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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、前記サービング基地
局と隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無線接続通信システムで、前記移動加入者
端末機のハンドオーバー方法であって、
　前記サービング基地局と前記移動加入者端末機との間に接続情報が維持されているか否
かを示すリソース維持タイプフィールド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情
報の維持を示す場合に前記サービング基地局が接続情報を維持している時間区間値を示す
リソース保有時間フィールドを含むハンドオーバー要求メッセージを前記サービング基地
局から受信する段階と、
　前記サービング基地局が前記リソース維持タイプフィールド値により接続情報を維持し
ているかを認知する段階と、
　前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持することを示す場合の時間区
間値に対応する期間、前記サービング基地局が前記接続情報を維持するであろうことを認
知する段階と、
　ハンドオーバーの遂行を報告する情報を含みかつ前記サービング基地局がハンドオーバ
ー指示メッセージを受信した時点から前記接続情報の維持が始まることを示す前記ハンド
オーバー指示メッセージを前記サービング基地局に送信する段階と、
　前記ハンドオーバー指示メッセージを送信することによって前記サービング基地局との
接続を解除する段階と、
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　前記ターゲット基地局にハンドオーバーする間に前記サービング基地局に再進入を決定
する段階と、
　前記サービング基地局が接続情報を維持している場合に、前記接続情報を用いて前記サ
ービング基地局と通信を再開する段階と、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記時間区間値は、サービング基地局と移動局との間に登録を遂行するときに決められ
た予め交渉した(ｐｒｅ-ｎｅｇｏｔｉａｔｅｄ)時間を示すシステム維持時間を示す
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、前記サービング基地
局と隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無線接続通信システムで、前記移動加入者
端末機のハンドオーバー方法であって、
　前記サービング基地局にハンドオーバー要求メッセージを要求する段階と、
　前記サービング基地局と移動加入者端末機との間に維持される接続情報を設定するか否
かを示すリソース維持タイプフィールド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情
報の維持を示す場合に前記サービング基地局が接続情報を維持している時間区間値を示す
リソース保有時間フィールドを含むハンドオーバー応答メッセージを前記サービング基地
局から受信する段階と、
　前記サービング基地局が前記リソース維持タイプフィールドの値により前記接続情報を
維持するか否かを認知する段階と、
　前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持することを示す場合の時間区
間値に対応する期間、前記サービング基地局が前記接続情報を維持するであろうことを認
知する段階と、
　ハンドオーバーの遂行を報告する情報を含みかつ前記サービング基地局がハンドオーバ
ー指示メッセージを受信した時点から前記接続情報の維持が始まることを示す前記ハンド
オーバー指示メッセージを前記サービング基地局に送信する段階と、
　前記ハンドオーバー指示メッセージを送信することによって前記サービング基地局との
接続を解除する段階と、
　前記ターゲット基地局にハンドオーバーする間に前記サービング基地局に再進入を決定
する段階と、
　前記サービング基地局が接続情報を維持している場合に、前記接続情報を用いて前記サ
ービング基地局と通信を再開する段階と、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記時間区間値は、前記サービング基地局と移動加入者端末機との間に登録の遂行時に
決められた予め交渉した時間を示すシステム保有時間を示す
　ことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と、前記サービング基地局に
隣接したターゲット基地局を含む広帯域無線接続通信システムで、前記サービング基地局
によるハンドオーバー遂行方法であって、
　前記サービング基地局と移動加入者端末機との間に維持される接続情報を設定するか否
かを示すリソース維持タイプフィールド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情
報の維持を示す場合に前記サービング基地局が接続情報を維持している時間区間値を示す
リソース保有時間フィールドを含むハンドオーバー要求メッセージを前記移動加入者端末
機に送信する段階と、
　前記移動加入者端末機から、該移動加入者端末機によるハンドオーバーの遂行を報告す
る情報を含むハンドオーバー指示メッセージを受信する段階と、
　前記ハンドオーバー指示メッセージを送信することによって前記移動加入者端末機との
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接続を解除する段階と、
　前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持することを示す場合の時間区
間値に対応する期間、前記接続情報を維持する段階と、
　前記サービング基地局が前記移動加入者端末機の再進入時に接続情報を維持している場
合に、前記接続情報を用いて前記移動加入者端末機と通信を再開する段階と、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記リソース維持タイプフィールドの値が接続情報維持を示す場合に、前記移動加入者
端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信した時点から接続情報維持を始める
　ことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、ハンドオーバー指示タイプが前記サービング基
地局との接続の解除を示す、すなわちＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅ＝００を含む
　ことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記時間区間値は、前記サービング基地局と移動加入者端末機との間に登録の遂行時に
決められた予め交渉した時間を示すシステム保有時間を示す
　ことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項９】
　前記接続情報は、リソース維持タイプフィールドの値が前記接続情報の維持を示さない
場合に削除される
　ことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項１０】
　移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と、前記サービング基地局に
隣接したターゲット基地局を含む広帯域無線接続通信システムで、前記サービング基地局
によるハンドオーバー遂行方法であって、
　前記移動加入者端末機からハンドオーバー要求メッセージを受信する段階と、
　前記移動加入者端末機との接続情報を維持しているか否かを示すリソース維持タイプフ
ィールド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情報の維持を示す場合に前記サー
ビング基地局が接続情報を維持している時間区間値を示すリソース保有時間フィールドを
含むハンドオーバー応答メッセージを前記移動加入者端末機に送信する段階と、
　前記移動加入者端末機から移動加入者端末機によるハンドオーバーの遂行を報告する情
報を含むハンドオーバー指示メッセージを受信する段階と、
　前記ハンドオーバー指示メッセージを受信することによって前記移動加入者端末機との
接続を解除する段階と、
　前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持することを示す場合の時間区
間値に対応する期間、前記接続情報を維持する段階と、
　前記サービング基地局は、前記移動加入者端末機の再進入時に前記移動加入者端末機の
接続情報を維持している場合に、前記接続情報を用いて前記移動加入者端末機と通信を再
開する段階と、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記リソース維持タイプフィールドの値が接続情報の維持を示す場合に、前記移動加入
者端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信した時点から接続情報の維持を始める
　ことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記ハンドオーバー指示メッセージは、ハンドオーバー指示タイプが前記サービング基
地局との接続の解除を示す、すなわちＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅ＝００を含む
　ことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
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　前記時間区間値は、前記サービング基地局と移動加入者端末機との間に登録遂行時に予
め交渉した時間を示すシステム保有時間を示す
　ことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と
、前記サービング基地局に隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無線接続通信システ
ムで、ハンドオーバーを遂行するシステムであって、
　前記サービング基地局にハンドオーバー要求メッセージを送信し、予め設定された接続
情報を維持するか否かを示すリソース維持タイプフィールド及び前記リソース維持タイプ
フィールドが接続情報の維持を示す場合に前記サービング基地局が接続情報を維持してい
る時間区間値を示すリソース保有時間フィールドを含むハンドオーバー応答メッセージを
前記サービング基地局から受信し、前記リソース維持タイプフィールドの値により、前記
サービング基地局が接続情報を維持するか否かを認知し、前記リソース維持タイプフィー
ルドが前記接続情報を維持することを示す場合の時間区間値に対応する期間、前記サービ
ング基地局が前記接続情報を維持するであろうことを認知し、ハンドオーバーの遂行を報
告する情報を含みかつ前記サービング基地局がハンドオーバー指示メッセージを受信した
時点から前記接続情報の維持が始まることを示す前記ハンドオーバー指示メッセージを前
記サービング基地局に送信し、前記ハンドオーバー指示メッセージを送信することによっ
て前記サービング基地局との接続を解除し、前記ターゲット基地局にハンドオーバーする
間に前記サービング基地局に再進入を決定し、前記サービング基地局が接続情報を維持し
ている場合に、前記接続情報を用いて前記サービング基地局と通信を再開する移動加入者
端末機と、
　前記移動加入者端末機から前記ハンドオーバー要求メッセージを受信し、前記移動加入
者端末機の接続情報を維持するか否かを示すリソース維持タイプフィールド及び前記リソ
ース維持タイプフィールドが接続情報の維持を示す場合に前記サービング基地局が接続情
報を維持している時間区間値を示すリソース保有時間フィールドを含むハンドオーバー応
答メッセージを前記移動加入者端末機に送信し、前記移動加入者端末機から該移動加入者
端末機によるハンドオーバーの遂行を報告する情報を含むハンドオーバー指示メッセージ
を受信し、前記ハンドオーバー指示メッセージを受信することによって前記移動加入者端
末機との接続を解除し、前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持するこ
とを示す場合の時間区間値に対応する期間、前記接続情報を維持し、前記移動加入者端末
機の再進入時に前記サービング基地局が接続情報を維持している場合に、前記接続情報を
用いて前記移動加入者端末機との通信を再開するサービング基地局と、を含む
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と
、前記サービング基地局に隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無線接続通信システ
ムで、ハンドオーバーを遂行するシステムであって、
　前記サービング基地局との接続情報が維持されるか否かを示すリソース維持タイプフィ
ールド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情報の維持を示す場合に前記サービ
ング基地局が接続情報を維持している時間区間値を示すリソース保有時間フィールドが含
まれたハンドオーバー要求メッセージを前記サービング基地局から受信し、前記サービン
グ基地局が前記リソース維持タイプフィールドの値に対応して接続情報を維持しているか
否かを認知し、前記リソース維持タイプフィールドが前記接続情報を維持することを示す
場合の時間区間値に対応する期間、前記サービング基地局が前記接続情報を維持するであ
ろうことを認知し、ハンドオーバーの遂行を報告する情報を含みかつ前記サービング基地
局がハンドオーバー指示メッセージを受信した時点から前記接続情報の維持が始まること
を示す前記ハンドオーバー指示メッセージを前記サービング基地局に送信し、前記ハンド
オーバー指示メッセージを送信することによって前記サービング基地局との接続を解除し
、前記ターゲット基地局にハンドオーバーする間に前記サービング基地局に再進入を決定
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し、前記サービング基地局が接続情報を維持している場合に、前記接続情報を用いて前記
サービング基地局と通信を再開する移動加入者端末機と、
　前記移動加入者端末機と接続情報が維持されるか否かを示すリソース維持タイプフィー
ルド及び前記リソース維持タイプフィールドが接続情報の維持を示す場合に前記サービン
グ基地局が接続情報を維持している時間区間値を示すリソース保有時間フィールドが含ま
れたハンドオーバー要求メッセージを前記移動加入者端末機に送信し、前記移動加入者端
末機から該移動加入者端末機によるハンドオーバーの遂行を報告する情報を含むハンドオ
ーバー指示メッセージを受信し、前記ハンドオーバー指示メッセージを受信することによ
って前記移動加入者端末機との接続を解除し、前記リソース維持タイプフィールドが前記
接続情報を維持することを示す場合の時間区間値に対応する期間、前記接続情報を維持し
、前記移動加入者端末機の再進入時に前記サービング基地局が接続情報を維持している場
合に、前記接続情報を用いて前記移動加入者端末機との通信を再開するサービング基地局
と、を含む
　ことを特徴とするシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は広帯域無線接続通信システムに関するもので、特に、ピンポン現象によるサー
ビス遅延を最小化するハンドオーバーシステム及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　次世代通信システムである４世代(４ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ：以下、“４Ｇ”と
する)通信システムで、約１０Ｍｂｐｓの伝送速度を有する多様なサービス品質(Ｑｕａｌ
ｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：以下、“ＱｏＳ”とする）を有するサービスをユーザー
に提供するための活発な研究が進んでいる。最近で、４Ｇ通信システムでは、無線近距離
通信ネットワーク(Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：以下、“ＬＡＮ”とする)シ
ステム及び無線都市地域ネットワーク(Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ：以下、“ＭＡＮ”とする)システムのような広帯域無線接続(Ｂｒｏａｄｂａｎｄ
　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ：ＢＷＡ)通信システムに移動性(ｍｏｂｉｌｉｔｙ）
とサービス品質(ＱｏＳ）を保証する形態で高速サービスを支援するための研究が活発に
なされている。その代表的な通信システムが、ＩＥＥＥ(Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ)８０２.１
６ａ通信システム及びＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムである。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２.１６ａ通信システム及びＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムは、無線
ＭＡＮシステムの物理チャンネル(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ)に広帯域伝送ネッ
トワークを支援するために直交周波数分割多重(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：以下、“ＯＦＤＭ”とする)方式/
直交周波数分割多重接続(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ：以下、“ＯＦＤＭＡ”とする)方式を適
用する。ＩＥＥＥ８０２.１６ａ通信システムは、現在加入者端末機(Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：以下、“ＳＳ”とする)が固定された状態、すなわちＳＳの移動性
を全く考慮しない状態及び単一セル構造だけを考慮している。これに対して、ＩＥＥＥ８
０２.１６ｅ通信システムは、ＩＥＥＥ８０２.１６ａ通信システムにＳＳの移動性を考慮
するシステムである。ここで、移動性を有するＳＳは、ＭＳＳ(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ)と称する。
【０００４】
　このＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムの構造は、図１を参照して詳細に説明する。
　図１は、一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムの構造を概略的に示す。
　図１を参照すると、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムは、多重セル構造、すなわち
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セル１００とセル１５０を有する。また、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムは、セル
１００を管理する基地局(Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ)１１０と、セル１５０を管理
する基地局１４０と、複数のＭＳＳ１１１，１１３，１３０，１５１，１５３とを含む。
そして、基地局１１０，１４０とＭＳＳ１１１，１１３，１３０，１５１，１５３との間
の信号送受信は、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を使用して遂行される。ここで、ＭＳＳ１１
１，１１３，１３０，１５１，１５３の中でＭＳＳ１３０は、セル１００とセル１５０と
の境界領域、すなわちハンドオーバー(ｈａｎｄｏｖｅｒ)領域に位置する。したがって、
ＭＳＳ１３０が基地局１１０と信号を送受信する中に基地局１４０が管理するセル１５０
に移動すると、そのＭＳＳ１３０に対するサービング基地局(ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ）が
基地局１１０から基地局１４０に変更される。
【０００５】
　図２は、一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳの要求によるハンド
オーバー過程を示す信号フローチャートである。
　図２を参照すると、サービング基地局２１０は、ＭＳＳ２００に移動加入者端末機の隣
接基地局広告(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ：以下、
“ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶ”とする)メッセージを送信する(ステップ２１１)。このＭＯＢ_
ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージは、下記の＜表１＞に示すような構造を有する。
【０００６】
【表１】

