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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リレーノードと通信を行う基地局であって、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼し、
　該依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果に基づいて、前
記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よりよいことを表すセ
ルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下のセルを追加し、前記リレーノー
ドにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値より悪いことを表すセルに対応する
隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削除することにより当該基地局の配
下のセルに対応する隣接セルリストを更新する制御部
　を備える、基地局。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局において、
　前記制御部は、前記依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結
果に基づいて、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルを配下に有する基地局に、隣接セル
リストを更新する指示を行う、基地局。
【請求項３】
　請求項２に記載の基地局において、
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　前記制御部は、前記リレーノードにより測定された無線品質が所定の閾値よりよいセル
を配下に有する基地局に、前記リレーノードの配下のセルを追加することを指示する信号
を送信し、前記リレーノードにより測定された無線品質が所定の閾値より悪いセルを配下
に有する基地局に、前記リレーノードの配下のセルを削除することを指示する信号を送信
する、基地局。
【請求項４】
　リレーノードと通信を行う基地局における通信方法であって、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼する無線品質測定依頼ステップと、
　該無線品質測定依頼ステップによる依頼に従って前記リレーノードにより通知された無
線品質の測定結果に基づいて、前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が
所定の閾値よりよいことを表すセルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下
のセルを追加し、前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よ
り悪いことを表すセルに対応する隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削
除することにより当該基地局の配下のセルに対応する隣接セルリストを更新する隣接セル
リスト更新ステップと
　を有する、通信方法。
【請求項５】
　リレーノードと、該リレーノードと通信を行う基地局とを有する無線通信システムであ
って、
　前記基地局は、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼し、
　該依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果に基づいて、前
記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よりよいことを表すセ
ルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下のセルを追加し、前記リレーノー
ドにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値より悪いことを表すセルに対応する
隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削除することにより当該基地局の配
下のセルに対応する隣接セルリストを更新する第１の制御部
　を有し、
　前記リレーノードは、
　前記基地局からの前記ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質の測定の依頼に
応じて、該ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質の測定を制御し、
　該制御に従って測定された前記ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質がよい
かどうかを判定する第２の制御部と、
　前記基地局に、前記第２の制御部により判定された結果を通知する無線インタフェース
と
　を有する、無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）において、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に従って無線通信を行
うネットワーク（以下、「ＬＴＥネットワーク」という）のカバレッジの拡充・容量拡張
の目的でリレーノード（ＲＮ：　Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ）が検討されている。
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【０００３】
　リレーノードとは、ＬＴＥに従って無線通信を行う基地局（ｅＮＢ：　ｅＮｏｄｅＢ）
と、ＬＴＥに対応する移動端末（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）（以下、「ユ
ーザ端末」という）との間をそれぞれの無線インタフェースで中継するノードである。
【０００４】
　リレーノードに関して、以下のことが知られている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
　リレーノードと、ネットワークとの間は、ドナー基地局（ＤｅＮＢ：　Ｄｏｎｏｒ　ｅ
ＮＢ）で接続される。ここで、ドナー基地局とは、リレーノードを意識して通信を行う機
能を基地局に追加したものである。
【０００６】
　リレーノードは、１つのセルを有する。該１つのセルは、ドナー基地局の有するセルと
は独立である。リレーノードは、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）プロトコルを終端し、独立に制御できる。
【０００７】
　リレーノードは、電車等の乗り物や、イベント会場などの小規模なエリアでの利用が想
定される。乗り物や、小規模なエリアで利用することにより収容する領域を延長したり、
収容能力を強化したりすることができる。また、リレーノードによりカバーされるセルの
領域は、基地局の配下のマクロセルの領域や、ドナー基地局の配下のマクロセルの領域と
比較して狭いことが想定される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　Ｖ１０．３．０、　“４．７　Ｓｕｐｐ
ｏｒｔ　ｆｏｒ　ｒｅｌａｙｉｎｇ”、　２０１１－０３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　基地局や、ドナー基地局は、配下のセル毎に、該セルに隣接するセルを表す情報を含む
リスト（以下、「隣接セルリスト」という）を保持している。ユーザ端末は、ハンドオー
バの際に、隣接セルリストを利用する。
【００１０】
　ユーザ端末には基地局や、ドナー基地局から隣接セルリストが通知される。ユーザ端末
は、隣接セルリストに基づいて、周辺セルサーチを実施する。
【００１１】
　図１、図２には、リレーノードの移動例が示される。
【００１２】
　ドナー基地局、基地局は、隣接セルリストに、リレーノードの配下のセルを表す情報を
加える。リレーノードの移動の際には、該リレーノードの移動に伴い、該リレーノードの
配下のセルも移動する。ドナー基地局、基地局は、リレーノードの移動に伴い、隣接セル
リストに、リレーノードの配下のセルを表す情報を追加したり、削除したりする。
【００１３】
　図１に示される例では、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１は、ドナー基地局
＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０によりカバーされる領域、及びセル
Ｃｅｌｌ＿０－１によりカバーされる領域と少なくとも一部が重複する領域をカバーする
。この状態で、ドナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０－０の隣接セルには、セルＣｅｌｌ
＿０－１と、セルＣＥｌｌ＿Ｒ－１とが含まれる。ドナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０
－１の隣接セルには、セルＣｅｌｌ＿０－０と、セルＣＥｌｌ＿Ｒ－１とが含まれる。ド
ナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０－２の隣接セルには、セルＣｅｌｌ＿０－１と、セル
ＣＥｌｌ＿１－０とが含まれる。
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【００１４】
　図２は、図１に示される状態から、リレーノードが移動した状態を示す。
【００１５】
　図２に示される例では、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１が、ドナー基地局
＃０のセルＣｅｌｌ＿０－２の一部の領域をカバーする。この状態で、ドナー基地局＃０
のセルＣｅｌｌ＿０－０の隣接セルには、セルＣｅｌｌ＿０－１が含まれる。リレーノー
ドの移動に伴って、ドナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０－０の隣接セルから、リレーノ
ードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報が削除されるためである。ドナー基地局＃
０のセルＣｅｌｌ＿０－１の隣接セルには、セルＣｅｌｌ＿０－０が含まれる。リレーノ
ードの移動に伴って、ドナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０－１の隣接セルから、リレー
ノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１が削除されるためである。ドナー基地局＃０のセル
Ｃｅｌｌ＿０－２の隣接セルには、セルＣｅｌｌ＿０－１と、セルＣｅｌｌ＿１－０と、
Ｃｅｌｌ＿Ｒ－１とが含まれる。リレーノードの移動に伴って、ドナー基地局＃０のセル
Ｃｅｌｌ＿０－２の隣接セルとして、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す
情報が追加されるためである。
【００１６】
　図３は、リレーノードの移動に伴って、隣接セルリストに、リレーノードの配下のセル
を表す情報を追加したり、削除したりする処理の詳細を示す。
【００１７】
　図３において、リレーノードの配下のセル（Ｒｅｌａｙ　Ｃｅｌｌ）は、ドナー基地局
＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１によりカバーされる領域の端の一部
（図３では、「Ａ」により表される）から、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下の
セルＣｅｌｌ＿０－２によりカバーされる領域の中心の一部（図３では、「Ｂ」により表
される）経て、ドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５により
カバーされる領域の中心の一部（図３では、「Ｃ」により表される）に移動する。つまり
、リレーノードは、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１か
ら、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２へハンドオーバし
、さらに、ドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハンドオ
ーバする。
【００１８】
　リレーノードがドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１と接
続されている場合、該セルＣｅｌｌ＿０－１の隣接セルは、リレーノードの配下のセルＣ
ｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。具体的には、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）
は、当該ドナー基地局＃０の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、セルＣｅｌｌ＿０－２、セル
Ｃｅｌｌ＿０－３、セルＣｅｌｌ＿０－４、セルＣｅｌｌ＿０－５に、隣接セルとして、
リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、基地局＃１（
ｅＮＢ＃１）は、当該基地局＃１の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ１－３、セルＣｅｌｌ＿ｅ１
－４、セルＣｅｌｌ＿ｅ１－５に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ
＿Ｒ－１を表す情報を登録する。
【００１９】
　リレーノードがドナー基地局＃０のセルＣｅｌｌ＿０－２に移動した場合について説明
する。リレーノードの配下のセルがドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅ
ｌｌ＿０－２によりカバーされる領域の中心の一部に移動する。
【００２０】
　リレーノードがドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２と接
続されている場合、該セルＣｅｌｌ＿０－２の隣接セルは、リレーノードの配下のセルＣ
ｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。具体的には、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）
は、当該ドナー基地局＃０の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、セルＣｅｌｌ＿０－１、セル
Ｃｅｌｌ＿０－３、セルＣｅｌｌ＿０－４、セルＣｅｌｌ＿０－５に、隣接セルとして、
リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、ドナー基地局
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＃１（ＤｅＮＢ＃１）は、当該ドナー基地局＃１の配下のセルＣｅｌｌ＿１－０、セルＣ
ｅｌｌ＿１－４、セルＣｅｌｌ＿１－５に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセル
Ｃｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、基地局＃０（ｅＮＢ＃０）は、当該基地
局＃０の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ０－０、セルＣｅｌｌ＿ｅ０－１に、隣接セルとして、
リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、基地局＃１（
ｅＮＢ＃１）は、当該基地局＃１の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ１－３、セルＣｅｌｌ＿ｅ１
－４に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録
する。
【００２１】
　リレーノードがドナー基地局＃１のセルＣｅｌｌ＿１－５に移動した場合について説明
する。リレーノードの配下のセルがドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅ
ｌｌ＿１－５によりカバーされる領域の中心の一部に移動する。
【００２２】
　リレーノードがドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５と接
続されている場合、該セルＣｅｌｌ＿１－５の隣接セルは、リレーノードの配下のセルＣ
ｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。具体的には、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）
は、当該ドナー基地局＃０の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、セルＣｅｌｌ＿０－１、セル
Ｃｅｌｌ＿０－２、セルＣｅｌｌ＿０－３に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセ
ルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、ドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）は
、当該ドナー基地局＃１の配下のセルＣｅｌｌ＿１－０、セルＣｅｌｌ＿１－１、セルＣ
ｅｌｌ＿１－２、セルＣｅｌｌ＿１－３、セルＣｅｌｌ＿１－４に、隣接セルとして、リ
レーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録する。また、基地局＃０（ｅ
ＮＢ＃０）は、当該基地局＃０の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ０－０、セルＣｅｌｌ＿ｅ０－
１に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１を表す情報を登録す
る。また、基地局＃１（ｅＮＢ＃１）は、当該基地局＃１の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ１－
３、セルＣｅｌｌ＿ｅ１－４に、隣接セルとして、リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿
Ｒ－１を表す情報を登録する。
【００２３】
　リレーノードの配下のセルの領域は、ドナー基地局、基地局の配下のセルの領域よりも
狭いことが想定される。リレーノードの配下のセルＣｅｌｌ＿Ｒ－１が、「Ｂ」に移動し
た場合について考える。「Ｂ」は、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅ
ｌｌ＿０－２によりカバーされる領域の中心の一部であるため、該Ｃｅｌｌ＿０－２の隣
接セルにおいて、リレーノードの配下のセルが隣接セルになる可能性は低い。
【００２４】
　このような隣接セルになる可能性が低いリレーノードの配下のセルを登録することは、
隣接セル間の制御信号のルートの設定を余分に行うことになるため、処理負荷の増大に繋
がる。
【００２５】
　一方、隣接セルに登録する必要があるかどうかは、ドナー基地局、基地局では判断でき
ない。つまり、電波環境は時間的に変動する場合があるため、リレーノードの配下のセル
に在圏しているユーザ端末が移動可能なドナー基地局、基地局を、該ドナー基地局、該基
地局は判断できない。また、リレーノードは移動することが想定されるため、リレーノー
ドの配下のセルに在圏しているユーザ端末が移動可能なドナー基地局、基地局を、該ドナ
ー基地局、該基地局は判断できない。
【００２６】
　開示の基地局は、リレーノードのハンドオーバの際に、該リレーノードの配下のセルと
隣接セルになる可能性があるセルを含む隣接セルリストを最適化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　開示の一実施例の基地局は、
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　リレーノードと通信を行う基地局であって、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼し、
　該依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果に基づいて、前
記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よりよいことを表すセ
ルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下のセルを追加し、前記リレーノー
ドにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値より悪いことを表すセルに対応する
隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削除することにより当該基地局の配
下のセルに対応する隣接セルリストを更新する制御部
　を有する。
【発明の効果】
【００２８】
　開示の実施例によれば、リレーノードのハンドオーバの際に、該リレーノードの配下の
セルと隣接セルになる可能性があるセルを含む隣接セルリストを最適化することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】隣接セルの一例を示す図である。
【図２】隣接セルの一例を示す図である。
【図３】リレーノードのハンドオーバの一例を示す図である。
【図４】無線通信システムの一実施例を示す図である。
【図５】ドナー基地局の一実施例を示すブロック図である。
【図６】ドナー基地局の一実施例を示す機能ブロック図である。
【図７】隣接セルリストの一実施例を示す図である。
【図８】隣接セルリスト変更情報（その１）の一実施例を示す図である。
【図９】隣接セルリスト変更情報（その２）の一実施例を示す図である。
【図１０】リレーノードに発生するイベントの一実施例を示す図である。
【図１１】リレーノードのハンドオーバの一実施例を示す図である。
【図１２】リレーノードのハンドオーバの一実施例を示す図である。
【図１３】基地局の一実施例を示すブロック図である。
【図１４】基地局の一実施例を示す機能ブロック図である。
【図１５】リレーノードの一実施例を示すブロック図である。
【図１６】リレーノードの一実施例を示す機能ブロック図である。
【図１７】リレーノードのハンドオーバの一実施例を示す図である。
【図１８】無線通信システムの動作（その１）の一実施例を示す図である。
【図１９】無線通信システムの動作（その２）の一実施例を示す図である。
【図２０】無線通信システムの動作（その３）の一実施例を示す図である。
【図２１】リレーノードのハンドオーバの一例を示す図である。
【図２２】ドナー基地局の一実施例を示す機能ブロック図である。
【図２３】リレーノードのハンドオーバの一実施例を示す図である。
【図２４】無線通信システムの動作（その１）の一実施例を示す図である。
【図２５】無線通信システムの動作（その２）の一実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面に基づいて、実施例を説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００３１】
　＜第１の実施例＞
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　＜無線通信システム＞
　図４は、無線通信システムの一実施例を示す。
【００３２】
　無線通信システムには、ＬＴＥに従って無線通信を行う基地局２００が含まれる。基地
局２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｎｏｄｅ－Ｂと呼ばれてもよい。基地局２００は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ　Ｕ－Ｐｌａｎｅ、及びＣ－Ｐｌａｎｅを提供する。Ｕ－Ｐｌａｎｅを提供する際
に、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ＰＨＹに関する処理を行う。Ｃ－Ｐｌａｎｅを提供する際に、
ＲＲＣに関する処理を行う。基地局２００は、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のＮｏｄｅ－Ｂと、Ｒ
ＮＣに相当する処理を行う。基地局２００は、セル２５０１、２５０２、２５０３をカバ
ーする。基地局２００は、１－２のセルをカバーするようにしてもよいし、４以上のセル
をカバーするようにしてもよい。無線通信システムに、２以上の基地局が含まれてもよい
。
【００３３】
　無線通信システムには、ドナー基地局１００ｎ（ｎは、ｎ＞０の整数）が含まれる。図
４には、一例として、ｎが２の場合について示される。ドナー基地局１００１、１００２

