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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺基地局によって無線送信される信号を受信する無線受信手段と、
　前記無線受信手段によって受信される信号から、前記周辺基地局に隣接する少なくとも
１つの隣接セルで使用される無線リソースを特定するための情報を含む隣接セルリストを
取得する隣接セルリスト取得手段と、
　前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定される少
なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、移動局と通信を行う
ための無線リソースとして選択する無線リソース選択手段と、
　前記無線リソース選択手段によって選択された無線リソースを用いて前記移動局への信
号送信を行う無線送信手段と、
を備え、
　前記無線リソースは、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）システムであ
れば周波数チャネルを含み、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）システムであ
れば拡散コードを含み、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal FDMA）システムであれば周波数領域で
複数のＯＦＤＭサブキャリアを含み且つ時間領域で少なくとも１つのシンボル時間を含み
、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）のＵＭＴＳ（Universal Mobile Tel
ecommunications System）又はＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）システムであれば周波数
チャネル及びスクランブリングコードを含み、３ＧＰＰのＬＴＥ（Long Term Evolution
）システムであれば物理リソースブロックを含む、
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基地局。
【請求項２】
　複数の前記周辺基地局から送信される無線信号の受信品質を測定する受信品質測定手段
をさらに備え、
　前記無線リソース選択手段は、前記受信品質の測定結果に基づいて選択された１つの周
辺基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソー
スの中から、前記移動局と通信を行うための無線リソースを選択する、請求項１に記載の
基地局。
【請求項３】
　前記無線リソース選択手段は、前記複数の周辺基地局の中で最も隣接していると推定さ
れる最隣接の基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも１つの
無線リソースの中から、前記移動局と通信を行うための無線リソースを選択する、請求項
２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記受信品質測定手段は、前記最隣接の基地局から報知される隣接セルリストによって
特定される少なくとも１つの無線リソースの各々について受信品質を測定し、
　前記無線リソース選択手段は、前記受信品質の測定結果に基づいて、前記移動局と通信
を行うための無線リソースを選択する、請求項３に記載の基地局。
【請求項５】
　前記無線リソース選択手段は、複数の前記周辺基地局が形成するセルとの干渉が抑制さ
れるように、最も受信品質の良い無線リソースを除いた他の無線リソースの中から前記移
動局と通信を行うための無線リソースを選択する、請求項１～４のいずれか１項に記載の
基地局。
【請求項６】
　前記無線リソース選択手段は、前記最隣接の基地局から報知される隣接セルリストによ
って特定される少なくとも１つの無線リソースのうち、前記最隣接の基地局以外の前記周
辺基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソー
スのいずれかと重複するものを、前記移動局と通信を行うための無線リソースとして優先
的に選択する、請求項３、請求項４、及び請求項３又は４を引用する請求項５のいずれか
１項に記載の基地局。
【請求項７】
　前記最隣接の基地局の判定は、前記複数の周辺基地局から送信される無線信号の受信品
質を測定することにより行われる、請求項３、請求項４、請求項３又は４を引用する請求
項５、及び請求項６のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項８】
　前記最隣接の基地局は、前記複数の周辺基地局のうち、前記無線信号が到達するまでの
遅延時間が最も小さい基地局である、請求項７に記載の基地局。
【請求項９】
　前記最隣接の基地局は、前記複数の周辺基地局のうち、前記無線信号の受信電力が最も
大きい基地局である、請求項７に記載の基地局。
【請求項１０】
　前記受信品質は、受信電力または受信ＳＩＲ（Signal to Interference Ratio）である
、請求項２～４、請求項２～４のいずれかを引用する請求項５、並びに請求項６～７のい
ずれか１項に記載の基地局。
【請求項１１】
　前記隣接セルリスト取得手段は、複数の前記周辺基地局の各々が報知する前記隣接セル
リストを取得し、
　前記無線リソース選択手段は、取得された複数の前記隣接セルリストによって重複して
特定される無線リソースを、前記移動局と通信を行うための無線リソースとして優先的に
選択する、請求項１に記載の基地局。
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【請求項１２】
　周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セルで使用される無線リソースを特定する
ための情報を含む隣接セルリストを、前記周辺基地局から無線送信される信号から取得す
ること、及び
　前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定される少
なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、自身がカバーするセ
ルに在圏する移動局と通信を行うための無線リソースとして選択すること、
を備え、
　前記無線リソースは、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）システムであ
れば周波数チャネルを含み、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）システムであ
れば拡散コードを含み、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal FDMA）システムであれば周波数領域で
複数のＯＦＤＭサブキャリアを含み且つ時間領域で少なくとも１つのシンボル時間を含み
