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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて基地局に移動局を連係する方法であって、
　前記方法は、
　サービング基地局に連係指示子を含むスキャニング要請メッセージを送信することと、
　前記サービング基地局から、スキャニング開始フレームと、スキャニング期間と、ラン
デブー時間とを含むスキャニング応答メッセージを受信することと、
　前記スキャニング期間にわたって、前記スキャニング開始フレームでスキャニング動作
を実行することと、
　前記ランデブー時間を受信した後に、レンジング要請を送信することにより、周辺基地
局と連係することであって、前記ランデブー時間は、前記周辺基地局が非競争基盤のレン
ジング機会を前記移動局に提供するように予想される時間と関連する、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　連係通知が、複数の周辺基地局に送信され、各連係通知は、前記複数の周辺基地局の各
々と関連するランデブー時間を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記移動局は、各ランデブー時間に前記複数の周辺基地局の各々と連係する、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
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　前記周辺基地局からレンジングパラメータを含むレンジング応答を受信することをさら
に含み、前記移動局は、所定の時間にわたって前記レンジングパラメータを保存する、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記周辺基地局からレンジングパラメータとサービスレベル予測を含むレンジング応答
を受信することをさらに含み、前記移動局は、前記サービスレベル予測に基づいて、所定
の時間にわたって前記レンジングパラメータを保存する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記非競争基盤のレンジングは、上りリンク転送スロットの割り当てと関連する、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ランデブー時間は、前記周辺基地局によってサポートされる複数のフレーム大きさ
を表す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記スキャニング応答メッセージは、連係のために推奨された基地局を指示するための
少なくとも一つの周辺基地局識別子をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記連係指示子は、前記移動局のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）アドレスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおいて基地局に移動局を連係する方法であって、
　前記方法は、
　サービング基地局で移動局から連係指示子を含むスキャニング要請メッセージを受信す
ることと、
　前記サービング基地局から前記移動局にスキャニング応答メッセージを送信することで
あって、前記スキャニング応答メッセージは、スキャニング開始フレームと、スキャニン
グ期間と、ランデブー時間とを含む、ことと
　を含み、前記ランデブー時間は、少なくとも一つの周辺基地局が非競争基盤のレンジン
グ機会を前記移動局に提供するように予想される時間と関連する、方法。
【請求項１１】
　前記連係指示子は、前記移動局のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）アドレスを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記連係指示子に応答して、前記少なくとも一つの周辺基地局から前記ランデブー時間
を確認する連係コンファメーションを受信することをさらに含む、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記移動局を前記少なくとも一つの周辺基地局のうちの一つと連係することは、上りリ
ンク転送スロットの割り当てに関連する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ランデブー時間は、前記少なくとも一つの周辺基地局によってサポートされる複数
のフレーム大きさを表す、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スキャニング応答メッセージは、連係のために推奨された基地局を指示するための
少なくとも一つの周辺基地局識別子をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいて基地局に連係するように構成された移動局であって、
　前記移動局は、
　サービング基地局に連係指示子を含むスキャニング要請メッセージを送信する手段と、
　前記サービング基地局から、スキャニング開始フレームと、スキャニング期間と、ラン
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デブー時間とを含むスキャニング応答メッセージを受信する手段と、
　前記スキャニング期間にわたって、前記スキャニング開始フレームでスキャニング動作
を実行する手段と、
　前記ランデブー時間を受信した後に、レンジング要請を送信することにより、周辺基地
局と連係する手段であって、前記ランデブー時間は、前記周辺基地局が非競争基盤のレン
ジング機会を前記移動局に提供するように予想される時間と関連する、手段と
　を備える、移動局。
【請求項１７】
　連係通知が、複数の周辺基地局に送信され、各連係通知は、前記複数の周辺基地局の各
々と関連するランデブー時間を含む、請求項１６に記載の移動局。
【請求項１８】
　前記移動局は、各ランデブー時間に前記複数の周辺基地局の各々と連係する、請求項１
７に記載の移動局。
【請求項１９】
　前記周辺基地局からレンジングパラメータを含むレンジング応答を受信する手段をさら
に備え、前記移動局は、所定の時間にわたって前記レンジングパラメータを保存する、請
