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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チャネル品質を評価するために周辺基地局をスキャニングす
る方法であって、該方法は、
　少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービング基地局から受信することと、
　モバイル加入者局から前記サービング基地局にスキャニング要請メッセージを伝送する
ことであって、該スキャニング要請メッセージは、要請されたスキャン持続時間と、要請
されたインターリーブ間隔と、要請されたスキャン反復とを含み、該要請されたスキャン
反復は、少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする要請された反復回数と関連し、
該要請されたインターリーブ間隔は各スキャンの間にインターリーブされる、ことと、
　前記サービング基地局からスキャニング応答メッセージを受信することであって、該ス
キャニング応答メッセージは、許容されたスキャン持続時間と、許容されたインターリー
ブ間隔と、許容されたスキャン反復とを含み、該許容されたスキャン反復は該少なくとも
一つの周辺基地局のスキャニングの許容された反復回数に関連し、該許容されたインター
リーブ間隔は各スキャンの間にインターリーブされる、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記許容されたインターリーブ間隔の各々の間に前記サービング基地局と前記モバイル
加入者局とが通常動作モードにある、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記モバイル加入者局が前記サービング基地局に前記許容されたスキャン持続時間の間
に任意のデータを伝送する場合、前記少なくとも一つの周辺基地局のスキャニングが終了
する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記要請されたスキャン持続時間は、前記モバイル加入者局が前記少なくとも一つの周
辺基地局のスキャニングを開始及び終了する要請された期間と関連する、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記許容されたスキャン持続時間は、前記モバイル加入者局が前記少なくとも一つの周
辺基地局のスキャニングを開始及び終了する許容された期間と関連する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記許容されたスキャン持続時間及び前記許容されたスキャン反復は、前記要請された
スキャン持続時間、前記要請されたスキャン反復及びネットワークロードに応答して、前
記サービング基地局によって決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいてチャネル品質を評価するために周辺基地局をスキャニングす
る方法であって、該方法は、
　少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービング基地局から受信することと、
　前記サービング基地局からスキャニング応答メッセージを受信することであって、該ス
キャニング応答メッセージは、スキャン持続時間と、インターリーブ間隔と、スキャン反
復とを含み、該スキャン反復は、少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回
数と関連し、該インターリーブ間隔は各スキャンの間にインターリーブされる、ことと
　を含む、方法。
【請求項８】
　前記インターリーブ間隔の各々の間に前記サービング基地局が通常動作モードにある、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記スキャン持続時間は、前記サービング基地局が前記少なくとも一つの周辺基地局の
スキャニングを開始及び終了する期間と関連する、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおいてチャネル品質を評価するために周辺基地局をスキャニングす
るように構成されたモバイル加入者局であって、該モバイル加入者局は、
　少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービング基地局から受信するための手
段と、
　モバイル加入者局から前記サービング基地局にスキャニング要請メッセージを伝送する
ための手段であって、該スキャニング要請メッセージは、要請されたスキャン持続時間と
、要請されたインターリーブ間隔と、スキャン反復とを含み、該要請されたスキャン反復
は、少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする要請された反復回数と関連し、該要
請されたインターリーブ間隔はスキャン持続時間の間にインターリーブされる、手段と、
　前記サービング基地局からスキャニング応答メッセージを受信する手段であって、該ス
キャニング応答メッセージは、許容されたスキャン持続時間と、許容されたインターリー
ブ間隔と、許容されたスキャン反復とを含み、該許容されたスキャン反復は、少なくとも