、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）のＵＭＴＳ（Universal Mobile Tel
ecommunications System）又はＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）システムであれば周波数
チャネル及びスクランブリングコードを含み、３ＧＰＰのＬＴＥ（Long Term Evolution
）システムであれば物理リソースブロックを含む、
基地局による無線リソースの決定方法。
【請求項１３】
　複数の前記周辺基地局から送信される無線信号の受信品質を測定すること、をさらに含
み、
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、前記受信品質の測定結果に基づいて選
択された１つの周辺基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも
１つの無線リソースの中から選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、前記複数の周辺基地局の中で最も隣接
していると推定される最隣接の基地局から報知される隣接セルリストによって特定される
少なくとも１つの無線リソースの中から選択される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、前記最隣接の基地局から報知される隣
接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソースの各々についての受信品
質の測定結果に基づいて選択される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、複数の前記周辺基地局が形成するセル
との干渉が抑制されるように、最も受信品質の良い無線リソースを除いた他の無線リソー
スの中から選択される、請求項１２～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、前記最隣接の基地局から報知される隣
接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソースのうち、前記最隣接の基
地局以外の前記周辺基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも
１つの無線リソースのいずれかと重複するものが優先的に選択される、請求項１４、請求
項１５、及び請求項１４又は１５を引用する請求項１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記最隣接の基地局の判定は、前記複数の周辺基地局から送信される無線信号の受信品
質を測定することにより行われる、請求項１４、請求項１５、請求項１４又は１５を引用
する請求項１６、及び請求項１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記隣接セルリストは、複数の前記周辺基地局から取得され、
　取得された複数の前記隣接セルリストによって重複して特定される無線リソースが、前
記移動局と通信を行うための無線リソースとして優先的に選択される、請求項１２に記載
の方法。
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【請求項２０】
　基地局機器の無線受信部によって受信された信号から、前記基地局機器の周辺に位置す
る周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セルで使用される無線リソースを特定可能
な情報を含む隣接セルリストを取得する隣接セルリスト取得手段と、
　前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定される少
なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、前記基地局機器の無
線送信部に適用する無線リソースとして選択する無線リソース選択手段と、
を備え、
　前記無線リソースは、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）システムであ
れば周波数チャネルを含み、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）システムであ
れば拡散コードを含み、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal FDMA）システムであれば周波数領域で
複数のＯＦＤＭサブキャリアを含み且つ時間領域で少なくとも１つのシンボル時間を含み
、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）のＵＭＴＳ（Universal Mobile Tel
ecommunications System）又はＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）システムであれば周波数
チャネル及びスクランブリングコードを含み、３ＧＰＰのＬＴＥ（Long Term Evolution
）システムであれば物理リソースブロックを含む、
処理装置。
【請求項２１】
　前記無線リソース選択手段は、複数の前記周辺基地局の中で最も隣接していると推定さ
れる最隣接の基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも１つの
無線リソースの中から、前記無線送信部に適用する無線リソースを選択する、請求項２０
に記載の処理装置。
【請求項２２】
　前記無線リソース選択手段は、
　複数の前記周辺基地局から送信される無線信号の受信品質の測定結果に基づいて１つの
周辺基地局を選択し、
　選択された周辺基地局から報知される隣接セルリストによって特定される少なくとも１
つの無線リソースの中から、移動局と通信を行うための無線リソースを選択する、請求項
２０又は２１に記載の処理装置。
【請求項２３】
　前記無線リソース選択手段は、複数の前記周辺基地局が形成するセルとの干渉が抑制さ
れるように、最も受信品質の良い無線リソースを除いた他の無線リソースの中から移動局
と通信を行うための無線リソースを選択する、請求項２０～２２のいずれか１項に記載の
処理装置。
【請求項２４】
　前記隣接セルリスト取得手段は、複数の前記周辺基地局の各々が報知する前記隣接セル
リストを取得し、
　前記無線リソース選択手段は、取得された複数の前記隣接セルリストによって重複して
特定される無線リソースを、移動局と通信を行うための無線リソースとして優先的に選択
する、請求項２０～２３のいずれか１項に記載の処理装置。
【請求項２５】
　移動体通信で使用される基地局機器に関する制御処理をコンピュータに実行させるため
のプログラムであって、
　前記制御処理は、
　前記基地局機器の周辺に位置する周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セルで使
用される無線リソースを特定するための情報を含む隣接セルリストを取得すること、及び