求項１６に記載の移動局。
【請求項２０】
　前記周辺基地局からレンジングパラメータとサービスレベル予測を含むレンジング応答
を受信する手段をさらに備え、前記移動局は、前記サービスレベル予測に基づいて、所定
の時間にわたって前記レンジングパラメータを保存する、請求項１６に記載の移動局。
【請求項２１】
　前記非競争基盤のレンジングは、上りリンク転送スロットの割り当てと関連する、請求
項１６に記載の移動局。
【請求項２２】
　前記ランデブー時間は、前記周辺基地局によってサポートされる複数のフレーム大きさ
を表す、請求項１６に記載の移動局。
【請求項２３】
　前記スキャニング応答メッセージは、連係のために推奨された基地局を指示するための
少なくとも一つの周辺基地局識別子をさらに含む、請求項１６に記載の移動局。
【請求項２４】
　移動局を備えたネットワークであって、前記ネットワークは、少なくとも一つのサービ
ング基地局を含み、前記移動局は、前記ネットワーク内の基地局と連係するように構成さ
れ、前記ネットワークは、
　サービング基地局で移動局から連係指示子を含むスキャニング要請メッセージを受信す
る手段と、
　ランデブー時間を設定するために前記サービング基地局から少なくとも一つの周辺基地
局に前記連係指示子を送信する手段と、
　前記サービング基地局から前記移動局にスキャニング応答メッセージを送信する手段で
あって、前記スキャニング応答メッセージは、スキャニング開始フレームと、スキャニン
グ期間と、ランデブー時間とを含む、手段と
　を備え、前記ランデブー時間は、少なくとも一つの周辺基地局が非競争基盤のレンジン
グ機会を前記移動局に提供するように予想される時間と関連する、ネットワーク。
【請求項２５】
　前記連係指示子は、前記移動局のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）アドレスを含む、請求項２４に記載のネットワーク。
【請求項２６】
　前記連係指示子に応答して、前記少なくとも一つの周辺基地局から前記ランデブー時間
を確認する連係コンファメーションを受信する手段をさらに備える、請求項２４に記載の
ネットワーク。
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【請求項２７】
　前記移動局を前記少なくとも一つの周辺基地局のうちの一つと連係することは、上りリ
ンク転送スロットの割り当てに関連する、請求項２４に記載のネットワーク。
【請求項２８】
　前記ランデブー時間は、前記少なくとも一つの周辺基地局によってサポートされる複数
のフレーム大きさを表す、請求項２４に記載のネットワーク。
【請求項２９】
　前記スキャニング応答メッセージは、連係のために推奨された基地局を指示するための
少なくとも一つの周辺基地局識別子をさらに含む、請求項２４に記載のネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線接続システムに係り、より詳細には、無線接続システムにおけるハンド
オーバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線接続システムにおいて移動局がネットワークに初めて登録するか、または、ハンド
オーバー時に新しい基地局に再登録するためには、基地局と上りリンク同期を合わせ、且
つ、管理連結ＩＤを受け取らなければならない。これを初期レンジング（Ｉｎｉｔｉａｌ
　Ｒａｎｇｉｎｇ）という。また、前記移動局は、ハンドオーバーを行う前に最適のハン
ドオーバー対象基地局を探すために周辺基地局（Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｂａｓｅ－Ｓｔａｔ
ｉｏｎ）から信号を受信して信号品質を測定する。この２番目の過程をスキャニング（Ｓ
ｃａｎｎｉｎｇ）という。
【０００３】
　前記移動局はスキャニングを行った後、一定水準以上の信号品質を有する基地局が表れ
ると、サービング基地局にハンドオーバーを要請する。そして、前記サービング基地局か
らハンドオーバー応答信号を受信すると、実際ハンドオーバー対象基地局に再登録するた
めにハンドオーバー対象基地局と初期レンジングを行う。
【０００４】
　前記移動局は実際ハンドオーバーを行う前に、ハンドオーバー時間を短縮するために、
スキャニング過程で周辺基地局の信号品質を測定し、初期レンジングをあらかじめ行うこ
とによって、実際ハンドオーバー時にレンジングパラメーターを再使用する。このような
方法を連係（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）またはプレハンドオーバー（ｐｒｅ－ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ）という。
【０００５】
　図１は、従来技術による連係手続きを示す図である。
【０００６】
　図１を参照すると、サービング基地局ＢＳ１は、周辺基地局ＢＳ２，ＢＳ３のチャネル
情報をＭＡＣ管理メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶ）に載せて周期的に移動
局（ＭＳＳ）に転送する。このとき、前記ＭＡＣ管理メッセージＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶ
は、放送（Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）の形態で転送される。
【０００７】
　移動局は、前記ＭＡＣ管理メッセージＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶを受信すると、スキャニ
ング期間（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）情報を含むスキャニング要請メッセー
ジＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＥＱを前記サービング基地局ＢＳ１に伝達する。そして、スキャニ
ング要請メッセージＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＥＱを受信したサービング基地局は、スキャニン
グランデブー時間（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）及びスキャニ