は、基地局２００に、リレーノードとの間で無線通信できる機能を追加したものである。
ドナー基地局１００１は、セル１５０１１、１５０１２、１５０１３をカバーする。ドナ
ー基地局１００２は、セル１５０２１、１５０２２、１５０２３をカバーする。ドナー基
地局１００ｎは、１－２のセルをカバーするようにしてもよいし、４以上のセルをカバー
するようにしてもよい。無線通信システムに、３以上のドナー基地局が含まれてもよい。
【００３４】
　無線通信システムには、ＬＴＥに従って無線通信を行うユーザ端末４００ｍ（ｍは、ｍ
＞０の整数）が含まれる。図４には、一例として、ｍが２の場合について示される。例え
ば、ユーザ端末４００ｍは、上りリンクでは、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）に
従って無線送信を行う。ユーザ端末４００ｍは、下りリンクでは、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）に従って送信された無線信号を受信する。
【００３５】
　無線通信システムには、リレーノード３００が含まれる。リレーノード３００は、レイ
ヤー３レベルで、ドナー基地局１００１又は１００２と、ユーザ端末４００１及び４００

２の少なくとも一方との間の通信を中継するノードである。リレーノードは複数であって
もよい。リレーノード３００は、ドナー基地局１００１又は１００２からの下りリンクの
信号の復調処理、復号処理を行う。さらに、リレーノード３００は、ユーザデータを再生
し、秘匿、ユーザデータ分割・結合処理等を行い、符号化・変調後に、ユーザ端末４００

１又は４００２に無線送信する。リレーノード３００は、セル３５０をカバーする。図４
に示される例では、リレーノード３００は、ドナー基地局１００１によりカバーされるセ
ル１５０１３と、ドナー基地局１００２によりカバーされるセル１５０２１との間で重複
する領域を含む領域をカバーする。
【００３６】
　無線通信システムは、交換機６００を有する。交換機６００は、Ｃ－Ｐｌａｎｅを管理
するノードと、Ｕ－Ｐｌａｎｅを管理するノードとが含まれてもよい。Ｃ－Ｐｌａｎｅを
管理するノードは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）
と呼ばれてもよい。Ｃ－Ｐｌａｎｅを管理するノードは、移動端末コンテキストを管理し
、格納する。該移動端末コンテキストには、ユーザ識別子、モビリティ状態、セキュリテ
ィ等が含まれる。Ｕ－Ｐｌａｎｅを管理するノードは、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａ
ｔｅｗａｙ）と呼ばれてもよい。Ｕ－Ｐｌａｎｅを管理するノードは、移動端末コンテキ
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ストを管理し、格納する。該移動端末コンテキストには、ＩＰベアラサービスパラメータ
、ルーティング情報等が含まれる。
【００３７】
　ドナー基地局１００１、１００２、基地局２００は、ＩＰネットワーク５００を介して
、交換機６００と接続される。
【００３８】
　ドナー基地局１００１、１００２、基地局２００の間は、インタフェース５５０を介し
て接続される。該インタフェース５５０は、ドナー基地局と、基地局との間のインタフェ
ースであり、Ｘ２と呼ばれてもよい。
【００３９】
　＜ドナー基地局１００ｎ＞
　図５は、ドナー基地局１００ｎの一実施例を示す。
【００４０】
　図５には、主に、ハードウェア構成が示される。
【００４１】
　ドナー基地局１００ｎは、伝送路インタフェース１０２と、Ｌ２ＳＷ（レイヤー２スイ
ッチ）１０４と、制御部１０６と、ベースバンド処理部１０８と、無線インタフェース１
１８とを有する。
【００４２】
　無線インタフェース１１８は、当該ドナー基地局１００ｎによりカバーされるセルの数
に応じた数の無線インタフェースを有する。図５には、当該ドナー基地局１００ｎにより
３セルがカバーされる例が示される。３セルがカバーされる場合、無線インタフェース１
１８には、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ（入力／出力ポート）１１０１－１１０３と、Ａ／Ｄ変換回路
１１２１－１１２３と、広帯域ＡＭＰ１１４１－１１４３と、アンテナ１１６１－１１６

３とが含まれる。添え字「１」、「２」、「３」は、それぞれセルに対応する。
【００４３】
　伝送路インタフェース１０２は、当該ドナー基地局以外の他のドナー基地局、基地局２
００との間のインタフェースである。また、伝送路インタフェース１０２は、交換機６０
０との間のインタフェースである。図５では、交換機６００は、ＭＭＥと表されている。
該ＭＭＥは、ＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）７００と接続さ
れる。ＨＳＳ７００は、加入者情報データベースである。ＨＳＳ７００は、認証情報及び
在圏情報を管理する。伝送路インタフェース１０２は、Ｘ２インタフェースと呼ばれても
よい。
【００４４】
　Ｌ２ＳＷ１０４は、伝送路インタフェース１０２と接続される。Ｌ２ＳＷ１０４は、レ
イヤー２で、伝送路インタフェース１０２からのパケットの転送先を判断する。Ｌ２ＳＷ
１０４は、無線インタフェース１１８に含まれるＩ／Ｏｐｏｒｔ１１０１－１１０３のう
ち、転送先に対応するＩ／Ｏｐｏｒｔに、伝送路インタフェース１０２からのパケットを
転送する。
【００４５】
　制御部１０６は、Ｌ２ＳＷ１０４と接続される。制御部１０６は、ＣＰＵ１０６２と、
ＭＥＭ（メモリ）１０６４とを有する。
【００４６】
　ＣＰＵ１０６２は、ＭＥＭ１０６４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ１０６４には、ドナー基地局として、当該ドナー基地局１００ｎを機能させるた
めのプログラムが格納される。
【００４７】
　制御部１０６は、呼処理を行う。また、制御部１０６は、ＩＰアドレスの割り当てを行
う。具体的には、リレーノード３００にＩＰアドレスを割り当てる。さらに、制御部１０
６は、リレーノード３００に割り当てたＩＰアドレスをプールする。また、制御部１０６
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は、リソース管理を行う。また、制御部１０６は、当該ドナー基地局１００ｎと、ユーザ
端末４００ｍとの間の接続制御を行う。さらに、制御部１０６は、当該ドナー基地局１０
０ｎと、ユーザ端末４００ｍとの間の接続管理を行う。また、制御部１０６は、当該ドナ
ー基地局１００ｎと、リレーノード３００との間の接続制御を行う。さらに、制御部１０
６は、当該ドナー基地局１００ｎと、リレーノード３００との間の接続管理を行う。また
、制御部１０６は、リレーノード３００に、下りリンクの受信品質の測定を指示する。さ
らに、制御部１０６は、該指示に応じて、リレーノード３００から通知された下りリンク
の受信品質を解析する。具体的には、制御部１０６は、該リレーノード３００をハンドオ
ーバさせるべきかどうかを判断する。また、制御部１０６は、当該ドナー基地局１００ｎ

