
JP 4550887 B2 2010.9.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動加入者端末機と、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
通信システムにおいて、前記サービング基地局が遂行する前記移動加入者端末機のハンド
オーバー方法であって、
　前記移動加入者端末機へ、前記隣接基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオー
バーを遂行することができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、ネットワーク
で支援されるハンドオーバーが支援されるかどうかを示す情報フィールドとを含むハンド
オーバー要求メッセージを送信するステップと、
　前記移動加入者端末機から、ターゲット基地局の識別子フィールドを含むハンドオーバ
ー指示メッセージを受信するステップと、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオーバーする
ことを決定した選択されたターゲット基地局から、前記移動加入者端末機のハンドオーバ
ー過程の完了を示す情報を受信するステップと、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記選択されたターゲット基地局を除いた他
の少なくとも１つの推薦基地局へ、前記移動加入者端末機に割り当てられたリソースの解
除を命令する通知を送信するステップとを具備し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーは、前記移動加入者端末機が、前記サー
ビング基地局へ前記選択されたターゲット基地局に関する情報を通知することなく、前記
少なくとも１つの推薦基地局のうちの前記選択されたターゲット基地局に対してハンドオ
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ーバーを遂行できることを示し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援されることを前記情報フィールド
が示す場合に、前記ハンドオーバー指示メッセージの前記識別子フィールドは、特定のタ
ーゲット基地局を示さないあらかじめ定義された値に設定される
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオーバーする
ことを決定した前記選択されたターゲット基地局から、前記移動加入者端末機に対する認
証要求を受信するステップ
をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援されることを前記情報フィールド
が示す場合に、前記移動加入者端末機が前記ネットワークで支援されるハンドオーバーを
遂行することを示すハンドオーバーメッセージを、前記少なくとも１つの推薦基地局のそ
れぞれに送信するステップ
をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　移動加入者端末機と、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
通信システムにおいて、前記移動加入者端末機がハンドオーバーを遂行する方法であって
、
　前記サービング基地局から、前記隣接基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオ
ーバーを遂行することができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、ネットワー
クで支援されるハンドオーバーが支援されるかどうかを示す情報フィールドとを含むハン
ドオーバー要求メッセージを受信するステップと、
　前記サービング基地局へ、ターゲット基地局の識別子フィールドを含むハンドオーバー
指示メッセージを送信するステップと、
　前記少なくとも１つの推薦基地局から、前記移動加入者端末機のネットワークで支援さ
れるハンドオーバーのためのレンジングリソースを受信するステップと、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうちの選択されたターゲット基地局へ、レンジング
要求メッセージを送信するステップと、
　前記選択されたターゲット基地局から、レンジング応答メッセージを受信するステップ
とを具備し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーは、前記移動加入者端末機が、前記サー
ビング基地局へ前記選択されたターゲット基地局に関する情報を通知することなく、前記
少なくとも１つの推薦基地局のうちの前記選択されたターゲット基地局に対してハンドオ
ーバーを遂行できることを示し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援されることを前記情報フィールド
が示す場合に、前記ハンドオーバー指示メッセージの前記識別子フィールドは、特定のタ
ーゲット基地局を示さないあらかじめ定義された値に設定される
ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記選択されたターゲット基地局は、前記少なくとも１つの推薦基地局のそれぞれに関
してチャンネル品質を測定し、前記チャンネル品質がもっとも良い基地局を前記選択され
たターゲット基地局として決定することによって、決定される
ことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　広帯域無線接続通信システムにおいてハンドオーバーを遂行するためのシステムであっ
て、
　移動加入者端末機へ、複数の隣接基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオーバ
ーを遂行することができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、ネットワークで
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支援されるハンドオーバーが支援されるかどうかを示す情報フィールドとを含むハンドオ
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、ターゲット基地局の識別子フィールドを含むハンドオーバ
ー指示メッセージを受信し、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオーバーする
ことを決定した選択されたターゲット基地局から、前記移動加入者端末機のハンドオーバ
ー過程の完了を示す情報を受信し、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記選択されたターゲット基地局を除いた他
の少なくとも１つの推薦基地局へ、前記移動加入者端末機に割り当てられたリソースの解
除を命令する通知を送信する、サービング基地局を具備し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーは、前記移動加入者端末機が、前記サー
ビング基地局へ前記選択されたターゲット基地局に関する情報を通知することなく、前記
少なくとも１つの推薦基地局のうちの前記選択されたターゲット基地局に対してハンドオ
ーバーを遂行できることを示し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援されることを前記情報フィールド
が示す場合に、前記ハンドオーバー指示メッセージの前記識別子フィールドは、特定のタ
ーゲット基地局を示さないあらかじめ定義された値に設定される
ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　前記サービング基地局は、前記少なくとも１つの推薦基地局のうち、前記移動加入者端
末機がハンドオーバーすることを決定した前記選択されたターゲット基地局から、前記移
動加入者端末機に対する認証要求を受信する
ことを特徴とする請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記サービング基地局は、前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援される
ことを前記情報フィールドが示す場合に、前記移動加入者端末機が前記ネットワークで支
援されるハンドオーバーを遂行することを示すハンドオーバーメッセージを、前記少なく
とも１つの推薦基地局のそれぞれに送信する
ことを特徴とする請求項６記載のシステム。
【請求項９】
　広帯域無線接続通信システムにおいてハンドオーバーを遂行するためのシステムであっ
て、
　サービング基地局から、複数の隣接基地局のうち、前記移動加入者端末機がハンドオー
バーを遂行することができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、ネットワーク
で支援されるハンドオーバーが支援されるかどうかを示す情報フィールドとを含むハンド
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へ、ターゲット基地局の識別子フィールドを含むハンドオーバー
指示メッセージを送信し、
　前記少なくとも１つの推薦基地局から、前記移動加入者端末機のネットワークで支援さ
れるハンドオーバーのためのレンジングリソースを受信し、
　前記少なくとも１つの推薦基地局のうちの選択されたターゲット基地局へ、レンジング
要求メッセージを送信し、
　前記選択されたターゲット基地局から、レンジング応答メッセージを受信する、移動加
入者端末機を具備し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーは、前記移動加入者端末機が、前記サー
ビング基地局へ前記選択されたターゲット基地局に関する情報を通知することなく、前記
少なくとも１つの推薦基地局のうちの前記選択されたターゲット基地局に対してハンドオ
ーバーを遂行できることを示し、
　前記ネットワークで支援されるハンドオーバーが支援されることを前記情報フィールド
が示す場合に、前記ハンドオーバー指示メッセージの前記識別子フィールドは、特定のタ
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ーゲット基地局を示さないあらかじめ定義された値に設定される
ことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記選択されたターゲット基地局は、前記少なくとも１つの推薦基地局のそれぞれに関
してチャンネル品質を測定し、前記チャンネル品質がもっとも良い基地局を前記選択され
たターゲット基地局として決定することによって、決定される
ことを特徴とする請求項９記載のシステム。
【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し、特に、サービング基地局がハンドオー
バーを要求して、移動加入者端末機の高速のハンドオーバーを遂行するためのシステム及
び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代通信システムである第４世代(４ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ：以下、“４Ｇ”
とする)通信システムでは、約１０Ｍｂｐｓの伝送速度を有する多様なサービス品質(Ｑｕ
ａｌｉｔｙ　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、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　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ：以下、“ＭＡＮ”とする)システムのような広帯域無線接続(Ｂｒｏａｄｂａｎ
ｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ：ＢＷＡ)通信システムに、移動性(ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ）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
　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ)８０
２.１６ａ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　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：以下、“ＯＦＤＭ”とする)方
式／直交周波数分割多元接続(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ：以下、“ＯＦＤＭＡ”とする)方式
を適用する。ＩＥＥＥ８０２.１６ａ通信システムは、現在の加入者端末機(Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　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、及び単一セル構造のみを考慮している。これに対して、
ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ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、移動加入者端末機(Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳＳ)と称する。
【０００４】
　上記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。
【０００５】
　図１は、従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムの構造を概略的に示す。
【０００６】
　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
、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ＢＳ(Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ)１１０と、セル１５０を管理
するＢＳ１４０と、複数のＭＳＳ１１１，１１３，１３０，１５１，１５３とを含む。そ
して、ＢＳ１１０，１４０とＭＳＳ１１１，１１３，１３０，１５１，１５３との間の信
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号送受信は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ方式を使用して遂行される。ここで、ＭＳＳ１１１，
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ＢＳ１１０と信号を送受信する間にＢＳ１４０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ＢＳ(ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ)がＢＳ１１
０からＢＳ１４０に変更される。
【０００７】
　図２は、従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおける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。
【０００８】
　図２を参照すると、サービングＢＳ２１０は、ＭＳＳ２００に移動加入者端末機隣接Ｂ
Ｓ広告(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ：以下、“ＭＯ
Ｂ_ＮＢＲ_ＡＤＶ”とする)メッセージを送信する(ステップ２１１)。上記ＭＯＢ_ＮＢＲ
_ＡＤＶメッセージは、下記＜表１＞に示すような構造を有する。
【０００９】
【表１】