一つの周辺基地局をスキャニングする許容された反復回数と関連し、該許容されたインタ
ーリーブ間隔はスキャン持続時間の間にインターリーブされる、手段と、
　を含む、モバイル加入者局。
【請求項１１】
　前記要請されたスキャン持続時間は、前記モバイル加入者局が前記少なくとも一つの周
辺基地局のスキャニングを開始及び終了する許容された期間と関連する、請求項１０に記
載のモバイル加入者局。
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【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関するもので、具体的に、無線接続システムにおける周
辺基地局のスキャニング方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ８０２．１６ｅシステムは、広帯域無線接続システムに対する国際標準化の一
部である。ＩＥＥＥ８０２．１６ｅのシステムは、既存の第２世代または第３世代移動通
信システムとは異なって、ＨＬＲ、ＶＬＲ、ＭＳＣ、ＢＳＣ、ＲＮＣなどの階層的構造を
備えておらず、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳＳ
）と、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）と、認証管理サーバー（Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｓｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ；以
下‘ＡＳＡサーバー'という）と、を含んで構成される。基地局と移動局との間には、共
通した物理（Ｐｈｙｉｃａｌ；以下、‘ＰＨＹ'という）階層及び接続制御（Ｍｅｄｉｕ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；以下、‘ＭＡＣ'という）階層を定義している。
【０００３】
　図１は、広帯域無線接続システムにおいて、データ平面でのハンドオーバー動作を示す
説明図である。
【０００４】
　図２は、広帯域無線接続システムにおいて、制御平面でのハンドオーバー動作を示す説
明図である。
【０００５】
　以下、広帯域無線接続システムにおけるハンドオーバー遂行過程を、図１及び図２に基
づいて説明する。
【０００６】
　１．ハンドオーバーのための前処理過程
　ハンドオーバーのための前処理過程には、周辺基地局と関連した情報を基地局で放送し
、セル内の全ての移動局に知らせる過程が含まれる。また、前記前処理過程は、この情報
に基づいて隣接基地局のチャネル品質を測定する過程を含む。また、基地局と周辺基地局
との間において、初期移動局の電力値、同期のための時間差値などのパラメーターを合せ
る過程を含む。
【０００７】
　ａ．ネットワークトポロジー広告
　ネットワークトポロジー広告過程において、基地局は、網構成と関連した情報をＭＯＢ
＿ＮＢＲ－ＡＤＶ　ＭＡＣメッセージを通してセル内の全ての移動局に放送することで、
セル内の全ての移動局に周辺基地局の情報を知らせる。
【０００８】
　ｂ．周辺基地局スキャニング
　周辺基地局スキャニング過程において、移動局は、ハンドオーバーのために周辺基地局
をスキャニングする。そして、周辺基地局をスキャニングするためのスキャニング周期を
ＭＯＢ＿ＳＣＮ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを通して基地局に要請する。そうすると、前
記基地局は、これに対する応答としてＭＯＢ＿ＳＣＮ－ＲＳＰ　ＭＡＣメッセージを伝送
し、移動局が周辺基地局をスキャニングできる周期を割り当てる。また、基地局は、移動
局の要請なしに、直接ＭＯＢ＿ＳＣＮ＿ＲＳＰ　ＭＡＣメッセージを伝送することもでき
る。このとき、基地局が割り当てるスキャニング周期及びスキャニング開始のためのオフ
セット単位は、全てフレーム単位で割り当てられる。
【０００９】
　ｃ．連合過程
　連合過程において、移動局は、基地局とレンジング（Ｒａｎｇｉｎｇ）過程を行ってセ
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ルに正常に合わせる。前記レンジング過程は、移動局が基地局から通信のための基本的な
情報を獲得する過程である。すなわち、移動局が基地局をスキャニングして新しい基地局
を選択すると、前記連合過程を行う。移動局と基地局は、ＲＮＧ＿ＲＥＱ　ＭＡＣメッセ
ージを伝送し、移動局の電力オフセット値及びタイミングオフセット値などを適切な値に
設定する。ＲＮＧ＿ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを伝送することを、初期レンジング（Ｉｎ
ｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ）動作という。これは、移動局がネットワーク進入過程を行
うための基本動作となる。ハンドオーバー時に新しい移動局を受け入れたターゲット基地
局は、特定の移動局が自身のセルに連合された事項を、移動局が以前に属していたサービ
ング基地局に伝送し、移動局に関する情報を保存する。
【００１０】
　２．ハンドオーバー過程