ング期間に関する情報をスキャニング応答メッセージＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＳＰに載せて、
前記移動局に伝達する。
【０００８】
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　その後、スキャニングランデブー時間になると、前記移動局は周辺基地局と下りリンク
同期を合わせ、信号品質を測定することによって、スキャニングを行う。このスキャニン
グ期間に、移動局は各基地局と初期レンジングを行いながら連係をなす。この初期レンジ
ングは、競争基盤（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）によって無線資源が割り当てら
れてなることから、長い時間を必要とする。
【０００９】
　スキャニング期間が終わると、移動局は周辺基地局との連結を切り、サービング基地局
に上りリンク及び下りリンク同期を合わせることによって、サービング基地局とのデータ
送受信を可能にする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、以上の従来技術による連係手続きには、様々な問題点があった。第一に
、連係がスキャニング過程で行われるので、どの基地局と連係を行うかに対する具体的な
基準がない。この理由から、移動局は周辺の全ての基地局と連係を行うことになり、よっ
て、ハンドオーバーに長い時間がかかってしまう。第二に、従来技術による連係は、競争
を基盤とする初期レンジングを行うため、連係遂行時間が長くなる可能性があり、また、
スキャニング要請時にスキャニング期間を設定するのに難がある。すなわち、スキャニン
グ期間を短くすると該当期間内に連係が行えない可能性があり、スキャニング期間を過度
に長くすると、その期間中に該当移動局に伝達されるべき下りトラフィックが基地局に続
けて留まるという問題につながる。しかも、これらの問題点は無線資源を無駄使いする原
因となる。
【００１１】
　したがって、本発明は、上記従来技術の一つ以上の問題点を実質的に解決するための無
線接続システムのハンドオーバー期間中の連係遂行に関するものである。
【００１２】
　本発明の目的は、バックボーンメッセージ内のＭＡＣ管理メッセージを定義することに
よって、ハンドオーバー時間を短縮する連係遂行方法を提供することにある
　本発明の他の目的は、連係遂行中にバックボーンメッセージの転送過程で発生する遅延
時間を補償することによって連係対象となる基地局が資源を割り当てる時間に移動局がレ
ンジングを行うことができる連係方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施例は、無線通信システムで基地局と移動局
の連係遂行方法であって、サービング基地局に連係指示子（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）を含むスキャニング（ｓｃａｎｎｉｎｇ）要請メッセージを送信する
段階を含む。また、この方法は、ランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）を
含む連係通知（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を周辺基地局に伝
達する前記サービング基地局から、前記周辺基地局との初期レンジング（ｉｎｉｔｉａｔ
ｉｎｇ　ｒａｎｇｉｎｇ）のための前記周辺基地局に関るランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚ
ｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）を含むスキャニング応答メッセージを受信する段階を含む。また、
前記周辺基地局からの前記スキャニング応答メッセージの送信時間によって決定され、前
記周辺基地局が非競争基盤のレンジング機会を前記移動局に提供するように予想される時
間と関るランデブー時間が経過した後に、前記周辺基地局とのレンジング要請（ｒａｎｇ
ｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信することによって周辺基地局と連係する段階を含む基地
局と移動局との連係遂行方法とされている。
【００１４】
　前記連係通知（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は、多数の周辺
基地局のうちの一つに送信され、それぞれの前記連係通知は、前記多数の周辺基地局のう
ちのそれぞれの一つと関る連係遂行時間を含む。前記移動局は、各ランデブー時間に、前
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記多数の周辺基地局のうちのそれぞれの一つと連係することを特徴とする。
【００１５】
　前記基地局と移動局の連係遂行方法は、前記周辺基地局から前記レンジングパラメータ
を含むレンジング応答を受信する段階をさらに含むことを特徴とし、前記移動局は、既に
設定された時間（ｐｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ　ｔｉｍｅ）の間に、レンジングパラメー
タ（ｒａｎｇｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）を保存することを特徴とする。この方法は
、前記周辺基地局から前記レンジングパラメータと前記サービスレベル予測を含むレンジ
ング応答を受信する段階をさらに含み、前記移動局は、サービスレベル予測（ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　ｌｅｖｅｌ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ）に基づく既に設定された時間の間に、前記レ
ンジングパラメータを保存することを特徴とする。
【００１６】
　前記非競争基盤のレンジングは、上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ）送信スロットの割り当て
と連係されることができる。前記ランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）は
、前記周辺基地局によって提供される多数のフレーム大きさ（ｆｒａｍｅ　ｓｉｚｅｓ）
のうちの一つを表すことができる。前記スキャニング応答メッセージは、連係のために推
