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(57)【要約】
　通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了
を通知するためのシステム及びその方法を提供する。こ
のシステムにおいて、移動端末機（ＭＳ）は、基地局（
ＢＳ）とのネットワーク再進入手続を完了した後に、こ
のネットワーク再進入手続の完了をＢＳへ通知する。



(2) JP 2009-500940 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおける移動端末機（ＭＳ）がネットワーク再進入手続の完了を通知する
ための方法であって、
　基地局（ＢＳ）とのネットワーク再進入手続を完了するステップと、
　前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知するステップと、
を含むことを特徴とする通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知する
ための方法。
【請求項２】
　前記ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了するステップは、
　前記ＢＳと前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされる各過程を省略す
るか否かを示す情報を前記ＢＳから受信するステップと、
　当該受信された情報に従って、前記ＢＳと前記ネットワーク再進入手続を遂行するステ
ップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続
の完了を通知するための方法。
【請求項３】
　前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知するステップは、
　前記情報が前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされる全ての過程を省
略することができることを示す場合には、
　前記情報を正常に受信したことを示す応答を前記ＢＳへ送信することを特徴とする請求
項２に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための方法
。
【請求項４】
　前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知するステップは、
　前記情報が前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされる過程のうちの少
なくとも１つを省略することができることを示す場合には、
　前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされるプロセスのうちの省略可能
なプロセスを除いた残りのプロセスを完了した後に、前記ネットワーク再進入手続の完了
を前記ＢＳへ通知することを特徴とする請求項２に記載の通信システムにおけるネットワ
ーク再進入手続の完了を通知するための方法。
【請求項５】
　前記ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了するステップは、
　前記ＢＳから非要求登録応答（ＲＥＧ-ＲＳＰ）メッセージを受信する場合には、前記
ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了することを特徴とする請求項１に記載の通信シス
テムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための方法。
【請求項６】
　前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知するステップは、
　前記非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ正常受
信（ＡＣＫ）メッセージを前記ＢＳへ送信することを特徴とする請求項５に記載の通信シ
ステムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための方法。
【請求項７】
　前記ＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、帯域幅要求メッセージヘッダーであり、前記
帯域幅要求メッセージヘッダーは、前記帯域幅要求メッセージヘッダーが前記ＲＥＧ-Ｒ
ＳＰ ＡＣＫメッセージであることを示す帯域幅要求フィールドを含むことを特徴とする
請求項６に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための
方法。
【請求項８】
　前記ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了するステップは、
　前記ＢＳとネットワーク再進入手続を遂行するためのＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに関す
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る情報を含むレンジング応答（ＲＮＧ-ＲＳＰ）メッセージを前記ＢＳから受信するステ
ップと、
　前記情報に従って前記ＢＳからＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを受信する場合には、前記Ｂ
Ｓとのネットワーク再進入手続を完了するステップと、を含むことを特徴とする請求項１
に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための方法。
【請求項９】
　前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知するステップは、
　前記ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッ
セージを前記ＢＳへ送信することを特徴とする請求項８に記載の通信システムにおけるネ
ットワーク再進入手続の完了を通知するための方法。
【請求項１０】
　前記ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、帯域幅要求メッセージヘッダーであり、前記
帯域幅要求メッセージヘッダーは、前記帯域幅要求メッセージヘッダーが前記ＲＮＧ-Ｒ
ＳＰ ＡＣＫメッセージであることを示す帯域幅要求フィールドを含むことを特徴とする
請求項９に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するための
方法。
【請求項１１】
　通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するためのシステムであっ
て、
　基地局（ＢＳ）とのネットワーク再進入手続を完了した後に、前記ネットワーク再進入
手続の完了を前記ＢＳへ通知する移動端末機（ＭＳ）を含むことを特徴とする通信システ
ムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１２】
　前記ＭＳは、
　前記ＢＳと前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされる各プロセスを省
略するか否かを示す情報を前記ＢＳから受信し、
　該受信された情報に従って前記ＢＳと前記ネットワーク再進入手続を遂行することを特
徴とする請求項１１に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知
するためのシステム。
【請求項１３】
　前記ＭＳは、前記情報が前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされる全
てのプロセスを省略することができることを示す場合には、前記情報を正常に受信したこ
とを示す応答を前記ＢＳへ送信することにより、前記ネットワーク再進入手続の完了を通
知することを特徴とする請求項１２に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手
続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１４】
　前記ＭＳは、前記情報が前記ネットワーク再進入手続を遂行するために必要とされるプ
ロセスのうちの少なくとも１つを省略することができることを示す場合には、前記ネット
ワーク再進入手続を遂行するために必要とされるプロセスのうちの省略可能なプロセスを
除いた残りのプロセスを完了した後に、前記ネットワーク再進入手続の完了を前記ＢＳへ
通知することを特徴とする請求項１２に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入