　ハンドオーバー過程においては、前記ハンドオーバー前処理過程で獲得した隣接基地局
とのチャネル品質情報に基づいて、移動局がハンドオーバーを開始する。
【００１１】
　ａ．セル選択
　図３は、広帯域無線接続システムにおいて、移動局のセル選択過程を示したフローチャ
ートである。
【００１２】
　セル選択動作は、移動局がセルに正常に登録する前に、移動局が現在セルの基地局から
伝送する信号の信号対干渉雑音比（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｎ
ｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ；以下、‘ＳＩＮＲ'という）より優れた信号のＳＩＮＲを受信で
きる基地局に新しく登録するためにセルを変える動作である。このとき、移動局が登録過
程を行っていないため、基地局では、移動局の移動状況を知らない状態となる。
【００１３】
　ｂ．ハンドオーバー開始
　ハンドオーバー開始は、基地局及び移動局の全てが行える。すなわち、基地局がハンド
オーバーを要請する場合は、基地局がＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを移
動局に伝送する。一方、移動局がハンドオーバーを要請する場合は、ＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ
－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを移動局が基地局に伝送する。
【００１４】
　移動局がＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを伝送する場合は、まず、移
動局は、前記ＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージが現在のサービング基地局
に伝送されるために、周辺基地局から受信した信号のＳＩＮＲを前記基地局に伝送する。
現在のサービング基地局は、ハンドオーバーを行うためのターゲット基地局として候補基
地局を選択する。
【００１５】
　基地局が移動局からＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを受信したり、基
地局が移動局をハンドオーバーさせるためにＭＯＢ＿ＢＳＨＯ－ＲＥＱ　ＭＡＣメッセー
ジを伝送する前に、周辺基地局から特定の移動局をハンドオーバーさせるための受信確認
信号（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ；以下、‘ＡＣＫ'という）を確認した後、移動
局のハンドオーバーを許容する。ＭＯＢ＿ＢＳＨＯ／ＭＳＳＨＯ－ＲＥＱメッセージを受
信した移動局または基地局は、ＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ／ＢＳＨＯ－ＲＳＰ　ＭＡＣメッセー
ジを伝送し、ハンドオーバーを行うターゲット基地局を知らせる。
【００１６】
　ｃ．ハンドオーバー取り消し
　移動局または基地局がハンドオーバーを行うために、ＭＯＢ＿ＭＳＳＨＯ／ＢＳＨＯ－
ＲＥＱ　ＭＡＣメッセージを伝送した後、移動局は、ハンドオーバーを取り消すことがで
きる。このとき、移動局は、ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ　ＭＡＣメッセージの特定フィールド
をセッティング（ＨＯ＿Ｔｙｐｅ＝０１）して基地局に伝送し、これを受信した基地局は
、現在進行中のハンドオーバーを取り消す。



(5) JP 4677444 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

【００１７】
　ｄ．ハンドオーバー終了
　移動局は、ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ　ＭＡＣメッセージをサービング基地局に伝送してハ
ンドオーバーが正常に完了したことを知らせ、ハンドオーバー動作を完了する。このとき
、移動局は、ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ　ＭＡＣメッセージの特定フィールドをセッティング
（ＨＯ　Ｔｙｐｅ＝００）し、正常にハンドオーバーが終了したことをサービング基地局
に伝送する。基地局は、移動局からＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ　ＭＡＣメッセージを受信し、
直ちにハンドオーバーを行った移動局に割り当てられたＭＡＣ状態マシンを終了する。ま
た、前記サービング基地局は、自動再伝送要求（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｑｅａｔ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ；ＡＲＱ）連結及びデータ伝送と関連した全ての連結を終了する。
【００１８】
　ｅ．ハンドオーバー拒絶
　移動局は、基地局が勧告したハンドオーバーを拒絶することができる。このとき、移動
局は、ＭＯＢ＿ＨＯ－ＩＮＤ　ＭＡＣメッセージの特定フィールドをセッティング（ＨＯ
　Ｔｙｐｅ＝１０）して基地局に伝送する。基地局は、移動局から拒絶メッセージを受信