【０００７】
　＜表１＞に示すように、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
”と、ネットワーク識別子(Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＩＤ)を示す“Ｏｐｅｒａｔｏｒ　Ｉ
Ｄ”と、構成(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）が変更される数を示す“Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ”と、隣接基地局の個数を示す“Ｎ_ＮＥＩＧＨ
ＢＯＲＳ”と、前記隣接基地局の識別子を示す“Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ＢＳ-ＩＤ”と、前
記隣接基地局の物理チャンネル周波数を示す“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ”
と、前記情報以外に前記隣接基地局に関連したその他の情報を示す“ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄ
ｅｄ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ”とを含む。
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【０００８】
　ＭＳＳ２００は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信することによって隣接基地局
に関する情報を獲得することが可能である。また、ＭＳＳ２００が隣接基地局及びサービ
ング基地局２１０から送信されるパイロットチャンネル信号のキャリア対干渉雑音比(Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：以
下、“ＣＩＮＲ”とする)をスキャニングしようとするときに、このサービング基地局２
１０に移動加入者端末機スキャン要求(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖ
ａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱ”とする
)メッセージを送信する(ステップ２１３)。このＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージは、＜
表２＞に示すような構造を有する。
【０００９】
【表２】

【００１０】
　＜表２＞に示すように、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
”と、隣接基地局から送信されるパイロット信号のＣＩＮＲをスキャニングしようとする
スキャン区間を示す“Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ”と、スキャニング動作を始めるフレ
ームを示す“Ｓｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ”とを含む。“Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ”は、
フレーム単位で構成される。＜表２＞で、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージの管理メッセ
ージタイプは現在決定されない状態である(“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　
Ｔｙｐｅ”＝ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ)。ここで、ＭＳＳ２００がスキャン要求をする時点は
、パイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニング動作と直接的な関連がないため、こ
こではその具体的な説明を省略する。
【００１１】
　一方、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを受信したサービング基地局２１０は、ＭＳＳ
２００がスキャニングする情報を含み、スキャニング区間が０でない移動加入者端末機ス
キャン応答(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：以下、“ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰ”とする)メッセージをＭＳＳ２
００に送信する(ステップ２１５)。このＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージの構造は、下記
の＜表３＞に示すようである。
【００１２】



(8) JP 4620723 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

【表３】

【００１３】
　＜表３＞に示すように、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
”と、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを伝送したＭＳＳの接続識別子(Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ＩＤ：以下、“ＣＩＤ”とする)と、スキャン区間の“Ｄｕｒａｔｉｏｎ”と、
スキャン動作を始める時点とを含む。＜表３＞で、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージが伝
送される管理メッセージタイプは、現在決定されない状態で(Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍ
ｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ＝ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ)、スキャン区間はＭＳＳがパイロットＣ
ＩＮＲスキャニングを遂行する区間を示す。その区間の値が０である場合に、ＭＳＳ２０
０のスキャニング要求が拒否されることを示す。
【００１４】
　スキャニング情報を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを受信したＭＳＳ２００は、
ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージの受信を通じて認識された隣接基地局及びサービング基
地局２１０に対してＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージに含まれているパラメーター、すな
わちスキャン区間により、パイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニングを遂行する
(ステップ２１７)。
【００１５】
　隣接基地局及びサービング基地局２１０から受信されるパイロットチャンネル信号のＣ
ＩＮＲをスキャニング完了した後に、ＭＳＳ２００は、現在ＭＳＳ２００が属しているサ
ービング基地局を変更することを決定すると(ステップ２１９)、すなわち、ＭＳＳ２００
が現在のサービング基地局を基地局２１０と相互に異なる新たな基地局に変更することを
決定する。すると、ＭＳＳ２００は、サービング基地局２１０にＭＳＳハンドオーバー要
求(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱ”とする)メッセージを送信する(ステップ
２２１)。ここで、ＭＳＳ２００が現在属しているサービング基地局でない新たな基地局
、すなわちＭＳＳ２００がハンドオーバーして新たなサービング基地局となる可能性のあ
る基地局を“ターゲット基地局”と称する。また、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ
構造は、下記の＜表４＞に示すようである。
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【００１６】
【表４】

【００１７】
　＜表４＞に示すように、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、複数のＩＥ、すなわ
ち送信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙ
ｐｅ”と、ＭＳＳ２００がサービング基地局及び複数の隣接基地局のパイロットチャンネ
ル信号のＣＩＮＲスキャニングの結果とを含む。＜表４＞で、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ
ｅｄ”は、ＭＳＳが隣接基地局の各々に対してパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲをス
キャニング結果に基づいて、予め設定したＣＩＮＲ以上のサイズを有するパイロットチャ
ンネル信号を送信した隣接基地局の個数を示す。その結果、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅ
ｄ”は、ＭＳＳ２００がハンドオーバーするように推薦する隣接基地局の個数を示す。Ｍ
ＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示す隣接基地局の
各々に対するＩＤと、隣接基地局の各々に対するパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲと
、前記隣接基地局がＭＳＳに提供されると予想されるサービスレベルと、隣接基地局をタ
ーゲット基地局として選択されてハンドオーバーを始めると予想される時刻(Ｅｓｔｉｍ
ａｔｅｄ　ＨＯ　Ｔｉｍｅ）とを含む。
【００１８】
　ＭＳＳ２００から送信されたＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信すると、サー
ビング基地局２１０は、受信したＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージのＮ_Ｒｅｃｏｍ
ｍｅｎｄｅｄ情報を用いてＭＳＳ２００がハンドオーバー可能なターゲット基地局リスト
を検出する(ステップ２２３)。説明の便宜上、ハンドオーバー可能なターゲット基地局の
リストは、“ハンドオーバー可能ターゲット基地局リスト”と呼ばれる。図２で、ハンド
オーバー可能ターゲット基地局リストに第１のターゲット基地局２２０及び第２のターゲ
ット基地局２３０が存在すると仮定する。また、ハンドオーバー可能ターゲット基地局リ
ストは、複数のターゲット基地局を含むことが可能である。サービング基地局２１０は、
ハンドオーバー可能ターゲット基地局リストに属するターゲット基地局、すなわち第１の
ターゲット基地局２２０及び第２のターゲット基地局２３０にハンドオーバー通知(以下
、“ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ”とする)メッセージを送信する(ステップ２
２５，２２７)。このＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージは、下記の＜表
５＞に示すような構造を有する。
【００１９】
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【表５】

【００２０】
　＜表５＞に示すように、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージは、複数の
ＩＥ、すなわちバックボーンネットワーク(ｂａｃｋｂｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ)で基地局
との間に交換されるメッセージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅａｄｅｒ”と、
第１のターゲット基地局２２０又は第２のターゲット基地局２３０にハンドオーバーしよ
うとするＭＳＳ２００の識別子(ＭＳＳ ＩＤ)と、ＭＳＳ２００がハンドオーバーの開始
時点として予想される時刻を示す“Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　Ｔｉｍｅ　ｔｏ　ＨＯ”と、Ｍ
ＳＳ２００から新たなサービング基地局となるターゲット基地局に要求される帯域幅情報
を示す“Ｒｅｑｕｉｒｅｄ　ＢＷ(ＢａｎｄＷｉｄｔｈ)”と、ＭＳＳ２００に提供される
サービスレベル情報を示す“Ｒｅｑｕｉｒｅｄ　ＱｏＳ”とを含む。ＭＳＳ２００が要求
する帯域幅及びサービスレベルは、上記の＜表４＞に説明したＭＯＢ_ＮＳＳＨＯ_ＲＥＱ
メッセージに記録した予想されるサービスレベル情報と同一である。
【００２１】
　ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージと同一のバックボーンネットワーク
で基地局との間に交換されるメッセージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅａｄｅ
ｒ”は、下記の＜表６＞に示すような一般的な構造を有する。
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【表６】