の各部を監視し、制御する。
【００４８】
　＜ドナー基地局１００ｎの機能＞
　図６は、ドナー基地局１００ｎの機能の一実施例を示す。
【００４９】
　ドナー基地局１００ｎは、メッセージ分析部１０６６と、プロトコル処理部１０６８と
、ハンドオーバ制御部１０７０とを有する。メッセージ分析部１０６６の機能と、プロト
コル処理部１０６８の機能と、ハンドオーバ制御部１０７０の機能は、ＣＰＵ１０６２に
より実現される。ＣＰＵ１０６２が、所定のプログラムに従って動作することにより、メ
ッセージ分析部１０６６、プロトコル処理部１０６８、ハンドオーバ制御部１０７０とし
て機能する。ハンドオーバ制御部１０７０は、ハンドオーバ処理部１０７２と、無線品質
測定依頼部１０７４と、隣接セルリスト更新部１０７６と、隣接セルリスト更新指示部１
０７８とを有する。ハンドオーバ処理部１０７２の機能と、無線品質測定依頼部１０７４
の機能と、隣接セルリスト更新部１０７６の機能と、隣接セルリスト更新指示部１０７８
の機能は、ＣＰＵ１０６２により実現される。ＣＰＵ１０６２が、所定のプログラムに従
って動作することにより、ハンドオーバ処理部１０７２、無線品質測定依頼部１０７４、
隣接セルリスト更新部１０７６、隣接セルリスト更新指示部１０７８として機能する。
【００５０】
　メッセージ分析部１０６６は、Ｌ２ＳＷ１０４と接続される。メッセージ分析部１０６
６は、Ｌ２ＳＷ１０４から入力されるべきメッセージを分析する。具体的には、メッセー
ジ分析部１０６６は、該メッセージの宛先に応じて、ユーザ端末４００ｍ又はリレーノー
ド３００宛である場合には、Ｌ２ＳＷ１０４に入力する。また、メッセージ分析部１０６
６は、該メッセージが、リレーノード３００からの下りリンクの無線品質を表す情報、ハ
ンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリストに含まれるセルの無線品質の測定結果を表
す情報、他のドナー基地局からの隣接セルリスト変更情報である場合には、プロトコル処
理部１０６８に入力する。隣接セルリスト変更情報については、後述する。
【００５１】
　プロトコル処理部１０６８は、Ｌ２ＳＷ１０４と、メッセージ分析部１０６６と接続さ
れる。プロトコル処理部１０６８は、ハンドオーバ制御部１０７０に、メッセージ分析部
１０６６からの下りリンクの無線品質を表す情報、ハンドオーバ先のセルに対応する隣接
セルリストに含まれるセルの無線品質の測定結果を表す情報を入力する。また、プロトコ
ル処理部１０６８は、ハンドオーバ制御部１０７０に、メッセージ分析部１０６６からの
隣接セルリスト変更情報を入力する。また、プロトコル処理部１０６８は、当該ドナー基
地局１００ｎの配下のリレーノード３００に通知すべき隣接セルリストを送信するための
プロトコル変換を行う。該隣接セルリストは、Ｘ２メッセージに含まれる。該隣接セルリ
ストは、Ｘ２メッセージに含まれる。
【００５２】
　図７は、隣接セルリストの一実施例を示す。
【００５３】
　隣接セルリストには、メッセージタイプ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｙｐｅ）と、ハンドオー
バリレーＩＤ（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｌａｙ　ＩＤ）と、方向（Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）
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と、隣接セル数（Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　ｃｅｌｌ　ｎｕｍｂｅｒ）とが含まれる。
【００５４】
　メッセージタイプは、本メッセージを区別するためのメッセージタイプ、つまり識別子
を表す。ハンドオーバリレーＩＤは、本メッセージのトリガーとなった先にハンドオーバ
を実施したリレーノードの識別ＩＤを表す。方向は、送信方向が、ソース（Ｓｏｕｒｃｅ
）からターゲット（Ｔａｒｇｅｔ）であるのか、ターゲットからソースであるのかを表す
。つまり、ハンドオーバ元のドナー基地局からハンドオーバ先のドナー基地局への送信で
あるか、ハンドオーバ先のドナー基地局からハンドオーバ元のドナー基地局への送信であ
るかを表す。隣接セル数は、隣接セルリストに含まれるセル（情報）の数を表す。
【００５５】
　さらに、隣接セルリストには、隣接セル数に応じた数の隣接セル情報が含まれる。隣接
セル情報には、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ：　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｃｅ
ｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　ＩＤ）、物理セルＩＤ（ＰＣＩ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｉｅｓ）、ＥＡＲＦＣＮが含まれる。ＥＣＧＩは、隣接セルのＥ－ＵＴＲ
ＡＮセルのグローバルＩＤを表す。ＰＣＩは、隣接セルの物理セルＩＤを表す。ＥＡＲＦ
ＣＮは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に対する下り
リンクのＥＡＲＦＣＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ）を表す。
【００５６】
　また、プロトコル処理部１０６８は、当該ドナー基地局１００ｎの配下のセルに在圏す
るリレーノード３００が、他のドナー基地局の配下のセルにハンドオーバする際に、該他
のドナー基地局から通知される隣接セルリスト変更情報を受信するためのプロトコル変換
を行う。また、プロトコル処理部１０６８は、当該ドナー基地局１００ｎの配下のセルに
、他のドナー基地局の配下のセルに在圏するリレーノード３００がハンドオーバする際に
、該他のドナー基地局に通知する隣接セルリスト変更情報を送信するためのプロトコル変
換を行う。隣接セルリスト変更情報は、Ｘ２メッセージに含まれる。
【００５７】
　図８は、隣接セルリスト変更情報（その１）の一実施例を示す。図８に示される隣接セ
ルリスト変更情報は、ハンドオーバ先のドナー基地局により送信される。
【００５８】
　隣接セルリスト変更情報には、メッセージタイプと、ハンドオーバリレーＩＤと、削除
隣接セル数（Ｄｅｌｅｔｅ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　ｃｅｌｌ　ｎｕｍｂｅｒ）とが含まれ
る。メッセージタイプは、本メッセージを区別するためのメッセージタイプ、つまり識別
子を表す。ハンドオーバリレーＩＤは、本メッセージのトリガーとなった先にハンドオー
バを実施したリレーノードの識別ＩＤを表す。削除セル数は、隣接セルリストから削除す
べきセルの数を表す。さらに、隣接セルリスト変更情報には、削除すべきセル数に応じた
数の隣接セル情報が含まれる。隣接セル情報には、ＥＣＧＩ、ＰＣＩ、ＥＡＲＦＣＮが含
まれる。ＥＣＧＩは、隣接セルのＥ－ＵＴＲＡＮセルのグローバルＩＤを表す。ＰＣＩは
、隣接セルの物理セルＩＤを表す。ＥＡＲＦＣＮは、ＦＤＤに対する下りリンクのＥＡＲ
ＦＣＮを表す。
【００５９】
　図９は、隣接セルリスト変更情報（その２）の一実施例を示す。図９に示される隣接セ
ルリスト変更情報は、ハンドオーバ先のドナー基地局により送信される。
【００６０】
　隣接セルリスト変更情報には、メッセージタイプと、ハンドオーバリレーＩＤと、追加
隣接セル数（Ａｄｄ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　ｃｅｌｌ　ｎｕｍｂｅｒ）とが含まれる。メ
ッセージタイプは、本メッセージを区別するためのメッセージタイプ、つまり識別子を表
す。ハンドオーバリレーＩＤは、本メッセージのトリガーとなった先にハンドオーバを実
施したリレーノードの識別ＩＤを表す。追加セル数は、隣接セルリストに追加すべきセル
の数を表す。さらに、隣接セルリスト変更情報には、追加すべきセル数に応じた数の隣接
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セル情報が含まれる。隣接セル情報には、ＥＣＧＩ、ＰＣＩ、ＥＡＲＦＣＮが含まれる。
ＥＣＧＩは、隣接セルのＥ－ＵＴＲＡＮセルのグローバルＩＤを表す。ＰＣＩは、隣接セ
ルの物理セルＩＤを表す。ＥＡＲＦＣＮは、ＦＤＤに対する下りリンクのＥＡＲＦＣＮを
表す。
【００６１】
　ハンドオーバ制御部１０７０は、当該ドナー基地局１００ｎの配下のセルに在圏するリ
レーノード３００を他のドナー基地局の配下のセルにハンドオーバさせる場合の制御を行
う。また、ハンドオーバ制御部１０７０は、他のドナー基地局の配下のセルから、当該ド
ナー基地局１００ｎの配下のセルに、リレーノード３００をハンドオーバさせる場合の制
御を行う。
【００６２】
　＜ハンドオーバの契機＞
　リレーノード３００は、セルの品質測定結果により、イベントを発生する。リレーノー
ドはイベントが発生した際に、当該リレーノード３００と接続するドナー基地局に、イベ
ントが発生したことを通知する。
【００６３】
　図１０は、リレーノード３００に発生するイベントの一実施例を示す。図１０において
、横軸は時間であり、縦軸はセル品質（無線品質）を示す。図１０には、リレーノード３
００に発生するイベントとして、「イベントＡ１」、「イベントＡ２」、「イベントＡ３
」、「イベントＡ４」、「イベントＡ５」が示される。
【００６４】
　イベントＡ１は、サービング基地局のセル品質が閾値（Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）よりもよ
くなったときを示す。
【００６５】
　イベントＡ２は、サービング基地局のセル品質が閾値よりも悪くなったときを示す。該
イベントＡ２が発生した際に、リレーノード３００は、無線品質が悪くなったことを警告
するようにしてもよい。
【００６６】
　イベントＡ３は、隣接セルのセル品質がサービング基地局のセル品質よりオフセット以
上によくなったときを示す。
【００６７】
　イベントＡ４は、隣接セルのセル品質が閾値よりもよくなったときを示す。
【００６８】
　イベントＡ５は、サービング基地局のセル品質が閾値１（Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ１）より
も悪くなり、且つ隣接セルのセル品質が閾値２（Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ２）よりもよくなっ
たときを示す。イベントＡ５は、イベントＡ２が発生する状況において、イベントＡ３が
発生する条件には達しないものの、セル品質が閾値２（＞閾値１）以上となることにより
ハンドオーバが可能とされる。従って、イベントＡ３におけるオフセットがオフセット＜
閾値２－閾値１になる場合には、発生しない。
【００６９】
　ここで、閾値２は、閾値１よりもセル品質がよいことを表す閾値である。また、閾値１
は、閾値と同じ値でもよい。
【００７０】
　さらに、「イベントＢ１」、「イベントＢ２」が定義されてもよい。
【００７１】
　イベントＢ１は、Ｉｎｔｅｒ　ＲＡＴにおける隣接セルのセル品質が閾値以上となった
ときを示す。
【００７２】
　イベントＢ２は、サービング基地局のセル品質が閾値１よりも悪くなり、且つｉｎｔｅ
ｒ　ＲＡＴにおける隣接セルのセル品質が閾値２よりもよくなったときを示す。
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【００７３】
　ハンドオーバ処理部１０７２は、プロトコル処理部１０６８と接続される。ハンドオー
バ処理部１０７２は、プロトコル処理部１０６８により入力されるべき下りリンクの無線
品質に基づいて、該下りリンクの無線品質を表す情報を送信したリレーノード３００を、
他のドナー基地局にハンドオーバさせるかどうかを判定する。
【００７４】
　図１１は、Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙハンドオーバの一実施例を示す。
【００７５】
　セルｃｅｌｌ１に在圏するリレーノード３００は、イベントＡ３を契機として、セルｃ
ｅｌｌ２にハンドオーバする。
【００７６】
　セルｃｅｌｌ２にハンドオーバしたリレーノード３００は、イベントＡ５を契機として
、セルｃｅｌｌ１にハンドオーバする。
【００７７】
　セルｃｅｌｌ１にハンドオーバしたリレーノード３００にイベントＡ２が発生する。し
かし、隣接セルが発見されないため、セルｃｅｌｌ１との接続を維持する。
【００７８】
　リレーノード３００はイベントＡ３を契機として、セルｃｅｌｌ３にハンドオーバする
。
【００７９】
　図１２は、Ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙハンドオーバとはならない場合の一実施例
を示す。
【００８０】
　セルｃｅｌｌ１に在圏するリレーノード３００は、イベントＡ３を契機として、セルｃ
ｅｌｌ２にハンドオーバする。
【００８１】
　セルｃｅｌｌ２にハンドオーバしたリレーノード３００は、イベントＡ５を契機として
、セルｃｅｌｌ１にハンドオーバする。
【００８２】
　セルｃｅｌｌ１にハンドオーバしたリレーノード３００にイベントＡ２が発生する。し
かし、隣接セルが発見されないため、セルｃｅｌｌ１との接続を維持する。
【００８３】
　リレーノード３００はイベントＡ１が発生したため、セルｃｅｌｌ１との間の接続を継
続する。
【００８４】
　ハンドオーバ処理部１０７２は、他のドナー基地局との間で、リレーノード３００をハ
ンドオーバさせるための処理を行う。ハンドオーバ処理部１０７２は、他のドナー基地局
との間で、リレーノード３００をハンドオーバさせる処理を実行する際に、無線品質測定
依頼部１０７４に、ハンドオーバが実行されることを通知する。
【００８５】
　また、ハンドオーバ処理部１０７２は、隣接セルリスト更新部１０７６に、ハンドオー
バが実行される際に他のドナー基地局から送信される隣接セルリスト更新情報を入力する
。
【００８６】
　無線品質測定依頼部１０７４は、ハンドオーバ処理部１０７２と接続される。無線品質
測定依頼部１０７４は、ハンドオーバ処理部１０７２と、ＭＥＭ１０６４と接続される。
無線品質測定依頼部１０７４には、ハンドオーバ処理部１０７２から、当該ドナー基地局
１００ｎと、他のドナー基地局との間で、リレーノード３００のハンドオーバが実行され
る際に、ハンドオーバが実行されることを表す情報が入力される。無線品質測定依頼部１
０７４は、当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを配下に有する場合、リレーノード
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３００に、該ハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリストを含む無線品質測定依頼信
号を通知する。該無線品質測定依頼部１０７４には、リレーノード３００により測定され
た無線品質の測定結果が入力される。具体的には、隣接セルリストに含まれる各セルの無
線品質の測定結果が入力されてもよい。無線品質測定依頼部１０７４は、隣接セルリスト
更新部１０７６と、隣接セルリスト更新指示部１０７８に、リレーノード３００からの無
線品質の測定結果を表す情報を入力する。該測定結果には、セルを表す情報と、該セルの
無線品質が閾値よりもよいかどうかを表す情報が含まれてもよい。
【００８７】
　隣接セルリスト更新部１０７６は、ＭＥＭ１０６４、ハンドオーバ処理部１０７２、無
線品質測定依頼部１０７４と接続される。隣接セルリスト更新部１０７６は、ＭＥＭ１０
６４に格納されるべき隣接セルリストを更新する。隣接セルリスト更新部１０７６は、Ｍ
ＥＭ１０６４に、更新した隣接セルリストを格納する。
【００８８】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを有する場合＞
　隣接セルリスト更新部１０７６は、無線品質測定依頼部１０７４により入力されるべき
ハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリストに含まれるセルの無線品質の測定結果を
表す情報に基づいて、隣接セルリストを更新する。具体的には、無線品質がよいとされた
セルに対応する隣接セルリストに、リレーノードの配下のセルを登録する。また、無線品
質が悪いとされたセルに対応する隣接セルリストから、リレーノードの配下のセルを削除
する。
【００８９】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを有さない場合＞
　隣接セルリスト更新部１０７６は、ハンドオーバ処理部１０７２により入力される隣接
セルリスト更新情報に、当該ドナー基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定する。
隣接セルリスト更新情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれ、且つリレーノードの
配下のセルを追加する情報が含まれる場合には、ＭＥＭ１０６４に格納されるべき各セル
に対応する隣接セルリストのうち、隣接セルリスト更新情報に含まれる当該ドナー基地局
の配下のセルに対応する隣接セル情報に、リレーノードの配下のセルを表す情報を追加す
る。また、隣接セルリスト更新情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれ、且つリレ
ーノードの配下のセルを削除する情報が含まれる場合には、ＭＥＭ１０６４に格納される
べき各セルに対応する隣接セルリストのうち、隣接セルリスト更新情報に含まれる当該ド
ナー基地局の配下のセルに対応する隣接セル情報から、リレーノードの配下のセルを表す
情報を削除する。
【００９０】
　隣接セルリスト更新指示部１０７８は、プロトコル処理部１０６８、無線品質測定依頼
部１０７４と接続される。隣接セルリスト更新指示部１０７８は、当該ドナー基地局がハ
ンドオーバ先のセルを有する場合に、無線品質測定依頼部１０７４により入力されるべき
隣接セルリストに含まれるセルの無線品質の測定結果を表す情報に基づいて、当該ドナー
基地局以外のドナー基地局及び基地局２００の少なくとも一方に、隣接セルリストの更新