手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１５】
　前記ＭＳは、前記ＢＳから非要求登録応答（ＲＥＧ-ＲＳＰ）メッセージを受信する場
合には、前記ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了することを特徴とする請求項１１に
記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１６】
　前記ＭＳは、前記非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＲＥＧ-
ＲＳＰ正常受信（ＡＣＫ）メッセージを前記ＢＳへ送信することにより、前記ネットワー
ク再進入手続の完了を前記ＢＳへ通知することを特徴とする請求項１５に記載の通信シス
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テムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１７】
　前記ＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、帯域幅要求メッセージヘッダーであり、前記
帯域幅要求メッセージヘッダーは、前記帯域幅要求メッセージヘッダーが前記ＲＥＧ-Ｒ
ＳＰ ＡＣＫメッセージであることを示す帯域幅要求フィールドを含むことを特徴とする
請求項１６に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するため
のシステム。
【請求項１８】
　前記ＭＳは、
　前記ＢＳと前記ネットワーク再進入手続を遂行するためのＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに
関する情報を含むレンジング応答（ＲＮＧ-ＲＳＰ）メッセージを前記ＢＳから受信し、
　前記情報に従って、前記ＢＳからＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを受信する場合には、前記
ＢＳとのネットワーク再進入手続を完了することを特徴とする請求項１１に記載の通信シ
ステムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項１９】
　前記ＭＳは、前記ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＲＮＧ-ＲＳＰ
 ＡＣＫメッセージを前記ＢＳへ送信することにより、前記ネットワーク再進入手続の完
了を前記ＢＳに通知することを特徴とする請求項１８に記載の通信システムにおけるネッ
トワーク再進入手続の完了を通知するためのシステム。
【請求項２０】
　前記ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、帯域幅要求メッセージヘッダーであり、前記
帯域幅要求メッセージヘッダーは、前記帯域幅要求メッセージヘッダーが前記ＲＮＧ-Ｒ
ＳＰ ＡＣＫメッセージであることを示す帯域幅要求フィールドを含むことを特徴とする
請求項１９に記載の通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するため
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムに関し、特に、通信システムにおけるネットワーク再進入手続
の完了を通知するためのシステム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代通信システムでは、高速かつ大容量のデータを移動端末機（ＭＳ）へ／から送受
信することができるサービスを提供するための研究が活発に進んでいる。次世代通信シス
テムの代表的な例がIEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）802.1
6e通信システムである。
【０００３】
　図１を参照して、一般的なIEEE 802.16e通信システムにおけるサービング基地局（ＢＳ
）からターゲットＢＳへの接続切替え、例えば、ハンドオーバーを遂行した後に、ＭＳが
ターゲットＢＳとのネットワーク再進入手続を行う過程について説明する。
【０００４】
　図１は、一般的なIEEE802.16e通信システムにおけるネットワーク再進入手続を遂行す
る過程を示す信号フローチャートである。
【０００５】
　図１を参照すると、まず、ＭＳ１００は、サービングＢＳからターゲットＢＳ１５０へ
のハンドオーバーを遂行すると、ステップ１１１で、ターゲットＢＳ１５０とダウンリン
ク同期を取得し、ダウンリンク及びアップリンクで使用されるパラメータを受信する。こ
の後、ＭＳ１００は、ターゲットＢＳ１５０とレンジング動作を遂行することによりアッ
プリンク同期を取得し、送信電力を調整する動作を遂行しなければならない。従って、Ｍ
Ｓ１００は、ステップ１１３で、レンジング要求（ＲＮＧ-ＲＥＱ）メッセージをターゲ
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ットＢＳ１５０へ送信し、ターゲットＢＳ１５０は、ステップ１１５で、ＲＮＧ-ＲＥＱ
メッセージに応じたレンジング応答（ＲＮＧ-ＲＳＰ）メッセージをＭＳ１００へ送信す
る。
【０００６】
　上述したように、上記レンジング動作を遂行した後に、ＭＳ１００は、ステップ１１７
で、ターゲットＢＳ１５０及びＭＳ１００の基本能力を要求するために、加入者端末機基
本能力要求（ＳＢＣ-ＲＥＱ）メッセージをターゲットＢＳ１５０へ送信する。ここで、
ＳＢＣ-ＲＥＱメッセージは、ＭＳ１００が基本能力を要求するためにターゲットＢＳ１
５０へ送信するメディアアクセス制御（ＭＡＣ）メッセージであり、ＳＢＣ-ＲＥＱメッ
セージには、ＭＳ１００が支援可能な変調及び符号化方式（ＭＣＳ）レベルに関する情報
が含まれる。ＭＳ１００からＳＢＣ-ＲＥＱメッセージを受信した場合には、ターゲット
ＢＳ１５０は、当該受信されたＳＢＣ-ＲＥＱメッセージに含まれているＭＳ１００が支
援可能なＭＣＳレベルを確認した後に、ステップ１１９で、ＳＢＣ-ＲＥＱメッセージに
応じた加入者端末機基本能力応答（ＳＢＣ-ＲＳＰ）メッセージをＭＳ１００へ送信する
。
【０００７】
　ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを受信した場合には、ＭＳ１００は、ステップ１２１で、Ｍ
Ｓ認証及びキー交換のために、プライバシーキー管理要求（ＰＫＭ-ＲＥＱ）メッセージ
をターゲットＢＳ１５０へ送信する。ここで、ＰＫＭ-ＲＥＱメッセージは、ＭＳ認証の
ためのＭＡＣメッセージであり、ＭＳ１００の固有の情報（certificate）を含む。ＰＫ
Ｍ-ＲＥＱメッセージを受信した場合には、ターゲットＢＳ１５０は、当該受信されたＰ
ＫＭ-ＲＥＱメッセージに含まれているＭＳ１００の固有の情報を用いて認証サーバ（Ａ
Ｓ）（図示せず）と認証を遂行する。該認証の結果、ＭＳ１００が認証されたＭＳである
場合には、ターゲットＢＳ１５０は、ステップ１２３で、ＰＫＭ-ＲＥＱメッセージに応
じたプライバシーキー管理応答（ＰＫＭ-ＲＳＰ）メッセージをＭＳ１００へ送信する。
ここで、ＰＫＭ-ＲＳＰメッセージは、ＭＳ１００に割り当てられた認証キー（ＡＫ）及
びトラフィック暗号化キー（ＴＥＫ）を含む。
【０００８】
　ＰＫＭ-ＲＳＰメッセージを受信した場合には、ＭＳ１００は、ステップ１２５で、登
録要求（ＲＥＧ-ＲＥＱ）メッセージをターゲットＢＳ１５０へ送信する。ここで、ＲＥ
Ｇ-ＲＥＱメッセージは、ＭＳ１００のＭＳ登録情報を含む。ＲＥＧ-ＲＥＱメッセージを
受信した場合には、ターゲットＢＳ１５０は、ステップ１２７で、当該受信されたＲＥＧ
-ＲＥＱメッセージに含まれているＭＳ登録情報を検出し、ＭＳ登録情報を用いてＭＳ１
００をターゲットＢＳ１５０に登録し、ＲＥＧ-ＲＥＱメッセージに応じた登録応答（Ｒ
ＥＧ-ＲＳＰ）メッセージをＭＳ１００へ送信する。ここで、ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージは
、上記登録されたＭＳ登録情報を含む。このように、ＭＳ１００は、ステップ１２９で、
ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを受信するので、ＭＳ１００のターゲットＢＳ１５０へのネッ
トワーク再進入手続を完了する。結果的に、ＭＳ１００がＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを受
信するので、ＭＳ１００とターゲットＢＳ１５０との間では正常の動作が遂行され、上記
ネットワーク再進入手続も完了する。
【０００９】
　図１を参照して、一般的なIEEE 802.16e通信システムにおけるネットワーク再進入手続
を遂行する過程について説明した。次いで、図２を参照して、一般的なIEEE 802.16e通信