すると、ターゲット基地局を再び把握し、移動局にＭＯＢ_ＢＳＨＯ-ＲＳＰメッセージを
再伝送する。
【００１９】
　３．隣接基地局スキャニング手順
　図４は、従来の隣接基地局スキャニング方法を示したフローチャートである。図４に示
すように、移動局と連結されたサービング基地局は、隣接基地局に対する情報を基地局領
域内の全ての移動局に放送する。
【００２０】
　前記隣接基地局に対する情報は、ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージを通して伝達され
る。表１は、ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージの構成を示した一例である。
【００２１】
【表１】

　表１に示すように、ＭＯＢ－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージには、隣接基地局の個数、隣接
基地局の識別因子、隣接基地局で使用する周波数、隣接基地局のチャネル情報などが含ま
れる。
【００２２】
　このメッセージを受信した移動局は、サービング基地局から伝送されるデータ受信を一
時中断し、隣接基地局からのチャネル品質測定のための時間を獲得するためのＭＯＢ－Ｓ
ＣＮ－ＲＥＱメッセージを基地局に伝送する。表２は、ＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＥＱメッセー
ジの構成を示した一例である。
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【００２３】
【表２】

　移動局が隣接基地局のチャネル品質を測定する間、サービング基地局は、移動局へのデ
ータの送信を中断し、移動局が要請したスキャニング時間以後にデータを伝送する。サー
ビング基地局は、前記ＭＯＢ-ＳＣＮ-ＲＥＱに対する応答としてＭＯＢ-ＳＣＮ-ＲＳＰメ
ッセージを前記移動局に伝送する。表３は、ＭＯＢ-ＳＣＮ-ＲＥＱメッセージの構成を示
した一例である。
【００２４】

【表３】

　前記ＭＯＢ－ＳＣＮ－ＲＥＱメッセージに示すように、基地局は、移動局が要請したス
キャニング時間（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）を保障し、移動局は、開始フレーム（Ｓ
ｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ）時間の間待ってから基地局スキャニングを開始する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　上記のような従来の周辺基地局スキャニング方法によると、いくつかの問題点及び不利
な点がある。移動中の移動局は、基地局から断絶のないサービス提供を受けるために、ハ
ンドオーバーを開始することができる。また、基地局は、負荷の均衡のために移動局にハ
ンドオーバーを命令することができる。この場合、移動局は、ハンドオーバー遂行可否を
決定するために、隣接基地局に対するスキャニングを行う。したがって、ハンドオーバー
が必要である場合、持続的に隣接基地局をスキャニングすべきである。しかしながら、従
来の方法によると、移動局は、隣接基地局をスキャニングしてチャネル品質情報を得るた
めに、毎回スキャニング要請メッセージを伝送し、これによるスキャニング応答メッセー
ジを受信しなければならない。したがって、制限された無線資源を継続的に占有するとと
もに、メッセージ送受信に必要な移動局の電力が不要に消耗されるという問題があった。
【００２６】
　本発明は、上記のような従来の問題点を本質的に解決するためのもので、無線接続シス
テムにおける周辺基地局スキャニング方法に関するものである。
【００２７】
　本発明の目的は、広帯域無線接続システムにおいて、移動局がハンドオーバーに必要な
物理チャネルの品質を一層効率的に測定し、その結果を基地局に伝送するための隣接基地
局スキャニング方法を提供することにある。
【００２８】
　本発明の追加的な長所、目的及び特徴は、以下の詳細な説明に基づいて前記技術分野の
通常の技術を有する者に明らかになるか、または、発明の実施を通して理解可能になる。
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本発明の特徴及び長所は、添付の図面のみならず、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲
を通して一層具体化されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　上記目的を達成するための本発明の一実施形態として、無線通信システムでチャネル品
質を評価するために周辺基地局をスキャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局
と関連した情報をサービング基地局から受信する段階と、移動局から前記サービング基地
局に、要請されたスキャン区間と、要請された少なくとも一つの周辺基地局をスキャニン
グする反復回数と関連した要請されたスキャン反復とを含むスキャニング要請メッセージ
を伝送する段階と、から構成される。また、前記サービング基地局から、許容されたスキ
ャン区間と、許容された少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連
