃ　ＳＤＵを構成し、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０に送信する。これにより、セカンダリ
基地局２００Ｂに対するスプリットベアラの削除後、マスタ基地局２００Ａは、受信待ち
のパケットのみを再送しさえすればよく、スループットの低下を回避することが可能にな
る。
【００３０】
　第１実施例では、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、セカンダリ基地局２００Ｂに対して設
定されているスプリットベアラを削除する際、セカンダリ基地局２００Ｂのためのｓ－Ｒ
ＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理を実行し、再確立処理の実行後に当該スプリットベ
アラを解放する。例えば、ＬＴＥ規格では、マスタ基地局２００Ａ又はセカンダリ基地局
２００Ｂからスプリットベアラの削除指示を受信すると、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、
セカンダリセルグループ（ＳＣＧ）に設定されるｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対してｒｅ－
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔを実行し、その後にスプリットベアラを解放する。
【００３１】
　一実施例では、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、再確立処理においてセカンダリ基地局２
００Ｂ又はＳＣＧのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に滞留するデータパケットをＰＤＣＰ
レイヤ処理部１３０に送信してもよい。例えば、当該滞留するデータパケットは、セカン
ダリ基地局２００Ｂ又はＳＣＧのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２におけるリオーダリング
待ちのＲＬＣパケットデータユニット（ＲＬＣ　ＰＤＵ）であり、ＲＬＣレイヤ処理部１
２０は、当該リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵからＲＬＣサービスデータユニット（
ＲＬＣ　ＳＤＵ）を構成し、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０に送信してもよい。当該リオー
ダリング待ちのＲＬＣパケットデータユニットからＲＬＣサービスデータユニット（ＲＬ
Ｃ　ＳＤＵ）を構成する際、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、ハンドオーバや再接続時の再
確立処理と同様に、リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵから可能な限りＲＬＣ　ＳＤＵ
を構成（ｒｅ－ａｓｓｅｍｂｌｅ）し、構成したＲＬＣ　ＳＤＵをＰＤＣＰレイヤ処理部
１３０に送出する。
【００３２】
　また、一実施例では、スプリットベアラの解放がＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）ベアラ毎の削除である場合、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、セカンダ
リ基地局２００Ｂ又はＳＣＧのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理を実行
することなく、指定されたＥＰＳベアラを削除してもよい。すなわち、ＬＴＥ規格では、
スプリットベアラの解放がＥＰＳベアラ毎の削除である場合、ＲＬＣレイヤ処理部１２０
は、セカンダリ基地局２００Ｂ又はＳＣＧのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対してｒｅ
－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔを実行せず、リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵからＲ
ＬＣ　ＳＤＵを構成してＰＤＣＰレイヤ処理部１３０に送信しなくてもよい。
【００３３】
　上述したように、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、スプリットベアラを削除する際にｓ－
ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理を実行し、リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵ
を破棄することなく、当該ＲＬＣ　ＰＤＵから可能な限りＲＬＣ　ＳＤＵを構成する。こ
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のとき、従来のＰＤＣＰレイヤは、下位レイヤの動作に応じて受信したＰＤＣＰ　ＰＤＵ
の処理を変更し、例えば、欠落したパケットをリオーダリング待ちとするか、又は破棄す
るなど異なる動作を行っていた。上述したようなｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立