奨された基地局を指示するために少なくとも一つの周辺基地局識別子をさらに含むことを
特徴とする。前記連係指示子（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）は、前記
移動局の媒体接続制御（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）アドレス
を含むことを特徴とする。
【００１７】
　他の実施例として、無線通信システムにおいて基地局と移動局との連係遂行方法は、サ
ービング基地局で移動局から連係指示子（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）を含むスキャニング要請メッセージを受信する段階を含む。また、前記方法は、前記サ
ービング基地局から少なくとも一つの周辺基地局に、連係遂行時間を設定するために前記
連係指示子を送信する段階を含み、前記基地局から前記移動局に、前記少なくとも一つの
周辺基地局と前記移動局のレンジングを初期化するために、前記少なくとも一つの周辺基
地局と関る前記ランデブー時間を含むスキャニング応答メッセージを転送する段階を含む
。
【００１８】
　前記方法は、前記連係指示子に対する応答として、前記少なくとも一つの周辺基地局か
らランデブー時間を確定する連係確定（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉ
ｏｎ）メッセージを受信する段階をさらに含むことを特徴とする。前記移動局と前記少な
くとも一つの周辺基地局のうちの一つとの連係遂行は、上りリンク送信スロットの割り当
てと関っている。前記連係遂行時間は、前記少なくとも一つの周辺基地局によって支援さ
れる多数のフレーム大きさ（ｆｒａｍｅ　ｓｉｚｅ）を表す。前記スキャニング応答メッ
セージは、連係遂行において推奨された基地局を指示するために少なくとも一つの周辺基
地局識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）をさらに含むことができる。
【００１９】
　前述した点、そして本発明の他の目的、特徴、様相そして特徴は、添付図面と共に以下
の本発明の詳細な説明からより明確になろう。上記の概略説明と以下の詳細説明は単純に
本発明を例示するもので、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲における説明によって
定められるべきである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、広帯域無線接続システムなどの無線通信システムに適用されることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について具体的に説明する。た
だし、図面中、類似または同一の構成要素については可能な限り同一の参照番号を共通使
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用するものとする。
【００２２】
　基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）は、測定された信号の品質を基盤として周
辺基地局と考慮されることができる。連係に関する情報は、連係ランデブーフレーム（ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｒａｍｅ）と連係遂行期間（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｄｕｒ
ａｔｉｏｎ）及び連係要請受諾の可否を表す情報を含むことができる。連係要請は、サー
ビング基地局から基地局に連係要請を通知することと、前記基地局で連係に関る情報を受
信することを含む。前記基地局は、移動局が要求するＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）レベルまたは移動局に提供されたＱｏＳレベルに基盤して前記連係要請を
受け入れる否かを決定できる。前記決定の結果は、バックボーンメッセージ（ｂａｃｋｂ
ｏｎｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）に含まれ、また、前記サービング基地局に転送される。前記基
地局が前記連係要請を受け入れるか否かを決定するとき、前記バックボーンメッセージは
連係ランデブーフレームに関る情報を含むことができる。前記連係ランデブーフレームが
始まるとき、前記特定基地局は、好適に上りリンク無線資源（例えば、ｕｐｌｉｎｋ　ｒ
ａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）を前記移動局に割り当て、前記移動局が連係のためのレ
ンジング要請を前記基地局に転送できるようにする。前記基地局は好適に前記上りリンク
無線資源の割り当て後、既に設定された時間に移動局からの前記レンジング要請を受信で
きないと、前記割り当てられた上りリンク無線資源を解除する。
【００２３】
　他の実施例として、移動局が非競争（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ）基盤の初期レン
ジングを行うように許諾された場合、前記移動局は周辺基地局が特定レベル以上の信号品
質を持つ場合に限って連係を行う。
【００２４】
　サービング基地局がバックボーンメッセージを通じて連係ターゲット基地局（ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ　ｔａｒｇｅｔ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）に、移動局が連係遂行をす
ることを知らせると、前記連係ターゲット基地局は、該当の移動局に対する上りリンク無
線資源（例えば、上りリンクレンジングスロット）をあらかじめ割り当てる。これによっ
て、移動端末は非競争基盤の初期レンジングを行うことができる。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態による連係手続きを示す流れ図である。
【００２６】
　図２を参照すると、サービング基地局ＢＳ１は、周辺基地局のチャネル情報を含めたＭ
ＡＣ（例えば、ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶ）管理メッセージを周期的に移動局ＭＳＳに伝達
