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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局が、第１タイミングでリレーノードに対して第１下り信号を送信するように
スケジューリングを行う工程Ａと、
　前記リレーノードが、第２タイミングで移動局に対して第２下り信号を送信するように
スケジューリングを行う工程Ｂと、
　前記リレーノードが、該リレーノードと前記移動局との間の無線区間で用いられている
第１運用周波数、及び、前記無線基地局と該リレーノードとの間の無線区間で用いられて
いる第２運用周波数に基づいて、前記第１タイミングと時間方向で重複しないように前記
第２タイミングのスケジューリングを行うべきであるか否かについて判定する工程Ｃと、
　前記リレーノードが、前記無線基地局に対して前記判定結果を通知する工程Ｄとを有す
ることを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記工程Ｃにおいて、前記リレーノードは、前記第１運用周波数と前記第２運用周波数
とが異なる場合、前記第１タイミングと時間方向で重複しないように前記第２タイミング
のスケジューリングを行う必要はないと判定することを特徴とする請求項１に記載の移動
通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｃにおいて、前記リレーノードは、前記第１運用周波数と前記第２運用周波数
とが同じである場合であっても、前記第２下り信号の受信回路への回り込みを十分に防ぐ
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ことが可能であると設定されている場合には、前記第１タイミングと時間方向で重複しな
いように前記第２タイミングのスケジューリングを行う必要はないと判定することを特徴
とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記無線基地局と前記リレーノードとの間でコネクションを設定する際に、該無線基地
局が、該リレーノードに対して、前記第１タイミングを通知する工程を更に有することを
特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　前記第１タイミングは、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミングであることを特徴と
する請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項６】
　無線基地局との間でコネクションを設定可能なリレーノードであって、
　第１タイミングで前記無線基地局から送信された第１下り信号を受信するように構成さ
れている受信部と、
　第２タイミングで移動局に対して第２下り信号を送信するようにスケジューリングを行
うように構成されているスケジューリング部と、
　前記リレーノードと前記移動局との間の無線区間で用いられている第１運用周波数、及
び、前記無線基地局と該リレーノードとの間の無線区間で用いられている第２運用周波数
に基づいて、前記第１タイミングと時間方向で重複しないように前記第２タイミングのス
ケジューリングを行うべきであるか否かについて判定するように構成されている判定部と
、
　前記無線基地局に対して前記判定結果を通知するように構成されている送信部とを具備
することを特徴とするリレーノード。
【請求項７】
　前記判定部は、前記第１運用周波数と前記第２運用周波数とが異なる場合、前記第１タ
イミングと時間方向で重複しないように前記第２タイミングのスケジューリングを行う必
要はないと判定するように構成されていることを特徴とする請求項６に記載のリレーノー
ド。
【請求項８】
　前記判定部は、前記第１運用周波数と前記第２運用周波数とが同じである場合であって
も、前記第２下り信号の受信回路への回り込みを十分に防ぐことが可能であると設定され
ている場合には、前記第１タイミングと時間方向で重複しないように前記第２タイミング
のスケジューリングを行う必要はないと判定するように構成されていることを特徴とする
請求項６に記載のリレーノード。
【請求項９】
　前記受信部は、前記無線基地局と前記リレーノードとの間でコネクションを設定する際
に、該無線基地局から、前記第１タイミングを受信するように構成されていることを特徴
とする請求項６に記載のリレーノード。
【請求項１０】
　前記第１タイミングは、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミングであることを特徴と
する請求項６に記載のリレーノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及びリレーノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の後継の通信方式であるＬＴ
Ｅ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥと無線基地局ＤｅＮＢ（
Ｄｏｎｏｒ　ｅＮＢ）との間に、無線基地局ＤｅＮＢと同様な機能を具備する「リレーノ
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ード（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ）ＲＮ」を接続することができる。
【０００３】
　かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥとコアノー
ドＣＮ（Ｃｏｒｅ　Ｎｏｄｅ）との間で、Ｅ-ＲＡＢ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）が設定され、移動局ＵＥとリレーノードＲＮとの間で、Ｕｕ無
線ベアラが設定され、リレーノードＲＮと無線基地局ＤｅＮＢとの間で、Ｕｎ無線ベアラ
が設定され、無線基地局ＤｅＮＢとコアノードＣＮとの間で、Ｓ１ベアラが設定されるよ
うに構成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００（Ｖ８.８.０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ-ＵＴＲＡ）