処理が実行される場合、従来と同様にリオーダリングすると不要なリオーダリング待ちが
発生することになる。例えば、図９に示されるように、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０がｓ
－ＲＬＣレイヤ１２２から再構成されたＲＬＣ　ＳＤＵ＃１～＃４を受信した場合、ＰＤ
ＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリングのためマスタ基地局２００Ａから再送される
ＲＬＣ　ＳＤＵ＃０の受信を待機することになる。マスタ基地局２００ＡがＲＬＣ　ＳＤ
Ｕ＃０を破棄した場合、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＲＬＣ　ＳＤＵ＃０を受信する
ことができず、リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＳＤＵ＃１～＃４を上位レイヤに送出する
ことができなくなる。このため、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理を実行した
場合も、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０が従来のようにリオーダリングを実行することは、
パフォーマンスの観点上望ましくない。
【００３４】
　このため、本発明の第１実施例によると、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、データパケ
ットのアウトオブシーケンスの検出に応答して起動されるリオーダリングタイマを有し、
ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理が実行されたか否かに関わらず、当該リオー
ダリングタイマを利用してＲＬＣレイヤ処理部１２０から受信したパケットのリオーダリ
ングを制御する。具体的には、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリングタイマが
満了すると、ＲＬＣレイヤ処理部１２０から受信したリオーダリング待ちのデータパケッ
トを上位レイヤに送信する。例えば、図１０に示されるように、ＰＤＣＰレイヤ処理部１
３０がｓ－ＲＬＣレイヤ１２２からＲＬＣ　ＳＤＵ＃１～＃４を受信した場合、ＰＤＣＰ
レイヤ処理部１３０は、ＲＬＣ　ＳＤＵ＃０の欠落を検出し、リオーダリングタイマを起
動する。リオーダリングタイマの満了までにＲＬＣ　ＳＤＵ＃０が受信できなかった場合
、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリング待ちのＲＬＣ　ＳＤＵ＃１～＃４を上
位レイヤに送出する。これにより、マスタ基地局２００ＡがＲＬＣ　ＳＤＵ＃０を破棄し
た場合であっても、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリングタイマが満了すると
、ＲＬＣ　ＳＤＵ＃１～＃４を上位レイヤに送出することが可能になる。
【００３５】
　一実施例では、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＲＬＣレイヤ処理部１２０から受信し
たリオーダリング待ちのデータパケットがマスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬＣレイ
ヤ１２１に対する再確立処理により送信されたものであるか判断し、当該判断の結果に応
じてリオーダリングタイマを制御してもよい。例えば、リオーダリング待ちのデータパケ
ットがマスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬＣレイヤ１２１に対する再確立処理に伴っ
て送信されたものでない場合、換言すると、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理
が実行されたケースや再確立処理が実行されない通常のケースでは、ＰＤＣＰレイヤ処理
部１３０は、リオーダリングタイマが満了すると、ＲＬＣレイヤ処理部１２０から受信し
たリオーダリング待ちのデータパケットを上位レイヤに送信する。
【００３６】
　他方、リオーダリング待ちのデータパケットがマスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬ
Ｃレイヤ１２１に対する再確立処理に伴って送信されたものである場合、ＰＤＣＰレイヤ
処理部１３０は、ハンドオーバ時又は再接続時におけるリオーダリング処理を実行する。
具体的には、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、受信ウィンドウを用いて再確立処理により
受信したデータパケットとスプリットベアラ削除後に新規に送信されたデータパケットと
をリオーダリングし、再確立処理により受信したデータパケットに欠落があった場合には
受信ウィンドウを更新せず、新規に送信されたデータパケットに欠落があった場合には受
信ウィンドウを更新する。ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、受信ウィンドウの範囲内のデ
ータパケットを受信した場合、受信したデータパケットのシーケンス番号によって受信ウ