【００１０】
　＜表１＞に示すように、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージは、複数の情報要素（ＩＥ）
、すなわち、送信されるメッセージのタイプを示す“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ　Ｔｙｐｅ”と、ネットワーク識別子(Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＩＤ)を示す“Ｏｐｅ
ｒａｔｏｒ　ＩＤ”と、構成(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)が変更される数を示す“Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ”と、隣接ＢＳの個数を示す“Ｎ_
ＮＥＩＧＨＢＯＲＳ”と、前記隣接ＢＳの識別子を示す“Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ＢＳ－ＩＤ
”と、前記隣接ＢＳの物理チャンネル周波数を示す“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ”と、前記情報以外に前記隣接ＢＳに関連したその他の情報を示す“ＴＬＶ　Ｅｎｃ
ｏｄｅｄ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ”とを含む。
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【００１１】
　ＭＳＳ２００は、ＭＯＢ_ＮＢＲ_ＡＤＶメッセージを受信することによって隣接ＢＳ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ＢＳ及びサービング
ＢＳ２１０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(Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：以下、“
ＣＩＮＲ”と称する)をスキャニングしようとする時に、サービングＢＳ２１０に移動加
入者端末機スキャン要求(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱ”とする)メッセージ
を送信する(ステップ２１３)。上記ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージは、＜表２＞に示す
ような構造を有する。
【００１２】
【表２】

【００１３】
　＜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　Ｔｙｐ
ｅ”と、隣接ＢＳ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＞において、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　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ　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。
【００１４】
　一方、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを受信したサービングＢＳ２１０は、ＭＳＳ２
００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　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：以下、“ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰ”とする)メッセージをＭＳＳ２０
０へ送信する(ステップ２１５)。上記ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＳＰメッセージの構造は、下記＜
表３＞に示す通りである。
【００１５】
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【表３】

【００１６】
　＜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　Ｔｙｐ
ｅ”と、ＭＯＢ_ＳＣＮ_ＲＥＱメッセージを送信したＭＳＳの接続識別子(Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　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＞において、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ある(Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ＝ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ)。また、スキャン区間はＭ
ＳＳがパイロットＣＩＮＲスキャニングを遂行する区間を示し、その区間の値が０である
場合に、ＭＳＳ２００のスキャニング要求が拒否されることを示す。
【００１７】
　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ＢＳ及びサービングＢＳ
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)。
【００１８】
　隣接ＢＳ及びサービングＢＳ２１０から受信されるパイロットチャンネル信号のＣＩＮ
Ｒのスキャニングを完了した後に、ＭＳＳ２００は、現在ＭＳＳ２００が属しているサー
ビングＢＳを、ＢＳ２１０と相互に異なる新たなＢＳに変更するべきであるか否かを決定
する（ステップ２１９）。ＭＳＳ２００が現在のサービングＢＳを変更することを決定し
た場合、ＭＳＳ２００は、サービングＢＳ２１０にＭＳＳハンドオーバー要求(Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：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ＢＳでない新たなＢＳ、すなわち、ＭＳ
Ｓ２００がハンドオーバーして新たなサービングＢＳとなる可能性のあるＢＳを“ターゲ
ットＢＳ”と称する。また、ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ構造は、下記＜表４＞
に示す通りである。
【００１９】
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【表４】

【００２０】
　＜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　Ｔ
ｙｐｅ”と、ＭＳＳ２００によるサービングＢＳ及び複数の隣接ＢＳ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＞において、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍ
ｍｅｎｄｅｄ”は、ＭＳＳによる隣接ＢＳの各々に対するパイロットチャンネル信号のＣ
ＩＮＲスキャニングの結果に基づいて、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ＢＳの個数を示す。その結果、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍ
ｅｎｄｅｄ”は、ＭＳＳ２００がハンドオーバーするように推薦する隣接ＢＳの個数を示
す。ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示す隣接Ｂ
Ｓの各々に対するＩＤと、隣接ＢＳの各々に対するパイロットチャンネル信号のＣＩＮＲ
平均値と、前記隣接ＢＳがＭＳＳへ提供するものと予想されるサービスレベルと、隣接Ｂ
ＳをターゲットＢＳとして選択してハンドオーバーを開始するものと予想される時刻(Ｅ
ｓｔｉｍａｔｅｄ　ＨＯ　Ｔｉｍｅ)とを含む。
【００２１】
　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ＢＳ２１０は、受信したＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＥＱメッセージのＮ_Ｒｅｃｏｍｍ
ｅｎｄｅｄ情報を用いて、ＭＳＳ２００がハンドオーバー可能なターゲットＢＳ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ＢＳのリス
トは、“ハンドオーバー可能ターゲットＢＳリスト”と呼ばれる。図２において、ハンド
オーバー可能ターゲットＢＳリストに、第１のターゲットＢＳ２２０及び第２のターゲッ
トＢＳ２３０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ＢＳリストは
、複数のターゲットＢＳを含むことが可能である。サービングＢＳ２１０は、ハンドオー
バー可能ターゲットＢＳリストに属するターゲットＢＳ、すなわち、第１のターゲットＢ
Ｓ２２０及び第２のターゲットＢＳ２３０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２２５，２２７)。
上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージは、下記＜表５＞に示すような構
造を有する。
【００２２】
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【表５】

【００２３】
　＜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)におい
てＢＳとの間で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ＢＳ２２０又は第２のターゲットＢＳ２３０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、
ＭＳＳ２００から新たなサービングＢＳとなるターゲットＢＳ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
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セージに記録された予想されるサービスレベル情報と同一である。
【００２４】
　ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージのような、同一のバックボーンネッ
トワークにおいてＢＳとの間で交換されるメッセージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ
　Ｈｅａｄｅｒ”は、下記＜表６＞に示すような一般的な構造を有する。
【００２５】
【表６】

【００２６】
　＜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
セージを送信する送信ＢＳを示す“Ｓｅｎｄｅｒ　ＢＳ-ＩＤ”と、送信されるメッセー
ジを受信する受信ＢＳ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
。
【００２７】
　第１のターゲットＢＳ２２０及び第２のターゲットＢＳ２３０は、サービングＢＳ２１
０からＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを受信すると、上記ＨＯ_ＰＲ
Ｅ_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ＢＳ２１０へ送信する(ステップ２２９，２３１)。上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩ
ＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージの構造は、下記＜表７＞に示す通りであ
る。
【００２８】
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【表７】

【００２９】
　＜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
クにおいてＢＳとの間で交換されるメッセージに共通的に含まれる“Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｅ
ａｄｅｒ”と、ターゲットＢＳにハンドオーバーしようとするＭＳＳの識別子(ＭＳＳ Ｉ
Ｄ)と、ターゲットＢＳ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ＢＳにＭＳ
Ｓがハンドオーバーした時に、ターゲットＢＳ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。
【００３０】
　一方、第１のターゲットＢＳ２２０及び第２のターゲットＢＳ２３０からＨＯ_ＰＲＥ
＿ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを受信したサービングＢＳ２
１０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時に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ＢＳを、ＭＳＳ２００がハンドオー
バーする最終ターゲットＢＳとして選択する。一例として、第１のターゲットＢＳ２２０
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ＢＳ２３０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ＢＳ２１０は、第２のターゲットＢＳ
２３０をＭＳＳ２００がハンドオーバーする最終ターゲットＢＳとして選択する。したが
って、サービングＢＳ２１０は、第２のターゲットＢＳ２３０に、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩ
ＦＩＣＡＴＩＯＮ_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)。上記
ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージは、下記＜表８＞に示すような構造を有する。
【００３１】
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【表８】

【００３２】
　＜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＜表６＞に示したように、バックボーンネットワークにおいてＢＳとの間で交換される
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ＢＳにハンドオーバーしようとするＭＳＳの識別子(ＭＳＳ ＩＤ)と、上記選択された
ターゲットＢＳにＭＳＳがハンドオーバーした時にターゲットＢＳ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。
【００３３】
　また、サービングＢＳ２１０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、ＢＳ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ＢＳに関する情報を含む。上記ＭＯＢ_Ｂ
ＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、下記＜表９＞に示すような構造を有する。
【００３４】
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【表９】