　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌｓ」、２００９年３月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ３６.８１４（Ｖ１.０.０）、「Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐ
ｅｃｔｓ」、２００９年２月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１（Ｖ８.６.０）、「Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＲＲＣ）；　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ」、２００９年６月
【非特許文献４】３ＧＰＰ　Ｒ１-０８４６８６、「Ｕｐｄａｔｅｄ　ＷＦ ｏｎ　ａｄｄ
ｒｅｓｓｉｎｇ　ｆｏｒｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｒｅｌ-８」、
２００８年１１月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる移動通信システムにおいて、リレーノードＲＮによる無線基地局
ＤｅＮＢからの下り信号の受信処理（Ｕｎ無線ベアラにおける受信処理）とリレーノード
ＲＮによる移動局ＵＥへの下り信号の送信処理（Ｕｕ無線ベアラにおける送信処理）とが
同時に行われる場合や、リレーノードＲＮによる移動局ＵＥからの上り信号の受信処理（
Ｕｕ無線ベアラにおける受信処理）とリレーノードＲＮによる無線基地局ＤｅＮＢへの上
り信号の送信処理（Ｕｎ無線ベアラにおける送信処理）とが同時に行われる場合、リレー
ノードＲＮの送信信号がリレーノードＲＮ自身の受信回路に回り込み、干渉が発生してし
まうという問題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、Ｕｎ無線ベアラにおける
送受信処理及びＵｕ無線ベアラにおける送受信処理が同時に行われることから引き起こさ
れるリレーノード自身の受信回路への干渉を低減することができる移動通信方法及びリレ
ーノードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、第１タイミングでリレ
ーノードに対して第１下り信号を送信するようにスケジューリングを行う工程Ａと、前記
リレーノードが、第２タイミングで移動局に対して第２下り信号を送信するようにスケジ
ューリングを行う工程Ｂと、前記リレーノードが、該リレーノードと前記移動局との間の
無線区間で用いられている第１運用周波数、及び、前記無線基地局と該リレーノードとの
間の無線区間で用いられている第２運用周波数に基づいて、前記第１タイミングと時間方
向で重複しないように前記第２タイミングのスケジューリングを行うべきであるか否かに



(4) JP 5187909 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

ついて判定する工程Ｃと、前記リレーノードが、前記無線基地局に対して前記判定結果を
通知する工程Ｄとを有することを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、無線基地局との間でコネクションを設定可能なリレーノードで
あって、第１タイミングで前記無線基地局から送信された第１下り信号を受信するように
構成されている受信部と、第２タイミングで移動局に対して第２下り信号を送信するよう
にスケジューリングを行うように構成されているスケジューリング部と、前記リレーノー
ドと前記移動局との間の無線区間で用いられている第１運用周波数、及び、前記無線基地
局と該リレーノードとの間の無線区間で用いられている第２運用周波数に基づいて、前記
第１タイミングと時間方向で重複しないように前記第２タイミングのスケジューリングを
行うべきであるか否かについて判定するように構成されている判定部と、前記無線基地局
に対して前記判定結果を通知するように構成されている送信部とを具備することを要旨と
する。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように、本発明によれば、Ｕｎ無線ベアラにおける送受信処理及びＵｕ無
線ベアラにおける送受信処理が同時に行われることから引き起こされるリレーノード自身
の受信回路への干渉を低減することができる移動通信方法及びリレーノードを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るリレーノードの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るリレーノードにおける送信信号の受信回路への回
り込みの影響について説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るリレーノードの動作を示すフローチャートである
。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図７】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ
方式の移動通信システムであって、コアネットワークノード内のコアノード（例えば、ゲ
ートウェイ装置Ｓ-ＧＷや交換局ＭＭＥ等）や、無線基地局ＤｅＮＢや、リレーノードＲ
Ｎ等を具備している。
【００１３】
　ここで、図１の例では、無線基地局ＤｅＮＢと移動局ＵＥとの間には、Ｕｕ無線ベアラ
が設定されており、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間には、Ｕｎ無線ベアラ
が設定されており、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの間には、Ｕｕ無線ベアラが設定さ
れている。
【００１４】
　なお、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの間の無線区間で用いられている第１運用周波
数は「ｆ１」であり（上り方向は「ｆ１（ＵＬ）」で、下り方向は「ｆ１（ＤＬ）」であ
り）無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間の無線区間で用いられている第２運用