を依頼するための隣接セルリスト更新情報を生成する。隣接セルリスト更新指示部１０７
８は、プロトコル処理部１０６８に、隣接セルリスト更新情報を入力する。プロトコル処
理部１０６８は、Ｘ２メッセージとして、隣接セルリスト更新情報を送信するためのプロ
トコル変換を行う。
【００９１】
　隣接セルリスト更新指示部１０７８は、無線品質測定依頼部１０７４により入力される
隣接セルリストに含まれるセルの無線品質の測定結果を表す情報に基づいて、ドナー基地
局及び基地局の少なくとも一方に、隣接セルリストから、リレーノード３００の配下のセ
ルを表す情報を追加したり、削除したりすることを依頼するため情報を含む隣接セルリス
ト更新情報を生成する。具体的には、隣接セルリスト更新指示部１０７８は、無線品質が
よいとされたセルを配下に有するドナー基地局及び基地局の少なくとも一方に、該セルの
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隣接セルリストに、リレーノードの配下のセルを登録することを依頼するための情報を含
む隣接セルリスト更新情報を生成する。また、隣接セルリスト更新指示部１０７８は、無
線品質が悪いとされたセルを配下に有するドナー基地局及び基地局の少なくとも一方に、
該セルの隣接セルリストから、リレーノードの配下のセルを削除することを依頼するため
の情報を含む隣接セルリスト更新情報を生成する。
【００９２】
　ベースバンド処理部１０８は、Ｌ２ＳＷ１０４と接続される。ベースバンド処理部１０
８は、ＤＳＰ１０８２と、ＭＥＭ（メモリ）１０８４とを有する。
【００９３】
　ＤＳＰ１０８２は、ＭＥＭ１０８４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ１０８４には、ドナー基地局として、当該ドナー基地局１００ｎを機能させるた
めのプログラムが格納される。
【００９４】
　ベースバンド処理部１０８は、制御部１０６との間で情報の入出力を行う。ベースバン
ド処理部１０８は、トラヒックの管理を行う。具体的には、ＧＴＰ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰＲＳ）　Ｔｕｎｎｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）の管理を行う。ベースバンド処理部１０８は、トラヒックの転送を行う。具
体的には、ＧＴＰの転送処理を行う。ベースバンド処理部１０８は、トラヒックを監視す
る。具体的には、セル状態を監視する。ベースバンド処理部１０８は、秘匿設定及び解除
を行う。ベースバンド処理部１０８は、ＭＡＣ多重及び分離を行う。ベースバンド処理部
１０８は、同期処理を行う。ベースバンド処理部１０８は、ページング処理を行う。
【００９５】
　無線インタフェース１１８は、Ｌ２ＳＷ１０４と接続される。
【００９６】
　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ１１０１－１１０３は、Ｌ２ＳＷ１０４と接続される。Ｉ／Ｏｐｏｒｔ
１１０１－１１０３は、入出力ポートである。
【００９７】
　Ａ／Ｄ変換回路１１２１－１１２３は、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ１１０１－１１０３とそれぞれ
接続される。Ａ／Ｄ変換回路１１２１－１１２３は、デジタル信号に、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ１
１０１－１１０３からのアナログ信号を変換する。
【００９８】
　広帯域ＡＭＰ１１４１－１１４３は、Ａ／Ｄ変換回路１１２１－１１２３とそれぞれ接
続される。広帯域ＡＭＰ１１４１－１１４３は、Ａ／Ｄ変換回路１１２１－１１２３から
のデジタル信号を増幅する。
【００９９】
　アンテナ１１６１－１１６３は、広帯域ＡＭＰ１１４１－１１４３とそれぞれ接続され
る。アンテナ１１６１－１１６３は、広帯域ＡＭＰ１１４１－１１４３からの信号を無線
送信する。アンテナ１１６１－１１６３からの無線信号は、対応するセルに在圏するユー
ザ端末４００ｍ及びリレーノード３００の少なくとも一方に送信される。
【０１００】
　＜基地局＞
　図１３は、基地局２００の一実施例を示す。
【０１０１】
　図１３には、主に、ハードウェア構成が示される。
【０１０２】
　基地局２００は、伝送路インタフェース２０２と、Ｌ２ＳＷ２０４と、制御部２０６と
、ベースバンド処理部２０８と、無線インタフェース２１８とを有する。
【０１０３】
　無線インタフェース２１８は、当該基地局２００によりカバーされるセルの数に応じた
数の無線インタフェースを有する。図１３には、当該基地局２００により３セルがカバー
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される例が示される。３セルがカバーされる場合、無線インタフェース２１８には、Ｉ／
Ｏｐｏｒｔ２１０１－２１０３と、Ａ／Ｄ変換回路２１２１－２１２３と、広帯域ＡＭＰ
２１４１－２１４３と、アンテナ２１６１－２１６３とが含まれる。添え字「１」、「２
」、「３」は、それぞれセルに対応する。
【０１０４】
　伝送路インタフェース２０２は、当該基地局以外のドナー基地局、他の基地局との間の
インタフェースである。また、伝送路インタフェース２０２は、交換機６００との間のイ
ンタフェースである。図１３では、交換機６００は、ＭＭＥと表されている。該ＭＭＥは
、ＨＳＳ７００と接続される。ＨＳＳ７００は、加入者情報データベースである。ＨＳＳ
７００は、認証情報及び在圏情報を管理する。伝送路インタフェース２０２は、Ｘ２イン
タフェースと呼ばれてもよい。
【０１０５】
　Ｌ２ＳＷ２０４は、伝送路インタフェース２０２と接続される。Ｌ２ＳＷ２０４は、レ
イヤー２で、伝送路インタフェース２０２からのパケットの転送先を判断する。Ｌ２ＳＷ
２０４は、無線インタフェース２１８に含まれるＩ／Ｏｐｏｒｔ１１０１－１１０３のう
ち、転送先に対応するＩ／Ｏｐｏｒｔに、伝送路インタフェース２０２からのパケットを
転送する。
【０１０６】
　制御部２０６は、Ｌ２ＳＷ２０４と接続される。制御部２０６は、ＣＰＵ２０６２と、
ＭＥＭ２０６４とを有する。
【０１０７】
　ＣＰＵ２０６２は、ＭＥＭ２０６４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ２０６４には、基地局として、当該基地局２００を機能させるためのプログラム
が格納される。
【０１０８】
　制御部２０６は、呼処理を行う。また、制御部２０６は、リソース管理を行う。また、
制御部２０６は、当該基地局２００と、ユーザ端末４００ｍとの間の接続制御を行う。さ
らに、制御部２０６は、当該基地局２００と、ユーザ端末４００ｍとの間の接続管理を行
う。また、制御部２０６は、ユーザ端末４００ｍに、下りリンクの受信品質の測定を指示
する。さらに、制御部２０６は、該指示に応じて、ユーザ端末４００ｍから通知された下
りリンクの受信品質を解析する。具体的には、制御部２０６は、該ユーザ端末４００ｍを
ハンドオーバさせるべきかどうかを判断する。また、制御部２０６は、当該基地局２００
の各部を監視し、制御する。
【０１０９】
　＜基地局２００の機能＞
　図１４は、基地局２００の機能の一実施例を示す。
【０１１０】
　基地局２００は、メッセージ分析部２０６６と、プロトコル処理部２０６８と、ハンド
オーバ制御部２０７０とを有する。メッセージ分析部２０６６の機能と、プロトコル処理
部２０６８の機能と、ハンドオーバ制御部２０７０の機能は、ＣＰＵ２０６２により実現
される。ＣＰＵ２０６２が、所定のプログラムに従って動作することにより、メッセージ
分析部２０６６、プロトコル処理部２０６８、ハンドオーバ制御部２０７０として機能す
る。ハンドオーバ制御部２０７０は、ハンドオーバ処理部２０７２と、隣接セルリスト更
新部２０７４とを有する。ハンドオーバ処理部２０７２の機能と、隣接セルリスト更新部
２０７４の機能は、ＣＰＵ２０６２により実現される。ＣＰＵ２０６２が、所定のプログ
ラムに従って動作することにより、ハンドオーバ処理部２０７２、隣接セルリスト更新部
２０７４として機能する。
【０１１１】
　メッセージ分析部２０６６は、Ｌ２ＳＷ２０４と接続される。メッセージ分析部２０６
６は、Ｌ２ＳＷ２０４から入力されるべきメッセージを分析する。具体的には、メッセー
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ジ分析部２０６６は、該メッセージの宛先に応じて、ユーザ端末４００ｍ宛である場合に
は、Ｌ２ＳＷ２０４に入力する。また、メッセージ分析部２０６６は、該メッセージが、
ユーザ端末４００ｍからの下りリンクの無線品質を表す情報、ドナー基地局からの隣接セ
ルリスト変更情報である場合には、プロトコル処理部２０６８に入力する。
【０１１２】
　プロトコル処理部２０６８は、Ｌ２ＳＷ２０４と、メッセージ分析部２０６６と接続さ
れる。プロトコル処理部２０６８は、ハンドオーバ制御部２０７０に、メッセージ分析部
２０６６からの下りリンクの無線品質を表す情報を入力する。また、プロトコル処理部２
０６８は、ハンドオーバ制御部２０７０に、メッセージ分析部２０６６からの隣接セルリ
スト変更情報を入力する。
【０１１３】
　ハンドオーバ制御部２０７０は、当該基地局２００の配下のユーザ端末４００ｍをドナ
ー基地局又は他の基地局にハンドオーバさせる場合の制御を行う。また、ハンドオーバ制
御部２０７０は、ドナー基地局又は他の基地局から、当該基地局２００に、ユーザ端末４
００ｍをハンドオーバさせる場合の制御を行う。
【０１１４】
　ハンドオーバ処理部２０７２は、プロトコル処理部２０６８と接続される。ハンドオー
バ処理部２０７２は、プロトコル処理部２０６８により入力されるべき下りリンクの無線
品質に基づいて、該下りリンクの無線品質を表す情報を送信したユーザ端末４００ｍを、
ドナー基地局又は他の基地局２００にハンドオーバさせるかどうかを判定する。
【０１１５】
　ハンドオーバ処理部２０７２は、ドナー基地局又は他の基地局との間で、ユーザ端末４
００ｍをハンドオーバさせるための処理を行う。
【０１１６】
　隣接セルリスト更新部２０７４は、プロトコル処理部２０６８と接続される。隣接セル
リスト更新部２０７４は、プロトコル処理部２０６８により入力される隣接セルリスト更
新情報に、当該基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定する。隣接セルリスト更新
情報に当該基地局の配下のセルが含まれ、かつリレーノードの配下のセルを追加する情報
が含まれる場合には、ＭＥＭ２０６４に格納されるべき各セルに対応する隣接セルリスト
のうち、隣接セルリスト更新情報に含まれる当該基地局の配下のセルに対応する隣接セル
リストに、リレーノードの配下のセルを表す情報を追加する。また、隣接セルリスト更新
情報に当該基地局の配下のセルが含まれ、かつリレーノードの配下のセルを削除する情報
が含まれる場合には、ＭＥＭ２０６４に格納されるべき各セルに対応する隣接セルリスト
のうち、隣接セルリスト更新情報に含まれる当該基地局の配下のセルに対応する隣接セル
リストから、リレーノードの配下のセルを表す情報を削除する。削除するか追加するかは
、隣接セルリスト更新情報の「削除隣接セル数」又は「追加隣接セル数」により指定され
る。
【０１１７】
　ベースバンド処理部２０８は、Ｌ２ＳＷ２０４と接続される。制御部２０６は、ＤＳＰ
２０８２と、ＭＥＭ（メモリ）２０８４とを有する。
【０１１８】
　ＤＳＰ２０８２は、ＭＥＭ２０８４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ２０８４には、基地局として、当該基地局２００を機能させるためのプログラム
が格納される。
【０１１９】
　ベースバンド処理部２０８は、制御部２０６との間で情報の入出力を行う。ベースバン
ド処理部２０８は、トラヒックを監視する。具体的には、セル状態を監視する。ベースバ
ンド処理部２０８は、秘匿設定及び解除を行う。ベースバンド処理部２０８は、ＭＡＣ多
重及び分離を行う。ベースバンド処理部２０８は、同期処理を行う。ベースバンド処理部
２０８は、ページング処理を行う。
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【０１２０】
　無線インタフェース２１８は、Ｌ２ＳＷ２０４と接続される。
【０１２１】
　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ２１０１－２１０３は、Ｌ２ＳＷ２０４と接続される。Ｉ／Ｏｐｏｒｔ
２１０１－２１０３は、入出力ポートである。
【０１２２】
　Ａ／Ｄ変換回路２１２１－２１２３は、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ２１０１－２１０３とそれぞれ
接続される。Ａ／Ｄ変換回路２１２１－２１２３は、デジタル信号に、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ２
１０１－２１０３からのアナログ信号を変換する。
【０１２３】
　広帯域ＡＭＰ２１４１－２１４３は、Ａ／Ｄ変換回路２１２１－２１２３とそれぞれ接
続される。広帯域ＡＭＰ２１４１－２１４３は、Ａ／Ｄ変換回路２１２１－２１２３から
のデジタル信号を増幅する。
【０１２４】
　アンテナ２１６１－２１６３は、広帯域ＡＭＰ２１４１－２１４３とそれぞれ接続され
る。アンテナ２１６１－２１６３は、広帯域ＡＭＰ２１４１－２１４３からの信号を無線
送信する。アンテナ２１６１－２１６３からの無線信号は、対応するセルに在圏するユー
ザ端末４００ｍに送信される。
【０１２５】
　＜リレーノード＞
　図１５は、リレーノード３００の一実施例を示す。
【０１２６】
　図１５には、主に、ハードウェア構成が示される。
【０１２７】
　基地局２００は、制御部３０２と、ＵＳＩＭ３０４と、Ｌ２ＳＷ３０６と、ベースバン
ド処理部３０８と、無線インタフェース３１８とを有する。
【０１２８】
　無線インタフェース３１８は、当該リレーノード３００によりカバーされるセルの数に
応じた数の無線インタフェースを有する。図１５には、当該リレーノード３００により１
セルがカバーされる例が示される。１セルがカバーされる場合、無線インタフェース３１
８には、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ３１０と、Ａ／Ｄ変換回路３１２と、広帯域ＡＭＰ３１４と、ア
ンテナ３１６とが含まれる。リレーノード３００により２以上のセルがカバーされるよう
にしてもよい。
【０１２９】
　制御部３０２は、ＣＰＵ３０２２と、ＭＥＭ３０２４とを有する。
【０１３０】
　ＣＰＵ３０２２は、ＭＥＭ３０２４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ３０２４には、リレーノードとして、当該リレーノード３００を機能させるため
のプログラムが格納される。
【０１３１】
　制御部３０２は、端末としての機能と、基地局としての機能とを有する。
【０１３２】
　制御部３０２は、端末としての機能を実行する際に、ドナー基地局との間で呼処理を行
う。また、制御部３０２は、端末としての機能を実行する際に、リソース管理を行う。ま
た、制御部３０２は、端末としての機能を実行する際に、当該リレーノード３００と、ド
ナー基地局との間の接続管理を行う。また、制御部３０２は、端末としての機能を実行す
る際に、当該リレーノード３００の各部を監視し、制御する。
【０１３３】
　制御部３０２は、基地局としての機能を実行する際に、ユーザ端末４００ｍとの間で呼
処理を行う。また、制御部３０２は、基地局としての機能を実行する際に、リソース管理
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を行う。また、制御部３０２は、基地局としての機能を実行する際に、当該リレーノード
３００と、ユーザ端末４００ｍとの間の接続管理を行う。また、制御部３０２は、基地局
としての機能を実行する際に、当該リレーノード３００と接続するユーザ端末のハンドオ
ーバ制御を行う。また、制御部１０６は、基地局としての機能を実行する際に、当該リレ
ーノード３００の各部を監視し、制御する。
【０１３４】
　＜リレーノード３００の機能＞
　図１６は、リレーノード３００の機能の一実施例を示す。
【０１３５】
　リレーノード３００は、メッセージ分析部３０２６と、プロトコル処理部３０２８と、
ハンドオーバ制御部３０３０とを有する。メッセージ分析部３０２６の機能と、プロトコ
ル処理部３０２８の機能と、ハンドオーバ制御部３０３０の機能は、ＣＰＵ３０２２によ
り実現される。ＣＰＵ３０２２が、所定のプログラムに従って動作することにより、メッ
セージ分析部３０２６、プロトコル処理部３０２８、ハンドオーバ制御部３０３０として
機能する。ハンドオーバ制御部３０３０は、ハンドオーバ処理部３０３２と、無線品質測
定制御部３０３４と、無線品質情報判定部３０３６とを有する。ハンドオーバ処理部３０
３２の機能と、無線品質測定制御部３０３４の機能と、無線品質情報判定部３０３６の機
能は、ＣＰＵ３０２２により実現される。ＣＰＵ３０２２が、所定のプログラムに従って
動作することにより、ハンドオーバ処理部３０３２、無線品質測定制御部３０３４、無線
品質情報判定部３０３６として機能する。
【０１３６】
　メッセージ分析部３０２６は、Ｌ２ＳＷ３０６と接続される。メッセージ分析部３０２
６は、Ｌ２ＳＷ３０６から入力されるべきメッセージを分析する。具体的には、メッセー
ジ分析部３０２６は、該メッセージの宛先に応じて、ユーザ端末４００ｍ宛である場合に
は、Ｌ２ＳＷ３０６に入力する。また、メッセージ分析部３０２６は、該メッセージが、
ユーザ端末４００ｍからの下りリンクの無線品質を表す情報、ドナー基地局からの隣接セ
ルリスト、無線品質測定依頼信号である場合には、プロトコル処理部３０２８に入力する
。無線品質測定依頼信号については後述する。
【０１３７】
　プロトコル処理部３０２８は、Ｌ２ＳＷ３０６と、メッセージ分析部３０２６と接続さ
れる。プロトコル処理部３０２８は、ハンドオーバ制御部３０３０に、メッセージ分析部
３０２６からの下りリンクの無線品質を表す情報を入力する。また、プロトコル処理部３
０２８は、ハンドオーバ制御部３０３０に、メッセージ分析部３０２６からの隣接セルリ
スト、無線品質測定依頼信号を入力する。
【０１３８】
　ハンドオーバ制御部３０３０は、当該リレーノード３００の配下のユーザ端末４００ｍ