【００３５】
　＜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　Ｔｙ
ｐｅ”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　
ＨＯ　ｔｉｍｅ)と、サービングＢＳが選択したターゲットＢＳ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ＢＳリスト上のターゲットＢＳ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ＢＳの個数を示す。上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＳＰメ
ッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示すターゲットＢＳの各々に対する識別子と
、ターゲットＢＳ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。
【００３６】
　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ＢＳ
リストに存在するターゲットＢＳの中で、最終的に、第２のターゲットＢＳ２３０の１個
のターゲットＢＳに関する情報のみを含む。しかしながら、ハンドオーバー可能なターゲ
ットＢＳのリストに存在するターゲットＢＳ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ＢＳ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ＢＳに関する情報を含む。
【００３７】
　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ＢＳを選択する。ハンドオーバーするターゲット
ＢＳを選択したＭＳＳ２００は、サービングＢＳ２１０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_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤ)メッセージを送信する(ステップ２３７)。上記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージ
の構造は、下記＜表１０＞に示す通りである。
【００３８】



(14) JP 4550887 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

【表１０】

【００３９】
　＜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　Ｔｙｐ
ｅ”と、ＭＳＳが選択した最終ターゲットＢＳへのハンドオーバーを決定するか、取り消
すか、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ＢＳの識別子を示す“Ｔａｒｇｅｔ_Ｂ
Ｓ_ＩＤ”と、ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを認証するための“ＨＭＡＣ　Ｔｕｐｌｅ
”とを含む。ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅで、ＭＳＳが最終ターゲットＢＳに対するハンドオー
バーを遂行することに決定した時に、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが００に設定され
たＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信する。ＭＳＳが最終ターゲットＢＳに対するハン
ドオーバーを取消すことに決定する時に、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが０１に設定
されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信する。ＭＳＳが最終ターゲットＢＳに対する
ハンドオーバーを拒否することに決定する時に、ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅが１０
に設定されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信する。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ＢＳ２１０は、ハンドオ
ーバー可能ターゲットＢＳ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。
【００４０】
　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ＢＳ２１０は、ＭＳＳがＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれているターゲッ
トＢＳ、すなわち、第２のターゲットＢＳ２３０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ＢＳ２１０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ＢＳ、すなわち、第２のター
ゲットＢＳ２３０からハンドオーバー手順が全て終了したことを示す通報を受信するまで
、予め設定した時間の間、ＭＳＳ２００に対して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)。上記のように、サービングＢＳ２１０にＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッ
セージを送信した後で、ＭＳＳ２００は、第２のターゲットＢＳ２３０と残りのハンドオ
ーバー動作を遂行する。
【００４１】
　図３は、従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの要求によるハンド
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【００４２】
　図３の説明に先立って、まず、ＢＳの要求によるハンドオーバーが発生する場合は、Ｂ
Ｓが過負荷(ｏｖｅｒｌｏａｄ)の状態となり、隣接ＢＳにＢＳ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
の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ＢＳ３１０は、ＭＳ
Ｓ３００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ＢＳに関する情報を獲
得することができる。
【００４３】
　サービングＢＳ３１０は、サービングＢＳ３１０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と(ステップ３１３)、隣接ＢＳにＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴ
ＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを送信する(ステップ３１５及びステップ３１７)。ここで
、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージは、ＭＳＳ３００の新たなサービン
グＢＳとなるターゲットＢＳ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ＢＳ３１０の隣接ＢＳが第１のター
ゲットＢＳ３２０及び第２のターゲットＢＳ３３０であると仮定する。
【００４４】
　ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを受信した後に、第１のターゲット
ＢＳ３２０及び第２のターゲットＢＳ３３０の各々は、上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣ
ＡＴＩＯＮメッセージに対する応答メッセージとして、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴ
ＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージをサービングＢＳ３１０へ送信する(ステップ３１９
及びステップ３２１)。ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセ
ージは、上記＜表７＞に示したように、ターゲットＢＳがサービングＢＳ３１０によって
要求されたハンドオーバーを遂行することが可能であるかを示す応答(ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）
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。
【００４５】
　サービングＢＳ３１０は、第１のターゲットＢＳ３２０と第２のターゲットＢＳ３３０
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Ｂ
Ｓを選択する。一例として、第１のターゲットＢＳ３２０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ＢＳ３３０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ＢＳ３１０は、第２のターゲットＢＳ３３０をＭＳＳ３００が
ハンドオーバー可能な最終ターゲットＢＳとして選択する。ハンドオーバー可能なターゲ
ットＢＳとして第２のターゲットＢＳ３３０を選択したサービングＢＳ３１０は、ハンド
オーバー可能なターゲットＢＳリストを含むＢＳハンドオーバー要求(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂ
Ｓ　ＨａｎｄＯｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱ”とする)メ
ッセージをＭＳＳ３００へ送信する(ステップ３２３)。このとき、ハンドオーバー可能な
ターゲットＢＳリストには、複数のターゲットＢＳを含むことが可能である。上記ＭＯＢ
_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージの構造は、下記＜表１１＞に示す通りである。
【００４６】
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【表１１】

【００４７】
　＜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　Ｔｙ
ｐｅ”と、サービングＢＳ３１０によって選択されたターゲットＢＳに関する情報を含む
。＜表１１＞において、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ”は、サービングＢＳ３１０がハ
ンドオーバー可能なターゲットＢＳとして選択された隣接ＢＳの個数を示す。また、ＭＯ
Ｂ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄで示す隣接ＢＳの各々に
対する識別子(ＩＤ)と、隣接ＢＳ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。
【００４８】
　上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信したＭＳＳ３００は、サービングＢＳ３
１０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ＢＳを選択する。最終ターゲットＢＳを選択する前に、もしＭＳＳ３
００がサービングＢＳ３１０及び隣接ＢＳから送信されるパイロットチャンネル信号のＣ
ＩＮＲをスキャニングしようとする場合、ＭＳＳ３００は、サービングＢＳ３１０にＭＯ
Ｂ_ＳＣＮ_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ＢＳ３１０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へ送信する(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ＢＳ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ＢＳと、サービングＢＳ３１
０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)。
【００４９】
　ＭＳＳ３００は、ハンドオーバーする最終ターゲットＢＳ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ＢＳ３１０へ送信する(ステップ３３１)
。上記ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージの構造は、下記＜表１２＞に示す通りである
。
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【００５０】
【表１２】

【００５１】
　＜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　Ｔ
ｙｐｅ”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ＢＳに関する情報とを含む。＜表１２＞に
おいて、“Ｎ_Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ”は、ＭＳＳがハンドオーバー可能なターゲット
ＢＳとして選択した隣接ＢＳ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ＢＳの各々に対する識別子と、隣接ＢＳか
らＭＳＳに対して提供可能なサービスレベルに関する情報とを含む。
【００５２】
　サービングＢＳ３１０は、ＭＳＳ３００によって最終ターゲットＢＳとして選択された
隣接ＢＳへ、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３３３
)。最終ターゲットＢＳを選択したＭＳＳ３００は、サービングＢＳ３１０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ＢＳ３１０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ＢＳ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Ｂ
Ｓ３１０は、ＭＳＳ３００に対して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ＢＳ、すなわち、第２のターゲットＢＳ３３０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の間、ＭＳＳ３００との接
続情報を維持する(ステップ３３７)。上記のように、サービングＢＳ３１０にＭＯＢ_Ｈ
Ｏ_ＩＮＤメッセージを送信した後に、ＭＳＳ３００は第２のターゲットＢＳ３３０と残
りのハンドオーバー動作を遂行する。
【００５３】
　図４は、従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおける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。
【００５４】
　図４を参照すると、ＭＳＳ４００は、最終ターゲットＢＳ４５０に接続切り替えを遂行
し、最終ターゲットＢＳ４５０とダウンリンク同期を獲得する。その後、ＭＳＳ４００は
、最終ターゲットＢＳ４５０へ送信するＤＬ(ＤｏｗｎＬｉｎｋ)_ＭＡＰメッセージを受
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信する(ステップ４１１)。ＤＬ_ＭＡＰメッセージは、最終ターゲットＢＳ４５０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ＢＳ４５０から送信されるＵＬ(ＵｐＬｉｎｋ)_ＭＡＰメッセージを受信する(
ステップ４１３)。ＵＬ_ＭＡＰメッセージは、最終ターゲットＢＳ４５０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、上記ＵＬ_ＭＡＰメッセージは
、最終ターゲットＢＳ４５０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ＢＳ４５０がＭＳＳ４００にＦａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥを割り当
てる理由は、ＭＳＳ４００がハンドオーバーを遂行する時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ＢＳ４５０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_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥは、下記
＜表１３＞に示す通りである。
【００５５】
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【表１３】