した許容されたスキャン反復と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
。
【００３０】
　前記スキャニング要請メッセージは、各スキャン間の要請された時間区間と関連した要
請された一般機能遂行区間をさらに含むことが好ましい。前記スキャニング応答メッセー
ジは、各スキャン間の許容された時間区間と関連した許容された一般機能遂行区間をさら
に含むことが好ましい。
【００３１】
　前記許容された各一般機能遂行区間の間に、前記サービング基地局と移動局は、一般機
能モードにあることが好ましい。前記移動局が前記サービング基地局に、前記許容された
スキャン区間の間に任意のデータを伝送する場合、前記少なくとも一つの周辺基地局のス
キャニングが終了することが好ましい。
【００３２】
　前記要請されたスキャン区間は、前記移動局が前記少なくとも一つの周辺基地局のスキ
ャニングを開始及び終了する要請された時間区間と関連したものであることが好ましい。
前記許容されたスキャン区間は、前記移動局が前記少なくとも一つの周辺基地局のスキャ
ニングを開始及び終了する許容された時間区間と関連したものであることが好ましい。
【００３３】
　前記サービング基地局からのスキャニング応答メッセージは、前記サービング基地局へ
の前記移動局の報告回数と関連したスキャン報告モードをさらに含む。前記スキャン報告
モードは、（１）報告なし、（２）周期的な報告、（３）測定時ごとに報告のうち何れか
一つを含む。前記移動局は、前記スキャン報告モードにしたがって前記サービング基地局
にスキャン報告を伝送することが好ましい。
【００３４】
　前記許容されたスキャン区間及び前記許容されたスキャン反復は、前記要請されたスキ
ャン区間、前記要請されたスキャン反復及びネットワークロードにしたがって前記サービ
ング基地局によって決定されることが好ましい。
【００３５】
　本発明の他の実施形態として、無線通信システムでチャネル品質を評価するために周辺
基地局をスキャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービ
ング基地局から受信する段階と、前記サービング基地局から、スキャン区間と、少なくと
も一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連したスキャン反復とを含むスキャ
ニング応答メッセージを受信する段階と、を含む。
【００３６】
　本発明のさらに他の実施形態として、無線通信システムでチャネル品質を評価するため
に周辺基地局をスキャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報を
移動局に伝送する段階と、サービング基地局から、許容されたスキャン区間と、許容され
た少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した許容されたスキャ
ン反復とを含むスキャニング応答メッセージを伝送する段階と、を含む。前記スキャニン
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グ応答メッセージ伝送前に、移動局から前記サービング基地局に、要請されたスキャン区
間と、要請された少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した要
請されたスキャン反復とを含むスキャニング要請メッセージを受信する段階をさらに含む
ことが好ましい。
【００３７】
　本発明の上記の目的や他の目的、特徴、観点及び利点は、添付の図面と一緒に、以下の
本発明の詳細な説明によって一層明確になるだろう。本発明に対する以上の一般的な説明
及び以下の詳細な説明は、例示的なものであり、以下、請求された発明を一層詳細しく説
明する。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、広帯域無線接続システムに適用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付の図面に基づいて詳細に説明する。図
面において、同一か類似した部分を示す参照符号には、同一の参照符号を与えている。
【００４０】
　一実施形態において、周辺基地局のチャネル品質測定のためのスキャニングを行うため
の要請がサービング基地局に伝送される。移動局は、周期的にスキャニングを行えるよう
に、スキャニングを行う周期及びスキャニングを行う反復回数に対する情報を基地局に伝
送する。周期的に周辺基地局に対するスキャニングを行う場合、前記スキャニングを行う
周期は、各スキャニング遂行区間の間の時間、すなわち、移動局と基地局との間にデータ
を伝送する一般機能遂行区間と同一である。したがって、以下では、スキャニングを行う
周期を、一般機能遂行区間で表現する。前記一般機能遂行区間の間に、前記移動局とサー
ング基地局はトラフィックデータを送受信する。
【００４１】
　移動局で測定されるチャネル品質情報は、周辺基地局から受信する信号対雑音比（ＳＩ
ＮＲ）、ビットエラー率、サービスの品質識別子及びその他の情報などを含む。表４は、
本発明に係るスキャニング要請メッセージ（スキャン要請メッセージ）の構成を示した一
例である。
【００４２】
【表４】