する（Ｓ１０）。このとき、前記ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージは放送の形態で伝達
される。
【００２７】
　その後、前記ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージを受信すると、前記移動局は、スキャ
ニング要請メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＥＱ）を前記サービング基地局ＢＳ
１に伝達してスキャニングを要請する。このサービング基地局ＢＳ１は、スキャニングを
許可するためにスキャニング応答メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＳＰ）を前記
移動局に伝達する（Ｓ２０、Ｓ３０）。前記スキャニングを始めると、前記移動局は、前
記スキャニング期間（ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｄｕｒａｔｉｏｎ；Ｎ　ｆｒａｍｅｓ）に、前
記周辺基地局ＢＳ２，ＢＳ３から信号を受信して前記周辺基地局のそれぞれの信号品質を
測定する（Ｓ４０）。前記スキャニング期間（例えば、Ｎ　ｆｒａｍｅｓ）には、前記連
係は行われない。
【００２８】
　前記スキャニングが完了すると、スキャニング結果に基づき、前記移動局は、一定水準
以上の信号品質を提供できる周辺基地局を決定することができる。前記移動局は、前記周
辺基地局との連係を要請するために前記サービング基地局ＢＳ１に連係要請ＭＡＣ管理メ
ッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱ）を転送することができる（Ｓ５０）。前記
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移動局は、周辺基地局の現在資源利用状態に基づいて基地局を定めることができる。
【００２９】
　前記サービング基地局は、前記ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱメッセージを受信し、前記
移動局によって要請されたＱｏＳレベル情報をバックボーンメッセージ（例えば、ＡＳＣ
－Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に含めて前記周辺基地局に伝達することができる（Ｓ６０
）。
【００３０】
　前記周辺基地局は、バックボーンメッセージを通じて前記移動局から前記連係要請を受
信し、前記ＱｏＳレベル情報に基づいて前記連係を受けるか否かを決定し、該決定された
連係受諾情報と連係ランデブーフレーム情報をバックボーンメッセージ（例えば、ＡＳＣ
－Ｃｏｎｆｉｒｍ）に含め、このＡＳＣ－Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを前記サービング基
地局に伝達する（Ｓ７０）。前記連係ランデブーフレームは、移動局が連係のために上り
リンクレンジング要請メッセージを転送できるように、該当の移動局に上りリンクスロッ
トを割り当てる時間である。
【００３１】
　前記サービング基地局は、前記バックボーンメッセージ（例えば、ＡＳＣ－Ｃｏｎｆｉ
ｒｍ）を受信し、前記連係ランデブーフレーム、前記連係期間（例えば、前記サービング
基地局が下りリンクデータをバッファーリングする期間）情報、及び前記バックボーンメ
ッセージに含まれた前記連係を受け入れるか否かに関する情報を連係応答メッセージ（例
えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰ）に含めることができる。前記基地局は、前記移動局に前
記ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰメッセージを伝達する（Ｓ８０）。
【００３２】
　前記連係ランデブーフレーム開始後に、前記移動局は、初期レンジング要求メッセージ
を、前記割り当てられた上りリンクスロットを通じて前記周辺基地局に伝達する（Ｓ９０
）。前記初期レンジング要求メッセージに対する初期レンジング応答メッセージを受信す
るとき（Ｓ１００）、前記移動局は、レンジングパラメータ（例えば、上りリンク同期要
求及び接続管理ＩＤ割り当て）を獲得する。前記周辺基地局は、既に設定された期間（ｐ
ｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ　ｏｆ　ｔｉｍｅ）、前記上りリンクスロット
を割り当て、資源の無駄使いを防ぐために前記あらかじめ指定された期間に移動局から前
記初期レンジング要求を受信しないと、前記割り当てられたスロットを取り消す。
【００３３】
　前記移動局は、前記既に設定された期間、前記連係によって得たレンジングパラメータ
を維持する（例えば、連係エージングタイマー（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ａｇｉｎｇ　
ｔｉｍｅｒ）利用）。前記既に設定された時間（例えば、前記連係エージングタイマー満
了前）に、前記周辺基地局へのハンドオーバーを行う際、ハンドオーバーのための時間は
、前記維持されたレンジングパラメータを用いてネットワーク登録を行うことによって短
縮する。
【００３４】
　図３は、本発明の他の実施形態による連係方法の流れ図である。図３を参照すると、こ
の方法は、少なくとも２つの周辺基地局が一定レベル以上の信号品質を提供できるものと
してスキャニングによって定められる時、周辺基地局間に連係を行うために説明されてい
る。
【００３５】
　図３に示すスキャニング過程は（Ｓ１１０～Ｓ１４０）、図２におけると同様なので、
その説明は省略する。その後、図２を参照すると、前記移動局は、連係要請ＭＡＣ管理メ
ッセージＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱを、前記移動局が前記２つの周辺基地局ＢＳ２，ＢＳ３
との連係を要請できるように、前記サービング基地局ＢＳ１に伝達する（Ｓ１５０）。
【００３６】
　前記連係要請ＭＡＣ管理メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱ）を受信したサ
ービング基地局は、前記移動局と連係を行う時間情報（ｓｔａｒｔ　ｆｒａｍｅ）及び連