システムにおけるハンドオーバープロセス最適化タイプ／長さ／値（ＴＬＶ）に基づくネ
ットワーク再進入手続を遂行する過程について説明する。
【００１０】
　図２は、一般的なIEEE 802.16e通信システムにおけるハンドオーバープロセス最適化Ｔ
ＬＶに基づくネットワーク再進入手続を遂行する過程を示す信号フローチャートである。
【００１１】
　図２を参照すると、まず、ＭＳ２００は、サービングＢＳからターゲットＢＳ２５０へ
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のハンドオーバーを遂行すると、ステップ２１１で、ターゲットＢＳ２５０とダウンリン
ク同期を取得し、ダウンリンク及びアップリンクで使用されるパラメータを受信する。こ
の後、ＭＳ２００は、ステップ２１３で、ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージをターゲットＢＳ２
５０へ送信し、ターゲットＢＳ２５０は、ステップ２１５で、ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージ
に応じたＲＮＧ-ＲＳＰメッセージをＭＳ２００へ送信する。ここで、ＲＮＧ-ＲＳＰメッ
セージは、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶを含み、当該ＨＯプロセス最適化ＴＬＶは、ＴＬＶ
エンコーディング方式を用いて含まれた情報エレメント（ＩＥ）であり、接続が切り替え
られたＭＳ、例えば、ハンドオーバー遂行が完了したＭＳのターゲットＢＳとの高速ネッ
トワーク再進入手続を支援するために使用されるＩＥである。すなわち、上記ＨＯプロセ
ス最適化ＴＬＶは、ＭＳ２００の高速ネットワーク再進入手続のために、一般的なネット
ワーク再進入手続でかならず遂行されなければならないメッセージの送受信過程のうちの
一部または全部を省略することができるように記載されたＩＥである。
【００１２】
　一方、ＭＳ２００が一般的なハンドオーバーまたはアイドルモードハンドオーバーを遂
行する場合には、ターゲットＢＳ２５０は、ＭＳ２００が上記一般的なハンドオーバーま
たはアイドルモードハンドオーバーを遂行する前に、サービングＢＳまたは呼出し制御器
のように、ＭＳ２００に関する情報を有しているシステムからバックボーンネットワーク
を介してＭＳ２００に関する情報を取得することができる。ここで、ＭＳ２００に関する
情報は、ＭＳ２００がサービングＢＳからターゲットＢＳ２５０へハンドオーバーした後
のネットワーク再進入手続を遂行する過程で取得された情報と同一であることができる。
この場合には、ターゲットＢＳ２５０は、ＭＳ２００に関する情報をバックボーンネット
ワークを介して取得することにより、ＭＳ２００のハンドオーバーによるネットワーク再
進入手続中の特定のメッセージの送受信過程を省略することができ、当該特定のメッセー
ジの送受信過程に必要とされるエアーリンクリソースを節約することができるだけでなく
、ＭＳ２００との正常の通信再開時点を繰り上げることができる。従って、ターゲットＢ
Ｓ２５０は、上記ネットワーク再進入手続を遂行する過程で省略可能なメッセージの送受
信過程を示す通知をＭＳ２００へ送信するために、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶを含み、該
ＨＯプロセス最適化ＴＬＶのフォーマットを下記の＜表１＞に示す。
【００１３】
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【表１】

【００１４】
　上記の＜表１＞において、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶは、現在のネットワーク再進
入手続でメッセージの送受信を省略することができるか否かを示す一種のビットマップ情
報である。すなわち、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶ ＩＥは、例えば、７ビットのビッ
トマップの形態で表現される。上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶビットマップの各ビットに
ついて説明すると、次の通りである。
【００１５】
　（１） 第１のビットであるＢｉｔ＃０は、ＳＢＣ-ＲＥＱメッセージの送信を省略する
ことができるか否かを示す。Ｂｉｔ＃０＝０は、ＭＳ２００がＳＢＣ-ＲＥＱメッセージ
をかならず送信しなければならないことを示し、Ｂｉｔ＃０＝１は、ＭＳ２００がＳＢＣ
-ＲＥＱメッセージの送信を省略することができることを示す。
【００１６】
　（２） 第２のビットであるＢｉｔ＃１は、ＰＫＭ認証過程を省略することができるか
否かを示す。Ｂｉｔ＃１＝０は、ＭＳ２００がＴＥＫ過程を含むＰＫＭ認証過程を遂行し
なければならないことを示し、Ｂｉｔ＃１＝１は、ＭＳ２００がＴＥＫ過程を除いたＰＫ
Ｍ認証過程を省略することができることを示す。
【００１７】
　（３） 第３のビットであるＢｉｔ＃２は、ＴＥＫ過程を省略することができるか否か
を示す。Ｂｉｔ＃２＝０は、ＭＳ２００がＴＥＫ過程をかならず遂行しなければならない
ことを示し、Ｂｉｔ＃２＝１は、ＭＳ２００がＴＥＫ過程を省略することができることを
示す。
【００１８】
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　（４） 第４のビットであるＢｉｔ＃３は、ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージの送信を省略する
ことができるか否かを示す。Ｂｉｔ＃３＝０は、ターゲットＢＳ２５０が非要求（unsoli
cited）ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージをかならず送信しなければならないことを示し、Ｂｉｔ
＃３＝１は、ターゲットＢＳ２５０が、ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージに含まれた情報をＴＬ
Ｖエンコーディング方式を用いてＲＮＧ-ＲＳＰメッセージとともに送信することにより
、ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージの送信を省略することができることを示す。
【００１９】
　（５） 第５のビットであるＢｉｔ＃４は、ＲＥＧ-ＲＥＱメッセージの送信を省略する
ことができるか否かを示す。Ｂｉｔ＃４＝０は、ＭＳ２００がＲＥＧ-ＲＥＱメッセージ
をかならず送信しなければならないことを示し、Ｂｉｔ＃４＝１は、ＭＳ２００がＲＥＧ
-ＲＥＱメッセージの送信を省略することができることを示す。
【００２０】
　（６） 第６のビットであるＢｉｔ＃５は、ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの送信を省略する
ことができるか否かを示す。Ｂｉｔ＃５＝０は、ターゲットＢＳ２５０が非要求ＲＥＧ-
ＲＳＰメッセージをかならず送信しなければならないことを示し、Ｂｉｔ＃５＝１は、タ
ーゲットＢＳ２５０が、ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに含まれた情報をＴＬＶエンコーディ
ング方式を用いてＲＮＧ-ＲＳＰメッセージとともに送信することにより、ＲＥＧ-ＲＳＰ
メッセージの送信を省略することができることを示す。
【００２１】
　（７） 第７のビットであるＢｉｔ＃６は、ターゲットＢＳ２５０が仮想サービスデー
タユニット（ＳＤＵ）シーケンス番号（ＳＮ）を支援するか否かを示す。Ｂｉｔ＃６が‘
１’に設定され、ＭＳ２００も仮想ＳＤＵ ＳＮを支援する場合には、ＭＳ２００は、タ
ーゲットＢＳ２５０とのネットワーク再進入手続を完了した後に、ＳＮ報告ヘッダーをタ
ーゲットＢＳ２５０へ送信しなければならない。
【００２２】
　一方、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに含まれたＨＯプロセス最適化ＴＬＶのＢｉｔ＃３及
びＢｉｔ＃５の両方が‘１’に設定される場合には、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに含まれ
たＴＬＶは、下記の＜表２＞に示される。
【００２３】
【表２】

【００２４】
　上記の＜表２＞において、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶのＢｉｔ＃３が‘１’に設定され
る場合には、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに含まれたＳＢＣ-ＲＳＰエンコーディング情報を
示す。ＨＯプロセス最適化ＴＬＶのＢｉｔ＃５が‘１’に設定される場合には、ＲＮＧ-
ＲＳＰメッセージに含まれたＲＥＧ-ＲＳＰエンコーディング情報を示す。