ィンドウを更新し、受信ウィンドウの範囲外のデータパケットを受信した場合、当該デー
タパケットを破棄する。このようにして、マスタ基地局２００Ａから受信待ちのＲＬＣ　



(10) JP 6078699 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

ＳＤＵが破棄されたとしても、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリングタイマを
利用して、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対する再確立処理により受信したＲＬＣ　ＳＤＵを
上位レイヤに送出することが可能になる。
【００３７】
　図１１は、本発明の第１実施例によるＲＬＣレイヤ処理部におけるスプリットベアラ削
除処理を示すフロー図である。
【００３８】
　図１１に示されるように、ステップＳ１０１において、マスタ基地局２００Ａは、ユー
ザ装置１００に対してスプリットベアラを設定する。当該スプリットベアラの設定指示は
、例えば、ＲＲＣシグナリングにより通知されてもよい。
【００３９】
　ステップＳ１０２において、マスタ基地局２００Ａは、ユーザ装置１００に対してスプ
リットベアラの削除を指示する。当該スプリットベアラの削除指示は、例えば、ＲＲＣシ
グナリングにより通知されてもよい。
【００４０】
　ステップＳ１０３において、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に
対して再確立処理（ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）を実行する。具体的には、ＲＬ
Ｃレイヤ処理部１２０は、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２においてリオーダリング待ちのＲＬＣ
　ＰＤＵから可能な限りＲＬＣ　ＳＤＵを構成し、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０に送出す
る。
【００４１】
　ステップＳ１０４において、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２を
解放する。
【００４２】
　図１２は、本発明の第１実施例によるＰＤＣＰレイヤ処理部におけるスプリットベアラ
削除処理を示すフロー図である。
【００４３】
　図１２に示されるように、ステップＳ２０１において、マスタ基地局２００Ａは、ユー
ザ装置１００に対してスプリットベアラを設定する。当該スプリットベアラの設定指示は
、例えば、ＲＲＣシグナリングにより通知されてもよい。
【００４４】
　ステップＳ２０２において、マスタ基地局２００Ａからスプリットベアラ削除指示を受
信すると、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、当該スプリットベアラ削除指示に応答して、
ＲＬＣレイヤ処理部１２０からリオーダリング待ちのＲＬＣ　ＰＤＵから構成されたＲＬ
Ｃ　ＳＤＵを受信する。
【００４５】
　ステップＳ２０３において、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、受信したＲＬＣ　ＳＤＵ
がｍ－ＲＬＣレイヤ１２１に対する再確立処理に伴って送信されたか判断する。受信した
ＲＬＣ　ＳＤＵがｍ－ＲＬＣレイヤ１２１に対する再確立処理に伴って送信されたもので
ある場合（Ｓ２０３：Ｙｅｓ）、ステップＳ２０４において、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３
０は、ハンドオーバ時又は再接続時のリオーダリング処理を実行する。
【００４６】
　他方、受信したＲＬＣ　ＳＤＵがｍ－ＲＬＣレイヤ１２１に対する再確立処理に伴って
送信されたものでない場合（Ｓ２０３：Ｎｏ）、ステップＳ２０５において、ＰＤＣＰレ
イヤ処理部１３０は、スプリットベアラのリオーダリング処理を実行する。すなわち、Ｐ
ＤＣＰレイヤ処理部１３０は、受信したＲＬＣ　ＳＤＵのシーケンス番号が不連続である
場合、リオーダリングタイマを起動する。当該リオーダリングタイマの満了までに欠落し
たＲＬＣ　ＳＤＵを受信できなかった場合、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、リオーダリ
ング待ちのＲＬＣ　ＳＤＵ（ＰＤＣＰ　ＰＤＵ）からＰＤＣＰ　ＳＤＵを構成し、上位レ
イヤに送信する。
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【００４７】
　次に、図１３～１４を参照して、本発明の第２実施例によるスプリットベアラのアップ
リンク送信方向変更処理を説明する。図５を参照して上述したように、従来のアップリン
ク送信方向変更処理では、ＰＤＣＰレイヤから変更前の送信方向に割り振られたデータパ
ケット（図５の例では、ｓ－ＲＬＣレイヤ１２２のＲＬＣ　ＰＤＵ＃０～＃３）は、アッ
プリンク送信方向変更後も変更前の基地局２００（図５の例では、セカンダリ基地局２０
０Ｂ）に送信され、適切に受信されない可能性があった。本発明の第２実施例によると、
スプリットベアラにおいてアップリンク送信方向の変更があった場合、ＲＬＣレイヤ処理