　表４に示すように、移動局は、スキャニング要請メッセージを使用して、基地局に周期
的なスキャニング遂行のための情報を伝送する。前記スキャニング要請メッセージは、ス
キャニング区間の大きさ（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）、スキャニング開始時間（Ｓｔ
ａｒｔ　Ｆｒａｍｅ）、反復されるスキャニング回数（Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ）
及び一般機能遂行区間（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）に関する情報を
含む。
【００４３】
　移動局からスキャニング区間要請メッセージを受信した基地局は、これに対する応答と
してスキャニング応答メッセージを移動局に伝送する。表５は、本発明に係るスキャニン
グ応答メッセージの構成を示した一例である。
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【００４４】
【表５】

　表５に示すように、基地局は、移動局のスキャニング要請メッセージに対する応答とし
て、スキャニング応答メッセージを移動局に伝送する。スキャニング応答メッセージは、
許容するスキャニング区間の大きさ（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）、スキャニング開始
時間（Ｓｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ）、反復されるスキャニング回数（Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａ
ｔｉｏｎ）及び一般機能遂行区間（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）に対
する情報を含む。
【００４５】
　移動局は、基地局から伝送されたスキャニング応答メッセージに含まれた情報に基づい
て、周期的に隣接基地局のチャネル品質を測定する。基地局が移動局に知らせるスキャニ
ング区間の大きさ（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）、スキャニング開始時間（Ｓｔａｒｔ
　Ｆｒａｍｅ）、スキャニング反復回数（Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ）、一般機能遂
行区間（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）に対する情報は、移動局の要請
による応答として伝送されることもある。また、基地局が移動局に知らせるスキャニング
区間の大きさ（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）、スキャニング開始時間（Ｓｔａｒｔ　Ｆ
ｒａｍｅ）、スキャニング反復回数（Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ）、一般機能遂行区
間（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）に対する情報は、基地局が移動局の
要請なしに伝送することもできる。
【００４６】
　図５は、本発明の一実施形態によって隣接基地局スキャニング方法を示したフローチャ
ートである。図５に示すように、一実施形態として、移動局５１０が第１～第３一般機能
遂行区間５５５，５６５，５７５と関連した周辺基地局、すなわち、第２基地局５３０及
び第３基地局５４０のチャネル品質を測定するスキャニング区間の間に、移動局５１０に
伝送されるべきデータが発生すると、第１基地局（サービング基地局）５２０は、移動局
５１０にデータを伝送せず、一旦基地局に保存する。そして、前記サービング基地局５２
０は、移動局５１０が周辺基地局５３０，５４０に対してスキャニングを行わない区間、
すなわち、一般機能遂行区間に保存されたデータを伝送する。
【００４７】
　他の実施形態として、データ伝送時間が長くなり、新しく開始される移動局５１０のス
キャニング開始時間までデータの伝送が完了しない場合、サービング基地局５２０は、ス
キャニング開始時間を無視して継続的にデータを伝送することもできる。また、移動局５
１０のスキャニング開始時間に合せてデータ伝送を止めることもできる。この場合、移動
局５１０のスキャニング区間が終了すると、前記データ伝送を再び開始することができる
。
【００４８】
　また、サービング基地局５２０が移動局５１０のスキャニング開始時間を無視してデー
タを継続的に伝送する場合、移動局５１０は、サービング基地局５２０からスキャニング
応答メッセージを通して割り当てられたスキャニング区間、一般機能遂行区間、スキャニ
ング反復回数がこれ以上有効でないと判断し、これ以上スキャニングをしないこともある
。また、移動局５１０のスキャニング区間の間、サービング基地局５２０がスキャニング
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区間を無視して継続的にデータ伝送を行う場合、一旦サービング基地局５２０からデータ
を受信し、未だに行っていない反復回数だけスキャニング過程を行える。また、サービン