【００２３】
　＜表６＞に示すように、“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅａｄｅｒ”は、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す“Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ”と、送信されるメッセ
ージを伝送する送信基地局を示す“Ｓｅｎｄｅｒ　ＢＳ-ＩＤ”と、送信されるメッセー
ジを受信する受信基地局を示す“Ｔａｒｇｅｔ　ＢＳ-ＩＤ”と、送信されるメッセージ
に含まれたレコードの対象となるＭＳＳの個数を示す“Ｎｕｍ　Ｒｅｃｏｒｄｓ”とを含
む。
【００２４】
　第１のターゲット基地局２２０と第２のターゲット基地局２３０は、サービング基地局
２１０からＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを受信すると、このＨＯ_
ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージに対する応答メッセージであるハンドオー
バー通知応答(“ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥ”)メッセー
ジをサービング基地局２１０に送信する(ステップ２２９，２３１)。このＨＯ_ＰＲＥ_Ｎ
ＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージの構造は、下記の＜表７＞に示す
ようである。
【００２５】
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【表７】

【００２６】
　＜表７＞に示すように、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメ
ッセージは、複数のＩＥ、すなわち＜表６＞に示したように、バックボーンネットワーク
で基地局との間に交換されるメッセージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅａｄｅ
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と、ターゲット基地局がＭＳＳのハンドオーバーの要求に よりハンドオーバーを遂行す
ることが可能であるか否かに対する応答(ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）と、各ターゲット基地局にＭ
ＳＳがハンドオーバーしたときに、ターゲット基地局の各々が提供できる帯域幅及びサー
ビスレベル情報とを含む。
【００２７】
　一方、第１のターゲット基地局２２０及び第２のターゲット基地局２３０からＨＯ_Ｐ
ＲＥ＿ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを受信したサービング基
地局２１０は、受信されたＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメ
ッセージを分析し、ＭＳＳ２００がハンドオーバーしたときにＭＳＳ２００によって要求
される帯域幅とサービスレベルを最適に提供可能なターゲット基地局をＭＳＳ２００がハ
ンドオーバーする最終ターゲット基地局として選択する。一例として、第１のターゲット
基地局２２０が提供できるサービスレベルは、ＭＳＳ２００が要求したサービスレベルよ
り低く、第２のターゲット基地局２３０が提供できるサービスレベルはＭＳＳ２００が要
求したサービスレベルと同一であると仮定する場合に、サービング基地局２１０は、第２
のターゲット基地局２３０をＭＳＳ２００がハンドオーバーする最終ターゲット基地局と
して選択する。したがって、サービング基地局２１０は、第２のターゲット基地局２３０
にＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージに対する応答メ
ッセージとしてハンドオーバー通知確認(ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭ)メッセージを送信する(ス
テップ２３３)。このＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージは、下記の＜表８＞に示すような構
造を有する。
【００２８】
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【００２９】
　＜表８＞に示すように、ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージは複数のＩＥ、すなわち上記
の＜表６＞に示したように、バックボーンネットワークで基地局との間に交換されるメッ
セージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅａｄｅｒ”と、選択されたターゲット基
地局にハンドオーバーしようとするＭＳＳの識別子(ＭＳＳ ＩＤ)と、この選択されたタ
ーゲット基地局にＭＳＳがハンドオーバーしたときにターゲット基地局から提供されるこ
とができる帯域幅及びサービスレベル情報とを含む。
【００３０】
　また、サービング基地局２１０は、ＭＳＳ２００にＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセー
ジに対する応答メッセージとして基地局ハンドオーバー応答(ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメ
ッセージを送信する(ステップ２３５)。ここで、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、
ＭＳＳ２００がハンドオーバーするターゲット基地局に関する情報を含む。このＭＯＢ_
ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、下記の＜表９＞に示すような構造を有する。
【００３１】
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【表９】

【００３２】
　＜表９＞に示すように、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、複数のＩＥ、すなわち
送信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐ
ｅ”と、ハンドオーバー手順の開始時点として予想される時間(Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　Ｈ
Ｏ　ｔｉｍｅ)と、サービング基地局が選択したターゲット基地局に対する結果とを含む
。また、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージのＮ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄは、ハンドオ
ーバー可能なターゲット基地局リスト上のターゲット基地局のうち、ＭＳＳが要求した帯
域幅及びサービスレベルを満たすターゲット基地局の個数を示す。このＭＯＢ_ＢＳＨＯ_
ＲＳＰメッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示すターゲット基地局の各々に対す
る識別子と、ターゲット基地局の各々がＭＳＳに提供すると予想されるサービスレベルと
を含む。図２で、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、ハンドオーバー可能なターゲッ
ト基地局リストに存在するターゲット基地局の中で最終的に第２のターゲット基地局２３
０の１個のターゲット基地局情報のみを含む。しかしながら、ハンドオーバー可能なター
ゲット基地局のリストに存在するターゲット基地局の中に、ＭＳＳ２００が要求する帯域
幅及びサービスレベルを提供することが可能なターゲット基地局が複数個である場合に、
ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは複数のターゲット基地局に関する情報を含む。
【００３３】
　さらに、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信したＭＳＳ２００は、ＭＯＢ_ＢＳ
ＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれているＮ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ情報を分析し、ＭＳＳ
２００がハンドオーバーするターゲット基地局を選択する。ハンドオーバーするターゲッ
ト基地局を選択したＭＳＳ２００は、サービング基地局２１０にＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰ
メッセージに対する応答メッセージとして移動加入者端末機ハンドオーバー指示(ＭＯＢ_
ＨＯ_ＩＮＤ)メッセージを送信する(ステップ２３７)。このＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセー
ジの構造は、下記の＜表１０＞に示すようである。
【００３４】
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【表１０】

【００３５】
　＜表１０＞に示すように、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージは、複数のＩＥ、すなわち送
信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ
”と、ＭＳＳが選択した最終ターゲット基地局へのハンドオーバーを決定するか、或いは
取り消し又は拒否するかを示す“ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅ”と、ハンドオーバーすることを
決定した場合に、ＭＳＳが選択した最終ターゲット基地局の識別子を示す“Ｔａｒｇｅｔ
_ＢＳ_ＩＤ”と、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを認証するための“ＨＭＡＣ　Ｔｕｐｌ
ｅ”とを含む。ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅで、ＭＳＳが最終ターゲット基地局にハンドオーバ
ーを遂行することに決定したときに、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが００に設定され
たＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送する。ＭＳＳが最終ターゲット基地局にハンドオ
ーバーを取消すことに決定するときに、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが０１に設定さ
れたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送する。ＭＳＳが最終ターゲット基地局にハンド
オーバーを拒否することに決定するときに、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが１０に設
定されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを伝送する。ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが１０に設定
されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサービング基地局２１０は、ハンドオー
バー可能ターゲット基地局リストを新たに作成した後に、ＭＳＳ２００にＭＯＢ_ＢＳＨ
Ｏ_ＲＳＰメッセージを再伝送する。
【００３６】
　ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが００に設定されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信したサ
ービング基地局２１０は、ＭＳＳがＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれているターゲ
ット基地局、すなわち第２のターゲット基地局２３０にハンドオーバーすることを認識す
る。その後、サービング基地局２１０は、ＭＳＳ２００が現在セットアップされている接
続情報を解除し、或いはＭＳＳ２００が最終選択されたターゲット基地局、すなわち第２
のターゲット基地局２３０からハンドオーバー手順が全く終了したことを示す通報を受信
するまで、予め設定した時間でＭＳＳ２００とセットアップされている接続情報を維持す
る(ステップ２３９)。このように、サービング基地局２１０にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセ
ージを伝送した後に、ＭＳＳ２００は、第２のターゲット基地局２３０と残りのハンドオ
ーバー動作を遂行する。
【００３７】
　図３は、一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで基地局要求によるハンドオー
バー過程を示す信号フローチャートである。
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【００３８】
　図３の説明に先立ち、まず、基地局の要求によるハンドオーバーが発生する場合は、基
地局が過負荷(ｏｖｅｒｌｏａｄ)されて隣接基地局に基地局負荷を分散させるための負荷
分散(ｌｏａｄ　ｓｈａｒｉｎｇ)が必要である場合、或いはＭＳＳのアップリンク状態変
化に対応するための場合である。図３を参照すると、サービング基地局３１０は、ＭＳＳ
３００にＭＯＢ_ＮＢＲ-ＡＤＶメッセージを送信する(ステップ３１１)。ＭＳＳ３００は
、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信することによって隣接基地局に関する情報を獲
得することができる。
【００３９】
　サービング基地局３１０は、サービング基地局３１０が管理しているＭＳＳ３００のハ
ンドオーバーに対する必要性を検出するようになると(ステップ３１３)、隣接基地局にＨ
Ｏ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを送信する(ステップ３１５，３１７)。
ここで、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージは、ＭＳＳ３００の新たなサ
ービング基地局となるターゲット基地局がＭＳＳ３００に提供しなければならない帯域幅
及びサービスレベルに関する情報を含む。図３では、サービング基地局３１０の隣接基地
局が第１のターゲット基地局３２０及び第２のターゲット基地局３３０であると仮定する
。 
　ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを受信した後に、第１のターゲット
基地局３２０及び第２のターゲット基地局３３０の各々は、このＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦ
ＩＣＡＴＩＯＮメッセージに対する応答メッセージとしてＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡ
ＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージをサービング基地局３１０に送信する(ステップ３
１９，３２１)。 ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージ
は、上記の＜表７＞に示したように、ターゲット基地局がサービング基地局３１０によっ
て要求されたハンドオーバーを遂行することがが可能であるかを示す応答(ＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋ）と、ＭＳＳ３００に提供可能な帯域幅及びサービスレベル情報とを含む。
【００４０】
　サービング基地局３１０は、第１のターゲット基地局３２０と第２のターゲット基地局
３３０から ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを受信
すると、ＭＳＳ３００が要求する帯域幅とサービスレベルを提供することが可能なターゲ
ット基地局を選択する。一例として、第１のターゲット基地局３２０によって提供可能な
サービスレベルはＭＳＳ３００が要求するサービスレベルより低く、第２のターゲット基
地局３３０によって提供可能なサービスレベルはＭＳＳ３００が要求するサービスレベル
と同一であると仮定すると、サービング基地局３１０は、第２のターゲット基地局３３０
をＭＳＳ３００がハンドオーバー可能な最終ターゲット基地局として選択する。ハンドオ
ーバー可能なターゲット基地局として第２のターゲット基地局３３０を選択したサービン
グ基地局３１０は、ハンドオーバー可能なターゲット基地局リストを含む基地局ハンドオ
ーバー要求(Ｍｏｂｉｌｅ　ＢＳ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_
ＢＳＨＯ_ＲＥＱ”とする)メッセージをＭＳＳ３００に伝送する(ステップ３２３)。この
とき、ハンドオーバー可能なターゲット基地局リストには、複数のターゲット基地局を含
むことが可能である。このＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージの構造は、下記の＜表１１
＞に示すようである。
【００４１】
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【表１１】