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周波数は「ｆ２」である（上り方向は「ｆ２（ＵＬ）」で、下り方向は「ｆ２（ＤＬ）」
である）。
【００１５】
　また、後述するように第１下り信号の受信用リソースと第２下り信号の送信用リソース
とを時分割で切り替えるべきであると判定された場合には、無線基地局ＤｅＮＢとリレー
ノードＲＮとの間では、ＳＦＮ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）同期が取ら
れているものとする。
【００１６】
　すなわち、後述するように第１下り信号の受信用リソースと第２下り信号の送信用リソ
ースとを時分割で切り替えるべきであると判定された場合には、リレーノードＲＮが、無
線基地局ＤｅＮＢによって送信されている報知情報に含まれているＳＦＮに基づいて、無
線基地局ＤｅＮＢに対してＳＦＮレベルで同期を取るように構成されている。
【００１７】
　また、後述するように第１下り信号の受信用リソースと第２下り信号の送信用リソース
とを時分割で切り替えるべきであると判定された場合で、かつ、無線基地局ＤｅＮＢとリ
レーノードＲＮとの間でＳＦＮ同期が取られていない場合、無線基地局ＤｅＮＢは、自身
が送信する無線フレームのＳＦＮとリレーノードＲＮが送信する無線フレームのＳＦＮと
が同時刻で何フレームずれているかを把握するように構成されている。
【００１８】
　また、無線基地局ＤｅＮＢ及びリレーノードＲＮは、時分割多重方式で、上り信号及び
下り信号を送信することができるように構成されている。
【００１９】
　図２に示すように、リレーノードＲＮは、Ｕｎ無線ベアラ用の送信回路１１Ａと、Ｕｎ
無線ベアラ用の受信回路１２Ａと、Ｕｎ無線ベアラ用の送受分波器（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）
１３Ａと、Ｕｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ａと、Ｕｕ無線ベアラ用の送信回路１
１Ｂと、Ｕｕ無線ベアラ用の受信回路１２Ｂと、Ｕｕ無線ベアラ用の送受分波器（Ｄｕｐ
ｌｅｘｅｒ）１３Ｂと、Ｕｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂと、送信部１５と、受
信部１６と、判定部１７と、スケジューリング部１８とを具備している。
【００２０】
　受信部１６は、Ｕｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ａ及びＵｎ無線ベアラ用の受信
回路１２Ａを用いて、第１タイミングでＵｎ無線ベアラを介して無線基地局ＤｅＮＢから
送信された第１下り信号を受信するように構成されている。
【００２１】
　また、受信部１６は、Ｕｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂ及びＵｕ無線ベアラ用
の受信回路１２Ｂを用いて、Ｕｕ無線ベアラを介して移動局ＵＥから送信された上り信号
を受信するように構成されている。
【００２２】
　また、受信部１６は、Ｕｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ａ及びＵｎ無線ベアラ用
の受信回路１２Ａを用いて、無線基地局ＤｅＮＢとの間でＲＲＣコネクションを設定する
際に、無線基地局ＤｅＮＢから、第１タイミングとして、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信
タイミングを受信するように構成されている。
【００２３】
　例えば、受信部１６は、既存のＲＲＣコネクションの設定手順において送信される「Ｒ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」から、ＭＢＳＦＮ（Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）サブフレームの送信タイミングを受信するように構成されていてもよい。
【００２４】
　ここで、ＭＢＳＦＮサブフレームは、ＭＢＳＦＮ用通信で用いられるサブフレームであ
る。なお、本明細書において、ＭＢＳＦＮサブフレームには、３ＧＰＰ会合において「Ｂ
ｌａｎｋサブフレーム」と呼ばれている制御信号用ＯＦＤＭシンボルが送信されないよう
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に規定されているＭＢＳＦＮサブフレームも含まれるものとする。
【００２５】
　送信部１５は、Ｕｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ａ及びＵｎ無線ベアラ用の送信
回路１１Ａを用いて、Ｕｎ無線ベアラを介して無線基地局ＤｅＮＢに対して上り信号を送
信するように構成されている。
【００２６】
　また、送信部１５は、Ｕｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂ及びＵｕ無線ベアラ用
の送信回路１１Ｂを用いて、Ｕｕ無線ベアラを介して移動局ＵＥに対して第２下り信号を
送信するように構成されている。
【００２７】
　スケジューリング部１８は、判定部１７による判定結果に基づいて、リレーノードＲＮ
配下の移動局ＵＥに係るスケジューリングを行うように構成されている。
【００２８】
　例えば、スケジューリング部１８は、判定部１７による判定結果に基づいて、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの送信タイミング（第１タイミング）送信タイミング以外のタイミング（
第２タイミング）で第２下り信号を送信するようにスケジューリングを行うように構成さ
れていてもよい。
【００２９】
　判定部１７は、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの間の無線区間で用いられている第１
運用周波数ｆ１、及び、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間の無線区間で用い
られている第２運用周波数ｆ２に基づいて、第１タイミングと時間方向で重複しないよう
に第２タイミングのスケジューリングを行うべきであるか否かについて判定するように構
成されている。
【００３０】
　すなわち、判定部１７は、第１運用周波数ｆ１及び第２運用周波数ｆ２に基づいて、Ｕ