グ基地局５２０のデータ伝送の間に継続的にスキャニングし、最初にサービング基地局５
２０から割り当てられた全体スキャニング区間（スキャニング区間の大きさ×スキャニン
グ反復回数）の間スキャニングを行うこともできる。
【００４９】
　また、前記サービング基地局５２０は、ハンドオーバーを行う必要性があるかを判断す
るために、移動局５１０のスキャニングを通して獲得した周辺（ターゲット）基地局のチ
ャネル品質測定結果を用いることができる。この場合、サービング基地局５２０は、移動
局５１０がハンドオーバーを行う必要性があるかを判断するために、移動局５１０に周辺
基地局のチャネル品質測定を要請することができる。前記サービング基地局５２０は、前
記サービング基地局５２０のネットワーク負荷調節を目的として、移動局５１０にハンド
オーバー遂行を命令することができる。
【００５０】
　また、サービング基地局５２０の移動局５１０へのチャネル品質測定要請は、サービン
グ基地局５２０の必要によって発生する。この場合、前記要請を受けた移動局５１０は、
周辺基地局とのチャネル品質を測定した結果（チャネル品質測定結果）を、測定を要請し
たサービング基地局５２０に伝送する。例えば、移動局５１０は、要請されたスキャン反
復、一般機能遂行区間及びスキャン周期を含むパラメーターをサービング基地局５２０に
伝送することが好ましい。サービング基地局５２０は、サービング基地局５２０のスケジ
ューリングとデータバッファー特性とを組み合せるために前記受信された各パラメーター
を用いることができる。また、サービング基地局５２０は、前記各パラメーターを変更す
ることもできる。前記チャネル品質測定結果の伝送は、測定時点や周期とは関係なしに周
期的に報告することができる。また、前記チャネル品質測定結果は、移動局５１０でチャ
ネル品質を測定する時ごとに報告することもできる。移動局５１０の測定結果報告方法は
、基地局５２０または移動局５１０で選択する。
【００５１】
　表６は、前記選択に関する情報を含むスキャニング応答メッセージの一例を示したもの
である。
【００５２】
【表６】

　移動局は、サービング基地局から受信したスキャニング応答メッセージの識別子によっ
て、チャネル品質測定結果を測定する時ごとに報告することもできる。また、移動局は、
サービング基地局から受信したスキャニング応答メッセージの識別子によって、チャネル
品質測定結果を周期的に報告することもできる。周期的に測定結果を報告する場合は、別
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途に測定結果報告周期を設定することができる。また、移動局は、チャネル品質測定結果
を報告しないこともある。
【００５３】
　一実施形態として、移動局は、サービング基地局から受信したスキャニング応答メッセ
ージに対する確認メッセージを必ず送る必要はない。例えば、移動局がサービング基地局
の命令内容と異なる動作を行う場合、サービング基地局は、スキャニング応答メッセージ
が誤って伝達されたと判断し、必要によって再びスキャニング応答メッセージを伝送する
。
【００５４】
　一方、移動局がターゲット基地局をスキャニングし、その結果をサービング基地局に報
告する手順を行う途中、ターゲット基地局から新しくスキャニング及び報告を要求するメ
ッセージを受信すると、現在の全てのスキャニング及び報告手順を無視し、新しいメッセ
ージによってスキャニング及び報告手順を行うことができる。
【００５５】
　周期的に反復されるスキャニング区間とデータ送受信可能な一般機能遂行区間の集合は
、サービング基地局の要請によっていつでも中断される。サービング基地局が上記のよう
な中断を要請する場合、前記サービング基地局は、表５に示したスキャニング応答メッセ
ージ内の特定領域（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ、Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ、Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ）を特定の値、例えば、０値で埋めて知らせる
ことができる。前記反復されるスキャニング区間とデータ送受信可能な一般機能遂行区間
の集合は、移動局の要請によってもいつでも中断される。このために、移動局は、表４に
示したスキャニング要請メッセージ内の特定領域（Ｓｃａｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ、Ｉｎｔ
ｅｒｌｅａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ、Ｓｃａｎ　Ｉｔｅｒａｔｉｏn）を特定の値、
例えば、０値で埋めて知らせることができる。
【００５６】
　一実施形態として、無線通信システムでチャネル品質を評価するために周辺基地局をス
キャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービング基地局
から受信する段階と、移動局から前記サービング基地局に、要請されたスキャン区間と、
要請された少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した要請され
たスキャン反復とを含むスキャニング要請メッセージを伝送する段階と、を含んで構成さ