　前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定される少
なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、前記基地局機器がカ
バーするセルに在圏する移動局と通信を行うための無線リソースとして選択すること、
を含み、
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　前記無線リソースは、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）システムであ
れば周波数チャネルを含み、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）システムであ
れば拡散コードを含み、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal FDMA）システムであれば周波数領域で
複数のＯＦＤＭサブキャリアを含み且つ時間領域で少なくとも１つのシンボル時間を含み
、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）のＵＭＴＳ（Universal Mobile Tel
ecommunications System）又はＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）システムであれば周波数
チャネル及びスクランブリングコードを含み、３ＧＰＰのＬＴＥ（Long Term Evolution
）システムであれば物理リソースブロックを含む、
プログラム。
【請求項２６】
　前記制御処理は、複数の前記周辺基地局の中から最隣接の基地局を判定することをさら
に含み、
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、前記最隣接の基地局から報知される隣
接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソースの中から選択される、請
求項２５に記載のプログラム。
【請求項２７】
　前記制御処理は、複数の前記周辺基地局から送信される無線信号の受信品質の測定結果
に基づいて１つの周辺基地局を選択することをさらに含み、
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、選択された１つの周辺基地局から報知
される隣接セルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソースの中から選択さ
れる、請求項２５又は２６に記載のプログラム。
【請求項２８】
　前記移動局と通信を行うための無線リソースは、複数の前記周辺基地局が形成するセル
との干渉が抑制されるように、最も受信品質の良い無線リソースを除いた他の無線リソー
スの中から選択される、請求項２５～２７のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項２９】
　前記制御処理は、
　複数の前記周辺基地局の各々が報知する前記隣接セルリストを取得し、取得された複数
の前記隣接セルリストによって重複して特定される無線リソースを、前記移動局と通信を
行うための無線リソースとして優先的に選択することをさらに含む、請求項２５～２８の
いずれか１項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムで使用される基地局に関し、特に、基地局の無線リソース
選択に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話の普及による屋内での音声通信やデータ通信の需要の増大に伴い、利用者宅内
、オフィス内などに設置可能な小型基地局の開発が進められている。この小型基地局がカ
バーする範囲は、既存の基地局に比べて極めて小さいことから、フェムトセルと呼ばれる
。以下では、フェムトセルを形成する基地局をフェムト基地局と呼ぶ。例えば、３ＧＰＰ
（3rd Generation Partnership Project）は、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommuni
cations System）向け及びＬＴＥ（Long Term Evolution）向けのフェムト基地局を"Home
 NodeB"及び"Home eNodeB"と定義して標準化作業を進めている。
【０００３】
　既存の移動体通信網（セルラ通信網）で使用される基地局では、基地局が移動局との通
信に使用する無線リソースが予め定められている。これに対して、フェムト基地局に関し
ては、フェムト基地局が自律的に無線リソースの選択を行なうことが検討されている。な
お、無線リソースとは、例えば、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）シス
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テムであれば周波数チャネルであり、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）シス
テムであれば拡散コードである。３ＧＰＰ ＵＭＴＳ（Ｗ－ＣＤＭＡ:Wideband-CDMA）で
あれば、周波数チャネル及びスクランブリングコードである。また、上りにＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（Single Carrier FDMA）を採用し、下りにＯＦＤＭＡ(Orthogonal FDMA)を採用する３
ＧＰＰ ＬＴＥであれば、物理リソースブロックである。物理リソースブロックとは、基
地局から移動局への下りデータ伝送に使用する無線リソースの基本単位であり、周波数領
域で複数のＯＦＤＭサブキャリアを含み、時間領域で少なくとも１つのシンボル時間を含
む。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、フェムト基地局が、ｘＤＳＬ回線又は光ファイバ回線等で接
続された管理システムから複数の無線リソース（具体的には無線チャネル及びスクランブ
リングコード）候補を含む許可リストを受信し、当該許可リストに含まれる無線リソース
候補の各々に関して無線信号の受信レベルを測定し、受信レベル最小の無線リソース候補
を自律的に選択して移動局との通信に用いることが開示されている。受信レベルが最小と
なる無線リソース候補を選択する理由は、周辺の基地局によって形成されるセルとの干渉
を最小化できると考えられるためである。また、特許文献１には、許可リストに含まれる
無線リソース候補が、フェムト基地局による利用が許可される無線リソースとして携帯通
信事業者によって定められることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】英国特許出願公開第２４２８９３７号明細書（14ページ8行目～15ページ1
0行目）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示されているフェムト基地局の無線リソース選択方法には、マクロセル