ｎ無線ベアラを介して無線基地局ＤｅＮＢによって送信される第１下り信号の受信用リソ
ースと、Ｕｕ無線ベアラを介して移動局ＵＥに対して送信する第２下り信号の送信用リソ
ースとを時分割で切り替えるべきであるか否かについて判定するように構成されている。
【００３１】
　具体的には、判定部１７は、第１運用周波数ｆ１と第２運用周波数ｆ２とが異なる場合
、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングのスケジューリングを行
う必要はないと判定するように構成されていてもよい。
【００３２】
　また、判定部１７は、第１運用周波数ｆ１と第２運用周波数ｆ２とが同じである場合で
あっても、第２下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２Ａへの回り込みを十分に防ぐ
ことが可能である、すなわち、第２下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２Ａへの回
り込みを十分に防ぐことが可能なｉｓｏｌａｔｉｏｎを保証できる高性能なＵｎ無線ベア
ラ用の送受分波器１３Ａが設けられていると設定されている場合には、第１タイミングと
時間方向で重複しないように第２タイミングのスケジューリングを行う必要はないと判定
するように構成されていてもよい。
【００３３】
　図３（ａ）に示すように、リレーノードＲＮのＵｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４
ＡとリレーノードＲＮのＵｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂとが空間的に離れて設
置されている場合（例えば、リレーノードＲＮが家庭内に設置され、Ｕｎ無線ベアラ用の
送受信アンテナ１４Ａが屋根上に設置され、Ｕｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂが
リレーノードＲＮと一体化して設置されている場合等）には、第２下り信号のＵｎ無線ベ
アラ用の受信回路１２Ａへの回り込むレベルが小さくなるため、リレーノードＲＮにおい
て、第２下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２Ａへの回り込みを十分に防ぐことが
可能であると設定することができる。
【００３４】
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　一方、図３（ｂ）に示すように、リレーノードＲＮのＵｎ無線ベアラ用の送受信アンテ
ナ１４ＡとリレーノードＲＮのＵｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂとが空間的に近
接して設置されている場合（例えば、リレーノードＲＮが家庭内に設置され、Ｕｎ無線ベ
アラ用の送受信アンテナ１４Ａ及びＵｕ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ｂがリレーノ
ードＲＮと一体化して設置されている場合等）には、第２下り信号のＵｎ無線ベアラ用の
受信回路１２Ａへの回り込むレベルが大きくなるため、リレーノードＲＮにおいて、第２
下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２Ａへの回り込みを十分に防ぐことが可能では
ないと設定することができる。
【００３５】
　なお、判定部１７は、リレーノードＲＮの起動時に、上述の判定を行うように構成され
ていてもよい。
【００３６】
　ここで、送信部１５は、Ｕｎ無線ベアラ用の送受信アンテナ１４Ａ及びＵｎ無線ベアラ
用の送信回路１１Ａを用いて、無線基地局ＤｅＮＢに対して、判定部１７による当該判定
結果を通知するように構成されている。
【００３７】
　また、送信部１５は、ＲＲＣコネクションの設定手順において、無線基地局ＤｅＮＢに
対して、移動局ＵＥではなく、リレーノードＲＮによって送信されたことを示す情報を含
む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されていて
もよい。
【００３８】
　図４に示すように、無線基地局ＤｅＮＢは、受信部２１と、送信部２２と、スケジュー
リング部２３と、決定部２４とを具備している。
【００３９】
　受信部２１は、Ｕｎ無線ベアラを介してリレーノードＲＮから送信された上り信号や、
Ｕｕ無線ベアラを介して移動局ＵＥから送信された上り信号や、コアノードＣＮから送信
された下り信号を受信するように構成されている。
【００４０】
　例えば、受信部２１は、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間のＲＲＣコネク
ションの設定手順においてリレーノードＲＮから送信される「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」等を受信するように構成されている。
【００４１】
　送信部２２は、Ｕｎ無線ベアラを介してリレーノードＲＮに対して下り信号を送信し、
Ｕｕ無線ベアラを介して移動局ＵＥに対して下り信号を送信し、コアノードＣＮに対して
上り信号を送信するように構成されている。
【００４２】
　また、送信部２２は、リレーノードＲＮとの間でＲＲＣコネクションを設定する際に、
リレーノードＲＮから、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングの
スケジューリングを行うべきであることを示す判定結果が通知された場合、リレーノード
ＲＮに対して、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミング（所定タイミング）を通知する
ように構成されている。
【００４３】
　ここで、送信部２２は、受信部２１によって受信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の送信元がリレーノードＲＮである場合にのみ、リレーノードＲＮ
に対して、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミングを通知するように構成されていても
よい。
【００４４】
　一方、送信部２２は、リレーノードＲＮとの間でＲＲＣコネクションを設定する際に、