れる。また、前記サービング基地局から、許容されたスキャン区間と、許容された少なく
とも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した許容されたスキャン反復と
を含むスキャニング応答メッセージを受信する段階と、を含む。
【００５７】
　前記スキャニング要請メッセージは、各スキャン間の要請された時間区間と関連した要
請された一般機能遂行区間をさらに含むことが好ましい。前記スキャニング応答メッセー
ジは、各スキャン間の許容された時間区間と関連した許容された一般機能遂行区間をさら
に含むことが好ましい。
【００５８】
　前記許容された各一般機能遂行区間の間に、前記サービング基地局と移動局は、一般機
能モードにあることが好ましい。前記移動局が前記サービング基地局に、前記許容された
スキャン区間の間に任意のデータを伝送する場合、前記少なくとも一つの周辺基地局のス
キャニングが終了されることが好ましい。
【００５９】
　前記要請されたスキャン区間は、前記移動局が前記少なくとも一つの周辺基地局のスキ
ャニングを開始及び終了する要請された時間区間と関連したものであることが好ましい。
前記許容されたスキャン区間は、前記移動局が前記少なくとも一つの周辺基地局のスキャ
ニングを開始及び終了する許容された時間区間と関連したものであることが好ましい。
【００６０】
　前記サービング基地局からのスキャニング応答メッセージは、前記サービング基地局へ
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の前記移動局の報告回数と関連したスキャン報告モードをさらに含む。前記スキャン報告
モードは、（１）報告なし、（２）周期的な報告、（３）測定時ごとに報告のうち何れか
一つを含むことが好ましい。前記移動局は、前記スキャン報告モードにしたがって前記サ
ービング基地局にスキャン報告を伝送することが好ましい。
【００６１】
　前記許容されたスキャン区間及び前記許容されたスキャン反復は、前記要請されたスキ
ャン区間、前記要請されたスキャン反復及びネットワークロードにしたがって前記サービ
ング基地局によって決定されることが好ましい。
【００６２】
　他の実施形態として、無線通信システムでチャネル品質を評価するために周辺基地局を
スキャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報をサービング基地
局から受信する段階と、前記サービング基地局から、スキャン区間と、少なくとも一つの
周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連したスキャン反復とを含むスキャニング応
答メッセージを受信する段階と、を含む。
【００６３】
　さらに他の実施形態として、無線通信システムでチャネル品質を評価するために周辺基
地局をスキャニングする方法は、少なくとも一つの周辺基地局と関連した情報を移動局に
伝送する段階と、サービング基地局で許容されたスキャン区間と、許容された少なくとも
一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した許容されたスキャン反復とを含
むスキャニング応答メッセージを伝送する段階と、を含む。また、前記スキャニング応答
メッセージの伝送前に、移動局から前記サービング基地局に、要請されたスキャン区間と
、要請された少なくとも一つの周辺基地局をスキャニングする反復回数と関連した要請さ
れたスキャン反復とを含むスキャニング要請メッセージを受信する段階をさらに含むこと
が好ましい。
【００６４】
　したがって、移動局は、スキャニング要請メッセージ及びスキャニング応答メッセージ
を反復的に送信及び受信せず、広帯域無線接続システムで周辺基地局のスキャニングを行
う。
【００６５】
　本発明は、本発明の精神及び必須的な特徴から逸脱しない範囲で、他の特定の形態で具
体化されうることは、当業者にとって自明である。したがって、上記の詳細な説明は、全
ての面で制限的に解析されてはならなく、例示的なものとして考慮されるべきである。本
発明の範囲は、添付の特許請求の範囲の合理的な解析によって決定されるべきで、本発明
の等価的範囲内での全ての変更は、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】広帯域無線接続システムにおいて、データ平面でのハンドオーバー動作を示す説
明図である。
【図２】広帯域無線接続システムにおいて、制御平面でのハンドオーバー動作を示す説明
図である。
【図３】広帯域無線接続システムにおいて、移動局のセル選択過程を示したフローチャー
トである。
【図４】隣接基地局スキャニング方法を示したフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態によって隣接基地局スキャニング方法を示したフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００６７】
　５１０　移動局
　５２０　第１基地局
　５３０　第２基地局
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　５４０　第３基地局

【図１】

【図２】

【図３】
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