【００５６】
　＜表１３＞において、Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥは、レンジング機会を獲得
するＭＳＳの媒体接続制御(Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：以下、“Ｍ
ＡＣ”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　Ｃｏ
ｄｅ)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。ＭＳＳ
４００のＭＡＣ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
ネットワークにおいてサービングＢＳと最終ターゲットＢＳとの間で交換されるＨＯ_Ｐ
ＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージ、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_Ｒ
ＥＳＰＯＮＳＥ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ＢＳ４５０に通報される。
【００５７】
　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ＢＳ４５０にレンジング要求(ＲＮＧ_ＲＥＱ)メッセージを送
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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ＢＳ４５
０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)。
【００５８】
　初期レンジングを完了したＭＳＳ４００と最終ターゲットＢＳ４５０は、ＭＳＳ４００
に対する再認証動作(ＭＳＳ　ＲＥ_ＡＵＴＨＯＲＩＺＡＴＩＯＮ)を遂行する(ステップ４
１９)。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ＢＳと最
終ターゲットＢＳ４５０との間で交換されたセキュリティコンテキスト(ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙ　ｃｏｎｔｅｘｔ)が変更されない場合に、最終ターゲットＢＳ４５０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(ＭＳＳ_ＩＮ
ＦＯ_ＲＳＰ)メッセージは、下記＜表１４＞に示すような構造を有する。
【００５９】
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【表１４】

【００６０】
　＜表１４＞において、ＭＳＳ_ＩＮＦＯ_ＲＳＰメッセージは、サービングＢＳ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(Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙ　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(ｃａｐａ
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ｂｉｌｉｔｙ)情報とを含む。
【００６１】
　最終ターゲットＢＳ４５０とＭＳＳ４００に対する再認証動作が完了すると、ＭＳＳ４
００は、最終ターゲットＢＳ４５０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ＢＳ４５０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ＢＳ４５０は、ＭＳＳ４００から受信したＲＥＧ_ＲＥＱメッセージに含まれているＭ
ＳＳ４００の登録情報を検出し、ＭＳＳ４００がハンドオーバーを遂行したＭＳＳである
ことを認識する。したがって、最終ターゲットＢＳ４５０は、ＭＳＳ４００の以前サービ
ングＢＳの接続設定情報と最終ターゲットＢＳ４５０の接続設定情報とをマッピングさせ
る。最終ターゲットＢＳ４５０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_ＩＮ
ＦＯ_ＲＳＰメッセージをＭＳＳ４００へ送信する。サービングＢＳと最終ターゲットＢ
Ｓ４５０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＜表１５＞に
示す通りである。
【００６２】
【表１５】