からフェムトセルへの移動局のセル間移動（ハンドオーバー及びセル再選択）を可能とす
るための障害が大きいという問題がある。ここで、マクロセルとは、既存の移動体通信網
で使用される基地局によって形成されるセルである。
【０００７】
　第１に、通話状態にある移動局のハンドオーバー動作、又は待ち受け状態にある移動局
のセル再選択動作によって、移動局の接続先をマクロセルからフェムトセルへ変更するこ
とを可能とするためには、マクロセルを形成する既存基地局（以下、マクロ基地局と呼ぶ
）が移動局に対して報知する隣接セルリスト（ネイバーリストとも呼ばれる）にフェムト
セルに関する情報を追加しなければならない。隣接セルリストは、隣接セルで使用されて
いる無線リソースを移動局に通知するために基地局によって送信される。よって、隣接セ
ルリストは、隣接セルで使用されている無線リソースを特定するための情報を含む。例え
ば、Ｗ－ＣＤＭＡの場合、隣接セルリストは、隣接セルで使用されている無線チャネル及
びスクランブリングコードを識別可能な情報を含む。移動局は、隣接セルリストを参照す
ることによって、通話時のハンドオーバーおよび待ち受け時のセル再選択を行う際に、信
号品質の測定対象とすべき隣接セルを知ることができる。
【０００８】
　特許文献１に開示された無線リソース選択方法では、フェムト基地局がどの無線リソー
ス候補を選択するかは個々のフェムト基地局が設置された場所での信号受信状況に依存し
ている。このため、特許文献１に開示されている無線リソース選択方法によってフェムト
基地局が無線リソースの選択を行う場合には、フェムト基地局が無線リソースを選択する
都度、その情報をマクロ基地局が送信する隣接セルリストに反映させなければならない。
したがって、フェムト基地局が使用する無線リソースの情報をマクロ基地局の隣接セルリ
ストへ反映させるためのネットワーク側の改良が必要となることが懸念される。また、フ
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ェムト基地局の数が増えるにつれて、隣接セルリストに登録すべき無線リソース情報が増
大することや、隣接セルリストの更新が頻発することが予想される。このため、マクロ基
地局又はこれを管理するＲＮＣ（Radio Network Controller）等の制御装置において隣接
セルリストの管理に要する処理負荷が増大することが懸念される。
【０００９】
　本発明は、上述した問題点を考慮してなされたものであって、フェムト基地局の周辺に
位置する基地局又はこれを管理するＲＮＣ等の制御装置における隣接セルリスト管理に要
する処理負荷の増大を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様にかかる基地局は、無線受信部、隣接セルリスト取得部、無線リソ
ース選択部、及び無線送信部を有する。前記無線受信部は、周辺基地局から無線送信され
る信号を受信する。前記隣接セルリスト取得部は、前記無線受信部によって受信される信
号から、前記周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セルで使用される無線リソース
を特定するための情報を含む隣接セルリストを取得する。前記無線リソース選択部は、前
記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定される少なく
とも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、移動局と通信を行うため
の無線リソースとして選択する。また、前記無線送信部は、前記無線リソース選択部によ
って選択された無線リソースを用いて前記移動局への信号送信を行う。
【００１１】
　本発明の第２の態様にかかる方法は、基地局による無線リソースの決定方法であり、以
下の（ａ）及び（ｂ）を含む。
（ａ）周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セルで使用される無線リソースを特定
するための情報を含む隣接セルリストを、前記周辺基地局から無線送信される信号から取
得すること；及び
（ｂ）前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定され
る少なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、自身がカバーす
るセルに在圏する移動局と通信を行うための無線リソースとして選択すること。
【００１２】
　本発明の第３の態様にかかる処理装置は、隣接セルリスト取得手段及び無線リソース選
択手段を有する。前記隣接セルリスト取得手段は、基地局機器の無線受信部によって受信
された信号から、前記基地局機器の周辺に位置する周辺基地局に隣接する少なくとも１つ
の隣接セルで使用される無線リソースを特定可能な情報を含む隣接セルリストを取得する
。前記無線リソース選択手段は、前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セ
ルリストによって特定される少なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リ
ソースを、前記基地局機器の無線送信部に適用する無線リソースとして選択する。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、移動体通信で使用される基地局機器に関する制御処理をコンピ
ュータに実行させるためのプログラム又は当該プログラムを格納した記録媒体である。当
該プログラムに従ってコンピュータが実行する制御処理は、以下の（ａ）及び（ｂ）を含
む。
（ａ）前記基地局機器の周辺に位置する周辺基地局に隣接する少なくとも１つの隣接セル
で使用される無線リソースを特定するための情報を含む隣接セルリストを取得すること；
及び
（ｂ）前記隣接セルリストを参照することにより、前記隣接セルリストによって特定され
る少なくとも１つの無線リソースのいずれかと共通する無線リソースを、前記基地局機器
がカバーするセルに在圏する移動局と通信を行うための無線リソースとして選択すること
。
【発明の効果】
【００１４】
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　上述した本発明の各態様によれば、フェムト基地局の周辺に位置する基地局又はこれを
管理するＲＮＣ等の制御装置において、隣接セルリスト管理に要する処理負荷が増大する
ことを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】発明の実施の形態１にかかるフェムト基地局の配置を示す図である。
【図２】周辺基地局から送信される隣接セルリストの一例を示す図である。
【図３】発明の実施の形態１にかかるフェムト基地局のブロック図である。
【図４】発明の実施の形態１にかかるフェムト基地局の無線リソース選択手順を示すフロ
ーチャートである。
【図５】発明の実施の形態２にかかるフェムト基地局の配置を示す図である。
【図６】発明の実施の形態２にかかるフェムト基地局のブロック図である。
【図７】発明の実施の形態２にかかるフェムト基地局の無線リソース選択手順を示すフロ