をドナー基地局、基地局、又は他のリレーノードにハンドオーバさせる場合の制御を行う
。また、ハンドオーバ制御部３０３０は、ドナー基地局、基地局、又は他のリレーノード
から、当該リレーノード３００に、ユーザ端末４００ｍをハンドオーバさせる場合の制御
を行う。
【０１３９】
　ハンドオーバ処理部３０３２は、プロトコル処理部３０２８と接続される。ハンドオー
バ処理部３０３２は、プロトコル処理部３０２８により入力されるべき下りリンクの無線
品質に基づいて、該下りリンクの無線品質を表す情報を送信したユーザ端末４００ｍを、
ドナー基地局、基地局２００、他のリレーノードにハンドオーバさせるかどうかを判定す
る。
【０１４０】
　ハンドオーバ処理部３０３２は、ドナー基地局、基地局、他のリレーノードとの間で、
ユーザ端末４００ｍをハンドオーバさせるための処理を行う。
【０１４１】
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　無線品質測定制御部３０３４は、プロトコル処理部３０２８と接続される。無線品質測
定制御部３０３４には、当該リレーノード３００が、在圏するドナー基地局から、他のド
ナー基地局へハンドオーバする際に、ハンドオーバ先のセルを配下に有するドナー基地局
により送信されるべき無線品質測定依頼信号が入力される。無線品質情報取得部３０３４
は、無線品質測定依頼信号に含まれる隣接セルリストに含まれるセルの無線品質を測定す
るための制御を行う。無線品質測定制御部３０３４は、無線品質情報判定部３０３６に、
隣接セルリストに含まれるセルの無線品質を表す情報を入力する。
【０１４２】
　無線品質情報判定部３０３６は、無線品質測定制御部３０３４と、プロトコル処理部３
０２８と接続される。無線品質情報判定部３０３６は、無線品質測定制御部３０３４から
入力されるべき隣接セルリストに含まれるセル毎の無線品質に基づいて、各セルについて
、隣接セルリストに登録が必要であるかどうかを判定する。具体的には、無線品質が閾値
以上である場合には隣接セルリストに、当該リレーノードの配下のセルを登録すると判定
し、無線品質が閾値未満である場合には隣接セルリストから、当該リレーノードの配下の
セルを削除すると判定する。該閾値は、リレーノード３００がハンドオーバする可能性に
基づいて設定されてもよい。つまり、リレーノード３００がハンドオーバする可能性があ
るほど無線品質がよいかどうかに基づいて設定されてもよい。無線品質情報判定部３０３
６は、隣接セルリストに含まれるセル毎に、隣接セルリストに当該リレーノードの配下の
セルを登録するかどうかを表す情報を含む測定結果を、ハンドオーバ先のセルを配下に有
するドナー基地局に通知する。
【０１４３】
　ＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕ
ｌｅ）３０４は、制御部３０２と接続される。ＵＳＩＭ３０４には、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）が格納
される。
【０１４４】
　Ｌ２ＳＷ３０６は、制御部３０２と接続される。Ｌ２ＳＷ３０６は、レイヤー２で、ベ
ースバンド処理部からのパケットの転送先を判断する。Ｌ２ＳＷ３０６は、無線インタフ
ェース３１８に含まれるＩ／Ｏｐｏｒｔ３１０に、ベースバンド処理部３０８からのパケ
ットを転送する。
【０１４５】
　ベースバンド処理部３０８は、Ｌ２ＳＷ３０６と接続される。ベースバンド処理部３０
８は、ＤＳＰ３０８２と、ＭＥＭ（メモリ）３０８４とを有する。
【０１４６】
　ＤＳＰ３０８２は、ＭＥＭ３０８４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行う
。ＭＥＭ３０８４には、リレーノードとして、当該リレーノード３００を機能させるため
のプログラムが格納される。
【０１４７】
　ベースバンド処理部３０８は、Ｌ２ＳＷ３０６との間で情報の入出力を行う。ベースバ
ンド処理部３０８は、端末としての機能と、基地局としての機能とを有する。
【０１４８】
　ベースバンド処理部３０８は、端末としての機能を実行する際に、制御部３０２との間
で、必要な情報の送受信を行う。また、ベースバンド処理部３０８は、端末としての機能
を実行する際に、トラヒックを監視すると共に、セルの状態を監視する。ベースバンド処
理部３０８は、端末としての機能を実行する際に、セルを探索する際の制御を行う。また
、ベースバンド処理部３０８は、端末としての機能を実行する際に、秘匿設定及び解除を
行う。ベースバンド処理部３０８は、端末としての機能を実行する際に、ＭＡＣ多重及び
分離を行う。ベースバンド処理部３０８は、端末としての機能を実行する際に、同期処理
を行う。
【０１４９】