【００６３】
　＜表１５＞において、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ＢＳ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ＢＳ４５０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ＢＳ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ＢＳ４５０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。
【００６４】
　ＭＳＳ４００は、最終ターゲットＢＳ４５０とのネットワーク再進入手順を完了し、最
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終ターゲットＢＳ４５０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】
【００６５】
　上述したように、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおいて、ＭＳＳの要求による
ハンドオーバー過程は、まず、ＭＳＳがスキャニング過程を通してダウンリンクチャンネ
ルの変化を測定することによって、ハンドオーバーの必要性を決定し、サービングＢＳへ
ハンドオーバー要求メッセージを送信する。これに従って、上記サービングＢＳは、上記
ＭＳＳが推薦した隣接ＢＳに関するサービスレベル予測情報を受信して、さらにＭＳＳへ
送信する。すると、ＭＳＳは、隣接ＢＳからのダウンリンクチャンネルのＣＩＮＲ及び隣
接ＢＳのサービスレベル情報に基づいて、最終ターゲットＢＳを選択することができる。
このとき、ＣＩＮＲ測定は、上記ＭＳＳがハンドオーバーを決定する前に遂行され、バッ
クボーンネットワークで支援可能なサービスレベルを予測するためのメッセージ交換は、
ＭＳＳがハンドオーバーを決定した後に遂行される。
【００６６】
　一方、ＢＳの要求によるハンドオーバー過程において、サービングＢＳは、ハンドオー
バーの必要を決定した後に、隣接ＢＳのすべてに対してサービスレベル予測のためのメッ
セージの交換を遂行しなければならない。これに従って、推薦ＢＳリストを含んでいるＭ
ＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信したＭＳＳは、推薦ＢＳの中で最終ターゲットＢ
Ｓを選択するためにスキャニング動作を遂行しなければならない。従って、ＭＳＳ要求に
よるハンドオーバー過程に比べて、ＢＳの要求によるハンドオーバー過程は、ハンドオー
バーが決定された後に、上記サービスレベル予測及びスキャニング動作をすべて遂行する
。
【００６７】
　また、上記ＭＳＳの要求によるハンドオーバー過程において、上記ＭＳＳがＣＩＮＲ値
を通じて推薦するＢＳの数が、ＢＳの要求によるハンドオーバー過程で、サービスレベル
予測を通して推薦されたＢＳの数より少ないものと予想されることができる。これは、上
記ＭＳＳが、隣接ＢＳの各々に対してＣＩＮＲスキャニングを遂行する時間が短いためで
ある。従って、ＭＳＳの要求によるハンドオーバー過程に比べて、ＢＳの要求によるハン
ドオーバー過程を遂行するのにさらに多くの時間を必要とする。
【００６８】
　一方、上記ＢＳがＭＳＳへハンドオーバー要求を送信するのには、幾つかの理由があり
、これは、特に、上記ＢＳが、時間的に上記ＭＳＳのハンドオーバーが緊急であると判断
して発生することがある。従って、上述したように、ＭＳＳの要求によるハンドオーバー
過程に比べて、長い時間が必要とされるＢＳの要求によるハンドオーバー過程を改善して
、さらに速い時間内にハンドオーバーを遂行することができる方法を提供する必要がある
。
【００６９】
　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（ＢＷＡ）通信システムにおいて、移動加入者端末機（ＭＳＳ）が、基地局（
ＢＳ）の要求に応じて、高速のハンドオーバーを遂行する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】
【００７０】
　上記した目的を達成するために、本発明の第１の見地によると、移動加入者端末機と、
サービング基地局と、上記サービング基地局とは相異なる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において、上記サービング基地局が遂行する上記移動加入者端末
機のハンドオーバー方法は、上記移動加入者端末機がハンドオーバーしなければならない
ことを検出するステップと、上記移動加入者端末機が現在受信しているサービスを、上記
複数の隣接基地局の各々が提供することができるか否かを検査するステップと、上記検査
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の結果に従って、上記移動加入者端末機が現在受信しているサービスを提供することがで
きる少なくとも１つの推薦基地局を決定するステップと、上記少なくとも１つの推薦基地
局に関する情報を含むハンドオーバー要求を上記ＭＳＳへ送信するステップと、上記少な
くとも１つの推薦基地局の各々へ、上記移動加入者端末機がハンドオーバーすることを通
知するステップと、上記少なくとも１つの推薦基地局の各々が上記移動加入者端末機のハ
ンドオーバーのための高速のレンジングリソースを割り当てるように制御するステップと
を具備することを特徴とする。
【００７１】
　本発明の第２の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局とは相異なる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において
、上記移動加入者端末機がハンドオーバーを遂行する方法は、上記サービング基地局から
、上記移動加入者端末機がハンドオーバーすることができる推薦基地局に関する情報を含
むハンドオーバー要求を受信するステップと、上記推薦基地局のうち、上記移動加入者端
末機がハンドオーバーの遂行を希望するターゲット基地局を決定するステップと、上記タ
ーゲット基地局が上記移動加入者端末機の高速のハンドオーバーのために提供する高速の
レンジングリソースを使用して、上記ターゲット基地局と高速のハンドオーバーを遂行す
るステップとを具備することを特徴とする。
【００７２】
　本発明の第３の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局とは相異なる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において
、ハンドオーバーを遂行する方法は、上記サービング基地局は、上記移動加入者端末機が
ハンドオーバーしなければならないことを検出すると、上記移動加入者端末機が現在受信
しているサービスを、上記複数の隣接基地局の各々が提供することができるか否かを検査
するステップと、上記サービング基地局は、上記検査の結果に従って、上記移動加入者端
末機が現在受信しているサービスを提供することができる少なくとも１つの推薦基地局を
決定し、上記移動加入者端末機へ、上記推薦基地局に関する情報を含むハンドオーバー要
求を送信するステップと、上記サービング基地局は、上記推薦基地局の各々へ、上記移動
加入者端末機がハンドオーバーすることを示す通知を送信し、上記移動加入者端末機の高
速のハンドオーバーのための高速のレンジングリソースを割り当てるように、上記推薦基
地局の各々を制御するステップと、上記移動加入者端末機は、上記サービング基地局から
、上記移動加入者端末機がハンドオーバーすることができる上記少なくとも１つの推薦基
地局に関する情報を含むハンドオーバー要求を受信するステップと、上記移動加入者端末
機は、上記推薦基地局のうち、ハンドオーバーの遂行を希望するターゲット基地局を決定
し、上記ターゲット基地局が上記ハンドオーバーのために提供する高速のレンジングリソ
ースを使用して、上記ターゲット基地局と高速のハンドオーバーを遂行するステップとを
具備することを特徴とする。
【００７３】
　本発明の第４の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局と相異なる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におけるハ
ンドオーバーシステムは、上記移動加入者端末機がハンドオーバーしなければならないこ
とを検出すると、上記移動加入者端末機が現在受信しているサービスを、上記複数の隣接
基地局の各々が提供することができるか否かを検査し、上記検査の結果に従って、上記移
動加入者端末機が現在受信しているサービスを提供することができる少なくとも１つの推
薦基地局を決定し、上記少なくとも１つの推薦基地局に関する情報を含むハンドオーバー
要求を上記ＭＳＳへ送信し、上記少なくとも１つの推薦基地局の各々へ、上記移動加入者
端末機がハンドオーバーすることを通知し、上記少なくとも１つの推薦基地局の各々が上
記移動加入者端末機のハンドオーバーのための高速のレンジングリソースを割り当てるよ
うに制御するサービング基地局と、上記サービング基地局から、上記移動加入者端末機が
ハンドオーバーすることができる推薦基地局に関する情報を含むハンドオーバー要求を受
信し、上記推薦基地局のうち、上記移動加入者端末機がハンドオーバーの遂行を希望する
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ターゲット基地局を決定し、上記ターゲット基地局が上記移動加入者端末機の高速のハン
ドオーバーのために提供する高速のレンジングリソースを使用して、上記ターゲット基地
局と高速のハンドオーバーを遂行する移動加入者端末機とを具備することを特徴とする。
【００７４】
　本発明の第５の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局とは相異なる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において
、上記サービング基地局が遂行する上記移動加入者端末機のハンドオーバー方法は、上記
移動加入者端末機へ、上記隣接基地局のうち、上記移動加入者端末機がハンドオーバーを
遂行することができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、上記サービング基地
局がネットワークで支援されるハンドオーバーを支援することを示す指示子情報とを含む
ハンドオーバー要求メッセージを送信するステップと、上記少なくとも１つの推薦基地局
の各々へ、上記移動加入者端末機がネットワークで支援されるハンドオーバーを遂行する
ことを示すハンドオーバー確認メッセージを送信するステップとを具備することを特徴と
する。
【００７５】
　本発明の第６の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局とは相異なる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において
、上記移動加入者端末機がハンドオーバーを遂行する方法は、上記サービング基地局から
、上記隣接基地局のうち、上記移動加入者端末機がハンドオーバーを遂行することができ
る少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、上記サービング基地局がネットワークで
支援されるハンドオーバーを支援することを示す指示子情報とを含むハンドオーバー要求
メッセージを受信するステップと、上記サービング基地局へ、上記移動加入者端末機がハ
ンドオーバーの遂行を希望するターゲット基地局に関する情報を含まないハンドオーバー
指示メッセージを送信するステップと、を具備することを特徴とする。
【００７６】
　本発明の第７の見地によると、移動加入者端末機と、サービング基地局と、上記サービ
ング基地局とは相異なる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において
、ハンドオーバーを遂行する方法は、上記サービング基地局が、上記移動加入者端末機へ
、上記隣接基地局のうち、上記移動加入者端末機が高速のハンドオーバーを遂行すること
ができる少なくとも１つの推薦基地局に関する情報と、上記推薦基地局のうち、上記移動
加入者端末機がハンドオーバーすることに決定したターゲット基地局に対する上記高速の
ハンドオーバーを命令するための指示子情報とを含むハンドオーバー要求メッセージを送
信するステップと、上記移動加入者端末機が、ハンドオーバーすることに決定したターゲ
ット基地局に関する情報を上記サービング基地局へ送信するステップと、上記ターゲット
基地局に対する上記高速のハンドオーバーを遂行するステップとを具備することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００７７】
　本発明によるＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ方式を使用するＢＷＡ通信システムは、サービング
ＢＳのハンドオーバー要求によってＭＳＳに高速のハンドオーバーを支援することによっ
て、既存のハンドオーバー過程の一部を省略し、これによって、ハンドオーバー処理時間
を短縮させることができる、という利点を有する。さらに詳細には、ＭＳＳがサービング
ＢＳへハンドオーバー応答メッセージを送信する過程、及び上記ハンドオーバー応答メッ
セージを送信するために、上記ＣＩＮＲスキャニングを実施した後に、サービングＢＳと
の同期を獲得し、レンジングを遂行する過程をなくすことができるので、上記過程に必要
とされる時間を短縮させ、その結果、全体的にＢＳの要求によるハンドオーバー過程に必
要とされる時間を短縮させることができる、という長所を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７８】
　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。
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【００７９】
　下記において、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。
【００８０】
　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、ＢＳのハンド
オーバー(ｈａｎｄｏｖｅｒ)要求に従うＭＳＳ(Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｓｔａｔｉｏｎ：以下、“ＭＳＳ”とする)の高速のハンドオーバー方案を提案する。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
直交周波数分割多元接続(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、高速のデータ送
信が可能であり、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
。
【００８１】
　図５は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおいて、ＢＳ
の要求に従うＭＳＳの高速のハンドオーバーを支援するためのＭＳＳとＢＳとの間のシグ
ナリング手順を示すシグナリング図である。
【００８２】
　図５を参照すると、まず、サービングＢＳ５４０は、自身が管理しているＭＳＳ５００
をハンドオーバーさせる必要があると検出すると(ステップ５１１)、ＢＳの要求によるハ
ンドオーバー過程を開始する。従って、サービングＢＳ５４０は、ＭＳＳ５００がハンド
オーバーする可能性がある隣接ＢＳへ、ハンドオーバー通知(ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩ
ＣＡＴＩＯＮ)メッセージを送信する(ステップ５１３、ステップ５１５、及びステップ５
１７)。図５では、サービングＢＳ５４０の隣接ＢＳが、３つのＢＳ、すなわち、第１の
ターゲットＢＳ５６０、第２のターゲットＢＳ５８０、及び第３のターゲットＢＳ５９０
を含むと仮定する。
【００８３】
　上記ターゲットＢＳの各々は、上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージ
を受信すると、ハンドオーバー通知応答(ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳ
ＰＯＮＳＥ)メッセージをサービングＢＳ５４０へ送信する(ステップ５１９、ステップ５
２１、及びステップ５２３)。その後、サービングＢＳ５４０は、ＭＳＳ５００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できるターゲットＢＳ又は複数のターゲッ
トＢＳを選択する。例えば、第１のターゲットＢＳ５６０及び第２のターゲットＢＳ５８
０が提供することができるサービスレベルは、ＭＳＳ５００が要求したサービスレベルよ
り高いか、または同一であり、上記第３のターゲットＢＳ５９０が提供することができる
サービスレベルが、ＭＳＳ５００が要求したサービスレベルより低いと仮定すると、サー
ビングＢＳ５４０は、第１のターゲットＢＳ５６０及び第２のターゲットＢＳ５８０をハ
ンドオーバーが可能な候補ターゲットＢＳとして選択する。
【００８４】
　サービングＢＳ５４０は、上記候補ターゲットＢＳを使用して推薦リスト(ｒｅｃｏｍ
ｍｅｎｄｅｄ ｌｉｓｔ)を作り、上記推薦リストを含むＢＳハンドオーバー要求(ＭＯＢ_
ＢＳＨＯ_ＲＥＱ)メッセージをＭＳＳ５００へ送信する(ステップ５２７)。＜表１６＞は
、本実施形態で使用される上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージのフォーマットを示す
。
【００８５】
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【表１６】