ーチャートである。
【図８】隣接セルリストに含まれる無線リソース情報と受信品質の対応付けの例を示すテ
ーブルである。
【図９】発明の実施の形態３にかかるフェムト基地局のブロック図である。
【図１０】発明の実施の形態３にかかるフェムト基地局の無線リソース選択手順を示すフ
ローチャートである。
【図１１】発明の実施の形態４にかかるフェムト基地局のブロック図である。
【図１２】発明の実施の形態４にかかるフェムト基地局の無線リソース選択手順を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のた
め、必要に応じて重複説明は省略される。
【００１７】
＜発明の実施の形態１＞
　図１は、本実施の形態にかかるフェムト基地局１を含む無線通信システムの構成例を示
す図である。なお、本実施の形態にかかる無線通信システムは、ＦＤＤ（Frequency divi
sion Duplex）－ＣＤＭＡ、より具体的にはＷ－ＣＤＭＡ方式の無線通信システムである
として説明を行う。
【００１８】
　フェムト基地局１は、フェムトセル１０を形成する。フェムト基地局１は、移動体通信
事業者のコアネットワーク（不図示）に接続されており、フェムトセル１０内に存在する
移動局とコアネットワークとの間でトラフィックを中継する。図１に示す配置例では、フ
ェムトセル１０は、フェムトセル１０に比べてセル半径が大きい上位階層の周辺セルＡ内
に重畳して形成されている。周辺セルＡは、例えばマクロセル又はマイクロセルである。
ただし、周辺セルＡ並びに後述する周辺セルＢ及びＣのセル半径が、マクロセル又はマイ
クロセルの典型的なセル半径に限定されるものではないことは勿論である。また、周辺セ
ルＡ～Ｃの少なくとも１つは、他のフェムト基地局によって形成されたフェムトセルであ
ってもよい。
【００１９】
　周辺基地局５Ａは、周辺セルＡを形成する。本実施の形態では、周辺セルＡで使用され
る無線リソース、具体的には周波数チャネルＦＣ及びスクランブリングコードＳＣの組み
合わせを（ＦＣ１，ＳＣ１）とする。周辺基地局５Ａは、周辺セルＡに在圏する移動局に
対して隣接セル情報（図１のＮＣＬ）を送信する。
【００２０】
　上述したように、隣接セル情報は、周辺セルＡの隣接セルで使用されている無線リソー
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スに関する情報を含む。図１の例であれば、基地局５Ａが送信する隣接セル情報には、周
辺セルＢの無線リソース（ＦＣ２、ＳＣ２）、周辺セルＣの無線リソース（ＦＣ３、ＳＣ
３）に関する情報が含まれる。Ｗ－ＣＤＭＡの場合、隣接セル情報は、報知チャネルであ
るＰ－ＣＣＰＣＨ（Primary-Common Control Physical Channel）を用いて基地局５Ａか
ら送信される。図２は、周辺基地局５Ａによって送信される隣接セル情報の一例を示す図
である。図２の隣接セル情報５１は、周辺セルＢ及びＣで使用されている無線リソース情
報（ＦＣ２、ＳＣ２）及び（ＦＣ３、ＳＣ３）を含み、さらに、図示しない他の隣接セル
で使用されている無線リソース情報（ＦＣ４、ＳＣ４）及び（ＦＣｍ、ＳＣｍ）等を含む
。なお、無線リソース情報は、周辺セルによって使用されている無線リソースを特定可能
であればよく、例えば、スクランブリングコード自体を含んでもよいし、スクランブリン
グコードの識別情報を含んでもよい。
【００２１】
　移動局６は、フェムト基地局１及び周辺基地局５Ａに無線接続可能である。移動局６に
よる接続先セルの選択は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に定められたセルサーチ手順、ハンドオーバ
ー手順に従って決定される。例えば、周辺セルＡから隣接セルのいずれかにソフト・ハン
ドオーバーを実行する場合、移動局６は、接続中の基地局５Ａから隣接セル情報で通知さ
れた無線リソースの範囲内でセルサーチを実行し、周辺の基地局から届く制御チャネルの
受信レベルを測定し、複数の基地局との同時通信状態を経由しながら最も強い受信レベル
の周辺基地局へと接続先を切り替える。
【００２２】
　続いて、フェムト基地局１の無線リソース選択手順に関して説明する。概略を述べると
、フェムト基地局１は、周辺基地局５Ａから送信される隣接セル情報を受信する。そして
、フェムト基地局１は、受信した隣接セル情報を参照することによって、隣接セル情報に
含まれる無線リソースのいずれかと共通する無線リソースをフェムトセル１０内で移動局
６と通信を行うための無線リソースとして選択する。以下では、フェムト基地局１の構成
例と無線リソース選択手順の具体例について順に説明する。
【００２３】
　図３は、フェムト基地局１の構成例を示すブロック図である。図３において、無線受信
部１１は、移動局６から送信された上りチャネル信号を受信する。無線受信部１１は、受
信した上りチャネル信号の信号増幅、周波数変換、逆拡散、ＲＡＫＥ合成、デインタリー
ビング、チャネル復号、エラー訂正等の各処理を行って上りデータを復元する。得られた
上りデータは、図示しない有線送受信回路を経由して移動体通信事業者のコアネットワー
クに転送される。また、得られた上りデータが移動局６の位置登録要求や無線チャネル確
立要求である場合、これらの制御を実行するために当該上りデータは、フェムト基地局１
が有する制御回路（不図示）に送られる。
【００２４】
　さらに、無線受信部１１は、周辺基地局５Ａ等の他の基地局から送信される無線信号を
受信する。つまり、無線受信部１１は、移動局からの信号を受信する通常の基地局として
の動作モードに加えて、他の基地局からの信号を受信する移動局としての動作モードを有
する。なお、移動局からの上りチャネル信号を受信するための受信回路と、他の基地局か
ら下りチャネル信号を受信するための受信回路は別個の回路でもよいことはもちろんであ
る。
【００２５】
　隣接セルリスト取得部１２は、無線受信部１１によって受信された基地局５Ａからの下
り制御チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）に含まれる隣接セルリストを取得する。
【００２６】
　無線リソース選択部１３は、隣接セルリスト取得部１２によって取得された隣接セルリ
ストの中から、後述する無線送信部１４が移動局６との通信に使用するための無線リソー
スの選択を行う。無線リソース選択部１３は、選択した無線リソースを無線送信部１４に
通知する。
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【００２７】
　無線送信部１４は、移動局に向けて送信される送信データを入力し、誤り訂正符号化、
レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチャネルを生成する。
さらに、無線送信部１４は、トランスポートチャネルのデータ系列にＴＰＣ（Transmit P
ower Control）ビット等の制御情報を付加して無線フレームを生成する。また、無線送信
部１４は、無線フレームを変調信号点にマッピングし、拡散変調、Ｄ／Ａ変換、周波数変
換、信号増幅等の各処理を行って下りチャネル信号を生成する。無線送信部１４による下