(20) JP 5742532 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

　ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、制御部３０２との
間で、必要な情報の送受信を行う。また、ベースバンド処理部３０８は、基地局としての
機能を実行する際に、トラヒックを管理する。具体的には、ＧＴＰの管理を行う。また、
ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、トラヒック転送を行
う。具体的には、ＧＴＰの転送処理を行う。また、ベースバンド処理部３０８は、基地局
としての機能を実行する際に、トラヒックを監視すると共に、セルの状態を監視する。ま
た、ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、秘匿設定及び解
除を行う。ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、ＭＡＣ多
重及び分離を行う。ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、
同期処理を行う。ベースバンド処理部３０８は、基地局としての機能を実行する際に、ペ
ージング処理を行う。
【０１５０】
　無線インタフェース３１８は、Ｌ２ＳＷ３０６と接続される。
【０１５１】
　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ３１０は、Ｌ２ＳＷ３０６と接続される。Ｉ／Ｏｐｏｒｔ３１０は、入
出力ポートである。
【０１５２】
　Ａ／Ｄ変換回路３１２は、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ３１０と接続される。Ａ／Ｄ変換回路３１２
は、デジタル信号に、Ｉ／Ｏｐｏｒｔ３１０からのアナログ信号を変換する。
【０１５３】
　広帯域ＡＭＰ３１４は、Ａ／Ｄ変換回路３１２と接続される。広帯域ＡＭＰ３１４は、
Ａ／Ｄ変換回路３１２からのデジタル信号を増幅する。
【０１５４】
　アンテナ３１６は、広帯域ＡＭＰ３１４と接続される。アンテナ３１６は、広帯域ＡＭ
Ｐ３１４からの信号を無線送信する。アンテナ３１６からの無線信号は、対応するセルに
在圏するユーザ端末４００ｍに送信される。
【０１５５】
　＜無線通信システムの動作（その１）＞
　図１７は、無線通信システムの動作を説明するための図である。
【０１５６】
　図１７に示される図において、リレーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下の
セルＣｅｌｌ＿０－１（Ａ）から、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２
のセルの端（Ａ´）を経由して、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２の
中心（Ｂ）にハンドオーバする。
【０１５７】
　さらに、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２の中心（Ｂ）から、ドナ
ー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５（Ｃ）にハンドオーバする。
【０１５８】
　ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１（Ａ）からのハンドオーバ先、つ
まりターゲット側であるドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２に対応する
隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０１５９】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００１を表し、「ＤｅＮＢ＃１」はドナー基
地局１００２を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局
２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」リレーノード３００を表す。
【０１６０】
　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃０＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃０－２
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿０－２
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－０，　Ｃｅｌｌ＿０－１
，　Ｃｅｌｌ＿０－３，　Ｃｅｌｌ＿０－４，　Ｃｅｌｌ＿０－５
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　　　　　ＤｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－４，Ｃｅ
ｌｌ＿１－５
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０１６１】
　ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２（Ｂ）からのハンドオーバ先、つ
まりターゲット側であるドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する
隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０１６２】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００２を表し、「ＤｅＮＢ＃０」はドナー基
地局１００１を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局
２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」リレーノード３００を表す。
【０１６３】
　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃１＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃１－５
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿１－５
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－１
　Ｃｅｌｌ＿１－２，　Ｃｅｌｌ＿１－３，　Ｃｅｌｌ＿１－４
　　　　　ＤｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－１，　Ｃｅｌｌ＿０－２，　Ｃ
ｅｌｌ＿０－３
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０１６４】
　図１８は、無線通信システムの動作の一実施例を示す。図１８に示される例では、リレ
ーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１から、ドナー基
地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２へハンドオーバする際の動作が示される。
【０１６５】
　ドナー基地局１００１と、リレーノード３００との間で、領域Ａから領域Ａ´にハンド
オーバさせる処理が開始される（ステップＳ１８０２）。
【０１６６】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００のハンドオーバが当該ドナー基地局１０
０１の配下のセル内で実施されることを認識する（ステップＳ１８０４）。ドナー基地局
１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバが当該ドナー基地局１
００１の配下のセル内で実施されることを認識する。つまり、ドナー基地局１００１のＣ
ＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１から、セルＣ
ｅｌｌ＿０－２へのハンドオーバであることを認識する。
【０１６７】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００に、ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿０
－２に対応する隣接セルリストを含む無線品質測定依頼信号を通知する（ステップＳ１８
０６）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００に、ハ
ンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接セルリストを含む無線品質測定依頼
信号を通知する。無線品質測定依頼信号を通知することにより、リレーノード３００に、
ハンドオーバ先のセルの隣接セルの無線品質を測定させることができる。
【０１６８】
　リレーノード３００は、ドナー基地局１００１からの無線品質測定依頼信号に基づいて
、該無線品質測定依頼信号に含まれる隣接セルリストに登録されているセルの無線品質を
定期的に測定する（ステップＳ１８０８）。つまり、リレーノード３００のＣＰＵ３０２
２は、ドナー基地局１００１からの無線品質測定依頼信号に基づいて、該無線品質測定依
頼信号に含まれる隣接セルリストに登録されているセルの無線品質を定期的に測定する。
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【０１６９】
　リレーノード３００は、ステップＳ１８０８において測定された無線品質に基づいて、
該無線品質が閾値よりもよいかどうかを判定し、ドナー基地局１００１に、該判定結果を
通知する（ステップＳ１８１０）。つまり、リレーノード３００のＣＰＵ３０２２は、ス
テップＳ１８０８において測定された無線品質に基づいて、該無線品質が閾値よりもよい
かどうかを判定し、ドナー基地局１００１に、該判定結果を通知する。該測定結果には、
セルを表す情報と、該セルの無線品質が閾値よりもよいかどうかを表す情報が含まれても
よい。
【０１７０】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００からの判定結果に基づいて、無線品質が
閾値よりもよいと判定されたセルに対応する隣接セルリストに、リレーノードを登録する
と判定する。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００か
らの判定結果に基づいて、無線品質が閾値よりもよいと判定されたセルに対応する隣接セ
ルリストに、リレーノード３００を登録すると判定する。また、ドナー基地局１００１は
、リレーノード３００からの判定結果に基づいて、無線品質が閾値よりも悪いと判定され
たセルに対応する隣接セルリストから、リレーノードを削除すると判定する（ステップＳ
１８１２）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００か
らの判定結果に基づいて、無線品質が閾値よりも悪いと判定されたセルに対応する隣接セ
ルリストから、リレーノードを削除すると判定する。
【０１７１】
　ドナー基地局１００１は、ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿０－２の隣接セルを配下に
有するドナー基地局１００２、基地局２００１、２００２に、隣接セルリストを更新する
指示を行う（ステップＳ１８１４）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は
、ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿０－２の隣接セルを配下に有するドナー基地局１００

２、基地局２００１、２００２に、隣接セルリストを更新する指示を行う。具体的には、
ステップＳ１８１２により無線品質が閾値よりもよいと判定されたセルを配下に有するド
ナー基地局１００２、基地局２００１、２００２に対して、隣接セルリストに、リレーノ
ードを登録するように指示し、ステップＳ１８１２により無線品質が閾値よりも悪いと判
定されたセルを配下に有するドナー基地局１００２、基地局２００１、２００２に対して
、隣接セルリストから、リレーノードを削除するように指示する情報を含む隣接セルリス
ト変更情報を送信する。
【０１７２】
　ドナー基地局１００２、基地局２００１、２００２は、ドナー基地局１００１からの隣
接セルリスト変更情報に従って、隣接セルリストを更新する（ステップＳ１８１６、Ｓ１
８１８、Ｓ１８２０）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２、基地局２００

１のＣＰＵ２０６２、基地局２００２のＣＰＵ２０６２は、ドナー基地局１００１からの
隣接セルリスト変更情報に従って、隣接セルリストを更新する。
【０１７３】
　ドナー基地局１００１は、ステップＳ１８１２における判断結果に従って、隣接セルリ
ストを更新する（ステップＳ１８２２）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６
２は、ステップＳ１８１２における判断結果に従って、隣接セルリストを更新する。
【０１７４】
　＜無線通信システムの動作（その２）＞
　図１９に示される図において、リレーノード３００が、ドナー基地局１００１の配下の
セルＣｅｌｌ＿０－２の端から、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２の
中心に移動する場合について説明する。この場合、同一セル内での移動であるため、ハン
ドオーバは行われない。
【０１７５】
　リレーノード３００が領域Ａ´から領域Ｂに移動する（ステップＳ１９０２）。
【０１７６】
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　リレーノード３００は、在圏するドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２
に対応する隣接セルリストに基づいて、該隣接セルリストに登録されているセルの無線品
質を定期的に測定する（ステップＳ１９０４）。つまり、リレーノード３００のＣＰＵ３
０２２は、在圏するドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接
セルリストに基づいて、該隣接セルリストに登録されているセルの無線品質を定期的に測
定する。
【０１７７】
　リレーノード３００は、ステップＳ１９０４において測定された無線品質に基づいて、
該無線品質が閾値よりもよいかどうかを判定し、ドナー基地局１００１に、該判定結果を
通知する（ステップＳ１９０６）。つまり、リレーノード３００のＣＰＵ３０２２は、ス
テップＳ１９０４において測定された無線品質に基づいて、該無線品質が閾値よりもよい
かどうかを判定し、ドナー基地局１００１に、該判定結果を通知する。この場合、リレー
ノード３００は、在圏するドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２の中心領
域に移動しているので、測定された無線品質が閾値よりも悪い場合を通知するようにして
もよい。リレーノード３００は、セルＣｅｌｌ＿０－２の中心領域に移動しているため、
セルＣｅｌｌ＿０－２の受信品質はよいと想定されるが、該セルＣｅｌｌ＿０－２に隣接
するセルの受信品質は悪いと想定されるためである。具体的には、無線品質が悪いセルと
して、以下のセルが通知される。
【０１７８】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００１を表し、「ＤｅＮＢ＃１」はドナー基
地局１００１を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表す。
【０１７９】
　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃０＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃０－２
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿０－２
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－０，　Ｃｅｌｌ＿０－１
，　Ｃｅｌｌ＿０－３，　Ｃｅｌｌ＿０－４，　Ｃｅｌｌ＿０－５
　　　　　ＤｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－４，Ｃｅ
ｌｌ＿１－５
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
【０１８０】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００からの判定結果に基づいて、無線品質が
閾値よりも悪いと判定されたセルに対応する隣接セルリストに、リレーノードを登録しな
いと判定する（ステップＳ１９０８）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２
は、リレーノード３００からの判定結果に基づいて、無線品質が閾値よりも悪いと判定さ
れたセルに対応する隣接セルリストに、リレーノードを登録しないと判定する。
【０１８１】
　ドナー基地局１００１は、セルＣｅｌｌ＿０－２の隣接セルを配下に有するドナー基地
局１００２、基地局２００１、２００２に、隣接セルリストを更新する指示を行う（ステ
ップＳ１９１０）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、セルＣｅｌｌ＿
０－２の隣接セルを配下に有するドナー基地局１００２、基地局２００１、２００２に、
隣接セルリストを更新する指示を行う。具体的には、ステップＳ１９０８により無線品質
が閾値よりも悪いと判定されたセルを配下に有するドナー基地局１００２、基地局２００

１、２００２に対して、隣接セルリストから、リレーノードを削除するように指示する情
報を含む隣接セルリスト変更情報を送信する。つまり、基地局２００１に対して、該基地
局２００１の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ０－０、Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１の隣接セルリストから
、リレーノード３００の配下のセルを削除するように指示する。また、基地局２００２に
対して、該基地局２００２の配下のセルＣｅｌｌ＿ｅ１－３、Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４の隣接
セルリストから、リレーノード３００の配下のセルを削除するように指示する。また、ド
ナー基地局１００２に対して、該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－０、
Ｃｅｌｌ＿１－４、Ｃｅｌｌ＿１－５の隣接セルリストから、リレーノード３００の配下



(24) JP 5742532 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

のセルを削除するように指示する。
【０１８２】
　ドナー基地局１００２、基地局２００１、２００２は、ドナー基地局１００１からの隣
接セルリスト変更情報に従って、隣接セルリストを更新する（ステップＳ１９１２、Ｓ１
９１４、Ｓ１９１６）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２、基地局２００