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係期間（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）をバックボーンメッセージ（例え
ば、ＡＳＣ－Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に載せて、該当の周辺基地局に転送する（Ｓ１
６０，Ｓ１７０）。同図では、ＢＳ２については前記移動局と連係を行う前記ランデブー
フレームを‘Ｋ＋α’と設定し、ＢＳ３については‘Ｌ＋β’と設定した。
【００３７】
　なお、前記サービング基地局は、連係ランデブーフレームと前記それぞれの周辺基地局
に属する連係期間と関る情報を、連係応答メッセージＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰに含めるこ
とができる（Ｓ１８０）。
【００３８】
　図３において、ＢＳ２との前記ランデブーフレーム（ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ　ｆｒａｍ
ｅ）はＫと設定され、ＢＳ３との前記ランデブーフレームはＬと設定され、前記連係期間
（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）はＭと設定される。前記各周辺基地局に
割り当てられた連係開始時間と前記移動局に割り当てられた連係期間フレームは、α、β
の違いを有することがある。これは、前記サービス基地局が前記各周辺基地局と前記移動
局に前記連係ランデブーフレームを割り当てるメッセージを転送する時間の違いに起因す
る。したがって、メッセージ転送時間が同一であれば、α、βは０となる。
【００３９】
　以降、ＢＳ１及びＢＳ２との連係ランデブーフレームになると、前記移動局は、該当の
周辺基地局から上りリンクスロットが割り当てられ、該割り当てられた上りリンクスロッ
トを通じて初期レンジング要求メッセージ（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を転送する（Ｓ１９０，Ｓ２１０）。そして、初期レンジング
要求に対する初期応答メッセージ（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　ｍｅｓｓａｇｅ）を受信すると（Ｓ２００，Ｓ２２０）、前記移動局は、レンジングパ
ラメータ（例えば、上りリンク同期獲得及び管理連結ＩＤ割り当て）を得る。このとき、
該当の周辺基地局は、前記移動局が周辺基地局との連係を通じて獲得したレンジングパラ
メータがいつまで有効かを表す連係エージング時間（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ａｇｉｎ
ｇ　Ｔｉｍｅ）パラメータ値を、レンジング応答メッセージに含めて移動局に知らせるこ
とができる。また、前記移動局は、連係維持時間値を基地局から受けず、あらかじめ定義
された値を使用することができる。前記周辺基地局は、既に設定された期間（ｐｒｅｄｅ
ｔｅｒｍｉｎｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ　ｔｉｍｅ）にのみ上りリンクスロットを移動局に割り
当て、その所定時間に移動局から前記初期レンジング要求メッセージ（Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信しない場合、割り当てられたスロットを解除す
ることによって資源の無駄使いをなくす。
【００４０】
　前記移動局は、連係によって得られたレンジングパラメータを、既に設定された時間（
例えば、連係エージングタイマー（（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ａｇｉｎｇ　ｔｉｍｅｒ
）利用）保有し、一定時間内（例えば、連係エージングタイマー満了前）に該当の周辺基
地局にハンドオーバー時に、保有したレンジングパラメータを用いてネットワーク登録を
行うことによってハンドオーバー時間を短縮できる。
【００４１】
　図４は、本発明のさらに他の実施形態による連係手続きを示す流れ図である。
【００４２】
　図４では、移動局が３つの周囲周辺基地局（例えば、ＢＳ１、ＢＳ２及びＢＳ３）と資
源の割り当てを通じた非競争基盤の連係を行うとき、周辺基地局との連係過程を示してい
る。まず、サービング基地局は、前記移動局から連係ターゲット基地局の識別子を含む連
係要請メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱ）を受信し（Ｓ１０）、それぞれの
前記基地局に前記移動局の識別子、連係期間、予想ランデブー時間、及び前記移動局のＱ
ｏＳ情報が含まれたバックボーンメッセージを転送する（Ｓ２０）。
【００４３】
　前記バックボーンメッセージを受けた前記基地局は、前記移動局によって要請された前
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記ＱｏＳ情報と、前記連係期間、及び前記サービング基地局によって設定された予想ラン
デブー時間を許可できる。前記サービング基地局は、例えば、前記バックボーンメッセー
ジ（例えば、ＡＳＣ－Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）の動作コードを０と設定し、前記サー
ビング基地局に前記バックボーンメッセージを転送するもので、前記基地局によって前記
許可の通知を受けることができる（Ｓ３０）。もし、連係要請を受けた周辺基地局が、こ
れを許容できない場合なら、サービング基地局にバックボーンメッセージ（例えば、ＡＳ
Ｃ－Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）の動作コードを１と設定して伝達することによってその
事実を前記サービング基地局に知らせることができる。
【００４４】
　前記バックボーンメッセージのやりとり過程（Ｓ２０、Ｓ３０）において遅延（ｄｅｌ
ａｙ）が発生する場合、周辺基地局が連係のために資源を割り当てる時点と実際移動局が
連係を試みる時点間に違いが発生することがあり、この場合、本発明の連係方法の効率が
低下する。
【００４５】
　この問題を解決するために、各基地局は、バックボーンメッセージヘッダに共通して含
まれているタイムスタンプ（例えば、Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）フィールドを使用する。バ