りチャネル信号の生成は、無線リソース選択部１３から通知される無線リソースを用いて
行われる。
【００２８】
　図４は、隣接セルリスト取得部１２及び無線リソース選択部１３によって行われる無線
リソース選択手順を示すフローチャートである。ステップＳ１１では、隣接セルリスト取
得部１２が、周辺基地局５Ａの報知チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）に含まれる報知情報の中
から隣接セルリストを取得する。
【００２９】
　ステップＳ１２では、無線リソース選択部１３が、周辺基地局５Ａの隣接セルリストに
含まれる無線リソースの中から、フェムトセル１０内で移動局６と通信を行うための無線
リソースを選択する。言い換えると、無線リソース選択部１３は、周辺基地局５Ａの隣接
セルのいずれかと共通する無線リソースをフェムトセル１０用に選択する。
【００３０】
　なお、隣接セルリストに含まれる無線リソースの中からいずれか１つの無線リソースを
選択するための基準は、様々なものが考えられる。例えば、無線リソース選択部１３は、
周辺基地局５Ａの隣接セルリストに含まれる無線リソースの中から任意の１つを選択して
もよい。任意の１つの無線リソースの選択は、例えば、周辺基地局５Ａの隣接セルリスト
の中から基地局ＩＤが最も小さいもの又は最も大きい無線リソースを選択することにより
行ってもよい。また、周辺基地局５Ａの隣接セルリストの中からランダムに選択してもよ
い。また、周辺基地局５Ａの隣接セル（周辺セルＢ及びＣ等）との干渉を回避するため、
周辺基地局５Ａの隣接セルリストに含まれる無線リソースの受信品質を計測し、受信品質
が良い無線リソースを除く他の無線リソースを選択してもよい。具体的には、隣接セルリ
ストに含まれる無線リソースの中で、最も受信品質の悪いものを選択すればよい。また、
隣接セルリストに含まれる無線リソースの中で、受信品質が予め定めた基準レベル以下の
ものを選択してもよい。
【００３１】
　以上に述べたように、本実施の形態にかかるフェムト基地局１は、周辺基地局５Ａの報
知する隣接セルリストを参照することによって、周辺基地局５Ａの隣接セルのいずれかと
共通する無線リソースを選択して使用する。このため、周辺基地局５Ａがカバーする周辺
セルＡ内にフェムト基地局１が新たに設置されて無線リソースの選択が行われた場合であ
っても、この無線リソースを反映するために周辺基地局５Ａが報知する隣接セルリストを
更新する必要がない。よって、周辺基地局５Ａ又はこれを管理するＲＮＣ（不図示）にお
ける隣接セルリスト管理に要する処理負荷の増大を抑制できる。
【００３２】
　ところで、上述した隣接セルリスト取得部１２及び無線リソース選択部１３が行う無線
リソース選択処理は、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ等の半導体処理装置を用いて実現してもよい。ま
た、この無線リソース選択処理は、無線受信部１１及び無線送信部１４が実行する少なく
とも一部の処理（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡベースバンド信号処理）と共通のＡＳＩＣ、ＤＳ
Ｐとして実現してもよい。
【００３３】
　また、無線リソース選択処理は、図４を用いて説明した無線リソース選択手順を記述し
た制御プログラムをマイクロプロセッサ等のコンピュータに実行させることによって実現
してもよい。この制御プログラムは、様々な種類の記録媒体に格納することが可能であり
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、また、通信媒体を介して伝達されることが可能である。ここで、記録媒体には、例えば
、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ、ＲＯＭカートリッジ、バッテリバックアップ付きＲＡＭメモリカートリッジ
、フラッシュメモリカートリッジ、不揮発性ＲＡＭカートリッジ等が含まれる。また、通
信媒体には、電話回線等の有線通信媒体、マイクロ波回線等の無線通信媒体等が含まれ、
インターネットも含まれる。
【００３４】
＜発明の実施の形態２＞
　本実施の形態では、発明の実施の形態１で述べたフェムト基地局１による無線リソース
選択手順の変形例について説明する。本実施の形態にかかるフェムト基地局２は、周辺基
地局からの無線信号の受信品質に基づいて、少なくとも１つの周辺基地局の中からいずれ
か１つの基地局を選択する。ここで、１つの基地局の選択は、例えば、フェムト基地局２
に最も隣接していると推定される基地局を選択することにより行う。そして、フェムト基
地局２は、選択した１つの基地局によって報知される隣接セル情報の中から１つの無線リ
ソースを選択する。
【００３５】
　図５は、フェムト基地局２を含む無線通信システムの構成例を示す図である。発明の実
施の形態１と同様に、本実施の形態にかかる無線通信システムは、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の無
線通信システムであるとして説明を行う。図５の配置例では、フェムト基地局２は、周辺
セルＡ～Ｃの境界領域に配置されている。基地局５Ｂ及び５Ｃは、周辺セルＢ及びＣをそ
れぞれ形成する。
【００３６】
　フェムト基地局２は、周辺基地局５Ａ、５Ｂ及び５Ｃの各々が送信する無線信号（図５
の例では、ＣＰＩＣＨ）の受信品質を測定する。また、フェムト基地局２は、受信品質の
測定結果に基づいて１つの基地局（図５の例では基地局５Ａ）を選択し、選択した基地局
が送信する隣接セルリストを受信し、これに含まれる無線リソースのいずれかを移動局と
の通信に使用する無線リソースとして選択する。なお、発明の実施の形態１で述べたよう
に、Ｗ－ＣＤＭＡの場合、隣接セルリスト（ＮＣＬ）は、Ｐ－ＣＣＰＣＨを用いて報知さ
れる。
【００３７】
　続いて、フェムト基地局２の構成例及び無線リソース選択手順の詳細について説明する
。図６は、フェムト基地局２の構成例を示すブロック図である。図６中の無線受信部１１
及び無線送信部１４は、図３に示した対応する構成要素と同様とすればよい。
【００３８】
　受信品質測定部２５は、周辺基地局５Ａ～５Ｃから送信される無線信号の受信品質を測
定する。Ｗ－ＣＤＭＡの場合、受信品質の測定対象となる無線信号は、例えば、同期チャ
ネル（ＳＣＨ：Synchronization Channel）、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Com
mon Pilot Channel）、報知情報チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）等とすればよい。また、３
ＧＰＰ ＬＴＥの場合、受信品質の測定対象となる無線信号は、例えば、下り参照信号（D
ownlink Reference Signal）とすればよい。
【００３９】
　また、受信品質測定部２５が測定する受信品質は、例えば、受信電力、受信ＳＩＲ（Si
gnal to Interference Ratio）とすればよい。また、無線信号の受信品質は、当該無線信