１のＣＰＵ２０６２、２００２は、ドナー基地局１００１からの隣接セルリスト変更情報
に従って、隣接セルリストを更新する。
【０１８３】
　ドナー基地局１００１は、ステップＳ１９０８における判断結果に従って、隣接セルリ
ストを更新する（ステップＳ１９１８）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６
２は、ステップＳ１９０８における判断結果に従って、隣接セルリストを更新する。具体
的には、ドナー基地局１００１は、該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－
０、Ｃｅｌｌ＿０－１、Ｃｅｌｌ＿０－３、Ｃｅｌｌ＿０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５の隣接
セルリストから、リレーノード３００の配下のセルを削除する。
【０１８４】
　＜無線通信システムの動作（その３）＞
　図２０は、無線通信システムの動作の一実施例を示す。図２０に示される例では、リレ
ーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２から、ドナー基
地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハンドオーバする際の動作が示される。
【０１８５】
　ドナー基地局１００１と、ドナー基地局１００２との間で、リレーノード３００を、領
域Ｂから領域Ｃにハンドオーバさせる処理が開始される（ステップＳ２００２）。
【０１８６】
　ドナー基地局１００１、ドナー基地局１００２は、リレーノード３００のハンドオーバ
が当該ドナー基地局１００１、当該ドナー基地局１００２で実施されることを認識する（
ステップＳ２００４）。ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２、ドナー基地局１００２

のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバが当該ドナー基地局１００１、
当該ドナー基地局１００２で実施されることを認識する。つまり、ドナー基地局１００１

は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２から、ドナー基地局１００

２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５へのハンドオーバであることを認識する。
【０１８７】
　ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿１－５を配下に有するドナー基地局１００２は、リレ
ーノード３００に、ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを
含む無線品質測定依頼信号を通知する（ステップＳ２００６）。ハンドオーバ先のセルＣ
ｅｌｌ＿１－５を配下に有するドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、リレーノード
３００に、ハンドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを含む無線
品質測定依頼信号を通知する。無線品質測定依頼信号を通知することにより、リレーノー
ド３００に、ハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリストに含まれるセルの無線品質
を測定させることができる。
【０１８８】
　リレーノード３００は、ドナー基地局１００２からの無線品質測定依頼信号に基づいて
、該無線品質測定依頼信号に含まれる隣接セルリストに登録されているセルの無線品質を
定期的に測定する（ステップＳ２００８）。リレーノード３００のＣＰＵ３０２２は、ド
ナー基地局１００２からの無線品質測定依頼信号に基づいて、該無線品質測定依頼信号に
含まれる隣接セルリストに登録されているセルの無線品質を定期的に測定する。
【０１８９】
　リレーノード３００は、ステップＳ２００８において測定された無線品質に基づいて、
該無線品質が閾値よりもよいかどうかを判定し、ドナー基地局１００２に、該判定結果を
含む測定結果を通知する（ステップＳ２０１０）。つまり、リレーノード３００のＣＰＵ
３０２２は、ステップＳ２００８において測定された無線品質に基づいて、該無線品質が
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閾値よりもよいかどうかを判定し、ドナー基地局１００２に、該判定結果を含む測定結果
を通知する。該測定結果には、セルを表す情報と、該セルの無線品質が閾値よりもよいか
どうかを表す情報が含まれてもよい。
【０１９０】
　ドナー基地局１００２は、リレーノード３００からの測定結果に基づいて、無線品質が
閾値よりもよいと判定されたセルに対応する隣接セルリストに、リレーノードを登録する
と判定する。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００か
らの測定結果に基づいて、無線品質が閾値よりもよいと判定されたセルに対応する隣接セ
ルリストに、リレーノードを登録すると判定する。また、ドナー基地局１００２は、リレ
ーノード３００からの判定結果に基づいて、無線品質が閾値よりも悪いと判定されたセル
に対応する隣接セルリストに、リレーノードを登録しないと判定する（ステップＳ２０１
２）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００からの判
定結果に基づいて、無線品質が閾値よりも悪いと判定されたセルに対応する隣接セルリス
トに、リレーノードを登録しないと判定する。
【０１９１】
　ドナー基地局１００２は、ドナー基地局１００１、基地局２００１、２００２のうち、
セルＣｅｌｌ＿１－５の隣接セルを配下に有する基地局に、隣接セルリストを更新する指
示を行う（ステップＳ２０１４）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、
ドナー基地局１００１、基地局２００１、２００２のうち、セルＣｅｌｌ＿１－５の隣接
セルを配下に有する基地局に、隣接セルリストを更新する指示を行う。具体的には、ドナ
ー基地局１００１、基地局２００１、２００２のうち、ステップＳ２０１２により無線品
質が閾値よりもよいと判定されたセルを配下に有する基地局に対して、隣接セルリストに
、リレーノードの配下のセルを登録するように指示し、ステップＳ２０１２により無線品
質が閾値よりも悪いと判定されたセルを配下に有する基地局に対して、隣接セルリストか
ら、リレーノードの配下のセルを削除するように指示する情報を含む隣接セルリスト変更
情報を送信する。
【０１９２】
　ドナー基地局１００１、基地局２００１、２００２は、ドナー基地局１００１からの隣
接セルリスト変更情報に従って、隣接セルリストを更新する（ステップＳ２０１６、Ｓ２
０１８、Ｓ２０２０）。つまり、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２、基地局２００