リレーノードＲＮから、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングの
スケジューリングを行う必要はないことを示す判定結果が通知された場合、リレーノード
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ＲＮに対して、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミング（所定タイミング）を通知しな
いように構成されている。
【００４５】
　決定部２４は、リレーノードＲＮに対して通知すべきＭＢＳＦＮサブフレームの送信タ
イミングを決定するように構成されている。
【００４６】
　例えば、決定部２４は、無線基地局ＤｅＮＢ配下のリレーノードＲＮや移動局ＵＥの数
や、トラフィック量を考慮して、リレーノードＲＮに対して通知すべきＭＢＳＦＮサブフ
レームの送信タイミングを決定するように構成されている。
【００４７】
　スケジューリング部２３は、無線基地局ＤｅＮＢ配下のリレーノードＲＮや移動局ＵＥ
に係るスケジューリングを行うように構成されている。
【００４８】
　具体的には、スケジューリング部２３は、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミング（
第１タイミング）でリレーノードＲＮに対して第１下り信号を送信するようにスケジュー
リングを行うように構成されている。
【００４９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図５及び図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作につ
いて説明する。
【００５０】
　第１に、図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられ
るリレーノードＲＮの起動時の動作について説明する。
【００５１】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、リレーノードＲＮは、起動すると、無
線基地局ＤｅＮＢによって送信されている報知情報等を参照して、無線基地局ＤｅＮＢと
リレーノードＲＮとの間の無線区間で用いられている第２運用周波数をスキャンする。
【００５２】
　ステップＳ１０２において、リレーノードＲＮは、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの
間の無線区間で用いられている第１運用周波数、及び、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノー
ドＲＮとの間の無線区間で用いられている第２運用周波数が同一であるか否かについて判
定する。
【００５３】
　第１運用周波数と第２運用周波数とが同一である場合、本動作は、ステップＳ１０３に
進み、第１運用周波数と第２運用周波数とが異なる場合、本動作は、ステップＳ１０４に
進む。
【００５４】
　ステップＳ１０３において、リレーノードＲＮは、移動局ＵＥに対して送信される第２
下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２Ａへの回り込みを十分に防ぐことが可能であ
ると設定されているか否かについて判定する。
【００５５】
　設定されていると判定された場合、本動作は、ステップＳ１０４に進み、設定されてい
ないと判定された場合、本動作は、ステップＳ１０５に進む。
【００５６】
　ステップＳ１０４において、リレーノードＲＮは、第１タイミングと時間方向で重複し
ないように第２タイミングのスケジューリングを行う必要がない、すなわち、無線リソー
スの時分割が不要であると判定し、無線基地局ＤｅＮＢに対して、その旨を通知する。
【００５７】
　ステップＳ１０５において、リレーノードＲＮは、第１タイミングと時間方向で重複し
ないように第２タイミングのスケジューリングを行うべきである、すなわち、無線リソー
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スの時分割が必要であると判定し、無線基地局ＤｅＮＢに対して、その旨を通知する。
【００５８】
　第２に、図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて、
無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードとの間でＲＲＣコネクションを設定する際の動作につ
いて説明する。
【００５９】
　図６に示すように、ステップＳ１００１において、リレーノードＲＮは、起動時に、無
線基地局ＤｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信
する。
【００６０】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ＤｅＮＢは、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に設定されているフラグに基づいて、かかる「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」がリレーノードＲＮから送信されたものであると判定し
、リレーノードＲＮに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信す
る。
【００６１】
　ステップＳ１００３において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、「
Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００６２】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ＤｅＮＢは、コアノードＣＮに対して、「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信
する。
【００６３】
　ステップＳ１００５において、リレーノードＲＮとコアノードＣＮとの間で「Ａｕｔｈ
ｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ/Ｓｅｃｕｒｉｔｙ処理」が完了した後、ステップＳ１００６にお
いて、コアノードＣＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ
」を含む「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する
。
【００６４】
　ステップＳ１００７において、無線基地局ＤｅＮＢは、リレーノードＲＮに対して、「
ＲＲＣ　ＲＮ（ＵＥ）　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｅｎｑｕｉｒｙ」を送信する。
【００６５】
　ステップＳ１００８において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、「
ＲＲＣ　ＲＮ（ＵＥ）　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信する。
【００６６】

　ここで、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　ＲＮ（ＵＥ）
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」内の所定ビット（例えば、１ビット
）によって、上述の第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングのスケ
ジューリングを行うべきであるか否かについての判定結果を通知することができる。
【００６７】
　ステップＳ１００９において、無線基地局ＤｅＮＢは、コアノードＣＮに対して、「（
ＵＥ）　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【００６８】
　無線基地局ＤｅＮＢは、リレーノードＲＮに対して、ステップＳ１０１０において、「
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ」を送信し、ステップＳ１０１１において
、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００６９】
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　ここで、無線基地局ＤｅＮＢは、必要に応じて、リレーノードＲＮに対して、「ＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」によって、上述のＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの送信タイミングを通知することができる。
【００７０】
　リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、ステップＳ１０１２において、「
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信し、ステップＳ１０１３におい
て、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ」を送信する。
【００７１】
　ステップＳ１０１４において、無線基地局ＤｅＮＢは、コアノードＣＮに対して、「Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００７２】
　ステップＳ１０１５において、リレーノードＲＮは、コアノードＣＮに対して、「Ａｔ
ｔａｃｈ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００７３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、Ｕｎ無線ベアラにおける送
受信処理及びＵｕ無線ベアラにおける送受信処理が同時に行われることから引き起こされ
るリレーノード自身の受信回路への干渉の影響が大きい場合のみ、Ｕｎ無線ベアラを介し
て無線基地局ＤｅＮＢによって送信される第１下り信号の受信用リソースと、Ｕｕ無線ベ
アラを介して移動局ＵＥに対して送信する第２下り信号の送信用リソースとを時分割で切
り替えることによって、無線リソースを効率的に使用しつつ、かかるリレーノード自身の
受信回路への干渉を低減することができる。
【００７４】
（変更例１）
　図７を参照して、上述の第１の実施形態に係る移動通信システムの変更例１について説
明する。以下、本変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係
る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００７５】
　以下、図７を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００７６】
　図７に示すように、ステップＳ２００１乃至Ｓ２０１５の動作は、図７に示すステップ
Ｓ１００１乃至Ｓ１０１５の動作と同一である。
【００７７】
　ただし、ステップＳ２０１１において　無線基地局ＤｅＮＢは、リレーノードＲＮに対
して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」によって、
上述のＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミングを通知しない。
【００７８】
　ステップＳ２０１６において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢに対して、リ
レーノードＲＮが無線中継基地局として動作するために必要なＵｎ無線ベアラをリレーノ
ードＲＮと無線基地局ＤｅＮＢとの間で設定することを要求する「Ｕｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００７９】
　ステップＳ２０１７において、無線基地局ＤｅＮＢは、リレーノードＲＮに対して、「
Ｕｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００８０】
　ここで、無線基地局ＤｅＮＢは、リレーノードＲＮに対して、「Ｕｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」によって、上述のＭＢＳＦＮサブフレームの送信タイミングを通知する
。
【００８１】
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　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００８２】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＤｅＮＢが、第１タイ