【００２５】
　この後、ＭＳ２００及びターゲットＢＳ２５０は、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従って
ネットワーク再進入手続を遂行する。例えば、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶビットマップが
‘１１１０１００'である場合には、ＭＳ２００は、ステップ２１７で、ＳＢＣ-ＲＥＱメ
ッセージの送信を省略し、ターゲットＢＳ２５０は、ステップ２１９で、非要求ＳＢＣ-
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ＲＳＰメッセージをＭＳ２００へ送信し、ＭＳ２００は、ステップ２２１で、ＰＫＭ-Ｒ
ＥＱメッセージの送信を省略し、ターゲットＢＳ２５０は、ステップ２２３で、ＰＫＭ-
ＲＳＰメッセージの送信を省略し、ＭＳ２００は、ステップ２２５で、ＲＥＧ-ＲＥＱメ
ッセージの送信を省略し、最後に、ターゲットＢＳ２５０は、ステップ２２７で、非要求
ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージをＭＳ２００へ送信する。
【００２６】
　他の例では、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶビットマップが‘１１１１１１０’に設定
される場合には、ターゲットＢＳ２５０は、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージのＴＬＶとともに
、ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及びＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの両方に含まれた情報を送信し
なければならない。この場合には、ＭＳ２００及びターゲットＢＳ２５０は、ステップ２
１７乃至ステップ２２７に図示されているメッセージの送受信過程を全て省略しても、ス
テップ２２９で、ネットワーク再進入手続を正常に完了することができる。
【００２７】
　上述したように、上記ネットワーク再進入手続を遂行する過程で、ＭＳ及びターゲット
ＢＳは、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従って、上記ネットワーク再進入手続中の一部のメ
ッセージ送受信過程を省略するか、または、全メッセージ送受信過程を省略することがで
きる。
【００２８】
　ＭＳが、ターゲットＢＳからＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信することができな
いとしても、ターゲットＢＳは、ＭＳがＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信すること
ができなかったことを認識することが不可能である。この場合には、ターゲットＢＳが上
記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従ってネットワーク再進入手続を遂行しても、ＭＳは、一
般的なネットワーク再進入手続を遂行する場合が発生する可能性があり、これにより、Ｍ
ＳとターゲットＢＳとの間のメッセージ送受信過程の同期が一致しない。
【００２９】
　さらに、ＭＳの要求なしに、ターゲットＢＳが非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージまたは
非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを送信する場合、すなわち、一般的なメッセージ送受信
過程を遂行することなく、一方的にターゲットＢＳがメッセージをＭＳへ送信する場合に
は、ターゲットＢＳは、ＭＳが非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージまたは非要求ＲＥＧ-ＲＳ
Ｐメッセージを正常に受信したか否かを認識することが不可能である。
【００３０】
　従って、ＭＳ及びターゲットＢＳがＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従ってネットワーク再
進入手続を遂行している間には、ＭＳの要求なしに送信された非要求メッセージまたはＨ
Ｏプロセス最適化ＴＬＶに含まれたメッセージをＭＳが正常に受信したか否かをターゲッ
トＢＳが認識することができる方法に対する必要性が高まっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　上記背景に鑑みて、本発明の目的は、通信システムにおけるネットワーク再進入手続の
完了を通知するためのシステム及びその方法を提供することにある。
【００３２】
　本発明の他の目的は、通信システムにおけるネットワーク再進入手続時における特定の
メッセージの正常の受信を通知するためのシステム及びその方法を提供することにある。
【００３３】
　本発明のさらなる目的は、通信システムにおけるネットワーク再進入手続時におけるタ
ーゲットＢＳにより送信された非要求メッセージの正常の受信を通知するためのシステム
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】
【００３４】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一の見地によれば、通信システムにおけ
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る移動端末機（ＭＳ）がネットワーク再進入手続の完了を通知するための方法は、基地局
（ＢＳ）とのネットワーク再進入手続を完了するステップと、上記ネットワーク再進入手
続の完了を上記ＢＳへ通知するステップと、を含むことを特徴とする。
【００３５】
　本発明の他の見地によれば、通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通
知するためのシステムは、基地局（ＢＳ）とのネットワーク再進入手続を完了した後に、
上記ネットワーク再進入手続の完了を上記ＢＳへ通知する移動端末機（ＭＳ）を含むこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明は、通信システムにおいて、ターゲットＢＳへの接続切替えを行った後に、ＭＳ
がターゲットＢＳとネットワーク再進入手続を遂行する際に、ＭＳは、ネットワーク再進
入手続の完了を示す通知をターゲットＢＳへ送信することができ、これにより、ＭＳとタ
ーゲットＢＳとの間で発生する遅延を防止して、全システムの性能を向上させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の好適な一実施形態を、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。本発明の
実施形態の下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の
機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
【００３８】
　本発明は、通信システム、例えば、IEEE（Institute of Electrical and Electronics 
Engineers）802.16e通信システムにおけるネットワーク再進入手続の完了を通知するため
のシステム及び方法を提案する。また、本発明は、IEEE 802.16e通信システムにおけるハ
ンドオーバープロセス最適化タイプ／長さ／値（ＴＬＶ）に従ってネットワーク再進入手
続を遂行する過程で、移動端末機（ＭＳ）がターゲット基地局（ＢＳ）により送信された
非要求メッセージを正常に受信したか否かを通知するためのシステム及び方法を提案する
。説明の便宜上、本発明についてはIEEE 802.16e通信システムを参照して説明するが、本
発明で提供された方式は、IEEE 802.16e通信システムだけでなく、他の通信システムにも
適用されることができる。
【００３９】
　図３は、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
基づくネットワーク再進入手続を遂行する過程を示す信号フローチャートである。
【００４０】
　図３を参照すると、まず、ＭＳ３００は、サービングＢＳからターゲットＢＳ３５０へ
のハンドオーバーを遂行した後に、ステップ３１１で、ターゲットＢＳ３５０とダウンリ
ンク（ＤＬ）同期を取得し、ダウンリンク及びアップリンク（ＵＬ）で使用されるパラメ
ータを受信する。ＭＳ３００は、ステップ３１３で、レンジング要求（ＲＮＧ-ＲＥＱ）
メッセージをターゲットＢＳ３５０へ送信し、ターゲットＢＳ３５０は、ステップ３１５