ックボーンメッセージのヘッダに含まれるタイムスタンプフィールドは、該当のメッセー
ジを転送する時の時間を意味する。したがって、それぞれの全ての基地局と同期を合わせ
るために、全ての基地局は同一時間に同一大きさのタイムスタンプを有することが好まし
い。
【００４６】
　前記サービング基地局が、周辺基地局の一つであるＢＳ１に、以降Ｔ１という時間後に
移動局が連係を行うということを知らせるバックボーンメッセージを伝達した場合、前記
ＢＳ１は、該当のバックボーンメッセージに在るタイムスタンプフィールドを通じて、当
該バックボーンメッセージが伝達される過程で発生した遅延を測定できる。この遅延をフ
レーム単位に換算すると、‘Ｄ１’値が得られる。前記ＢＳ１は、Ｔ１－Ｄ１フレーム後
に連係のための資源を割り当てる。
【００４７】
　前記周辺基地局からバックボーンメッセージ（例えば、ＡＳＣ－Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉ
ｏｎ）を受けた前記サービング基地局は、連係を許容する周辺基地局に、該当する周辺基
地局の識別子と連係遂行時間を含む連係応答メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳ
Ｐ）を伝達する（Ｓ４０）。
【００４８】
　前記連係遂行時間（例えば、ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）を決定する
に当たり、前記サービング基地局は、周辺基地局とのバックボーンメッセージのやりとり
過程で発生した遅延の総長さを測定する。これをフレーム単位に換算した値をΔとすれば
、ＢＳ１と移動局が連係を行う時間は、最終的にＴ1－Δとなる。
【００４９】
　前記移動局は、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰメッセージに含まれている周辺基地局に対して
、各連係遂行時間に該当するフレーム以降に連係のためのレンジング手続きを行う（Ｓ５
０）。前記周辺基地局は、該当移動局が割り当てられた資源を通じて連係のためのレンジ
ングしようと試みない場合に、既に設定された時間にのみ資源割り当てを維持するが、前
記既に設定された時間は、前記サービング基地局から受信したバックボーンメッセージ（
例えば、ＡＳＣ－Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に含まれた連係遂行期間が終了する値を超
えないことが好ましい。
【００５０】
　前記連係遂行期間を算出する過程においても、タイムスタンプ値に基づく遅延補償方法
を適用することができる。
【００５１】
　下記［表１］に、移動局が基地局に連係を要請するＭＡＣ管理メッセージ（例えば、Ｍ
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ＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱ）の一例を示す。
【００５２】
【表１】

　下記［表２］に、前記基地局が前記移動局に伝達する前記連係応答メッセージ（例えば
、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰ）を示す。
【００５３】

【表２】

　前記移動局は、［表１］のような連係要請メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥ
Ｑ）を通じてサービング基地局に一つ以上の周辺基地局との連係を要請し、前記［表２］
のような連係応答メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＳＰ）を通じて連係遂行の可
否をサービス基地局から受ける。
【００５４】
　下記［表３］には、連係要請メッセージ（例えば、ＭＯＢ－ＡＳＣ－ＲＥＱ）を受けた
前記サービング基地局が、周辺基地局に移動局の連係を知らせるバックボーンメッセージ
（例えば、ＡＳＣ－Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）の一例を示す。
【００５５】
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【表３】

　下記［表４］は、連係通知（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）メ
ッセージを受けた前記周辺基地局が、連係受諾可否を前記サービング基地局に知らせるた
めに伝達する前記バックボーンメッセージ（例えば、ＡＳＣ-Ｃｏｎｆｏｒｍ）の一例で
ある。
【００５６】

【表４】

　下記［表５］には、［表３］と［表４］に現れた前記バックボーンメッセージに適用さ
れうる共通メッセージヘッダの一例を示す。
【００５７】
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【表５】

　前記周辺基地局は、前記移動局が非競争上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ）スロットを通じて
上りリンクレンジング要請を転送できるようにするための上りリンク無線資源を割り当て
ることができる。
【００５８】
　本発明のさらに他の実施例として、無線通信システムで基地局と移動局の連係遂行方法
において、この方法は、サービング基地局に連係指示子（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）を含むスキャニング（ｓｃａｎｎｉｎｇ）要請メッセージを送信する段
階を含む。また、この方法は、ランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）を含
む連係通知（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を周辺基地局に伝達
する前記サービング基地局から、前記周辺基地局との初期レンジング（ｉｎｉｔｉａｔｉ
ｎｇ　ｒａｎｇｉｎｇ）のための前記周辺基地局に関るランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚｖ
ｏｕｓ　ｔｉｍｅ）を含むスキャニング応答メッセージを受信する段階を含む。また、前
記周辺基地局からの前記スキャニング応答メッセージの送信時間によって決定されるラン