ミングでリレーノードＲＮに対して第１下り信号を送信するようにスケジューリングを行
う工程Ａと、リレーノードＲＮが、第２タイミングで移動局ＵＥに対して第２下り信号を
送信するようにスケジューリングを行う工程Ｂと、リレーノードＲＮが、リレーノードＲ
Ｎと移動局ＵＥとの間の無線区間で用いられている第１運用周波数ｆ１、及び、無線基地
局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間の無線区間で用いられている第２運用周波数ｆ２に
基づいて、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングのスケジューリ
ングを行うべきであるか否かについて判定する工程Ｃと、リレーノードＲＮが、無線基地
局ＤｅＮＢに対して当該判定結果を通知する工程Ｄとを有することを要旨とする。
【００８３】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｃにおいて、リレーノードＲＮは、第１運用周
波数ｆ１と第２運用周波数ｆ２とが異なる場合、第１タイミングと時間方向で重複しない
ように第２タイミングのスケジューリングを行う必要はないと判定してもよい。
【００８４】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｃにおいて、リレーノードＲＮは、第１運用周
波数ｆ１と第２運用周波数ｆ２とが同じである場合であっても、第２下り信号のＵｎ無線
ベアラ用の受信回路１２Ａへの回り込みを十分に防ぐことが可能であると設定されている
場合には、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングのスケジューリ
ングを行う必要はないと判定してもよい。
【００８５】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間でＲ
ＲＣコネクションを設定する際に、無線基地局ＤｅＮＢが、リレーノードＲＮに対して、
第１タイミングを通知する工程を更に有してもよい。
【００８６】
　本実施形態の第１の特徴において、第１タイミングは、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信
タイミングであってもよい。
【００８７】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ＤｅＮＢとの間でＲＲＣコネクションを設定可
能なリレーノードＲＮであって、第１タイミングで無線基地局ＤｅＮＢから送信された第
１下り信号を受信するように構成されている受信部１６と、第２タイミングで移動局ＵＥ
に対して第２下り信号を送信するようにスケジューリングを行うように構成されているス
ケジューリング部１８と、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの間の無線区間で用いられて
いる第１運用周波数ｆ１、及び、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノードＲＮとの間の無線区
間で用いられている第２運用周波数ｆ２に基づいて、第１タイミングと時間方向で重複し
ないように第２タイミングのスケジューリングを行うべきであるか否かについて判定する
ように構成されている判定部１７と、無線基地局ＤｅＮＢに対して当該判定結果を通知す
るように構成されている送信部１５とを具備することを要旨とする。
【００８８】
　本実施形態の第２の特徴において、判定部１７は、第１運用周波数ｆ１と第２運用周波
数ｆ２とが異なる場合、第１タイミングと時間方向で重複しないように第２タイミングの
スケジューリングを行う必要はないと判定するように構成されていてもよい。
【００８９】
　本実施形態の第２の特徴において、判定部１７は、第１運用周波数ｆ１と第２運用周波
数ｆ２とが同じである場合であっても、第２下り信号のＵｎ無線ベアラ用の受信回路１２
Ａへの回り込みを十分に防ぐことが可能であると設定されている場合には、第１タイミン
グと時間方向で重複しないように第２タイミングのスケジューリングを行う必要はないと
判定するように構成されていてもよい。
【００９０】
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　本実施形態の第２の特徴において、受信部１６は、無線基地局ＤｅＮＢとリレーノード
ＲＮとの間でＲＲＣコネクションを設定する際に、無線基地局ＤｅＮＢから、第１タイミ
ングを受信するように構成されていてもよい。
【００９１】
　本実施形態の第２の特徴において、第１タイミングは、ＭＢＳＦＮサブフレームの送信
タイミングであってもよい。
【００９２】
　なお、上述の無線基地局ＤｅＮＢやリレーノードＲＮや移動局ＵＥの動作は、ハードウ
ェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００９３】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００９４】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ＤｅＮＢやリレーノードＲＮや移動局ＵＥ内に設けられていて
もよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして
無線基地局ＤｅＮＢやリレーノードＲＮや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００９５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限
的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００９６】
ＲＮ…リレーノード
ＤｅＮＢ…無線基地局
１１Ａ、１１Ｂ…送信回路
１２Ａ、１２Ｂ…受信回路
１３Ａ、１３Ｂ…送受切替器
１４Ａ、１４Ｂ…送受信アンテナ
１５、２２…送信部
１６、２１…受信部
１７…判定部
１８、２３…スケジューリング部
２４…決定部
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