部１２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０とは、それぞれＲＬＣレイヤとＰＤＣＰレイヤと
に対して再確立処理を実行する。これにより、ユーザ装置１００は、変更前の送信方向に
割り振られたデータパケットの送信を停止し、未送信のデータパケットを変更後の基地局
２００にイン・シーケンスに送信することが可能である。
【００４８】
　第２実施例では、マスタ基地局２００Ａとセカンダリ基地局２００Ｂとに対して設定さ
れているスプリットベアラにおいてアップリンクデータパケットの送信方向を変更する際
、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、マスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬＣレイヤ１２１
とセカンダリ基地局２００Ｂのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とに対して再確立処理を実
行し、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＰＤＣＰレイヤ１３１に対して再確立処理を実行
する。例えば、ＬＴＥ規格では、マスタ基地局２００Ａ又はセカンダリ基地局２００Ｂか
らアップリンク送信方向の変更指示を受信すると、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、ｍ－Ｒ
ＬＣレイヤ１２１とｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とに対してｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ
ｔを実行し、また、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＰＤＣＰレイヤ１３１に対してｒｅ
－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔを実行する。
【００４９】
　このようなアップリンクデータパケットの送信方向の変更は、例えば、マスタ基地局間
のハンドオーバによりトリガされてもよい。すなわち、スプリットベアラにおいてマスタ
基地局間のハンドオーバ（ｉｎｔｅｒ－ＭｅＮＢ　ＨＯ）手順が起動されると、ユーザ装
置１００は、デュアルコネクティビティを削除する指示を含むハンドオーバコマンド（Ｈ
Ｏ　ｃｏｍｍａｎｄ）を受信し、当該デュアルコネクティビティ削除指示に従ってアップ
リンクデータパケットの送信方向をセカンダリ基地局２００Ｂからマスタ基地局２００Ａ
に変更する。アップリンクデータパケットの送信方向をセカンダリ基地局２００Ｂからマ
スタ基地局２００Ａに変更する際、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、ｍ－ＲＬＣレイヤ１２
１とｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とに対してｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔを実行し、ま
た、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＰＤＣＰレイヤ１３１に対してｒｅ－ｅｓｔａｂｌ
ｉｓｈｍｅｎｔを実行する。このように、マスタ基地局２００Ａとセカンダリ基地局２０
０Ｂとに対して設定されているスプリットベアラにおいて、マスタ基地局間のハンドオー
バ（ｉｎｔｅｒ－ＭｅＮＢ　ＨＯ）手順が起動されたことに応答して、セカンダリ基地局
２００Ｂからマスタ基地局２００Ａにアップリンクデータパケットの送信方向を変更する
際、ＲＬＣレイヤ処理部１２０は、マスタ基地局２００Ａのためのｍ－ＲＬＣレイヤ１２
１とセカンダリ基地局２００Ｂのためのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とに対して再確立処理を
実行し、ＰＤＣＰレイヤ処理部１３０は、ＰＤＣＰレイヤ１３１に対して再確立処理を実
行してもよい。
【００５０】
　一実施例では、ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０とは、送信方
向の変更前に割り振られたアップリンクデータパケットの送信を停止し、送信停止された
アップリンクデータパケットを送信方向の変更先の基地局２００に送信するように、ＲＬ
Ｃレイヤ１２１，１２２とＰＤＣＰレイヤ１３１とに対して再確立処理を実行してもよい
。この場合、例えば、ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０とは、送
信停止されたアップリンクデータパケットがシーケンス番号の順序通りに送信されるよう
に、ＲＬＣレイヤ１２１，１２２とＰＤＣＰレイヤ１３１とに対して再確立処理を実行し
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てもよい。これにより、未送信のアップリンクデータパケットを変更先の基地局２００に
イン・シーケンスに送信することが可能になり、変更先の基地局２００に老番のシーケン
ス番号のデータパケットが先に到着することによって、若番のシーケンス番号のデータパ