【００４２】
　＜表１１＞に示すように、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、複数のＩＥ、すなわ
ち送信されるメッセージタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐ
ｅ”と、サービング基地局３１０によって選択されたターゲット基地局に関する情報を含
む。＜表１１＞で、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ”は、サービング基地局３１０がハン
ドオーバー可能なターゲット基地局として選択された隣接基地局の個数を示す。また、Ｍ
ＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示す隣接基地局の各
々に対する識別子(ＩＤ)と、隣接基地局がＭＳＳに提供することが可能な帯域幅及びサー
ビスレベルに関する情報とを含む。
【００４３】
　このＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信したＭＳＳ３００は、サービング基地局
３１０によってハンドオーバーが要求されたことを認知し、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ-ＲＥＱメッ
セージに含まれているＮ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ情報を参照してハンドオーバーを遂行
する最終ターゲット基地局を選択する。最終ターゲット基地局を選択する前に、ＭＳＳ３
００は、サービング基地局３１０及び隣接基地局から送信されるパイロットチャンネル信
号のＣＩＮＲをスキャニングしようとする場合に、サービング基地局３１０にＭＯＢ_Ｓ
ＣＮ_ＲＥＱメッセージを送信する(ステップ３２５)。ここで、ＭＳＳ３００がスキャン
要求をする時点は、パイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニング動作と直接的な関
連がないため、その具体的な説明は 省略する。ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを受信
したサービング基地局３１０は、ＭＳＳ３００がスキャニングする情報を含むＭＯＢ_Ｓ
ＣＮ_ＲＳＰメッセージをＭＳＳ３００に送信する(ステップ３２７)。スキャニング情報
を含むＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージを受信したＭＳＳ３００は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤ
Ｖメッセージの受信を通じて認識された隣接基地局と、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセー
ジの受信を通じて認識されたハンドオーバー可能なターゲット基地局と、サービング基地
局３１０に対して、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージに含まれたパラメーター、すなわち
スキャン区間によりパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニングを遂行する(ステ
ップ３２９)。
【００４４】
　ＭＳＳ３００はハンドオーバーする最終ターゲット基地局を選択した後に、ＭＯＢ_Ｂ
ＳＨＯ-ＲＥＱメッセージに対する応答メッセージであるＭＳＳハンドオーバー応答(ＭＯ
Ｂ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰ)メッセージをサービング基地局３１０に送信する(ステップ３３１
)。このＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージの構造は、下記の＜表１２＞に示すようで
ある。
【００４５】
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【表１２】

【００４６】
　＜表１２＞に示すように、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、複数のＩＥ、すな
わち送信されるメッセージタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙ
ｐｅ”と、ハンドオーバー手順を始めると予想される時間“Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　ＨＯ　
Ｔｉｍｅ”と、ＭＳＳが選択したターゲット基地局に関する情報とを含む。＜表１２＞で
、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ”は、ＭＳＳがハンドオーバー可能なターゲット基地局
として選択した隣接基地局の個数を示す。さらに、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージ
は、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示す隣接基地局の各々に対する識別子と、隣接基地局
からＭＳＳが提供可能なサービスレベルに関する情報とを含む。
【００４７】
　サービング基地局３１０は、ＭＳＳ３００によって最終ターゲット基地局として選択さ
れた隣接基地局にＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージ
に対する応答メッセージとしてＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージを送信する(ステップ３３
３)。最終ターゲット基地局を選択したＭＳＳ３００は、サービング基地局３１０にＨＯ_
ＩＮＤ_ｔｙｐｅが００に設定されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信する(ステップ
３３５)。ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが００に設定されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受
信すると、サービング基地局３１０は、ＭＳＳ３００がＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに
含まれている最終ターゲット基地局にハンドオーバーすることを再認識する。その後、サ
ービング基地局３１０は、ＭＳＳ３００と現在設定されている接続情報を解除し、或いは
最終選択したターゲット基地局、すなわち第２のターゲット基地局３３０からハンドオー
バー手順が完了したという通報を受信するまで、予め設定した設定時間でＭＳＳ３００と
の接続情報を維持する(ステップ３３７)。このように、サービング基地局３１０にＭＯＢ
_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信した後に、ＭＳＳ３００は第２のターゲット基地局３３０
と残りのハンドオーバー動作を遂行する。
【００４８】
　図４は、一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳのハンドオーバーに
よるネットワーク再進入過程を示す信号フローチャートである。
　図４を参照すると、ＭＳＳ４００は、最終ターゲット基地局４５０に接続切り替えを遂
行し、最終ターゲット基地局４５０とダウンリンク同期を獲得する。その後、ＭＳＳ４０
０は、最終ターゲット基地局４５０に送信するＤＬ(ＤｏｗｎＬｉｎｋ)_ＭＡＰメッセー
ジを受信する(ステップ４１１)。ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、最終ターゲット基地局４５
０のダウンリンクに関連したパラメーターを含むメッセージである。また、ＭＳＳ４００
は、最終ターゲット基地局４５０から送信されるＵＬ(ＵｐＬｉｎｋ)_ＭＡＰメッセージ
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を受信する(ステップ４１３)。ＵＬ_ＭＡＰメッセージは、最終ターゲット基地局４５０
のアップリンクに関連したパラメーターを含むメッセージである。また、このＵＬ_ＭＡ
Ｐメッセージは、最終ターゲット基地局４５０がハンドオーバーを遂行するＭＳＳ４００
の高速アップリンクレンジング(ＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧ）を支援するために割り
当てられた高速アップリンクレンジング情報エレメント(ＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧ_
ＩＥ)を含む。最終ターゲット基地局４５０がＭＳＳ４００にＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩ
ＮＧ_ＩＥを割り当てる理由は、ＭＳＳ４００がハンドオーバーを遂行するときに発生す
る可能性のある遅延を最小化するためである。したがって、ＭＳＳ４００は、ＦＡＳＴ_
ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧ_ＩＥによりコンテンションフリー(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ-ｆｒｅｅ
)方式で最終ターゲット基地局４５０と初期レンジング(ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ
)が遂行可能になる。ここで、ＵＬ_ＭＡＰメッセージに含まれるＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧ
ＩＮＧ_ＩＥは、下記の＜表１３＞に示すようである。
【００４９】
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【表１３】

【００５０】
　＜表１３＞でＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧ_ＩＥは、レンジング機会を獲得するＭＳ
Ｓの媒体接続制御(Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：以下、“ＭＡＣ”と
する)アドレスと、ＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧに対する開始オフセット値を含む領域
情報を提供するＵＩＵＣ(Ｕｐｌｉｎｋ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｕｓａｇｅ　Ｃｏｄｅ)と、
ＭＳＳ４００に割り当てられたコンテンションフリー方式のレンジング機会区間のオフセ
ット/シンボルの個数/サブチャンネルの個数などに関する情報を含む。ＭＳＳ４００のＭ
ＡＣアドレスは、図２及び図３に示したハンドオーバー過程で、バックボーンネットワー
クでサービング基地局と最終ターゲット基地局との間に交換されるＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩ
ＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージ、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳ
Ｅメッセージ、及びＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージのようなメッセージを通じて最終タ
ーゲット基地局４５０に通報される。
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【００５１】
　ＵＬ_ＭＡＰメッセージを受信したＭＳＳ４００は、ＦＡＳＴ_ＵＬ_ＲＡＮＧＩＮＧ_Ｉ
Ｅにより最終ターゲット基地局４５０にレンジング要求(ＲＮＧ_ＲＥＱ)メッセージを送
信する(ステップ４１５)。ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受信した最終ターゲット基地局４
５０は、ＭＳＳ４００にレンジングのための周波数、時間及び送信電力を補正するための
情報を含むレンジング応答(ＲＮＧ_ＲＳＰ)メッセージを送信する(ステップ４１７)。
【００５２】
　初期レンジングを完了したＭＳＳ４００と最終ターゲット基地局４５０は、ＭＳＳ４０
０に対する再認証動作(ＭＳＳ　ＲＥ_ＡＵＴＨＯＲＩＺＡＴＩＯＮ)を遂行する(ステップ
４１９)。再認証動作の遂行の際に、ＭＳＳ４００が以前に属しているサービング基地局
と最終ターゲット基地局４５０との間に交換されたセキュリティコンテキスト(ｓｅｃｕ
ｒｉｔｙ　ｃｏｎｔｅｘｔ)が変更されない場合に、最終ターゲット基地局４５０はセキ
ュリティコンテキストをそのまま使用する。ここで、ＭＳＳ４００のセキュリティコンテ
キスト情報を提供するバックボーンネットワークメッセージであるＭＳＳ情報応答(ＭＳ
Ｓ_ＩＮＦＯ_ＲＳＰ)メッセージは、下記の＜表１４＞に示すような構造を有する。
【００５３】
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【００５４】
　＜表１４＞で、ＭＳＳ_ＩＮＦＯ_ＲＳＰメッセージは、 サービング基地局に登録され
ているＭＳＳのＩＤ情報と、各ＭＳＳに関するセキュリティ関連情報(Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)のようなセキュリティコンテキス
ト情報と、各ＭＳＳに対するネットワークサービス情報と、各ＭＳＳの機能(ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ)情報とを含む。
【００５５】
　最終ターゲット基地局４５０とＭＳＳ４００に対する再認証動作が完了すると、ＭＳＳ
４００は、最終ターゲット基地局４５０に登録要求(ＲＥＧ_ＲＥＱ)メッセージを送信す
る(ステップ４２１)。ＲＥＧ_ＲＥＱメッセージは、ＭＳＳ４００の登録情報を含む。最
終ターゲット基地局４５０は、ＭＳＳ４００にＲＥＧ_ＲＥＱメッセージに対する応答メ
ッセージである登録応答(ＲＥＧ_ＲＳＰ)メッセージを送信する(ステップ４２３)。最終
ターゲット基地局４５０は、ＭＳＳ４００から受信したＲＥＧ_ＲＥＱメッセージに含ま
れているＭＳＳ４００の登録情報を検出し、ＭＳＳ４００がハンドオーバーを遂行したＭ
ＳＳであることを認識する。したがって、最終ターゲット基地局４５０は、ＭＳＳ４００
の以前サービング基地局の接続設定情報と最終ターゲット基地局４５０の接続設定情報を
マッピングさせる。最終ターゲット基地局４５０は、実際に受信可能なサービスフローを
再設定するために使用されるＴＬＶ(Ｔｙｐｅ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｖａｒｉａｂｌｅ)値を含
め、ＭＳＳ_ＩＮＦＯ_ＲＳＰメッセージをＭＳＳ４００に送信する。サービング 基地局
と最終ターゲット基地局４５０で、接続設定に関するマッピング情報を含むＴＬＶの構造
は、下記の＜表１５＞に示すようである。
【００５６】
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【表１５】