で、ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージに応じたレンジング応答（ＲＮＧ-ＲＳＰ）メッセージをＭ
Ｓ３００へ送信する。ここで、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージは、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶ
を含み、該ＨＯプロセス最適化ＴＬＶは、ＴＬＶエンコーディング方式を用いて含まれた
情報要素（ＩＥ）であり、ハンドオーバー遂行が完了したＭＳ３００のターゲットＢＳ３
５０との高速ネットワーク再進入手続を支援するためのＩＥである。すなわち、上記ＨＯ
プロセス最適化ＴＬＶは、ＭＳ３００の高速ネットワーク再進入手続のために、一般的な
ネットワーク再進入手続でかならず遂行されなければならないメッセージ送受信過程のう
ちの一部または全部を省略可能とするように記載されたＩＥである。ここで、上記ＨＯプ
ロセス最適化ＴＬＶの詳細については、上記の＜表１＞で説明されたので、具体的な説明
を省略する。
【００４１】
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　上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶを含んでいるＲＮＧ-ＲＳＰメッセージをターゲットＢ
Ｓ３５０から受信した場合には、ＭＳ３００は、ステップ３１７で、ＲＮＧ-ＲＳＰメッ
セージを正常に受信したことを示すＲＮＧ-ＲＳＰ正常受信（ＡＣＫ）メッセージをター
ゲットＢＳ３５０へ送信する。ターゲットＢＳ３５０は、ＭＳ３００からＲＮＧ-ＲＳＰ 
ＡＣＫメッセージを受信するときに、ＭＳ３００がＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受
信したことを認識する。
【００４２】
　ターゲットＢＳ３５０は、ＭＳ３００の基本能力を交渉するための加入者端末機基本能
力交渉要求（ＳＢＣ-ＲＥＱ）メッセージをＭＳ３００から受信しない場合にも、ステッ
プ３１９で、非要求加入者端末機基本能力応答（ＳＢＣ-ＲＳＰ）メッセージをＭＳ３０
０へ送信する。
【００４３】
　ターゲットＢＳ３５０から非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを受信した場合には、ＭＳ
３００は、ステップ３２１で、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを
示すＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージをターゲットＢＳ３５０へ送信する。ターゲットＢ
Ｓ３５０は、ＭＳ３００からＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信するときに、ＭＳ３
００がＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを認識する。
【００４４】
　また、ターゲットＢＳ３５０は、ＭＳ３００からの登録要求（ＲＥＧ-ＲＥＱ）メッセ
ージの受信に関係なく、ステップ３２３で、非要求登録応答（ＲＥＧ-ＲＳＰ）メッセー
ジをＭＳ３００へ送信する。ターゲットＢＳ３５０から非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージ
を受信した場合には、ＭＳ３００は、ステップ３２５で、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセー
ジを正常に受信したことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージをターゲットＢＳ３５０
へ送信する。
【００４５】
　ターゲットＢＳ３５０は、ＭＳ３００からＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信する
ときに、ＭＳ３００が非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを認識し、
それにより、ステップ３２７で、上記ネットワーク再進入手続を完了する。結果的に、Ｍ
Ｓ３００が非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを受信するときに、ＭＳ３００とターゲット
ＢＳ３５０との間では、正常の動作が遂行され、それにより、上記ネットワーク再進入手
続を完了する。
【００４６】
　一方、図３では、ターゲットＢＳ３５０が上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従って、非
要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを送信する好適な場合
について説明したが、上述した＜表２＞を参照して説明したような非要求ＳＢＣ-ＲＳＰ
メッセージ及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに含まれている情報が、ＲＮＧ-ＲＳＰメ
ッセージにすでに含まれている場合には、ステップ３１９乃至ステップ３２５の過程は遂
行されない。また、図３では、ターゲットＢＳ３５０が上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
従って非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非要求ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージの両方を送信
する好適な場合を示すが、かかる過程は、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従ったプライ
バシーキー管理（ＰＫＭ）認証のためのメッセージ送受信過程のように、上記ネットワー
ク再進入手続に含まれた他のメッセージ送受信過程を含んでもよい。
【００４７】
　ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、及びＲＥＧ-Ｒ
ＳＰ ＡＣＫメッセージは、同一のフォーマットで実現されることができ、すなわち、下
記の＜表３＞に示すようなネットワーク再進入確認フィールドを含むネットワーク再進入
確認拡張サブヘッダーを用いて実現されることができる。
【００４８】
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【表３】

【００４９】
　上記の＜表３＞に示すように、上記ネットワーク再進入確認拡張サブヘッダーのネット
ワーク再進入確認フィールドは、ＭＳが現在送信しているＡＣＫメッセージがどんなメッ
セージを受信するにつれて送信されるものであるかを示すビットマップ情報を含む。すな
わち、上記ネットワーク再進入確認フィールドにおいて、Ｂｉｔ＃０＝１は、ＭＳがＲＮ
Ｇ-ＲＳＰメッセージに応じた現在のＡＣＫメッセージを送信することを示し、Ｂｉｔ＃
１＝１は、ＭＳが非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージに応じた現在のＡＣＫメッセージを送
信することを示し、Ｂｉｔ＃２＝１は、ＭＳが非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに応じた
現在のＡＣＫメッセージを送信することを示す。
【００５０】
　さらに、上記ネットワーク再進入確認拡張サブヘッダーの予約（Reserved）フィールド
は、上記ネットワーク再進入確認拡張サブヘッダーのビット数を８ビットに保持し、将来
の使用のために予約されたフィールドである。例えば、当該フィールドは、‘０’に設定
される。
【００５１】
　一方、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ
-ＲＳＰメッセージに応じたＡＣＫメッセージを送信するに際して、ＭＳは、ＲＮＧ-ＲＳ
Ｐメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの
全てに対するＡＣＫメッセージを示すビットマップ情報を設定して、ＡＣＫメッセージを
１つのネットワーク再進入確認拡張サブヘッダーを介して送信するか、または、ＲＮＧ-
ＲＳＰメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセー
ジの各々に対するＡＣＫメッセージを示すビットマップ情報を別途に設定して、ＡＣＫメ
ッセージを３つのネットワーク再進入確認拡張サブヘッダーを介して送信する。
【００５２】
　また、ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、及びＲＥ
Ｇ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、チャネル品質情報チャネル（ＣＱＩＣＨ）割当要求メッ