ケットが受信ウィンドウの範囲外として破棄される可能性を回避することができる。
【００５１】
　一実施例では、送信方向の変更前の基地局２００から再確立処理の指示を受信すると、
ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤＣＰ処理部１３０とは再確立処理を実行してもよい。す
なわち、基地局２００によっては、送信方向の変更後もデータパケットの受信を継続し、
再確立処理が不要であるケースもある。このため、変更前の送信方向の基地局２００が送
信方向の変更後もデータパケットを受信することが可能である場合、基地局２００は、再
確立処理の要否をユーザ装置１００に通知するようにしてもよい。例えば、変更前の送信
方向の基地局２００が再確立処理を指示した場合に限って、ＲＬＣレイヤ処理部１２０と
ＰＤＣＰ処理部１３０とは再確立処理を実行し、その他のケースでは再確立処理を実行し
ないようにしてもよい。あるいは、変更前の送信方向の基地局２００が再確立処理をしな
いよう指示した場合に限って、ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０
とは再確立処理を実行せず、その他のケースでは再確立処理を実行するようにしてもよい
。本実施例によると、不要な再確立処理を回避することが可能になる。
【００５２】
　また、一実施例では、再確立処理は、アップリンク通信のみに対して実行されてもよい
。スプリットベアラにおけるアップリンク送信方向を変更する際、ＲＬＣレイヤ処理部１
２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０とが、ＲＬＣレイヤ１２１，１２２とＰＤＣＰレイヤ
１３１とについてアップリンク通信に関する部分のみに対して再確立処理を実行するよう
にしてもよい。ダウンリンク通信に関する部分に対しても再確立処理を実行すると、ダウ
ンリンク通信が瞬断してしまい、これを回避するためである。具体的には、ユーザ装置１
００は、ＲＬＣレイヤとＰＤＣＰレイヤとの送信側に関する部分のみに対して再確立処理
を実行し、基地局２００は、ＲＬＣレイヤとＰＤＣＰレイヤとの受信側に関する部分のみ
に対して再確立処理を実行するようにしてもよい。
【００５３】
　図１３は、本発明の第２実施例によるユーザ装置におけるアップリンク送信方向変更処
理を示すフロー図である。
【００５４】
　図１３に示されるように、ステップＳ３０１において、ユーザ装置１００は、アンカー
基地局２００からの設定指示に応答して、非アンカー基地局２００に対してスプリットベ
アラを設定する。当該スプリットベアラの設定指示は、例えば、ＲＲＣシグナリングによ
り通知されてもよい。
【００５５】
　ステップＳ３０２において、ユーザ装置１００は、アップリンク送信方向変更指示を受
信する。当該アップリンク送信方向変更指示は、例えば、ＲＲＣシグナリングにより通知
されてもよい。また、アップリンク送信方向の変更は、マスタ基地局間のハンドオーバ（
ｉｎｔｅｒ－ＭｅＮＢ　ＨＯ）手順が起動されたことに応答して通知されたデュアルコネ
クティビティ削除指示を含むハンドオーバコマンド（ＨＯ　ｃｏｍｍａｎｄ）の受信によ
りトリガされてもよい。
【００５６】
　ステップＳ３０３において、ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤＣＰレイヤ処理部１３０
とは、それぞれｍ－ＲＬＣレイヤ１２１及びｓ－ＲＬＣレイヤ１２２とＰＤＣＰレイヤ１
３１とに対して再確立処理を実行する。一実施例では、ＲＬＣレイヤ処理部１２０とＰＤ
ＣＰレイヤ処理部１３０とは、送信方向の変更前に割り振られたアップリンクデータパケ
ットの送信を停止し、送信停止されたアップリンクデータパケットをシーケンス番号の順
序通りに送信方向の変更先の基地局２００に送信するように、ＲＬＣレイヤ１２１，１２
２とＰＤＣＰレイヤ１３１とに対して再確立処理を実行してもよい。
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【００５７】
　図１４は、本発明の第２実施例による基地局の構成を示すブロック図である。本実施例
による基地局は、ＰＤＣＰレイヤにおいてアップリンクリオーダリングタイマを有し、ス
プリットベアラのアップリンク送信方向を変更すると、当該アップリンクリオーダリング
タイマを起動し、当該アップリンクリオーダリングタイマの起動中はシーケンス番号が連
続するまで、ユーザ装置から受信したデータパケットの上位レイヤへの送出を保留する。
【００５８】
　図１４に示されるように、基地局２００は、送受信部２１０、ＲＬＣレイヤ処理部２２
０及びＰＤＣＰレイヤ処理部２３０を有する。
【００５９】
　送受信部２１０は、デュアルコネクティビティによりユーザ装置１００と通信する。具
体的には、送受信部２１０は、ユーザ装置１００との間でアップリンク／ダウンリンク制
御チャネルやアップリンク／ダウンリンクデータチャネルなどの各種無線チャネルを送受
信する。
【００６０】
　ＲＬＣレイヤ処理部２２０は、ユーザ装置１００との通信のためのＲＬＣレイヤ２２１
を有する。スプリットベアラによるアップリンク通信では、ＲＬＣレイヤ処理部２２０は
、下位レイヤを介しユーザ装置１００から受信したＲＬＣ　ＰＤＵからＲＬＣ　ＳＤＵを
構成し、基地局２００がスプリットベアラのアンカーノードである場合、構成したＲＬＣ