【００８６】
　＜表１６＞に示すように、＜表１１＞の従来のＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージに比
べて、本発明で再定義されたＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージは、１ビットのハンドオ
ーバーオプション(ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎ)フィールドと、７ビット予約(ｒｅｓｅｒｖｅｄ)
フィールドとをさらに含む。上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージのＨＯ_ｏｐｔｉｏ
ｎ値が‘０’に設定される場合に（ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎ＝０）、ＭＳＳ５００は、既存の
ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信した時と同一の動作、すなわち、図３に示した
手順を遂行する。しかしながら、上記ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎ値が‘１’に設定される場合に
（ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎ＝１）、ＭＳＳ５００は、本発明に従うネットワークで支援される(
Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｓｓｉｓｔｅｄ)高速のハンドオーバー過程を遂行する。
【００８７】
　一方、サービングＢＳ５４０は、上記推薦リストに含まれているターゲットＢＳへ、＜
表８＞のハンドオーバー確認(ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭ)メッセージを送信する(ステップ５２
５及びステップ５２９)。上記ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージを受信すると、第１のター
ゲットＢＳ５６０及び第２のターゲット５８０の各々は、ＭＳＳ５００のために、高速ア
ップリンクレンジング情報エレメント(Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥ)を予約し、
上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥを含むＵＬ_ＭＡＰメッセージをＭＳＳ５００へ
送信する(ステップ５３５及びステップ５３７)。
【００８８】
　また、サービングＢＳ５４０は、上記ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージ以外に、上記サ
ービングＢＳがすでに貯蔵しているＭＳＳ５００の動作に必要とされる情報を、バックボ
ーン(ｂａｃｋｂｏｎｅ)メッセージを用いて、第１のターゲットＢＳ５６０及び第２のタ
ーゲット５８０へ送信することができる。ここで、上記ＭＳＳ５００の動作に必要とされ
る情報とは、上記ＭＳＳ５００のサービス情報及び動作コンテキスト情報(ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎａｌ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)のようなハンドオーバー過程最
適化(ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ)情報を意味する。
上記の処理後、ＭＳＳ５００は、上記推薦リストに含まれているＢＳへハンドオーバーす
る場合、ＵＬ_ＭＡＰメッセージから認知された高速レンジング区間を通じて、該当ＢＳ
とレンジングを遂行することができる。ＭＳＳ５００がハンドオーバーしようとするター
ゲットＢＳが、ＭＳＳ５００に関する情報をすでに獲得した状態であると、ＭＳＳ５００
は、ハンドオーバーによるネットワーク再進入過程をさらに迅速に遂行することができる
。
【００８９】
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　図５では、ＭＳＳ５００が隣接ＢＳからのパイロットチャンネル信号のキャリア対干渉
雑音比(Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａ
ｔｉｏ：以下、“ＣＩＮＲ”と称する)スキャニングを遂行した後に、第１のターゲット
ＢＳ５６０及び第２のターゲットＢＳ５８０の各々がＦａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿Ｉ
Ｅを送信することを示すとしても(ステップ５３３)、第１のターゲットＢＳ５６０及び第
２のターゲットＢＳ５８０の各々は、上記ＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージを受信した直
後に、Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを任意に送信することができる。すなわち、
第１のターゲットＢＳ５６０は、サービングＢＳ５４０からＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセ
ージを受信した後に(ステップ５２５)、上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥをＭＳ
Ｓ５００へ送信することができる。また、第２のターゲットＢＳ５８０は、サービングＢ
Ｓ５４０からＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージを受信した後に(ステップ５２９)、Ｆａｓ
ｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥをＭＳＳ５００へ送信することができる。
【００９０】
　上記ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎ値が‘１’に設定されたＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを
受信したＭＳＳ５００は、ハンドオーバー指示(ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤ)メッセージをサービ
ングＢＳ５４０へ送信する(ステップ５３１)。ここで、上記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセー
ジのターゲットＢＳ識別子(Ｔａｒｇｅｔ_ＢＳ_ＩＤ)フィールドに明示された値は、特定
のターゲットＢＳの識別子になることもでき、上記ターゲットＢＳとＭＳＳ５００との間
であらかじめ定義された値(predefined value)になることもできる。例えば、０ｘ０００
０００００００００又は０ｘｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆは、あらかじめ定義された値とし
て使用されることができる。ＭＳＳ５００は、ＣＩＮＲスキャニングのための推薦ＢＳが
２つ以上存在する場合、上記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージのターゲットＢＳ識別子フィ
ールドに上記あらかじめ定義された値を示すことができる。
【００９１】
　従来のＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージは、ＭＳＳがハンドオーバーする最終ターゲット
ＢＳを選択して、サービングＢＳへ通知する場合に使用された。従って、従来では、上記
サービングＢＳは、上記ＭＳＳのハンドオーバーを遂行するために、上記ＭＯＢ_ＨＯ_Ｉ
ＮＤメッセージを受信しなければならない。しかしながら、サービングＢＳが、本発明に
よるＭＳＳの高速のハンドオーバーを支援するシステムで定義されたＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤ
メッセージを受信することができなかった場合、又は、上記ＭＳＳが、上記ＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤメッセージを上記サービングＢＳへ送信しない場合にも、本発明では、上記ＭＳＳ
がハンドオーバーを遂行することが可能である。これは、本発明によるＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮ
ＤメッセージのＴａｒｇｅｔ_ＢＳ_ＩＤフィールドに記録された値が、上記ＭＳＳがハン
ドオーバーを遂行する最終ターゲットＢＳのＩＤではないこともあるためである。
【００９２】
　ＭＳＳ５００は、上記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信した後、上記推薦リストに
含まれているＢＳに対するＣＩＮＲスキャニングを遂行し(ステップ５３３)、最適のター
ゲットＢＳ(以下、“新規サービングＢＳ”と称する)を選択する。例えば、ＭＳＳ５００
は、上記スキャニングの結果、スキャンされたＢＳのうち、第２のターゲットＢＳ５８０
のＣＩＮＲ値がもっとも大きいと、第２のターゲットＢＳ５８０を新規サービングＢＳと
して選択することができる。
【００９３】
　一方、本発明で提案する方式では、ＭＳＳ５００が上記推薦ターゲットＢＳからのパイ
ロットチャンネル信号のＣＩＮＲスキャニングを遂行した後、サービングＢＳ５４０へ上
記推薦ターゲットＢＳのＣＩＮＲ値を含む上記ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを送
信する必要がないので、上記推薦リストに属しているすべてのＢＳに対するＣＩＮＲスキ
ャニングを遂行する必要はない。例えば、まず、ＭＳＳ５００がハンドオーバーを遂行す
ることができる基準となるＣＩＮＲしきい値が存在すると仮定すると、ＭＳＳ５００は、
まず、第２のターゲットＢＳ５８０に対するＣＩＮＲスキャニングを実施する。ＭＳＳ５
００は、上記スキャニング結果値が上記ＣＩＮＲしきい値より大きくて、ハンドオーバー
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が十分に可能であると、第１のターゲットＢＳ５６０に対するＣＩＮＲスキャニングを遂
行する必要がない。
【００９４】
　従って、ＭＳＳ５００は、第２のターゲットＢＳ５８０がブローキャストするＵＬ_Ｍ
ＡＰメッセージをチェックすることによって、自身のために設定されているＦａｓｔ_Ｕ
Ｌ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを読んで、第２のターゲットＢＳ５８０へレンジング要求(Ｒａ
ｎｇｉｎｇ Ｒｅｑｕｅｓｔ；以下、‘ＲＮＧ－ＲＥＱ’と称する)メッセージを送信する
ことによって、ネットワーク再進入過程を開始することができる。
【００９５】
　上記ネットワーク再進入過程において、ＭＳＳ５００は、ＣＩＮＲスキャニングを遂行
した後に、サービングＢＳ５４０へ戻って、サービングＢＳ５４０との同期を獲得し、レ
ンジング過程を遂行することによって、上記ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージ及び上
記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信するのに必要とされる時間を減少させることがで
きる。また、ＭＳＳ５００は、上記推薦リストに含まれているすべてのターゲットＢＳに
対するＣＩＮＲスキャニングを遂行する必要なしに、早期にＣＩＮＲスキャニングを完了
した後に、即座にネットワーク再進入過程を開始することによって、付加的に時間をさら
に節約することができる。
【００９６】
　上記ＣＩＮＲスキャニング過程を完了した後に、ＭＳＳ５００は、新規サービングＢＳ
として選択された第２のターゲットＢＳ５８０が送信した上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉ
ｎｇ＿ＩＥを受信し(ステップ５３７)、第２のターゲットＢＳ５８０とハンドオーバーに
よるネットワーク再進入過程を遂行する(ステップ５３９、ステップ５４１、及びステッ
プ５４３)。
【００９７】
　サービングＢＳ５４０は、ＭＳＳ５００の新規サービングＢＳである第２のターゲット
ＢＳ５８０からＭＳＳ５００に対する認証手順の要請を受信すると、ＭＳＳ５００が第２
のターゲットＢＳ５８０にハンドオーバーを遂行していることを認知する。上記推薦リス
ト上のＢＳのうち、新規サービングＢＳである第２のターゲットＢＳ５８０を除いた残り
の推薦ＢＳの各々へ、ハンドオーバー撤回(ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷ)メッセージを送信す
る(ステップ５４５)。＜表１７＞は、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージのフォーマ
ットを示す。
【００９８】
【表１７】