セージヘッダーの予約（Reserved）ビットを用いて実現されることができ、下記の＜表４
＞に示される。
【００５３】
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【表４】

【００５４】
　上記の＜表４＞に示すように、上記ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージのヘッダーは、現在
送信されるヘッダーのタイプを示すタイプフィールドと、高速ＢＳスイッチング（ＦＢＳ
Ｓ）動作を遂行する際に、ＭＳがＣＱＩＣＨ割当を要求するために、上記ヘッダーを送信
することを示す高速ＢＳスイッチング指示子（ＦＢＳＳＩ）フィールドと、ＣＱＩＣＨを
フィードバックする情報を識別するためのタイプを示すフィードバックタイプフィールド
と、ＭＳが望むＣＱＩＣＨ割当期間を示すプリファード-ピリオド（Preferred-Period）
フィールドと、上記ヘッダーを送信するＭＳの基本接続識別子（ＣＩＤ）を示すＣＩＤフ
ィールドと、上記ヘッダーのインテグリティー（integrity）を判定するために使用され
たヘッダーチェックシーケンス（ＨＣＳ）を示すＨＣＳフィールドと、上記ネットワーク
再進入手続の間におけるＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセ
ージ、及びＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージに対するＡＣＫを送信するか否かを示すネッ
トワーク再進入確認フィールドが上記ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージのヘッダーに含まれ
ているか否かを示す、すなわち、上記ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージのヘッダーがＲＮＧ
-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、及びＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣ
Ｋメッセージに対するＡＣＫを送信するために使用されることを示すネットワーク再進入
確認指示子フィールドと、上記ネットワーク再進入確認フィールドと、を含む。上述した
＜表４＞において、ＦＢＳＳＩフィールドの値が‘１’に設定される場合には、上記フィ
ードバックタイプフィールド値及び上記プリファード-ピリオドフィールド値は、無視さ
れる。上記ネットワーク再進入確認フィールドのビットマップ情報について説明すると、
次の通りである。
【００５５】
　まず、上記ネットワーク再進入確認フィールドの各ビットについて説明する。Ｂｉｔ＃
０＝１は、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッセージを示し、Ｂｉｔ＃１＝１
は、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッセージを示し、Ｂｉｔ＃２＝１
は、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッセージを示す。
【００５６】
　また、上記ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージのヘッダー内のネットワーク再進入確認指示
子フィールドが‘１’に設定される場合には、上記ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージのヘッ
ダー内のＦＢＳＳＩフィールド、フィードバックタイプフィールド、及びプリファード-
ピリオドフィールドは、無視される。
【００５７】
　一方、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ
-ＲＳＰメッセージに応じたＡＣＫメッセージを送信するに際して、ＭＳは、ＲＮＧ-ＲＳ
Ｐメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの
全てに対するＡＣＫメッセージを示すビットマップ情報を設定して、ＡＣＫメッセージを
１つのＣＱＩＣＨ割当要求メッセージヘッダーを介して送信するか、またはＲＮＧ-ＲＳ
Ｐメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの
各々に対するＡＣＫメッセージを示すビットマップ情報を別途に設定して、３つのＣＱＩ
ＣＨ割当要求メッセージヘッダーを介して送信する。
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【００５８】
　下記の＜表５＞に示すように、ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージ、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣ
Ｋメッセージ、及びＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、帯域幅要求メッセージのヘッダ
ーを用いて実現されることができる。
【００５９】
【表５】

【００６０】
　上記の＜表５＞に示すように、上記帯域幅要求メッセージのヘッダーは、現在送信され
るヘッダーのタイプを示すタイプフィールドと、上記帯域幅要求メッセージのヘッダーを
送信するＭＳの基本ＣＩＤを示すＣＩＤフィールドと、上記帯域幅要求メッセージのヘッ
ダーのインテグリティーを判定するために使用されたＨＣＳを示すＨＣＳフィールドと、
ＢＲフィールドと、を含む。
【００６１】
　ここで、‘０００’に設定されたタイプフィールドの値は、ＭＳの帯域幅割当要求がイ
ンクリメンタル（incremental）、すなわち、ＢＲフィールドに後で設定された値は、Ｍ
Ｓが後で追加的に割当てを受けることを要求する帯域幅を示す。すなわち、‘０００’に
設定されたタイプフィールドの値及び‘２００’に設定されたＢＲフィールドの値は、Ｍ
Ｓが２００の帯域幅の追加的な割当てを要求することを示す。
【００６２】
　また、上記タイプフィールドの値が‘００１’に設定された場合には、上記帯域幅割当
要求がアグリゲート（aggregate）、すなわち、ＢＲフィールドに後で設定された値は、
ＭＳが割当てを受けなければならない必要とされる全帯域幅を示す。すなわち、上記タイ
プフィールドの値が‘００１’に設定され、ＢＲフィールドの値が‘８００’に設定され
る場合には、ＭＳが現在割当てを受けた帯域幅とＭＳが上記帯域幅割当要求を介して割当
てを受ける帯域幅とを総計することにより決定された８００の帯域幅がＭＳに割り当てら
れることを示す。
【００６３】
　また、上記ネットワーク再進入手続において、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージ、非要求ＳＢ
Ｃ-ＲＳＰメッセージ、及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッセージと
して上記帯域幅要求メッセージのヘッダーを送信する場合には、ＭＳは、ＢＲフィールド
の値を‘０’に設定する。ＢＲフィールド＝０を有する帯域幅要求メッセージのヘッダー
を受信した場合には、ＭＳと上記ネットワーク再進入手続を遂行するターゲットＢＳは、
ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージ、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ、又は非要求ＲＥＧ-ＲＳＰ
メッセージに対するＡＣＫメッセージを認識する。
【００６４】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照して、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプ
ロセス最適化ＴＬＶに基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程について
説明する。
【００６５】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最
適化ＴＬＶに基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程を示すフローチャ
ートである。
【００６６】
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　図４Ａ及び図４Ｂを参照すると、ステップ４１１で、サービングＢＳからターゲットＢ
Ｓへハンドオーバーした後に、ＭＳは、ターゲットＢＳとダウンリンク同期を取得し、ダ
ウンリンク及びアップリンクで使用されるパラメータを受信する。ステップ４１３で、Ｍ