　ＳＤＵを自局のＰＤＣＰレイヤ処理部２３０に送信する。他方、基地局２００がスプリ
ットベアラのアンカーノードでない場合、構成したＲＬＣ　ＳＤＵをアンカー基地局２０
０のＰＤＣＰレイヤ処理部２３０に送信する。
【００６１】
　ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、ユーザ装置１００との通信のためのＰＤＣＰ２３１レ
イヤを有する。スプリットベアラによるアップリンク通信では、基地局２００がスプリッ
トベアラのアンカーノードである場合、ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、自局のＲＬＣレ
イヤ処理部２２０から受信したＲＬＣ　ＳＤＵと、スプリットベアラが設定された他の基
地局２００のＲＬＣレイヤ処理部２２０から受信したＲＬＣ　ＳＤＵとをリオーダリング
してＰＤＣＰ　ＳＤＵを構成し、上位レイヤに送信する。
【００６２】
　ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、アップリンクリオーダリングタイマを有し、ユーザ装
置１００に対して設定されているスプリットベアラにおいてアップリンクデータパケット
の送信方向を変更する際、当該アップリンクリオーダリングタイマを起動し、ユーザ装置
１００から受信したアップリンクデータパケットのシーケンス番号が不連続である場合、
受信したアップリンクデータパケットの上位レイヤへの送信を保留する。
【００６３】
　一実施例では、ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、アップリンクリオーダリングタイマの
満了までにユーザ装置１００から受信したアップリンクデータパケットのシーケンス番号
が不連続なままである場合、受信したアップリンクデータパケットを上位レイヤに送信し
てもよい。すなわち、アップリンクリオーダリングタイマの満了までに欠落しているアッ
プリンクデータパケットをユーザ装置１００から受信できなかった場合、ＰＤＣＰレイヤ
処理部２３０は、当該欠落したアップリンクデータパケットの受信を断念し、リオーダリ
ング待ちのアップリンクデータパケットを上位レイヤに送信する。
【００６４】
　他方、欠落していたシーケンス番号に対応するアップリンクデータパケットが受信され
た場合、ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、アップリンクリオーダリングタイマを停止し、
受信したアップリンクデータパケットを上位レイヤに送信する。すなわち、アップリンク
リオーダリングタイマの満了前に欠落しているアップリンクデータパケットをユーザ装置
１００から受信した場合、ＰＤＣＰレイヤ処理部２３０は、受信したアップリンクデータ
パケットとリオーダリング待ちのアップリンクデータパケットとをリオーダリングし、上



(14) JP 6078699 B2 2017.2.8

10

20

30

位レイヤに送信する。
【００６５】
　上述したスプリットベアラで定義されたリオーダリングタイマとアップリンクリオーダ
リングタイマとの相違は、前者のリオーダリングタイマがリオーダリングに常時使用され
る一方、後者のアップリンクリオーダリングタイマはアップリンク送信方向の変更時とい
う特定のタイミングのみに利用されるということである。すなわち、ＰＤＣＰレイヤ処理
部２３０は、アップリンクリオーダリングタイマの満了後又は停止後に受信したアップリ
ンクデータパケットに対して、シーケンス番号の欠落を検出すると、欠落したシーケンス
番号に対応するアップリンクデータパケットがユーザ装置１００において破棄されたと判
断する。
【００６６】
　なお、上述した第１実施例と第２実施例とは別々に利用されてもよいし、あるいは、組
み合わせて利用されてもよい。例えば、スプリットベアラが適用される場合、第１実施例
がダウンリンク通信に適用され、第２実施例がアップリンク通信に適用されてもよい。す
なわち、ダウンリンク通信において、セカンダリ基地局２００Ｂに対して設定されている
スプリットベアラが削除される際、ユーザ装置１００は、セカンダリ基地局２００Ｂのた
めのｓ－ＲＬＣレイヤ１２２に対して再確立処理を実行し、再確立処理の実行後に当該ス
プリットベアラを解放する一方、アップリンク通信において、マスタ基地局２００Ａとセ
カンダリ基地局２００Ｂとに対して設定されているスプリットベアラにおいてアップリン
クデータパケットの送信方向を変更する際、ユーザ装置１００は、マスタ基地局２００Ａ
のためのｍ－ＲＬＣレイヤ１２１及びセカンダリ基地局２００Ｂのためのｓ－ＲＬＣレイ
ヤ１２２とＰＤＣＰレイヤ１３１とに対して再確立処理を実行してもよい。
【００６７】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形・変更が可能である。
【００６８】
　本国際出願は、２０１４年８月６日に出願した日本国特許出願２０１４－１６０７６２
号に基づく優先権を主張するものであり、２０１４－１６０７６２号の全内容を本国際出
願に援用する。
【符号の説明】
【００６９】
１０　無線通信システム
１００　ユーザ装置
１１０、２１０　送受信部
１２０、２２０　ＲＬＣレイヤ処理部
１３０、２３０　ＰＤＣＰレイヤ処理部
２００　基地局
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