号の到達遅延時間と相関を有する測定量としてもよい。このような測定量の一例は、遅延
スプレッドである。遅延スプレッドとは、マルチパスを伝搬した遅延波の時間方向の拡が
りの程度、つまり遅延特性を示すパラメータである。一般的に、遅延スプレッドは、直接
波及び遅延波の電力分布の時間方向の拡がりの二乗平均値（分散）として定義される。な
お、遅延スプレッドの平方根ＲＤＳ（root-mean-square Delay Spread）も、一般的に受
信信号の時間拡がりを示すパラメータとして用いられている。具体的には、マッチドフィ
ルタ等の相関器を用いてマルチパス遅延波を検出し、相関器出力の分散σ２によって遅延
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スプレッドを推定すればよい。
【００４０】
　なお、遅延スプレッドは、周辺基地局５Ａ～５Ｃから受信信号が到達するまでの遅延時
間と相関を有する測定量の一例に過ぎない。例えば、周辺基地局５Ａ～５Ｃが送信する制
御チャネルに時刻情報を挿入してもよい。この場合、受信品質測定部２５は、制御チャネ
ルに含まれる時刻情報と制御チャネルの受信時刻との時間差によって、周辺基地局５Ａ～
５Ｃから受信信号が到達するまでの遅延時間を評価すればよい。
【００４１】
　隣接セルリスト取得部２２は、受信品質測定部２５の測定結果に基づいて、受信品質が
最良の周辺基地局を判定する。さらに、隣接セルリスト取得部２２は、受信品質が最良の
周辺基地局から送信される隣接セルリストを取得する。受信品質が最良の基地局とは、例
えば、無線信号の受信電力が最大となる基地局、受信ＳＩＲが最大となる基地局、又は無
線信号が到達するまでの遅延時間が最小となる基地局である。したがって、隣接セルリス
ト取得部２２は、自身に最も隣接していると推定される周辺基地局を受信品質測定部２５
の測定結果に基づいて判定すると言い換えることもできる。
【００４２】
　セルリスト記憶部２６は、受信品質測定部２５による測定結果と、隣接セルリスト取得
部２２によって取得された隣接セルリストを記憶する。セルリスト記憶部２６は、データ
記録が可能な記憶デバイスであればよく、例えば、ＲＡＭ（Random access Memory）、フ
ラッシュメモリ若しくはハードディスクドライブ又はこれらの組み合わせとすればよい。
また、受信品質の測定結果と取得された隣接セルリストは、それぞれ別個の記憶デバイス
に保持されてもよい。
【００４３】
　無線リソース選択部２３は、セルリスト記憶部２６を参照し、最も隣接していると推定
された周辺基地局の隣接セルリストに含まれている無線リソースの中から１つの無線リソ
ースを選択する。１つの無線リソースを選択する手順には様々な具体例がある。一例とし
て、無線リソース選択部２３は、最隣接の周辺基地局の隣接セルリストに含まれている無
線リソースの中から任意の１つを選択してもよい。最隣接の基地局（例えば基地局５Ａ）
が形成する周辺セルＡと共通の無線リソースを選択してしまうと最も深刻な干渉が生じる
ことが予想される。よって、このような選択によって、フェムト基地局２は、最隣接の周
辺セルＡとの干渉を抑制することができる。
【００４４】
　１つの無線リソースを選択する手順の他の例は、隣接セルリストに含まれる各無線リソ
ースの受信品質を指標として用いる。これにより、最隣接の周辺セルＡだけでなく他の周
辺セルＢ及びＣとの干渉も低減するように無線リソースを選択することができる。当該他
の例について、図７及び図８を用いて詳しく説明する。
【００４５】
　図７は、隣接セルリストの中から１つの無線リソースを選択する手順を示すフローチャ
ートである。図７のステップＳ２１では、受信品質測定部２１が、基地局５Ａ～５Ｃを含
む周辺基地局からの無線信号の受信品質を測定する。ステップＳ２２では、隣接セルリス
ト取得部２２が、受信品質が最良の基地局（ここでは５Ａとする）が送信する報知情報に
含まれる隣接セルリストを取得する。
【００４６】
　ステップＳ２３では、無線リソース選択部２３が、受信品質最良の基地局から取得した
隣接セルリストに含まれる各無線リソースと受信品質の測定結果との間を対応付ける。図
８は、対応付けの具体例を示すテーブルである。図８の例では、受信品質としてＣＰＩＣ
Ｈの受信電力を使用している。図８のテーブルの左列は、受信品質が最良の基地局から取
得した隣接セルリストに含まれる各無線リソースを示している。一方、図８のテーブルの
右列は、各無線リソースのＣＰＩＣＨ受信電力の測定結果を示している。具体的には、図
５に示した周辺セルＢが使用する無線リソース（ＦＣ２、ＳＣ２）でのＣＰＩＣＨ受信力
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は、－９０ｄＢｍである。周辺セルＣが使用する無線リソース（ＦＣ３、ＳＣ３）でのＣ
ＰＩＣＨ受信電力は、－１００ｄＢｍである。セルＡに隣接するその他の隣接セル（不図
示）で使用される無線リソース（ＦＣ４、ＳＣ４）および（ＦＣｍ、ＳＣｍ）でのＣＰＩ
ＣＨ受信電力は、それぞれ－１００ｄＢｍ以下、－９５ｄＢｍである。
【００４７】
　ステップＳ２４では、ステップＳ２３での対応付けの結果を用いて、無線リソース選択
部２３が１つの無線リソースを選択する。この選択は、周辺セルとの干渉を低減するため
に、例えば以下の第１例～第４例のいずれかによって行うとよい。
【００４８】
　第１例として、無線リソース選択部２３は、最も受信品質の良い無線リソースを除いた
他の無線リソースの中から移動局と通信を行うための無線リソースを選択するとよい。具
体的に図８に示す対応付けの結果が得られた場合であれば、（ＦＣ２、ＳＣ２）を除く他
のいずれかを選択すればよい。
【００４９】
　第２例として、無線リソース選択部２３は、最も受信品質の悪い無線リソースを選択す
るとよい。具体的に図８に示す対応付けの結果が得られた場合であれば、（ＦＣ４、ＳＣ
４）を選択すればよい。
【００５０】
　第３例として、無線リソース選択部２３は、受信品質の良い方から数えて予め定められ
た順位の無線リソースを選択するとよい。具体的に図８に示す対応付けの結果が得られ、
かつ第３位の無線リソースを選択する場合であれば、（ＦＣ３、ＳＣ３）を選択すればよ
い。
【００５１】
　第４の例として、無線リソース選択部２３は、最隣接の基地局５ＡのＣＰＩＣＨ受信電
力と比べて予め定められた値を超えて受信電力が小さい無線リソースの中から１つの無線
リソースを選択するとよい。具体的に図８に示す対応付けの結果が得られ、基地局５Ａの
ＣＰＩＣＨ受信電力が－８６ｄＢｍであり、かつ予め定められた値が１０ｄＢである場合
であれば、ＣＰＩＣＨ受信電力が－９６ｄＢｍ以下である（ＦＣ３、ＳＣ３）又は（ＦＣ
４、ＳＣ４）を選択すればよい。
【００５２】
　上述したように、本実施の形態にかかるフェムト基地局２は、最も受信品質が良いと判
定された周辺基地局の隣接セルのいずれかと共通する無線リソースを選択し、当該無線リ
ソースを用いてフェムトセル１０内で移動局との通信を行う。このため、発明の実施の形
態１と同様に、周辺基地局５Ａ又はこれを管理するＲＮＣ（不図示）における隣接セルリ
スト管理に要する処理負荷の増大を抑制できる。さらに、フェムト基地局２は、最隣接の
基地局５Ａが形成する周辺セルＡと重複しない無線リソースを使用するため、最隣接の周