【００５７】
　＜表１５＞で、ＲＥＧ_ＲＳＰメッセージに含まれるＴＬＶは、ＭＳＳ４００がハンド
オーバーを遂行する前にサービング基地局で使用した接続識別子(ＣＩＤ)と、ハンドオー
バーを遂行した後に最終ターゲット基地局４５０で使用するＣＩＤ情報を提供する。また
、ＴＬＶは、ハンドオーバー以前にサービング基地局が提供したサービスフローと異なる
サービスを最終ターゲット基地局４５０が提供する場合に、変更されたサービスパラメー
ターに関する情報を含む。
【００５８】
　ＭＳＳ４００は、最終ターゲット基地局４５０とのネットワーク再進入手順を完了し、
最終ターゲット基地局４５０を通じて正常な通信サービスを遂行する(ステップ４２５)。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００５９】
　上述したように、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、現在サービング基地局との
通信を維持することが不可能な程度でサービング基地局のパイロット信号のＣＩＮＲが減
少する場合に、ＭＳＳは、自分の要求或いは基地局の要求によりサービング基地局とは相
互に異なる隣接基地局、すなわち最終ターゲット基地局にハンドオーバーを遂行する。し
かしながら、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳが最終ターゲット基地局と
ネットワークの再進入動作を遂行する中に、最終ターゲット基地局から送信されるパイロ
ット信号のＣＩＮＲが減少し、最終ターゲット基地局を通じる通信サービスが不可能にな
る場合に、ＭＳＳはサービング基地局に接続を切り替えることができる。
【００６０】
　また、ＭＳＳが最終ターゲット基地局とのハンドオーバーの遂行中にピンポン現象のた
め、サービング基地局に変更した後に、更にサービング基地局を通じる通信サービスを再
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開するためには、サービング基地局との初期接続設定手順、すなわちネットワーク再進入
動作を遂行しなければならない。したがって、ＭＳＳがハンドオーバーを遂行する中に頻
繁にピンポン現象が発生する場合に、ＭＳＳはネットワーク再進入動作も頻繁に遂行する
ようになり、それによってサービスに遅延をもたらすという問題点を有する。また、ネッ
トワーク再進入動作の頻繁な遂行は、シグナリングロード(ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｌｏａ
ｄ)を増加させ、システム全体の性能を低下させるという問題点を有する。
【００６１】
　したがって、上記した従来技術による問題点を解決するために、本発明の目的は、広帯
域無線接続通信システムでハンドオーバーの際にピンポン現象の発生を予め認知してピン
ポン現象を防止するためのハンドオーバーシステム及び方法を提供することにある。 
　また、本発明の目的は、広帯域無線接続通信システムでピンポン現象の発生時に通信サ
ービスの遅延を最小化するハンドオーバーシステム及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００６２】
　上記した目的を達成するために、本発明は、移動加入者端末機にサービスを提供してい
るサービング基地局と、前記サービング基地局と隣接したターゲット基地局とを含む広帯
域無線接続通信システムで、前記移動加入者端末機のハンドオーバー方法であって、前記
サービング基地局と前記移動加入者端末機との間に接続情報が維持されているか否かを示
すリソース維持タイプフィールドを含むハンドオーバー要求メッセージを前記サービング
基地局から受信する段階と、前記サービング基地局が前記リソース維持タイプフィールド
値により接続情報を維持しているかを認知する段階と、を有することを特徴とする。
【００６３】
　また、本発明は、移動加入者端末機にサービスを提供しているサービング基地局と、前
記サービング基地局と隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無線接続通信システムで
、前記移動加入者端末機のハンドオーバー方法であって、前記サービング基地局にハンド
オーバーを要求する段階と、前記サービング基地局から前記サービング基地局と移動加入
者端末機との間に維持される接続情報を設定するか否かを示すリソース維持タイプフィー
ルドを含むハンドオーバー応答メッセージを受信する段階と、前記サービング基地局が前
記リソース維持タイプフィールドの値により前記接続情報を維持するか否かを認知する段
階と、を有することを特徴とする。
【００６４】
　本発明は、移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と、前記サービン
グ基地局に隣接したターゲット基地局を含む広帯域無線接続通信システムで、前記サービ
ング基地局によるハンドオーバー遂行方法であって、前記移動加入者端末機に前記サービ
ング基地局と移動加入者端末機との間に維持される接続情報を設定するか否かを示すリソ
ース維持タイプフィールドを含むハンドオーバー要求メッセージを送信する段階と、前記
移動加入者端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信する段階と、前記リソース維
持タイプフィールドの値によって接続情報を維持する段階と、を有することを特徴とする
。
【００６５】
　さらに、本発明は、移動加入者端末機にサービスを提供するサービング基地局と、前記
サービング基地局に隣接したターゲット基地局を含む広帯域無線接続通信システムで、前
記サービング基地局によるハンドオーバー遂行方法であって、前記移動加入者端末機から
ハンドオーバー要求メッセージを受信する段階と、前記移動加入者端末機に前記移動加入
者端末機との接続情報を維持しているか否かを示すリソース維持タイプフィールドを送信
する段階と、前記移動加入者端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信する段階と
、前記リソース維持タイプフィールドの値により接続情報を維持する段階と、を有するこ
とを特徴とする。
【００６６】
　本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機と通信を遂行するサービング基
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地局と、複数の隣接基地局とを含む広帯域無線接続通信システムで、ピンポン現象による
サービス遅延を最小化するハンドオーバー方法であって、ａ）前記サービング基地局から
前記隣接基地局のうち任意の隣接基地局である最終ターゲット基地局にハンドオーバーす
べきであることを検出すると、前記サービング基地局にハンドオーバーを要求する段階と
、ｂ）前記ハンドオーバー要求に対応して前記サービング基地局から受信される前記最終
ターゲット基地局として選択される少なくとも２個の候補ターゲット基地局に関する情報
を検出する段階と、ｃ）前記候補ターゲット基地局の各々から送信される基準信号のキャ
リア対干渉雑音比(Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉ
ｓｅ　Ｒａｔｉｏ：ＣＩＮＲ)を測定する段階と、ｄ）前記測定したＣＩＮＲ値を予め設
定されている第１のしきい値と比較し、前記比較結果、前記第１のしきい値未満のＣＩＮ
Ｒ値が存在する場合に、前記第１のしきい値未満のＣＩＮＲ値を有する基準信号を送信す
る第１の候補ターゲット基地局を前記候補ターゲット基地局から除く段階と、ｅ）前記第
１の候補ターゲット基地局を除いた候補ターゲット基地局の中で前記最終ターゲット基地
局を決定し、前記サービング基地局に前記最終ターゲット基地局にハンドオーバーするこ
とを通報する段階と、を有することを特徴とする。
【００６７】
　また、本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機が通信を遂行するサービ
ング基地局と、複数の隣接基地局を有する広帯域無線接続通信システムで、ピンポン現象
によるサービス遅延を最小化するハンドオーバー方法であって、ａ）前記サービング基地
局から、前記サービング基地局が前記隣接基地局のうちの任意の隣接基地局である最終タ
ーゲット基地局として選択する少なくとも２個の候補ターゲット基地局情報が含まれるハ
ンドオーバー要求を受信し、前記情報を検出する段階と、ｂ）前記候補ターゲット基地局
の各々から送信される基準信号のキャリア対干渉雑音比(ＣＩＮＲ)を測定する段階と、ｃ
）前記測定したＣＩＮＲ値を予め設定されている第１のしきい値と比較し、前記比較結果
、前記第１のしきい値未満のＣＩＮＲ値が存在する場合に、前記第１のしきい値未満のＣ
ＩＮＲ値を有する基準信号を送信する第１の候補ターゲット基地局を前記候補ターゲット
基地局から除く段階と、ｄ）前記第１の候補ターゲット基地局を除いた候補ターゲット基
地局の中で前記最終ターゲット基地局を決定し、前記サービング基地局に前記最終ターゲ
ット基地局にハンドオーバーすることを通報する段階と、を有することを特徴とする。
【００６８】
　本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機が通信を遂行するサービング基
地局と、複数の隣接基地局を有する広帯域無線接続通信システムで、ピンポン現象による
サービス遅延を最小化するハンドオーバー方法であって、ａ）前記サービング基地局は、
前記移動加入者端末機が前記隣接基地局の特定隣接 基地局であるターゲット基地局にハ
ンドオーバーすることを示す通報を受信すると、前記移動加入者端末機の接続情報を削除
し、或いは予め設定した時間で保有する段階と、ｂ）前記移動加入者端末機が前記ターゲ
ット基地局とネットワーク再進入手順を遂行する中にピンポン現象の発生を認知すると、
前記サービング基地局に接続を切り替える段階と、ｃ）前記サービング基地局からハンド
オーバー要求又はハンドオーバー応答メッセージを受信する段階と、ｄ）前記それぞれの
メッセージを受信することにより、前記メッセージの各々に含まれた前記移動加入者端末
機に関する接続情報を維持するか否かを検出して認知する段階と、ｅ）前記サービング基
地局が前記移動加入者端末機に関する接続情報を維持している場合に、初期レンジング手
順のみを遂行し、前記サービング基地局と通信を再開する段階と、を有することを特徴と
する。
【００６９】
　本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機が通信を遂行するサービング基
地局と、複数の隣接基地局とを含む広帯域無線接続通信システムで、ピンポン現象による
サービス遅延を最小化するハンドオーバーシステムであって、前記サービング基地局から
前記隣接基地局のうちの任意の隣接基地局である最終ターゲット基地局にハンドオーバー
すべきであることを検出すると、前記サービング基地局にハンドオーバーを要求し、前記
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ハンドオーバー要求に対応して前記サービング基地局から受信される前記最終ターゲット
基地局として選択される少なくとも２個の候補ターゲット基地局に関する情報を検出し、
前記候補ターゲット基地局の各々から送信される基準信号のキャリア対干渉雑音比(ＣＩ
ＮＲ)を測定し、前記測定したＣＩＮＲ値を予め設定されている第１のしきい値と比較し
、前記比較結果、前記第１のしきい値未満のＣＩＮＲ値が存在する場合に、前記第１のし
きい値未満のＣＩＮＲ値を有する基準信号を送信する第１の候補ターゲット基地局を前記
候補ターゲット基地局から除き、前記第１の候補ターゲット基地局を除いた候補ターゲッ
ト基地局のうちの前記最終ターゲット基地局を決定し、前記サービング基地局に前記最終
ターゲット基地局にハンドオーバーすることを通報する移動加入者端末機と、前記移動加
入者端末機のハンドオーバー要求を受信し、これに対応して前記移動加入者端末機が最終
ターゲット基地局として選択される少なくとも２個の候補ターゲット基地局に関する情報
を送信し、前記移動加入者端末機から最終ターゲット基地局にハンドオーバーすることを
示す通報を受信するサービング基地局と、を含むことを特徴とする。
【００７０】
　また、本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機が通信を遂行するサービ
ング基地局と、複数の隣接基地局を有する広帯域無線接続通信システムで、ピンポン現象
によるサービス遅延を最小化するハンドオーバーシステムであって、前記サービング基地
局から、前記サービング基地局で前記隣接基地局のうちの任意の隣接基地局である最終タ
ーゲット基地局として選択される少なくとも２個の候補ターゲット基地局情報が含まれる
ハンドオーバー要求を受信してこれを検出し、前記候補ターゲット基地局の各々から送信
する基準信号のキャリア対干渉雑音比(ＣＩＮＲ)を測定し、前記測定したＣＩＮＲ値を予
め設定されている第１のしきい値と比較し、前記比較結果、前記第１のしきい値未満のＣ
ＩＮＲ値が存在する場合に、前記第１のしきい値未満のＣＩＮＲ値を有する基準信号を送
信する第１の候補ターゲット基地局を前記候補ターゲット基地局から除き、前記第１の候
補ターゲット基地局を除いた候補ターゲット基地局のうち前記最終ターゲット基地局を決
定し、前記サービング基地局に前記最終ターゲット基地局にハンドオーバーすることを通
報する移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機のハンドオーバーを要求し、これに対
応して前記移動加入者端末機から最終ターゲット基地局に関する情報を受信するサービン
グ基地局と、を含むことを特徴とする。
【００７１】
　さらに、本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機にサービスを提供する
サービング基地局と、前記サービング基地局に隣接したターゲット基地局とを含む広帯域
無線接続通信システムで、ハンドオーバーを遂行するシステムであって、前記サービング
基地局にハンドオーバーを要求し、前記サービング基地局から予め設定された接続情報を
維持するか否かを示すリソース維持タイプフィールドを含むハンドオーバー応答メッセー
ジを受信し、前記リソース維持タイプフィールドの値により、前記サービング基地局が接
続情報を維持するか否かを認知する移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機からハン
ドオーバー要求メッセージを受信し、前記移動加入者端末機に前記移動加入者端末機の接
続情報を維持するか否かを示すリソース維持タイプフィールドを含むハンドオーバー応答
メッセージを送信し、前記移動加入者端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信し
、前記リソース維持タイプフィールドの値により接続情報を維持するサービング基地局と
、を含むことを特徴とする。
【００７２】
　なお、本発明は、移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機にサービスを提供するサ
ービング基地局と、前記サービング基地局に隣接したターゲット基地局とを含む広帯域無
線接続通信システムで、ハンドオーバーを遂行するシステムであって、前記サービング基
地局から前記サービング基地局との接続情報が維持されるか否かを示すリソース維持タイ
プフィールドが含まれたハンドオーバー要求メッセージを受信し、前記サービング基地局
が前記リソース維持タイプフィールドの値に対応して接続情報を維持しているか否かを認
知する移動加入者端末機と、前記移動加入者端末機に前記移動加入者端末機と接続情報が
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維持されるか否かを示すリソース維持タイプフィールドが含まれたハンドオーバー要求メ
ッセージを送信し、前記移動加入者端末機からハンドオーバー指示メッセージを受信し、
前記リソース維持タイプフィールドの値により接続情報を維持するサービング基地局と、
を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００７３】
　本発明は、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を使用する広帯域無線接続通信システムであるＩ
ＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳは、サービング基地局と複数のターゲット
基地局との間に頻繁なハンドオーバーが発生する、すなわちピンポン現象が発生する可能
性がある状況を予め認知できる。すなわち、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤを設定し、ＰＰ_Ｔ
ＨＲＥＳＨＯＬＤより低いＣＩＮＲ値を有する基地局にハンドオーバーの遂行を防止する
。したがって、ＭＳＳは、ピンポン現象が発生可能な状況を最大限防止することができる
効果を有する。また、基地局が、ＭＳＳの接続情報をチャンネル状態に柔軟に維持又は削
除可能にすることによって、ＭＳＳが接続情報を維持している最終ターゲット基地局とハ
ンドオーバーを遂行する場合に、初期レンジングのみを遂行するネットワーク再進入手順
を遂行することによって、迅速に通信サービスを再開することが可能である効果を有する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　下記に、本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を
不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。
【００７５】
　本発明は、広帯域無線接続(Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ：
ＢＷＡ)通信システムであるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおいて、移動加入者端
末機(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：以下、“ＭＳＳ”とする
）がハンドオーバーしようとするターゲット基地局(ｔａｒｇｅｔ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔ
ｉｏｎ)とハンドオーバー(ｈａｎｄｏｖｅｒ)動作を遂行する中にピンポン現象(ｐｉｎｇ
ｐｏｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）が発生することを認知し、それによるサービス遅延を最小化す
る方式を提案する。すなわち、本発明は、ＭＳＳがターゲット基地局とハンドオーバー動
作を遂行する中に、ターゲット基地局へのハンドオーバーを取消し、サービング基地局に
接続切り替え時にピンポン現象の発生を認知してこのピンポン現象を防止する方式を提案
する。また、サービング基地局は、ＭＳＳの接続情報をチャンネル状態により維持するこ
とによって、ＭＳＳがハンドオーバーによる接続設定を迅速に遂行する方式を提案する。
ここで、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムは、直交周波数分割多重(ＯＦＤＭ)方式及
び直交周波数分割多重接続(ＯＦＤＭＡ)方式を使用する広帯域無線接続通信システムであ
る。ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムは、ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡ方式を使用するために
複数の副搬送波を用いて物理チャンネル信号を送信し、それによって高速データ送信が可
能で、多重セル構造を支援してＭＳＳの移動性を支援する通信システムである。
【００７６】
　図５は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオー
バーによるピンポン現象が発生する場合にＭＳＳの概略的な動作過程を示すフローチャー
トである。
【００７７】
　図５を参照すると、ステップ５０２で、ＭＳＳは、ＭＳＳにサービスを提供している基
地局、すなわちサービング基地局にＭＳＳハンドオーバー要求(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_
ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱ”とする)メッセージを送信し、これに対する応答として基地局ハンド
オーバー応答(Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：以下
、“ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰ”とする)メッセージを受信する。また、ＭＳＳは、サービ
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ング基地局から基地局ハンドオーバー要求(ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ)メッセージを受信し
、これに対する応答としてＭＳＳハンドオーバー応答(ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰ)メッセ
ージを送信する。その次に、ステップ５０４に進行する。ステップ５０４で、ＭＳＳは、
サービング基地局と送受信するハンドオーバー要求又は応答メッセージに含まれたハンド
オーバー可能な最終ターゲット基地局候補リスト情報を検出して認知し、ステップ５０６
に進行する。ステップ５０６で、ＭＳＳは、ハンドオーバー可能な最終ターゲット基地局
候補の各々に対してキャリア対干渉雑音比(Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：以下、“ＣＩＮＲ”とする)を測定する。そ
の後、ステップ５０８で、ＭＳＳは、後述するピンポン現象の発生を認知するか否かによ
りハンドオーバー指示タイプ(ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅ）を決定し、ステップ５１０
に進行する。ステップ５１０で、ＭＳＳは、決定されたタイプ情報が含まれたＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤメッセージをサービング基地局に送信する。
【００７８】
　図６は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオー
バー状況が発生したときにピンポン現象の発生を認知するか否かによるＭＳＳの動作過程
を示すフローチャートである。
【００７９】
　図６を参照すると、ステップ６０２で、ＭＳＳは、ハンドオーバーを遂行すべき状況の
発生を検出すると、隣接基地局に対するカウンター初期値ｉが‘０’に設定され、ハンド
オーバー取り消しフラグ(ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧ)を‘０’に設定し、ステップ６０
４に進行する。すなわち、ＭＳＳは、ハンドオーバー可能な最終ターゲット基地局候補リ
ストに属する隣接基地局の各々に対してＣＩＮＲ値を測定するための初期化手順を遂行す
る。ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧは、ハンドオーバー可能な最終ターゲット基地局候補リ
ストに属する隣接基地局の中で、サービング基地局を除いた他の隣接基地局が最終ターゲ
ット基地局として選択されない場合を知らせるためのフラグである。ステップ６０４で、
ＭＳＳは、サービス品質(ＱｏＳ)及びＣＩＮＲを複合的に考慮して良い順に整列された隣
接基地局の中で、一定条件を満たす最終ターゲット基地局候補リストに属する基地局の各
々に対してＣＩＮＲ値をすべて測定したか否かを判定する。その結果、ＣＩＮＲ値が測定
されない基地局が存在する場合、すなわち、ｉ＜Ｎ_Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓである場合に、
ステップ６０６に進行する。
【００８０】
　ステップ６０６で、ＭＳＳは、整列された最終ターゲット基地局候補のうち、上位に整
列された基地局からＣＩＮＲ値(以下、“ＣＩＮＲ_ＢＳ”とする)が予め設定したピンポ
ンしきい値(ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ)未満であるか否かを検査する。ここで、ＰＰ_ＴＨ
ＲＥＳＨＯＬＤは、ＭＳＳが属したサービング基地局からサービング基地局以外の他の基
地局にハンドオーバーすることを判断するしきい値であるハンドオーバーしきい値(ＨＯ_
ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ)よりは大きい値に設定される。言い換えれば、このＰＰ_ＴＨＲＥＳ
ＨＯＬＤは、ＭＳＳが信頼性のあるターゲット基地局にハンドオーバーするように設定さ
れる。すなわち、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤは、ピンポン現象による不必要なハンドオー
バーを防止するために設定される。その検査結果、ＣＩＮＲ_ＢＳがＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯ
ＬＤ未満である場合に、ＭＳＳはステップで６０８に進行する。
【００８１】
　ステップ６０８で、ＭＳＳは、ＣＩＮＲ_ＢＳ値がＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ未満である
ため、隣接基地局を最終ターゲット基地局候補リストから削除し、ステップ６１０に進行
する。ステップ６１０で、ＭＳＳは、ｉ値を１ずつ増加させてリストの次の順番の基地局
に対してステップ ６０４からの過程を反復遂行する。もし、ステップ６０６で、隣接基
地局のＣＩＮＲがＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ以上である場合、すなわちＣＩＮＲ_ＢＳ≧Ｐ
Ｐ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤである場合に、ステップ６１２に進行する。ステップ６１２で、
ＭＳＳは、基地局が隣接基地局である、サービング基地局であるかを判定する。その結果
、基地局がサービング基地局である場合に、ＭＳＳは、ステップ６１４でＨＯ_ＣＡＮＣ
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ＥＬ_ＦＬＡＧを‘１’に設定し、ステップ６１０を遂行する。その反面、基地局が隣接
基地局である場合に、ステップ６１６に進行する。ステップ６１６で、ＭＳＳは、現在ま
で設定されたＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’であるか否かを判定する。その結果、
ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’でない場合にステップ６１８に進行する。一方、Ｈ
Ｏ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’である場合にステップ６２０に進行する。ステップ６
１８で、ＭＳＳは、基地局をハンドオーバーする最終ターゲット基地局に決定し、ステッ
プ６２２に進行する。ステップ６２２で、ＭＳＳは、現在サービング基地局にＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅメッセージ(ｔｙｐｅ＝００)を送信し、決定された最終ターゲット基
地局にハンドオーバーすることを知らせる。ステップ６２０で、ＭＳＳがＨＯ_ＣＡＮＣ
ＥＬ_ＦＬＡＧを‘０’に再設定し、基地局を最終ターゲット基地局として決定し、ステ
ップ６２２に進行する。
【００８２】
　ステップ６０６で、ＭＳＳが、サービング基地局を含む最終ターゲット候補リストに含
まれたすべての基地局に対してＣＩＮＲを測定した結果に基づいて、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨ
ＯＬＤ値を超える基地局を検出しない場合に、ステップ６０４からステップ６２４に進行
する。ステップ６２４で、ＭＳＳは、現在ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’に設定さ
れるかを判定する。その結果、ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’に設定された場合、
ステップ６２６に進行する。ステップ６２６で、ＭＳＳは、サービング基地局にＨＯ_Ｉ
ＮＤ_ｔｙｐｅが‘０１’、すなわちハンドオーバー取り消し(ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ)情報が
含まれるＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信してハンドオーバー取り消しを通報する。ステッ
プ６２４で、ＨＯ_ＣＡＮＣＥＬ_ＦＬＡＧが‘１’に設定されない場合に、ステップ６２
８に進行する。すなわち、ステップ６２８で、ＭＳＳは、サービング基地局にＨＯ_ＩＮ
Ｄ_ｔｙｐｅが‘０１’、すなわちハンドオーバー拒絶(ＨＯ_ＲＥＪＥＣＴ)情報が含まれ
たＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信し、ハンドオーバー拒絶をこのサービング基地局に通報
する。
【００８３】
　上述したように、ＭＳＳは、ハンドオーバー可能な最終ターゲット基地局候補リストに
属する隣接基地局を最適のハンドオーバー条件を有する基地局から整列するため、ＭＳＳ
がピンポン現象の発生を認知するか否かの手順を通じてサービング基地局を除いた他の隣
接基地局のうちの一つを最終ターゲット基地局として選択する場合に、選択されたターゲ
ット基地局は、ピンポン現象の認知可否の手順を遂行しないまた他の隣接基地局より良い
条件を有する基地局に該当するため、サービング基地局にＨＯ_ＲＥＬＥＡＳＥオプショ
ンを含むＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信し、最終ターゲット基地局として選択され
た隣接基地局へのハンドーバーを遂行することに決定可能である。
【００８４】
　図７は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳがピ
ンポン現象を認知するための基地局別ＣＩＮＲ値の関係を示す。
　図７を参照して、ＭＳＳがピンポン現象を認知するために必要なＣＩＮＲ値及びしきい
値について説明する。ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ７００は、ハンドオーバー後に正常な通
信サービスを受信するのに適合したＣＩＮＲ値のしきい値を意味する。ＨＯ_ＴＨＲＥＳ
ＨＯＬＤ７５０は、ハンドオーバー可能なターゲット基地局を選択するためにＭＳＳで予
め定められたＣＩＮＲ値のしきい値を意味する。一方、参照番号７１０はサービング基地
局のＣＩＮＲ値を示し、参照番号７２０は第１の隣接基地局のＣＩＮＲ値を示し、参照番
号７３０は第２の隣接基地局のＣＩＮＲ値を示す。すなわち、ＭＳＳが任意の基地局に対
して測定したＣＩＮＲ値がＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより低く、ＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ
より高い場合に、ピンポン現象が 発生することが可能である。
【００８５】
　図７に示す各基地局別ＣＩＮＲ値の関係を説明する。参照番号７０２で、ＭＳＳが測定
したサービング基地局のＣＩＮＲ値７１０はＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ７５０より小さく
、第１の隣接基地局のＣＩＮＲ７２０及び第２の隣接基地局のＣＩＮＲ値７３０がサービ
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ング基地局ＣＩＮＲ値７１０より大きいため、第１の隣接基地局及び第２の隣接基地局は
、ハンドオーバー可能なターゲット基地局として選択されることが可能である。しかしな
がら、第１の隣接基地局及び第２の隣接基地局は、各ＣＩＮＲの値がＰＰ_ＴＨＲＥＳＨ
ＯＬＤより小さいため、最終ターゲット基地局に選択されない。もし、ＭＳＳがＰＰ_Ｔ
ＨＲＥＳＨＯＬＤを無視し、第２の隣接基地局にハンドオーバーの遂行中に第２の隣接基
地局のＣＩＮＲ値を更に測定すると、ＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより小さくなる可能性が
高い。これは、ＭＳＳが他の基地局に再びハンドオーバーを遂行するべきピンポン現象が
発生されることを意味する。
【００８６】
　次に、ステップ７０４で、ＭＳＳは、サービング基地局のＣＩＮＲ値７１０と第１の隣
接基地局のＣＩＮＲ値７２０を測定した結果、ＣＩＮＲ値がＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよ
り大きく測定され、第２の隣接基地局のＣＩＮＲ値７３０はＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよ
り小さく測定されることがわかる。参照番号７０４でも、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより
大きく測定されるＣＩＮＲ値に該当する基地局がないため、最終ターゲット基地局は存在
しない。
【００８７】
　次に、参照番号７０６で、ＭＳＳは、第１の隣接基地局のＣＩＮＲ値７２０、サービン
グ基地局のＣＩＮＲ値７１０、第２の隣接基地局のＣＩＮＲ値７３０の大きさ順に各ＣＩ
ＮＲ値が測定され、これらすべてはＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きく測定されること
がわかる。この場合にも、参照番号７０４と同一にＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きく
測定されるＣＩＮＲ値に該当する基地局がないため、最終ターゲット基地局は存在しない
。
【００８８】
　参照番号７０８で、ＭＳＳは、第１の隣接基地局のＣＩＮＲ値７２０を測定した結果、
ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きく、第２の隣接基地局のＣＩＮＲ値７３０及びサービ
ング基地局のＣＩＮＲ値７１０を測定した結果、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよりは小さく
、ＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよりは大きいことがわかる。したがって、ＭＳＳは、ハンド
オーバーする最終ターゲット基地局として第１の隣接基地局を選択することが可能である
。
【００８９】
　図８は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオー
バーによるネットワーク再進入手順の遂行中にピンポン現象が発生する場合にＭＳＳの動
作過程を示すフローチャートである。
【００９０】
　図８を参照すると、ステップ８０２で、ＭＳＳは、図２及び図３のハンドオーバーに関
連した一連の手順を通じて、最終ターゲット基地局とネットワーク再進入手順を遂行する
中にステップ８０４に進行する。ステップ８０４で、ＭＳＳは最終ターゲット基地局のＣ
ＩＮＲ値を測定し、ステップ８０６に進行する。ステップ８０６で、ＭＳＳは、測定した
最終ターゲット基地局のＣＩＮＲ値、すなわちＣＩＮＲ_ＢＳとＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ
とを比較する。その比較結果、ＣＩＮＲ_ＢＳがＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きい場合
に、ステップ８０２に戻って、最終ターゲット基地局とのネットワーク再進入の手順を連
続して遂行する。一方、ステップ８０６の結果、ＣＩＮＲ_ＢＳがＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬ
Ｄより小さい場合に、ステップ８０８に進行する。ステップ８０８で、ＰＰ_ＴＨＲＥＳ
ＨＯＬＤよりＣＩＮＲ_ＢＳ値が小さいため、ＭＳＳは、ピンポン現象が発生可能である
ことを認知し、これに対応する手順である図６の過程を遂行する。
【００９１】
　図９は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオー
バーによるネットワーク再進入手順の遂行中に発生するピンポン現象を認知するための各
基地局別ＣＩＮＲ値の関係を示す。
【００９２】
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　図９を参照すると、参照番号９０２で、ＭＳＳが測定した最終ターゲット基地局のＣＩ
ＮＲ値９２０はＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きく、サービング基地局ＣＩＮＲ値９１
０はＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより小さい。したがって、ＭＳＳは、最終 ターゲット基地
局とハンドオーバーを遂行する。参照番号９０４及び９０６で、ＭＳＳが最終ターゲット
基地局のＣＩＮＲ値９２０を測定した結果、ＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きく、サー
ビング基地局のＣＩＮＲ値９１０はＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより大きい。したがって、
ＭＳＳは、最終ターゲット基地局とハンドオーバーを遂行する。参照番号９０８で、ＭＳ
Ｓがサービング基地局と最終ターゲット基地局のＣＩＮＲ値を測定した結果、これら値は
すべてＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよりは小さく、ＨＯ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤよりは大きい。
したがって、ＭＳＳは、最終ターゲット基地局とハンドオーバーして通信を遂行すること
が不可能で、以後に他の基地局にハンドオーバーしなければならないピンポン現象が発生
可能であることを認知する。
【００９３】
　図１０は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳが
サービング基地局が接続情報を維持しているかを認知する過程を示すフローチャートであ
る。
【００９４】
　図１０を参照すると、ステップ１００２で、ＭＳＳは、サービング基地局からＭＯＢ_
ＢＳＨＯ_ＲＥＱ又はＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信し、ステップ１００４に
進行する。ここで、従来技術で説明したように、サービング基地局は、ＭＳＳが送信した
ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージ(“ＨＯ_ＩＮＤ_Ｔｙｐｅ＝００”)を受信した後に、ＭＳ
Ｓと接続情報を削除し、或いは最終ターゲット基地局からハンドオーバー手順が完了した
ことを示す通報を受信するまで接続情報を一定時間維持できる。サービング基地局がＭＳ
Ｓとの接続情報を削除した場合に、サービング基地局は、ＭＳＳが最終ターゲット基地局
とネットワークの再進入手順を遂行する中に発生するピンポン現象のため、またサービン
グ基地局に接続を切り替えるときに、ＭＳＳに関する情報を有していない。従って、サー
ビング 基地局とＭＳＳは、一般的な初期の通信手順を遂行する。また、ＭＳＳは、サー
ビング基地局がＭＳＳに関する接続情報を削除し、一定時間そのまま接続情報を維持して
いることを判定可能であると、ＭＳＳは、各場合に応じて手順を遂行し、それによってピ
ンポン現象によるオーバーヘッドを縮小することができる。
【００９５】
　本発明では、上記したように、ＭＳＳからＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤ(“ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐ
ｅ＝００”)メッセージを受信したサービング基地局が、ＭＳＳの接続情報を削除し、或
いは一定時間間この接続情報を維持しているかをＭＳＳに通報することによって、サービ
ング基地局との再接続設定で発生可能なサービス遅延を最小化する方式を提供する。下記
に、この方式を＜表１６＞及び＜表１７＞を参照して説明する。
【００９６】
　＜表１６＞と＜表１７＞は、本発明で提案する修正されたハンドオーバーメッセージの
フォーマットである。修正されたハンドオーバーメッセージは、既存のハンドオーバー手
順の遂行時にＭＳＳとサービング基地局との間にやりとりするハンドオーバーメッセージ
のうち、サービング基地局が送信するＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰとＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ
メッセージにＭＳＳに対するリソース接続情報の維持或いは削除に関する情報(Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅ)及びリソース保有時間(Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉ
ｎ_Ｔｉｍｅ)情報を追加したものである。
【００９７】
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【表１６】