Ｓは、ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージをターゲットＢＳへ送信する。ステップ４１５で、ＭＳ
は、ＲＮＧ-ＲＥＱメッセージに応じたＨＯプロセス最適化ＴＬＶを含むＲＮＧ-ＲＳＰメ
ッセージをターゲットＢＳから受信する。ステップ４１７で、ＭＳは、ターゲットＢＳか
らＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセー
ジを送信する。上述した＜表３＞乃至＜表５＞を参照して説明した通り、ＲＮＧ-ＲＳＰ 
ＡＣＫメッセージは、上記ネットワーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱＩＣＨ割当要
求メッセージヘッダー、または帯域幅要求メッセージヘッダーを用いて実現されることが
でき、これについては、具体的に上述した。
【００６７】
　ステップ４１９で、ＭＳは、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを介して受信されたＨＯプロセ
ス最適化ＴＬＶを分析して、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非
要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを受信する必要があるか否かを判定する。当該判定の結果
、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセー
ジを受信する必要がある場合には、ＭＳは、ステップ４２１で、ターゲットＢＳから非要
求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを受信する。この後、ステップ４２３で、ＭＳは、非要求Ｓ
ＢＣ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを
ターゲットＢＳへ送信する。上述した＜表３＞乃至＜表５＞を参照して説明した通り、Ｓ
ＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、上記ネットワーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱ
ＩＣＨ割当要求メッセージヘッダー、または帯域幅要求メッセージヘッダーを用いて実現
されることができ、これについては、具体的に上述した。
【００６８】
　ステップ４２５で、ＭＳは、ターゲットＢＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを受
信する。ステップ４２７で、ＭＳは、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを正常に受信した
ことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージをターゲットＢＳへ送信する。上述した＜表
３＞乃至＜表５＞を参照して説明した通り、ＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、上記ネ
ットワーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージヘッダー、また
は帯域幅要求メッセージヘッダーを用いて実現されることができ、これについては、具体
的に上述した。ステップ４２９で、ＭＳは、ターゲットＢＳとのネットワーク再進入手続
を完了した後に、上記動作過程を終了する。
【００６９】
　他方、ステップ４１９で判定した結果、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッ
セージ及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの両方を受信する必要がない場合には、ＭＳ
は、ステップ４３１で、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージだけを受信
する必要があるか否かを判定する。当該判定の結果、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-
ＲＳＰメッセージだけを受信する必要がある場合には、ＭＳは、ステップ４３３で、ター
ゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを受信する。この後、ステップ４３５で
、ＭＳは、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＳＢＣ-ＲＳＰ 
ＡＣＫメッセージをターゲットＢＳへ送信した後に、ステップ４２９へ進む。
【００７０】
　一方、ステップ４３１で判定した結果、ターゲットＢＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッ
セージを受信する必要がない場合には、ＭＳは、ステップ４３７で、ターゲットＢＳから
非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージだけを受信する必要があるか否かを判定する。当該判定
の結果、ターゲットＢＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージだけを受信する必要がある
場合には、ＭＳは、ステップ４３９で、ターゲットＢＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセ
ージを受信する。この後、ステップ４４１で、ＭＳは、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージ
を正常に受信したことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージをターゲットＢＳへ送信し
た後に、ステップ４２９へ進む。
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【００７１】
　他方、ステップ４３７で判定した結果、ターゲットＢＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッ
セージを受信する必要がない場合、すなわち、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従って、
ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージ受信過程の他に、これ以上遂行するネットワーク再進入手続が
存在せず、ターゲットＢＳ及びＭＳが仮想ＳＤＵ ＳＮを支援し、上記ＨＯプロセス最適
化ＴＬＶビットマップのＢｉｔ＃６の値が‘１’に設定されている場合には、ターゲット
ＢＳは、ＭＳがＳＮ報告ヘッダーを送信することができるアップリンク資源を割り当て、
ＭＳは、ターゲットＢＳから割り当てられたアップリンク資源を使用してＳＮ報告ヘッダ
ーをターゲットＢＳへ送信する。この場合には、ＭＳは、上記の＜表３＞乃至＜表５＞を
参照して説明したようなフォーマットを有するＡＣＫメッセージを送信せず、ＳＮ報告ヘ
ッダーを送信することにより、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッセージの送
信を入れ替えることができる。ここで、ＳＮ報告ヘッダーのフォーマットについては、本
発明と直接関連がないので、その詳細な説明を省略する。
【００７２】
　図４Ａ及び図４Ｂでは、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス
最適化ＴＬＶに基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程について説明し
た。次いで、図５Ａ及び図５Ｂを参照して、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにお
けるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに基づくネットワーク再進入手続時におけるターゲットＢ
Ｓの動作過程について説明する。
【００７３】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最
適化ＴＬＶに基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程を示すフローチャ
ートである。
【００７４】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すると、ステップ５１１で、ターゲットＢＳは、ＭＳからＲＮ
Ｇ-ＲＥＱメッセージを受信する。ステップ５１３で、ターゲットＢＳは、ＲＮＧ-ＲＥＱ