辺セルＡとの深刻な干渉の発生を抑制できる。加えて直近に述べた第１例～第４例のいず
れかの手順で無線リソースを選択することによって、フェムト基地局２は、周辺セルとの
干渉を一層抑制することができる。
【００５３】
　なお、発明の実施の形態１で述べたのと同様に、隣接セルリスト取得部２２及び無線リ
ソース選択部２３が行う無線リソース選択処理は、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、マイクロプロセッ
サ等を用いて実現してもよい。
【００５４】
＜発明の実施の形態３＞
　本実施の形態にかかるフェムト基地局３は、周辺基地局が送信する隣接セルリストに含
まれる無線リソースから１つの無線リソースを選択して移動局との通信を行う点で、上述
したフェムト基地局１及び２と共通する。これに加えて、フェムト基地局３は、複数の周
辺基地局から隣接セルリストを取得し、これらに重複して含まれる無線リソースを選択す
ることを特徴とする。以下、フェムト基地局３の構成例及び無線リソース選択手順につい
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て、フェムト基地局１及び２との差分を中心に説明する。
【００５５】
　図９は、フェムト基地局３の構成例を示すブロック図である。また、図１０は、フェム
ト基地局３の無線リソース選択手順を示すフローチャートである。隣接セルリスト取得部
３２は、周辺基地局５Ａ～５Ｃの各々が送信する報知情報から隣接セルリストを取得する
（図１０のＳ３１）。無線リソース選択部３３は、隣接セルリスト取得部３２によって取
得された複数の隣接セルリストの中に重複して含まれる無線リソースを探索し、探索によ
り得られた無線リソースを無線送信部１４に通知する（図１０のＳ３２）。なお、重複し
て含まれる無線リソースが存在しない場合には、例えば発明の実施の形態１及び２で述べ
た他の手順に従って無線リソースの選択を行えばよい。
【００５６】
　上述したように、本実施の形態にかかるフェムト基地局３は、複数の周辺セルの隣接セ
ル情報に重複して含まれる無線リソースを優先的に選択する。このような無線リソース選
択を行うことによって、発明の実施の形態１と同様に、周辺基地局又はこれを管理するＲ
ＮＣ（不図示）における隣接セルリスト管理に要する処理負荷の増大を抑制できる。さら
に、フェムト基地局３は、複数のセルと隣接している場合に、これら複数のセルの各々と
自身のフェムトセルとの間での移動局のセル間移動（ハンドオーバー及びセル再選択）の
実現に寄与することができる。
【００５７】
　なお、発明の実施の形態１で述べたのと同様に、隣接セルリスト取得部３２及び無線リ
ソース選択部３３が行う無線リソース選択処理は、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、マイクロプロセッ
サ等を用いて実現してもよい。
【００５８】
　また、発明の実施の形態２及び３は、必要に応じて組み合わせて用いてもよい。この組
み合わせの一例を発明の実施の形態４として以下に説明する。
【００５９】
＜発明の実施の形態４＞
　図１１は、本実施の形態にかかるフェムト基地局４の構成例を示すブロック図である。
また、図１２は、フェムト基地局４の無線リソース選択手順を示すフローチャートである
。受信品質測定部２５は、周辺基地局５Ａ～５Ｃより送信される無線信号（例えばＣＰＩ
ＣＨ）の受信品質を測定する（図１２のＳ４１）。隣接セルリスト取得部４２は、周辺基
地局５Ａ～５Ｃより送信される報知情報（具体的には、Ｐ－ＣＣＰＣＨ）を参照して隣接
セルリストを取得する（図１２のＳ４２）。なお、図１２のステップＳ４１とＳ４２は、
逆順序で実行されてもよいし、並行して実行されてもよい。図１２のステップＳ４２とＳ
４３の実行順序も同様である。
【００６０】
　無線リソース選択部４３は、セルリスト記憶部２６に保存されている受信品質の測定結
果を参照し、受信品質が最良の基地局を決定する（図１２のＳ４３）。なお、受信品質が
最良の基地局を決定する手順については、発明の実施の形態２において既に説明済みであ
る。
【００６１】
　さらに、無線リソース選択部４３は、受信品質が最良の基地局の隣接セルリストに含ま
れる無線リソースのうち、他の周辺基地局の隣接セルリストに重複して含まれるものを選
択する（図１２のＳ４４）。なお、重複して含まれる無線リソースが存在しない場合には
、発明の実施の形態１乃至３で述べた他の手順に従って無線リソースの選択を行えばよい
。
【００６２】
　本実施の形態にかかるフェムト基地局４は、発明の実施の形態１と同様に、周辺基地局
又はこれを管理するＲＮＣ（不図示）における隣接セルリスト管理に要する処理負荷の増
大を抑制できる。さらに、フェムト基地局４は、最隣接の基地局が形成するセルと重複し
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ない無線リソースを使用するため、最隣接セルとの深刻な干渉の発生を抑制できる。さら
に、フェムト基地局４は、複数のセルと隣接している場合に、これら複数のセルの各々と
自身のフェムトセルとの間での移動局のセル間移動（ハンドオーバー及びセル再選択）の
実現に寄与することができる。
【００６３】
　なお、発明の実施の形態１で述べたのと同様に、隣接セルリスト取得部４２及び無線リ
ソース選択部４３が行う無線リソース選択処理は、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、マイクロプロセッ
サ等を用いて実現してもよい。
【００６４】
　また、上述した発明の実施の形態１～４では、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の基地局に本発明を適
用する場合について説明した。しかしながら、本発明の適用先の無線通信方式はＷ－ＣＤ
ＭＡ方式に限定されるものではない。例えば、上り回線と下り回線で同一の無線周波数を
時間的に分けて使用するＴＤＤ（Time Division Duplex）方式を採用する無線通信システ
ムにも本発明は適用可能である。また、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ方式ではなく３ＧＰＰ Ｌ
ＴＥ方式の無線通信システムにも本発明は適用可能である。
【００６５】
　さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【００６６】
　この出願は、２００８年１０月１４日に出願された日本出願特願２００８－２６４７６
６を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００６７】
１、２、３、４　フェムト基地局
５Ａ、５Ｂ，５Ｃ　周辺基地局
６　移動局
１０　フェムトセル
１１　無線受信部
１２、２２、３２、４２　隣接セルリスト取得部
１３、２３、３３、４３　無線リソース制御部
１４　無線送信部
２５、４５　受信品質測定部
２６、４６　セルリスト記憶部
５１　隣接セル情報（ＮＣＬ）
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