【００９８】
　＜表１６＞に示すように、本発明で新しく提案するＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージ
は、既存のＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージにＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐ
ｅフィールドとＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールドを新しく追加した構
造である。Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールドは、サービング基地局が
ＭＳＳに関する情報を削除するか、或いは維持するかに対する情報を提供する。＜表１６
＞に示すように、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールド値が‘０’である
と、サービング基地局は、ＭＳＳに関する接続情報を削除する。一方、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールド値が‘１’であると、サービング基地局は、ＭＳＳに
関する接続情報をＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールド時間の間に維持す
る。上記の一定時間に関する情報は、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィール
ドにフレーム単位で保存される。例えば、ＭＳＳが‘１’に設定されたＲｅｓｏｕｒｃｅ
_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅと‘１０’に設定されたＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍ
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ｅのＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信すると、サービング基地局は、ＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤメッセージ(“ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅ＝００”)を受信した後に、１０フレームの間
はＭＳＳに関する接続情報を削除せずに維持する。もし、ＭＳＳが‘１’に設定されたＲ
ｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅと‘０’に設定されたＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔ
ａｉｎ_ＴｉｍｅのＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを受信すると、ＭＳＳはサービン
グ基地局との登録手順を遂行する中に予め交渉された時間でＭＳＳに関する接続情報を削
除することなく維持することを認知する。ここで、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉ
ｍｅフィールドはフレーム単位を有し、フレーム単位は時間単位と同じ意味を有する。例
えば、１フレーム単位は、２０ｍｓの時間単位に変換可能である。
【００９９】
　サービング基地局は、ＭＳＳとの登録手順を遂行する中に予め交渉されたＭＳＳの接続
情報の維持時間を変更する必要がある場合に、一例としてサービング基地局のバッファ容
量が不足してターゲット基地局にハンドオーバーしようとするＭＳＳの接続情報を予め定
められた時間だけ維持しにくい場合、或いはサービング基地局のバッファ状況が以前登録
手順の遂行時より良くなり、ハンドオーバーしようとするＭＳＳの接続情報を予め設定し
た時間より長く維持することが可能な場合に、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージ又はＭ
ＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージのＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅ値を０でな
い任意の値に設定可能である。
【０１００】
　下記の＜表１７＞は、本発明で新しく提案するＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ構造
を示す。
【０１０１】
【表１７】