デブー時間が経過した後に、前記ランデブー時間は、前記周辺基地局が非競争基盤のレン
ジング機会を前記移動局に提供するように予想される時間と関り、レンジング要請（ｒａ
ｎｇｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信することによって前記周辺基地局と連係する段階を
含む基地局と移動局との連係遂行方法とされている。
【００５９】
　前記連係通知（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は、多数の周辺
基地局のうちの一つに送信され、それぞれの前記連係通知は、前記多数の周辺基地局のう
ちのそれぞれの一つと関る連係遂行時間を含む。前記移動局は、各ランデブー時間に、前
記多数の周辺基地局のうちのそれぞれの一つと連係することを特徴とする。前記基地局と
移動局の連係遂行方法は、前記周辺基地局から前記レンジングパラメータを含むレンジン
グ応答を受信する段階をさらに含むことを特徴とし、前記移動局は、既に設定された時間
（ｐｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ　ｔｉｍｅ）、レンジングパラメータ（ｒａｎｇｉｎｇ　
ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）を保存することを特徴とする。この方法は、前記周辺基地局から
前記レンジングパラメータと前記サービスレベル予測を含むレンジング応答を受信する段
階をさらに含み、前記移動局は、サービスレベル予測（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｌｅｖｅｌ　ｐ
ｒｅｄｉｃｔｉｏｎ）に基づく既に設定された時間、前記レンジングパラメータを保存す
ることを特徴とする。前記非競争基盤のレンジングは、上りリンク（ｕｐｌｉｎｋ）送信
スロットの割り当てと連係されることができる。前記ランデブー時間（ｒｅｎｄｅｚｖｏ
ｕｓ　ｔｉｍｅ）は、前記周辺基地局によって提供される多数のフレーム大きさ（ｆｒａ
ｍｅ　ｓｉｚｅｓ）のうちの一つを表すことができる。前記スキャニング応答メッセージ
は、連係のために推奨された基地局を指示するために少なくとも一つの周辺基地局識別子
をさらに含むことを特徴とする。前記連係指示子（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）は、前記移動局の媒体接続制御（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
；ＭＡＣ）アドレスを含むことを特徴とする。
【００６０】
　一実施例として、無線通信システムにおいて基地局と移動局との連係遂行方法は、サー
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を含むスキャニング要請メッセージを受信する段階を含む。また、前記方法は、前記サー
ビング基地局から少なくとも一つの周辺基地局に、連係遂行時間を設定するために前記連
係指示子を送信する段階を含み、前記移動局と前記少なくとも一つの周辺基地局との初期
レンジングのために、前記少なくとも一つの周辺基地局と関る連係遂行時間（ｒｅｎｄｅ
ｚｖｏｕｓ　ｔｉｍｅ）を含むスキャニング応答メッセージを、前記サービング基地局か
ら前記移動局へ転送する段階を含む。
【００６１】
　前記方法は、前記連係指示子に対する応答として、前記少なくとも一つの周辺基地局か
らランデブー時間を確定する連係確定（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉ
ｏｎ）メッセージを受信する段階をさらに含むことを特徴とする。前記移動局と前記少な
くとも一つの周辺基地局のうちの一つとの連係遂行は、上りリンク送信スロットの割り当
てと関っている。前記連係遂行時間は、前記少なくとも一つの周辺基地局によって支援さ
れる多数のフレーム大きさ（ｆｒａｍｅ　ｓｉｚｅ）を表す。前記スキャニング応答メッ
セージは、連係遂行において推奨された基地局を指示するために少なくとも一つの周辺基
地局識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）をさらに含むことができる。
【００６２】
　本発明は、移動局が一定水準以上の信号品質を提供する基地局のみと連係を行うように
するため、余計な連係の遂行を防止可能である。本発明は、移動局にＱｏＳ提供が不可能
な基地局の場合、サービング基地局に連係が不必要であるということをあらかじめ知らせ
、上りリンク無線資源を割り当てないようにするため、無線資源の無駄使いを防ぐことが
できる。
【００６３】
　また、本発明は、連係手続きを行う移動局に上りリンクレンジング要請メッセージを伝
達できる上りリンクスロットを割り当て、その時間を知らせるので、連係遂行にかかる時
間を短縮し、かつ、上りリンク無線資源の效率利用を可能にする。
【００６４】
　なお、本発明は、移動局が初期レンジング遂行のための連係手続き遂行時に、サービン
グ基地局と周辺基地局がメッセージを受ける時に発生する遅延を適切に補償できるため、
資源割り当てを通じた連係遂行を向上させることができる。
【００６５】
　また、周辺基地局は、許諾された連係遂行期間の終結地点として前記移動局の連係遂行
のための資源割り当て期間の最大値を定めることができる。これは、サービング基地局が
周辺基地局に、移動局が許諾した前記連係遂行期間を通知することによるためである。こ
れによって、連係期間後の不必要な資源の予約による無駄使いを防止することができる。
【００６６】
　本発明の思想や領域を逸脱しない範囲内で本発明を様々に変形や変化できるということ
は、当業者にとって自明である。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲とその均
等の範囲で提供された本発明の変形及び変化を含む。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】従来技術による連係手続きを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による連係手続きを示す図である。
【図３】本発明の他の実施形態による連係手続きを示す図である。
【図４】本発明のさらに他の実施形態による連係手続きを示す流れ図である。
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