【００９９】
　図５では、上記推薦リストが第１のターゲットＢＳ５６０及び第２のターゲットＢＳ５
８０のみを含んでいると仮定するので、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージは、第１
のターゲットＢＳ５６０のみへ送信される。上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージを受
信した第１のターゲットＢＳ５６０は、ＭＳＳ５００のための上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎ
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ｇｉｎｇ＿ＩＥを削除することによって、予約されたアップリンクリソースを解除する。
一方、ＭＳＳ５００が第２のターゲットＢＳ５８０を最終ターゲットＢＳとして選択した
ことを認知する時点後には、サービングＢＳ５４０は、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッ
セージをいつでも送信することができる。
【０１００】
　例えば、サービングＢＳ５４０は、上記ＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージに含まれている
認証に関連したＨＭＡＣ(Ｈａｓｈｅｄ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｄｅ)Ｔｕｐｌｅフィールドを使用して、第２のターゲットＢＳ５８０からのＭ
ＳＳ５００の認証要求に対して応答する時点で、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷを送信する
ことができる。また、ＭＳＳ５００が新規サービングＢＳである第２のターゲットＢＳ５
８０へのネットワーク再進入過程を完了する場合に、第２のターゲットＢＳ５８０が第２
のターゲットＢＳ５８０に隣接したＢＳへＭＳＳ５００のハンドオーバーが完了したこと
を通知するために送信するバックボーンメッセージを受信する時点で、サービングＢＳ５
４０は、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷを送信することもできる。
【０１０１】
　また、ハンドオーバーターゲットＢＳから除外された第１のターゲットＢＳ５６０が予
め定められた時間の間に、ＭＳＳ５００から上記ＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを受信するこ
とができないと、ＭＳＳ５００は、ＭＳＳ５００のために割り当てられたＦａｓｔ_ＵＬ_
Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを解除することができる。本発明の実施形態では、上記Ｆａｓｔ_
ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを解除する方式を使用して、以前のサービングＢＳ５４０が
上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージを送信するとしても、上記メッセージは、他の方
法で送信されることができる。
【０１０２】
　図６は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２．１６ｅ通信システムにおけるＢＳの
要求によるＭＳＳのハンドオーバー過程を示すフローチャートである。
【０１０３】
　図６を参照すると、まず、ステップ６１１で、上記ＭＳＳは、上記サービングＢＳから
ハンドオーバーを要求するＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを受信する。ステップ６１
３で、上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージに含まれているＨＯ_ｏｐｔｉｏｎフィー
ルドに記録された値が‘１’に設定される場合に、上記ＭＳＳは、高速のハンドオーバー
の遂行が可能であることを認知した後に、ステップ６２５へ進行して、高速のハンドオー
バー過程である次の過程を遂行する。しかしながら、上記ＨＯ_ｏｐｔｉｏｎフィールド
に記録された値が‘０’に設定される場合に、上記ＭＳＳは、ステップ６１５へ進行して
、従来のハンドオーバー過程である次の過程を遂行する。
【０１０４】
　まず、ステップ６１５で、上記ＭＳＳは、上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージに含
まれている推薦ＢＳからのパイロットチャンネル信号の各々に対してＣＩＮＲスキャニン
グを遂行し、ステップ６１７へ進行する。ステップ６１７で、上記ＭＳＳは、自身が属し
ているサービングＢＳへＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージを送信する。ここで、上記
ＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰメッセージは、上記スキャニングされた各ＢＳに対するＣＩＮ
Ｒ値を含む。
【０１０５】
　ステップ６１９で、上記ＭＳＳは、上記スキャニングされたＢＳのうち、ハンドオーバ
ーすることを決定した新規サービングＢＳを選択する。上記ＭＳＳは、例えば、ＣＩＮＲ
値がもっとも大きいＢＳを、新規サービングＢＳとして選択することができる。ステップ
６２１で、上記ＭＳＳは、上記ＭＳＳと上記サービングＢＳとの間であらかじめ定義され
た値を含むＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを送信する。ここで、上記ＭＳＳは、上記ＭＯ
Ｂ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを上記サービングＢＳへ送信しないこともある。
【０１０６】
　ステップ６３３で、上記ＭＳＳは、上記新規サービングＢＳと同期を一致させ、ＵＬ_
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ＭＡＰを受信して、ネットワーク再進入過程に関連した情報を獲得する。上記ＭＳＳは、
例えば、上記ＵＬ_ＭＡＰに含まれているＦａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥ情報を感
知することによって、コンテンションフリー(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｆｒｅｅ)方式にて
、上記新規サービングＢＳとレンジング過程を遂行することができる。ステップ６３５で
、上記ＭＳＳは、上記ハンドオーバーすることを決定したターゲットＢＳ、すなわち、新
規サービングＢＳとネットワーク再進入過程を遂行して、通信サービスを再開する。
【０１０７】
　一方、ステップ６２５で、上記ＭＳＳは、ＨＯ_ＩＮＤ_ｔｙｐｅフィールドが‘０’に
設定され、Ｔａｒｇｅｔ_ＢＳ_ＩＤフィールドが予め定義された値に設定されたＭＯＢ_
ＨＯ_ＩＮＤメッセージを、上記サービングＢＳへ送信する。ここで、予め定義された値
とは、例えば、高速のハンドオーバーを支援するＢＳのＩＤのうちの１つではない０ｘ０
０００００００００００又は０ｘｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆを意味する。すなわち、上記
ＭＳＳは、高速のハンドオーバーが可能なＢＳのうちの任意のＢＳを選択して、上記Ｔａ
ｒｇｅｔ_ＢＳ_ＩＤフィールドをそのＢＳのＩＤ値に設定することができる。
【０１０８】
　ステップ６２９で、上記ＭＳＳは、上記サービングＢＳが推薦したターゲットＢＳに対
してＣＩＮＲスキャニングを遂行する。ステップ６３１で、上記ＭＳＳは、スキャニング
結果に従って、新規サービングＢＳを選択した後、ステップ６３３及びステップ６３５を
遂行する。一方、上記ＭＳＳは、推薦ＢＳの各々に対してＣＩＮＲスキャニングを遂行す
ることによって、上記新規サービングＢＳを選択することもできる。
【０１０９】
　また、上記ＭＳＳは、任意の推薦ＢＳに対してＣＩＮＲスキャニングを遂行することが
でき、上記スキャニング結果があらかじめ定められた条件を満足すると、残りの推薦ＢＳ
に対するＣＩＮＲスキャニングを中止した後に、上記任意の推薦ＢＳを新規サービングＢ
Ｓとして選択することもできる。
【０１１０】
　図７は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの
要求によるハンドオーバーの間のサービングＢＳの動作過程を示すフローチャートである
。
【０１１１】
　図７を参照すると、まず、ステップ７１１で、上記サービングＢＳは、特定のＭＳＳに
対してハンドオーバーが必要であることを感知し、ステップ７１３へ進行する。ステップ
７１３で、上記サービングＢＳは、上記ＭＳＳが要求したサービスレベルを、上記隣接Ｂ
Ｓが支援することができるか否かを確認するために、上記隣接ＢＳの各々へＨＯ_ＰＲＥ_
ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージを送信する。ステップ７１５で、上記サービングＢ
Ｓは、上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセージに応じて、上記隣接ＢＳの
各々から受信されたＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセー
ジを使用して、推薦ＢＳリストを生成する。ステップ７１７で、上記サービングＢＳが上
記ＭＳＳに対する高速のハンドオーバーを支援することができると、上記サービングＢＳ
は、ステップ７２７へ進行する。しかしながら、上記サービングＢＳが上記ＭＳＳに対す
る高速のハンドオーバーを支援することができないと、ステップ７１９へ進行する。
【０１１２】
　ステップ７１９で、上記サービングＢＳは、上記生成された推薦ＢＳリストと、上記推
薦ＢＳの各々のサービスレベル予測(Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｌｅｖｅｌ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏ
ｎ；以下、‘ＳＬＰ’と称する)情報とを含んでいるＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ
を上記ＭＳＳへ送信する。ステップ７２１で、上記サービングＢＳは、上記ＭＳＳから、
上記推薦ＢＳの各々に対するＣＩＮＲスキャニング結果を含むＭＯＢ_ＭＳＳＨＯ_ＲＳＰ
メッセージを受信する。ステップ７２３で、上記サービングＢＳは、上記ＭＳＳがハンド
オーバーすることを決定したターゲットＢＳ、すなわち、新規サービングＢＳのＩＤを含
むＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信する。ステップ７２５で、上記サービングＢＳは
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、上記新規サービングＢＳへＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッセージを送信する。ステップ７４
１で、上記サービングＢＳは、上記ＭＳＳに設定されている接続に関する情報を解除する
か、または、あらかじめ定められた時間の間、接続情報を維持する。
【０１１３】
　ステップ７２７で、上記サービングＢＳは、上記生成された推薦ＢＳリストと、上記推
薦ＢＳの各々のＳＬＰ情報とを含んでいるＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージを、上記Ｍ
ＳＳへ送信する。上記ＭＯＢ_ＢＳＨＯ_ＲＥＱメッセージ内のＨＯ_ｏｐｔｉｏｎフィー
ルドは、‘１’に設定される。
【０１１４】
　ステップ７２９で、上記サービングＢＳは、上記推薦ＢＳへＨＯ_ＣＯＮＦＩＲＭメッ
セージを送信し、ステップ７３１へ進行する。ステップ７３１で、上記サービングＢＳは
、上記ＭＳＳからＭＯＢ_ＨＯ_ＩＮＤメッセージを受信し、ステップ７３３へ進行する。
ステップ７３３で、上記サービングＢＳは、上記ＭＳＳが新規サービングＢＳを選択した
ことを認知する。上述したように、上記サービングＢＳが上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメ
ッセージを送信する時点は、上記ＭＳＳが新規サービングＢＳを選択したことを認知する
時点後であれば、いつでも可能である。従って、上記サービングＢＳが上記ＭＯＢ_ＨＯ_
ＩＮＤメッセージに含まれている認証に関連したＨＭＡＣ(Ｈａｓｈｅｄ　Ｍｅｓｓａｇ
ｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ)Ｔｕｐｌｅフィールドを使用して、上記
ＭＳＳがハンドオーバーすることを決定した新規サービングＢＳからの上記ＭＳＳの認証
要求に対して応答する時点で、上記サービングＢＳは、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッ
セージを送信することができる。
【０１１５】
　また、上記ＭＳＳが新規サービングＢＳへのネットワーク再進入過程を完了すると、上
記新規サービングＢＳは、隣接ＢＳの各々へ、上記ＭＳＳのハンドオーバーが完了したこ
とを示すバックボーンメッセージを送信する。上記サービングＢＳは、上記バックボーン
メッセージを受信すると、上記推薦ＢＳリスト上の上記新規サービングＢＳを除いたＢＳ
へ、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージを送信することもできる。従って、ステップ
７３５で、上記サービングＢＳは、上記推薦ＢＳリスト上のＢＳのうち、上記最終ターゲ
ットＢＳを除いたＢＳを選択する。
【０１１６】
　ステップ７３７で、上記サービングＢＳは、上記選択されたＢＳ、すなわち、ターゲッ
トＢＳへ、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージを送信する。上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡ
Ｗメッセージを受信したターゲットＢＳは、上記ＭＳＳに割り当てられたＦａｓｔ_ＵＬ_
Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを解除し、自身が保存している上記ＭＳＳに関するハンドオーバー
過程情報を削除する。
【０１１７】
　図８は、本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの
要求によるハンドオーバーの間のターゲットＢＳの動作過程を示すフローチャートである
。
【０１１８】
　図８を参照すると、まず、ステップ８１１で、ターゲットＢＳは、サービングＢＳから
、特定のＭＳＳのためのＳＬＰを要求するＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮメッセ
ージを受信し、ステップ８１３へ進行する。ステップ８１３で、上記ターゲットＢＳは、
上記ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮに応じて、ＨＯ_ＰＲＥ_ＮＯＴＩＦＩＣＡＴ
ＩＯＮ_ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを上記サービングＢＳへ送信し、ステップ８１５へ
進行する。ステップ８１５で、上記ターゲットＢＳは、上記サービングＢＳからＨＯ_Ｃ
ＯＮＦＩＲＭメッセージを受信すると、ステップ８１７へ進行する。ステップ８１７で、
上記ターゲットＢＳは、Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ＿ＩＥを含むＵＬ_ＭＡＰメッセ
ージを上記ＭＳＳへ送信する。
【０１１９】
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　ステップ８１９で、上記ターゲットＢＳは、上記サービングＢＳからＨＯ_ＷＩＴＨＤ
ＲＡＷメッセージを受信するか否かを判断する。上記判断の結果、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤ
ＲＡＷメッセージを受信すると、上記ターゲットＢＳは、ステップ８２１へ進行して、該
当ＭＳＳに割り当てられた上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥを解除する。
【０１２０】
　しかしながら、上記ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージを受信することができないと、
上記ターゲットＢＳは、ステップ８２３で、上記ＭＳＳからＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを
受信するか否かを判断する。上記判断の結果、上記ＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを受信する
と、上記ターゲットＢＳは、ステップ８２５で、上記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに応じて
、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを上記ＭＳＳへ送信する。
【０１２１】
　ステップ８２７で、上記ターゲットＢＳは、上記ＭＳＳとレンジング過程を除いたネッ
トワーク再進入過程を遂行する。
【０１２２】
　ステップ８２３で、上記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受信することができないと、上記
ターゲットＢＳは、ステップ８２４へ進行して、Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥを
解除するために設定されたタイマーの駆動が完了されたか否かを判断する。上記判断の結
果、上記タイマーの駆動が完了された場合、上記ターゲットＢＳは、ステップ８２１へ進
行して、上記Ｆａｓｔ_ＵＬ_Ｒａｎｇｉｎｇ_ＩＥを解除する。しかしながら、上記タイ
マーの駆動が完了されていない場合には、上記ターゲットＢＳは、ステップ８１９へ戻っ
て、ＨＯ_ＷＩＴＨＤＲＡＷメッセージの受信を待機する。
【０１２３】
　以上、本発明の詳細について具体的な実施形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲
を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上
記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該記載と同等なものに
より定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムの構造を概略的に示す図である。
【図２】従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＭＳＳの要求によるハンド
オーバー過程を示すシグナリング図である。
【図３】従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの要求によるハンドオ
ーバー過程を示すシグナリング図である。
【図４】従来のＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＭＳＳのハンドオーバーの
後に遂行されるネットワーク再進入過程を示すシグナリング図である。
【図５】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの要
求によるハンドオーバーの間の高速のハンドオーバー過程を示すシグナリング図である。
【図６】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの要
求によるＭＳＳの高速のハンドオーバー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通信システムにおけるＢＳの要
求によるハンドオーバーの間のサービングＢＳの動作過程を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態によるＩＥＥＥ８０２.１６ｅ通信システムにおけるＢＳの要
求によるハンドオーバーの間のターゲットＢＳの動作過程を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２５】
　１００　　セル
　１５０　　セル
　１１０　　ＢＳ
　１４０　　ＢＳ
　１１１，１１３，１３０，１５１，１５３　　ＭＳＳ
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　２００　　ＭＳＳ
　２１０　　サービングＢＳ
　２２０　　第１のターゲットＢＳ
　２３０　　第２のターゲットＢＳ
　３００　　ＭＳＳ
　３１０　　サービングＢＳ
　３２０　　第１のターゲットＢＳ
　３３０　　第２のターゲットＢＳ
　４００　　ＭＳＳ
　４５０　　最終ターゲットＢＳ
　５００　　ＭＳＳ
　５４０　　サービングＢＳ
　５６０　　第１のターゲットＢＳ
　５８０　　第２のターゲットＢＳ
　５９０　　第３のターゲットＢＳ

【図１】 【図２】
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