【０１０２】
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　＜表１７＞に示すように、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_Ｒ
ＳＰメッセージと同様に、既存のＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージに接続情報を削除又
は一定時間維持することを知らせるＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールド
と、接続情報を一定時間維持するとした場合の一定時間を知らせるＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒ
ｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールドを追加した構造である。サービング基地局は、ＭＯＢ_Ｂ
ＳＨＯ_ＲＳＰメッセージと同一にＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールド
値をＭＳＳとの登録手順を遂行する中に予め交渉された時間をそのまま適用すると、‘０
’に設定する。また、サービング基地局は、任意に接続情報維持時間を決定すると、‘０
’でなく任意の値にＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールド値を設定する。
【０１０３】
　一方、サービング基地局がハンドオーバーを遂行したＭＳＳの接続情報を維持している
場合に、ピンポン現象によるハンドオーバーの遂行だけでなく、ＭＳＳがサービング基地
局とハンドオーバー手順を遂行する中にドロップ状況の発生時にＭＳＳがドロップ復旧(
ｄｒｏｐ-ｒｅｃｏｖｅｒｙ)に要求されるターゲット基地局を発見し、ドロップ復旧対象
ターゲット基地局との通信サービスを遂行する場合にも有用に使用される。すなわち、サ
ービング基地局がＭＳＳとの接続情報を維持している情報をＭＳＳが認知していると、ド
ロップ復旧対象ターゲット基地局にサービング基地局からＭＳＳ自分の接続情報をバック
ボーンネットワークを通じて受信することが可能であることを通報することによって、ド
ロップ復旧手順を短時間に遂行することができる。
【０１０４】
　図１０を参照して、ステップ１００４で、ＭＳＳは、サービング基地局が送信したＭＯ
Ｂ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ又はＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージに含まれたＲｅｓｏｕｒｃｅ
_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールドに記録された値により次のステップを進行する。もし
、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールドに‘０’が記録された場合に、ス
テップ１００６に進行する。ステップ１００６で、ＭＳＳは、サービング基地局が該当Ｍ
ＳＳの接続情報を削除することを認知する。ステップ１００４で、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒ
ｅｍａｉｎ_Ｔｙｐｅフィールドに‘１’が記録された場合に、ステップ１００８に進行
する。ステップ１００８で、ＭＳＳは、ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ又はＭＯＢ_ＢＳＨＯ_Ｒ
ＳＰメッセージに含まれたＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールドに‘０’
が記録されているかをチェックする。その結果、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍ
ｅフィールドに‘０’が記録された場合に、ステップ１０１０に進行する。ステップ１０
１０で、ＭＳＳは、サービング基地局との登録手順を遂行する中に予め交渉した時間でサ
ービング基地局が自分の接続情報を維持することを認知する。一方、ステップ１００８で
、ＭＳＳは、Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールドに‘０’でなく任意の
値が記録された場合に、ステップ１０１２に進行する。ステップ１０１２で、ＭＳＳは、
サービング基地局がＲｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅｔａｉｎ_Ｔｉｍｅフィールドに記録された時
間で自分の接続情報を維持することを認知する。したがって、サービング基地局がＭＳＳ
の接続情報を維持している間に、ＭＳＳが他のターゲット基地局と通信する中に、更にサ
ービング基地局にハンドオーバーする場合に、ネットワーク再進入手順のレンジング手順
だけを遂行してサービング基地局と通信を再開することが可能である。
【０１０５】
　図１１は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、サービン
グ基地局のＭＳＳ接続情報の維持可否によるＭＳＳのハンドオーバー動作過程を示すフロ
ーチャートである。
【０１０６】
　図１１を参照すると、ステップ１１０２で、ＭＳＳは、最終ターゲット基地局とネット
ワーク再進入手順の遂行中にステップ１１０４に進行する。ステップ１１０４で、ＭＳＳ
は最終ターゲット基地局のＣＩＮＲ値がＰＰ_ＴＨＲＥＳＨＯＬＤより小さい場合、すな
わちピンポン現象が発生可能であるかを判定する。その結果、ＭＳＳがピンポン現象が発
生しないと認知した場合に、ステップ１１０２に戻って、ネットワーク再進入手順を連続
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的に遂行する。もし、ピンポン現象が発生すると認知した場合に、ＭＳＳはステップ１１
０６に進行する。ステップ１１０６で、ＭＳＳは、再びサービング基地局に切り替え、す
なわちハンドオーバーを遂行することを決定してステップ１１０８に進行する。ステップ
１１０８で、ＭＳＳは、サービング基地局が自分の接続情報を維持しているかを判定する
。ここで、ＭＳＳは、サービング基地局から受信したＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメッセージ
或いはＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを通じて獲得した情報(Ｒｅｓｏｕｒｃｅ_Ｒｅ
ｍａｉｎ_Ｔｙｐｅ）を用いて接続情報を維持するか否かを判定する。その結果、サービ
ング基地局がＭＳＳの接続情報を維持している場合に、ステップ１１１０に進行する。
【０１０７】
　ステップ１１１０で、ＭＳＳは、サービング基地局と同期を獲得してステップ１１１２
に進行する。ステップ１１１２で、サービング基地局と同期獲得を終了したＭＳＳは、初
期レンジングのためのＲＮＧ_ＲＥＱメッセージにサービング基地局との通信に使用した
基本接続識別子(Ｂａｓｉｃ　ＣＩＤ)を含めてサービング基地局に送信する。次に、ステ
ップ１１１４で、ＭＳＳは、サービング基地局からＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信に対
応するＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信し、ステップ１１１６に進行する。ステップ１１
１６で、ＭＳＳは、サービング基地局で維持している接続情報を用いて基本容量の交渉と
、認証と、登録に関連した手順を省略し、サービング基地局と通信を再開することが可能
である。
【０１０８】
　一方、ステップ１１０８で、サービング基地局がＭＳＳの接続情報を削除した場合に、
ステップ１１１８に進行する。ステップ１１１８で、ＭＳＳは、サービング基地局と同期
し、ステップ１１２０に進行する。ステップ１１２０で、ＭＳＳは、サービング基地局に
ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージを伝送して初期レンジング手順を遂行する。その後、ステップ
１１２２を遂行する。ここで、ＭＳＳから伝送されたＲＮＧ-ＲＥＱメッセージは、一般
的な初期レンジング手順と同様に０x００００に設定されたＣＩＤを含む。ステップ１１
２２で、ＭＳＳは、サービング基地局からＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信し、ステップ
１１２４に進行する。ステップ１１２４で、ＭＳＳは、既存のネットワーク再進入手順、
すなわち基本容量の交渉と、認証と、登録に関連した手順をサービング基地局と遂行し、
ステップ１１２６に進行する。ステップ１１２６で、ネットワーク再進入手順を終了した
ＭＳＳは、サービング基地局と通信を再開する。
【０１０９】
　ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージに含まれる基本ＣＩＤに対するＲＮＧ_ＲＥＱメッセージは、
下記の＜表１８＞に示すようなエンコーディング構造を有する。
【０１１０】
【表１８】