メッセージに応じた、ＨＯプロセス最適化ＴＬＶを含むＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを送信
する。ステップ５１５で、ターゲットＢＳは、ＭＳからＲＮＧ-ＲＳＰメッセージを正常
に受信したことを示すＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信する。上述した＜表３＞乃
至＜表５＞を参照して説明した通り、ＲＮＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、上記ネットワ
ーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージヘッダー、または帯域
幅要求メッセージヘッダーを用いて実現されることができ、これについては具体的に上述
した。
【００７５】
　ステップ５１７で、ターゲットＢＳは、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非要求Ｒ
ＥＧ-ＲＳＰメッセージの両方を送信する必要があるか否かを判定する。該判定の結果、
非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの両方を送信する必
要がある場合には、ターゲットＢＳは、ステップ５１９で、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセ
ージをＭＳへ送信する。
【００７６】
　ステップ５２１で、ターゲットＢＳは、ＭＳから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを正
常に受信したことを示すＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信する。上述した＜表３＞
乃至＜表５＞を参照して説明した通り、ＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、上記ネット
ワーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージヘッダー、または帯
域幅要求メッセージヘッダーを用いて実現されることができ、これについては、具体的に
上述した。
【００７７】
　ステップ５２３で、ターゲットＢＳは、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージをＭＳへ送信
する。ステップ５２５で、ターゲットＢＳは、ＭＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージ
を正常に受信したことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信する。上述した＜表
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３＞乃至＜表５＞を参照して説明した通り、ＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージは、上記ネ
ットワーク再進入確認拡張サブヘッダー、ＣＱＩＣＨ割当要求メッセージヘッダー、また
は帯域幅要求メッセージヘッダーを用いて実現されることができ、これについては、具体
的に上述した。ステップ５２７で、ターゲットＢＳは、ＭＳとのネットワーク再進入手続
を完了した後に、上記動作過程を終了する。
【００７８】
　しかしながら、ステップ５１７で判定した結果、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージ及び
非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージの両方をＭＳへ送信する必要がない場合には、ターゲッ
トＢＳは、ステップ５２９で、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージだけをＭＳへ送信する必
要があるか否かを判定する。該判定の結果、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージだけをＭＳ
へ送信する必要がある場合には、ターゲットＢＳは、ステップ５３１で、非要求ＳＢＣ-
ＲＳＰメッセージをＭＳへ送信する。この後、ステップ５３３で、ターゲットＢＳは、Ｍ
Ｓから非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージを正常に受信したことを示すＳＢＣ-ＲＳＰ ＡＣ
Ｋメッセージを受信した後に、ステップ５２７へ進む。
【００７９】
　一方、ステップ５２９で判定した結果、非要求ＳＢＣ-ＲＳＰメッセージだけをＭＳへ
送信する必要がない場合には、ターゲットＢＳは、ステップ５３５で、非要求ＲＥＧ-Ｒ
ＳＰメッセージだけをＭＳへ送信する必要があるか否かを判定する。該判定の結果、非要
求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージだけをＭＳへ送信する必要がある場合には、ターゲットＢＳ
は、ステップ５３７で、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージをＭＳへ送信する。その後、ス
テップ５３９で、ターゲットＢＳは、ＭＳから非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージを正常に
受信したことを示すＲＥＧ-ＲＳＰ ＡＣＫメッセージを受信した後に、ステップ５２７へ
進む。
【００８０】
　他方、ステップ５３５で判定した結果、非要求ＲＥＧ-ＲＳＰメッセージだけをＭＳへ
送信する必要がない場合、すなわち、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶに従って、ＲＮＧ-
ＲＳＰメッセージ送信過程の他に、これ以上遂行するネットワーク再進入手続が存在せず
、ターゲットＢＳ及びＭＳが仮想ＳＤＵ ＳＮを支援し、上記ＨＯプロセス最適化ＴＬＶ
ビットマップのＢｉｔ＃６の値が‘１’に設定されている場合には、ターゲットＢＳは、
ＭＳがＳＮ報告ヘッダーを送信することができるアップリンク資源を割り当てる。その後
、ターゲットＢＳは、ＭＳに割り当てられたアップリンリ資源を用いて、ＭＳが送信する
ＳＮ報告ヘッダーを受信する。この場合には、ターゲットＢＳは、上述した＜表３＞乃至
＜表５＞を参照して説明したようなフォーマットを有するＡＣＫメッセージを受信せず、
ＳＮ報告ヘッダーを受信することにより、ＲＮＧ-ＲＳＰメッセージに対するＡＣＫメッ
セージの受信を入れ替えることができる。
【００８１】
　なお、本発明の詳細な説明においては、具体的な実施の形態について説明したが、本発
明の範囲から逸脱しない範囲内であれば、種々な変形が可能であることは言うまでもない
。よって、本発明の範囲は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の
範囲とその均等物によって定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】一般的なIEEE 802.16e通信システムにおけるネットワーク再進入手続を遂行する
過程を示す信号フローチャートである。
【図２】一般的なIEEE 802.16e通信システムにおけるハンドオーバープロセス最適化ＴＬ
Ｖに基づくネットワーク再進入手続を遂行する過程を示す信号フローチャートである。
【図３】本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに基
づくネットワーク再進入手続を遂行する過程を示す信号フローチャートである。
【図４Ａ】本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程を示すフローチャートである。
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【図４Ｂ】本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
基づくネットワーク再進入手続時におけるＭＳの動作過程を示すフローチャートである。
【図５Ａ】本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
基づくネットワーク再進入手続時におけるターゲットＢＳの動作過程を示すフローチャー
トである。
【図５Ｂ】本発明によるIEEE 802.16e通信システムにおけるＨＯプロセス最適化ＴＬＶに
基づくネットワーク再進入手続時におけるターゲットＢＳの動作過程を示すフローチャー
トである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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