【０１１１】
　＜表１８＞に示すように、基本（Ｂａｓｉｃ）ＣＩＤに対するＲＮＧ_ＲＥＱメッセー
ジエンコーディングは、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに設定されたＴＬＶ(Ｔｙｐｅ　Ｌｅｎ
ｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ）のタイプが基本ＣＩＤであることを示すタイプ(Ｔｙｐｅ)と、この
基本ＣＩＤの長さ(２バイト)を知らせる長さ(Ｌｅｎｇｔｈ)と、基本ＣＩＤが意味するこ
とを示す値(Ｖａｌｕｅ)とを含む。基本ＣＩＤは、ＭＳＳがサービング基地局と通信する
ときに使用した基本ＣＩＤ情報である。ここで、タイプフィールドの値は、臨時値６を有
し、以後に変更が可能である。
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　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、形式や細
部についての様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者
には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものでは
なく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムの構造を概略的に示す図である。
【図２】一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳの要求によるハンドオ
ーバー過程を示す信号フローチャートである。
【図３】一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、基地局の要求によるハンドオ
ーバー過程を示す信号フローチャートである。
【図４】一般的なＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳのハンドオーバーによ
るネットワーク再進入過程を示す信号フローチャートである。
【図５】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオーバ
ーによるピンポン現象が発生する場合にＭＳＳの概略的な動作過程を示すフローチャート
である。
【図６】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオーバ
ー状況の発生時にピンポン現象を認知するか否かによるＭＳＳの動作過程を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳがピン
ポン現象を認知するための基地局別ＣＩＮＲ値の関係を示す図である。
【図８】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオーバ
ーによるネットワーク再進入手順の遂行中にピンポン現象が発生する場合に、ＭＳＳの動
作過程を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ハンドオーバ
ーによるネットワーク再進入手順の遂行中に発生するピンポン現象を認知するための各基
地局別ＣＩＮＲ値の関係を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、ＭＳＳがサ
ービング基地局が接続情報を維持しているかを認知する過程を示すフローチャートである
。
【図１１】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムで、サービング
基地局のＭＳＳ接続情報を維持するか否かによるＭＳＳのハンドオーバー動作過程を示す
フローチャートである。
【符号の説明】
【０１１４】
　１００、１５０　　　セル
　１１０、１４０　　　基地局（ＢＳ）
　１１１、１１３、１３０、１５１、１５３　　　移動加入者端末機（ＭＳＳ）
　ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱ　　　ＭＳＳハンドオーバー要求メッセージ
　ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰ　　　基地局ハンドオーバー応答メッセージ
　ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ　　　基地局ハンドオーバー要求メッセージ
　ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰ　　　ＭＳＳハンドオーバー応答メッセージ
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