１のＣＰＵ２０６２、基地局２００２のＣＰＵ２０６２は、ドナー基地局１００１からの
隣接セルリスト変更情報に従って、隣接セルリストを更新する。
【０１９３】
　ドナー基地局１００２は、ステップＳ２０１２における測定結果に従って、隣接セルリ
ストを更新する（ステップＳ２０２２）。ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、ス
テップＳ２０１２における測定結果に従って、隣接セルリストを更新する。
【０１９４】
　本実施例によれば、リレーノードのハンドオーバの際に、該リレーノードの配下のセル
と隣接セルになる可能性が低いセルの隣接セルリストに該リレーノードの配下のセルを登
録しないようにでき、該リレーノードの配下のセルと隣接セルになる可能性が高いセルの
隣接セルリストに該リレーノードの配下のセルを登録できる。隣接セルリストに、リレー
ノードの配下のセルを登録しないようにしたり、登録したりすることにより、隣接セルリ
ストに含まれるセルを最適化できる。このため、ドナー基地局、基地局における処理負荷
を低減できる。
【０１９５】
　＜第２の実施例＞
　上述した実施例において、ハンドオーバ先のセルを有するドナー基地局からリレーノー
ド３００に通知される隣接セルリストに含まれるセルの数を予め減少させるようにしても
よい。
【０１９６】
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　ハンドオーバ先のセルを有するドナー基地局からリレーノード３００に通知される隣接
セルリストに含まれるセルの数を減少させるために、上述した実施例に先だって、以下の
処理が実行される。
【０１９７】
　図２１は、リレーノードの移動に伴って、隣接セルリストに、リレーノードの配下のセ
ルを表す情報を追加したり、削除したりする処理の詳細を示す。
【０１９８】
　図２１において、リレーノードの配下のセル（Ｒｅｌａｙ　Ｃｅｌｌ）は、ドナー基地
局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２によりカバーされる領域から、ド
ナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５によりカバーされる領域
に移動する。つまり、リレーノードは、ドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセル
Ｃｅｌｌ＿０－２から、ドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－
５にハンドオーバする。
【０１９９】
　リレーノードがドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２から
、ドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハンドオーバする
際に、該リレーノードのハンドオーバ元のドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）は、該リレ
ーノードのハンドオーバ元のドナー基地局＃０（ＤｅＮＢ＃０）の配下のセルＣｅｌｌ＿
０－２の隣接セルリストに含まれるセルを収容しているドナー基地局及び基地局に、隣接
セルリストから、リレーノードの配下のセルを表す情報を削除するように通知する。
【０２００】
　また、該リレーノードのハンドオーバ先のドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）は、該リ
レーノードのハンドオーバ先のドナー基地局＃１（ＤｅＮＢ＃１）の配下のセルＣｅｌｌ
＿１－５の隣接セルリストに含まれるセルを収容しているドナー基地局及び基地局に、隣
接セルリストに、リレーノードの配下のセルを表す情報を追加するように通知する。
【０２０１】
　上述した隣接セルリストからリレーノードの配下のセルを表す情報を削除する処理、隣
接セルリストにリレーノードの配下のセルを表す情報を追加する処理は、該リレーノード
のハンドオーバ元のセルと、該リレーノードのハンドオーバ先のセルの双方に隣接するセ
ルに対しても実行されることが想定される。この場合、該リレーノードのハンドオーバ元
のセルと、該リレーノードのハンドオーバ先のセルの双方に隣接するセルを収容している
ドナー基地局及び基地局は、隣接セルリストからリレーノードの配下のセルを表す情報を
削除するように通知された後に、該リレーノードの配下のセルを表す情報を追加するよう
に通知される。
【０２０２】
　リレーノードの配下のセルを表す情報を削除した後に、該リレーノードの配下のセルを
表す情報を追加する処理は、実行する必要の無い処理である。
【０２０３】
　本実施例では、このような余分な処理が削減される。
【０２０４】
　＜無線通信システム＞
　無線通信システムの一実施例は、図４を参照して説明した実施例と略同一である。
【０２０５】
　＜ドナー基地局１００ｎ＞
　ドナー基地局の一実施例は、図５を参照して説明したドナー基地局と略同一である。
【０２０６】
　＜ドナー基地局１００ｎの機能＞
　図２２は、ドナー基地局１００ｎの機能の一実施例を示す。
【０２０７】
　図２２に示される例では、図６を参照して説明したドナー基地局１００ｎに、隣接セル
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リスト比較部１０８０を加えたものである。隣接セルリスト比較部１０８０の機能は、Ｃ
ＰＵ１０６２により実現される。ＣＰＵ１０６２が、所定のプログラムに従って動作する
ことにより、隣接セルリスト比較部１０８０として機能する。
【０２０８】
　メッセージ分析部１０６６は、Ｌ２ＳＷ１０４から入力されるべきメッセージが他のド
ナー基地局からの隣接セルリストである場合には、プロトコル処理部１０６８に入力する
。隣接セルリストは、図７に示される隣接セルリストと略同一である。プロトコル処理部
１０６８は、ハンドオーバ制御部１０７０に、メッセージ分析部１０６６からの隣接セル
リストを入力する。また、プロトコル処理部１０６８は、ハンドオーバ先のドナー基地局
の配下のリレーノード３００に通知すべき隣接セルリストを送信するためのプロトコル変
換を行う。該隣接セルリストは、Ｘ２メッセージに含まれる。
【０２０９】
　ハンドオーバ処理部１０７２は、他のドナー基地局との間で、リレーノード３００をハ
ンドオーバさせるための処理を行う。ハンドオーバ処理部１０７２は、リレーノード３０
０を、他のドナー基地局との間でハンドオーバさせる処理を実行する際に、隣接セルリス
ト比較部１０８０に、ハンドオーバが実行されることを通知する。
【０２１０】
　また、ハンドオーバ処理部１０７２は、隣接セルリスト更新部１０７６に、ハンドオー
バが実行される際に他のドナー基地局から送信される隣接セルリスト更新情報を入力する
。隣接セルリスト更新情報は、図８、図９に示される隣接セルリスト更新情報と略同一で
ある。図８に示される隣接セルリスト更新情報は、主にハンドオーバ元のドナー基地局に
より送信される。図９に示される隣接セルリスト更新情報は、主にハンドオーバ先のドナ
ー基地局により送信される。
【０２１１】
　隣接セルリスト比較部１０８０は、ハンドオーバ処理部１０７２と接続される。隣接セ
ルリスト比較部１０８０は、ハンドオーバ処理部１０７２と、ＭＥＭ１０６４と接続され
る。隣接セルリスト比較部１０８０には、ハンドオーバ処理部１０７２から、当該ドナー
基地局１００ｎと、他のドナー基地局との間で、リレーノード３００のハンドオーバが実
行される際に、他のドナー基地局からのハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリスト
又はハンドオーバ元のセルに対応する隣接セルリストが入力される。隣接セルリスト比較
部１０８０は、ＭＥＭ１０６４に格納された当該ドナー基地局１００ｎの隣接セルリスト
に含まれるセルを表す情報と、他のドナー基地局からの隣接セルリストに含まれるセルを
表す情報とを比較する。
【０２１２】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ元のセルを配下に有する場合＞
　隣接セルリスト比較部１０８０には、当該ドナー基地局１００ｎとハンドオーバを行う
他のドナー基地局から、ハンドオーバ先となるセルに対応する隣接セルリストが入力され
る。隣接セルリスト比較部１０８０は、該ハンドオーバ先となるセルに対応する隣接セル
リストと、ＭＥＭ１０６４に格納されるべきリレーノード３００のハンドオーバ元となる
セルに対応する隣接セルリストとを比較することにより重複していないセルを表す情報を
抽出する。具体的には、ＭＥＭ１０６４に格納されるべきリレーノード３００のハンドオ
ーバ元となるセルに対応する隣接セルリストに含まれるセルから、ハンドオーバ先となる
セルに対応する隣接セルリストに含まれるセルに重複していないセルを表す情報が抽出さ
れる。ここで、重複していないセルを表す情報にハンドオーバ先のセルを表す情報が含ま
れる場合には、該重複していないセルを表す情報から、ハンドオーバ先のセルを表す情報
を削除する。隣接セルリスト比較部１０８０は、隣接セルリスト更新部１０７６、隣接セ
ルリスト更新指示部１０７８に、重複していないセルを表す情報（以下、「非重複セル情
報」という）を入力する。
【０２１３】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを配下に有する場合＞
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　隣接セルリスト比較部１０８０には、当該ドナー基地局１００ｎとハンドオーバを行う
他のドナー基地局から、ハンドオーバ元となるセルに対応する隣接セルリストが入力され
る。隣接セルリスト比較部１０８０は、ハンドオーバ元となるセルに対応する隣接セルリ
ストと、ＭＥＭ１０６４に格納されるべきリレーノード３００のハンドオーバ先となるセ
ルに対応する隣接セルリストとを比較することにより重複していないセルを表す情報を抽
出する。具体的には、ＭＥＭ１０６４に格納されるべきリレーノード３００のハンドオー
バ先となるセルに対応する隣接セルリストに含まれるセルから、ハンドオーバ元となるセ
ルに対応する隣接セルリストに含まれるセルに重複していないセルを表す情報が抽出され
る。ここで、重複していないセルを表す情報にハンドオーバ元のセルを表す情報が含まれ
る場合には、該重複していないセルを表す情報から、ハンドオーバ元のセルを表す情報を
削除する。隣接セルリスト比較部１０８０は、隣接セルリスト更新部１０７６、隣接セル
リスト更新指示部１０７８に、非重複セル情報を入力する。
【０２１４】
　隣接セルリスト更新部１０７６は、ＭＥＭ１０６４、ハンドオーバ処理部１０７２、隣
接セルリスト比較部１０８０と接続される。隣接セルリスト更新部１０７６は、ＭＥＭ１
０６４に格納されるべき隣接セルリストを更新する。隣接セルリスト更新部１０７６は、
ＭＥＭ１０６４に、更新した隣接セルリストを格納する。
【０２１５】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ元のセルを有する場合＞
　隣接セルリスト更新部１０７６は、隣接セルリスト比較部１０８０により入力される非
重複セル情報に、当該ドナー基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定する。非重複
セル情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれる場合には、ＭＥＭ１０６４に格納さ
れるべき各セルに対応する隣接セルリストのうち、非重複セル情報に含まれる当該ドナー
基地局の配下のセルに対応する隣接セル情報から、リレーノード３００の配下のセルを表
す情報を削除する。
【０２１６】
　また、隣接セルリスト更新部１０７６は、ハンドオーバ処理部１０７２により入力され
る隣接セルリスト更新情報に、当該ドナー基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定
する。隣接セルリスト更新情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれる場合には、Ｍ
ＥＭ１０６４に格納されるべき各セルに対応する隣接セルリストのうち、隣接セルリスト
更新情報に含まれる当該ドナー基地局の配下のセルに対応する隣接セル情報に、リレーノ
ード３００の配下のセルを表す情報を追加する。
【０２１７】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを有する場合＞
　隣接セルリスト更新部１０７６は、ハンドオーバ処理部１０７２により入力される隣接
セルリスト更新情報に、当該ドナー基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定する。
隣接セルリスト更新情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれる場合には、ＭＥＭ１
０６４に格納されるべき各セルに対応する隣接セルリストのうち、隣接セルリスト更新情
報に含まれるセルに対応する隣接セルリストに、リレーノード３００の配下のセルを表す
情報を追加する。
【０２１８】
　また、隣接セルリスト更新部１０７６は、ハンドオーバ処理部１０７２により入力され
る隣接セルリスト更新情報に、当該ドナー基地局の配下のセルが含まれるかどうかを判定
する。隣接セルリスト更新情報に当該ドナー基地局の配下のセルが含まれる場合には、Ｍ
ＥＭ１０６４に格納されるべき各セルに対応する隣接セルリストのうち、隣接セルリスト
更新情報に含まれる当該ドナー基地局の配下のセルに対応する隣接セル情報から、リレー
ノード３００の配下のセルを表す情報を削除する。
【０２１９】
　隣接セルリスト更新指示部１０７８は、プロトコル処理部１０６８、隣接セルリスト比
較部１０８０と接続される。隣接セルリスト更新指示部１０７８は、隣接セルリスト比較
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部１０８０により入力されるべき非重複セル情報に基づいて、当該ドナー基地局以外のド
ナー基地局及び基地局２００の少なくとも一方に、隣接セルリストの更新を依頼するため
の隣接セルリスト更新情報を生成する。隣接セルリスト更新指示部１０７８は、プロトコ
ル処理部１０６８に、隣接セルリスト更新情報を入力する。プロトコル処理部１０６８は
、Ｘ２メッセージとして、隣接セルリスト更新情報を送信するためのプロトコル変換を行
う。
【０２２０】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ元のセルを有する場合＞
　隣接セルリスト更新指示部１０７８は、隣接セルリスト比較部１０８０により入力され
る非重複セル情報に含まれるセルを有するドナー基地局及び基地局の少なくとも一方に、
該非重複セルに含まれるセルの隣接セルリストから、リレーノード３００の配下のセルを
表す情報を削除することを依頼するため情報を含む隣接セルリスト更新情報を生成する。
【０２２１】
　＜当該ドナー基地局がハンドオーバ先のセルを有する場合＞
　隣接セルリスト更新指示部１０７８は、隣接セルリスト比較部１０８０により入力され
る非重複セル情報に含まれるセルを有するドナー基地局及び基地局の少なくとも一方に、
該非重複セルに含まれるセルの隣接セルリストに、リレーノード３００の配下のセルを表
す情報を追加することを依頼するため情報を含む隣接セルリスト更新情報を生成する。
【０２２２】
　＜無線通信システムの動作（その１）＞
　図２３は、無線通信システムの動作の一実施例を説明するための図である。
【０２２３】
　図２３に示される図において、リレーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下の
セルＣｅｌｌ＿０－２から、ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハン
ドオーバする。
【０２２４】
　ハンドオーバ元、つまりソース側であるドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿
０－２に対応する隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０２２５】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００１を表し、「ＤｅＮＢ＃１」はドナー基
地局１００２を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局
２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」はリレーノード３００を表す。
【０２２６】
　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃０＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃０－２
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿０－２
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－０，　Ｃｅｌｌ＿０－１
，　Ｃｅｌｌ＿０－３，　Ｃｅｌｌ＿０－４，　Ｃｅｌｌ＿０－５
　　　　　ＤｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－４，Ｃｅ
ｌｌ＿１－５
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０２２７】
　ハンドオーバ先、つまりターゲット側であるドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌ
ｌ＿０－５に対応する隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０２２８】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００２を表し、「ＤｅＮＢ＃０」はドナー基
地局１００１を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局
２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」はリレーノード３００を表す。
【０２２９】



(30) JP 5742532 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃１＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃１－５
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿１－５
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－１
　Ｃｅｌｌ＿１－２，　Ｃｅｌｌ＿１－３，　Ｃｅｌｌ＿１－４
　　　　　ＤｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－１，　Ｃｅｌｌ＿０－２，　Ｃ
ｅｌｌ＿０－３
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０２３０】
　図２４は、無線通信システムの動作の一実施例を示す。図２４に示される例では、リレ
ーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２から、ドナー基
地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハンドオーバする際の動作が示される。
【０２３１】
　ドナー基地局１００１と、ドナー基地局１００２との間で、リレーノード３００をハン
ドオーバする処理が開始される（ステップＳ２４０２）。ドナー基地局１００１のＣＰＵ
１０６２と、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２との間で、リレーノード３００をハ
ンドオーバする処理が開始される。つまり、ドナー基地局１００１のハンドオーバ制御部
１０７０と、ドナー基地局１００２のハンドオーバ制御部１０７０との間で、リレーノー
ド３００をハンドオーバする処理が開始される。
【０２３２】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００のハンドオーバ先のドナー基地局が、ド
ナー基地局１００２であることを認識する（ステップＳ２４０４）。つまり、ドナー基地
局１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバ先のドナー基地局が
、ドナー基地局１００２であることを認識する。
【０２３３】
　ドナー基地局１００１は、ドナー基地局１００２に、当該ドナー基地局１００１の配下
のセルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接セルリストを通知する（ステップＳ２４０６）。
ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、ドナー基地局１００２に、当該ドナー基地局
１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接セルリストを通知する制御を行う
。該セルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接セルリストは、Ｌ２ＳＷ１０４を介して、伝送
路インタフェース１０２に入力される。伝送路インタフェース１０２は、ドナー基地局１
００２に、該セルＣｅｌｌ＿０－２に対応する隣接セルリストを通知する。
【０２３４】
　ドナー基地局１００２は、リレーノード３００のハンドオーバ元のドナー基地局が、ド
ナー基地局１００１であることを認識する（ステップＳ２４０８）。つまり、ドナー基地
局１００２のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバ元のドナー基地局が
、ドナー基地局１００１であることを認識する。
【０２３５】
　ドナー基地局１００２は、ドナー基地局１００１に、当該ドナー基地局１００２の配下
のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する（ステップＳ２４１０）。
ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、ドナー基地局１００１に、当該ドナー基地局
１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する制御を行う
。該セルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストは、Ｌ２ＳＷ１０４を介して、伝送
路インタフェース１０２に入力される。伝送路インタフェース１０２は、ドナー基地局１
００１に、該セルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する。
【０２３６】
　ドナー基地局１００１は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２４１０によりドナー基地
局１００２から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより



(31) JP 5742532 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

、重複しないセルを表す情報を抽出する（ステップＳ２４１２）。つまり、ドナー基地局
１００１のＣＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－２
に対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２４１０によりドナー基
地局１００２から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することによ
り、重複しないセルを表す情報を抽出する。ここで、重複しないセルを表す情報からハン
ドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿１－５は除かれてもよい。
【０２３７】
　ドナー基地局１００２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２４０６によりドナー基地
局１００１から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより
、重複しないセルを表す情報を抽出する（ステップＳ２４１４）。つまり、ドナー基地局
１００２のＣＰＵ１０６２、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ１３０６によりドナー基地
局１００１から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより
、重複しないセルを表す情報を抽出する。ここで、重複しないセルを表す情報からハンド
オーバ元のセルＣｅｌｌ＿０－２は除かれてもよい。
【０２３８】
　ドナー基地局１００１は、ステップＳ２４１２により重複しないセルとして抽出したセ
ルを収容しているドナー基地局１００１、及び１００２、基地局２００１、及び２００２

に、リレーノード３００の配下のセルを隣接セルリストから削除するように指示する（ス
テップＳ２４１６）。つまり、ドナー基地局１００１ＣＰＵ１０６２は、ステップＳ２４
１２により重複しないセルとして抽出したセルを収容しているドナー基地局１００１、及
び１００２、基地局２００１、及び２００２に、リレーノード３００の配下のセルを隣接
セルリストから削除するように指示する。この場合、ハンドオーバ先のセルは、除外され
ているので、削除されない。図２３に示される例では、ドナー基地局１００２、基地局２
００１、及び２００２については重複しないセルはないので、ドナー基地局１００２、基
地局２００１、及び２００２に、「削除隣接セル数」として「０」が指定された隣接セル
リスト更新情報が送信される。
【０２３９】
　ステップＳ２４１６による指示に従って、基地局２００１、ドナー基地局１００２、基
地局２００２は、隣接セルリストを更新する（ステップＳ２４１８、Ｓ２４２０、Ｓ２４
２２）。つまり、ステップＳ２４１６による指示に従って、基地局２００１のＣＰＵ２０
６２、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２、基地局２００２のＣＰＵ２０６２は、隣
接セルリストを更新する。
【０２４０】
　ドナー基地局１００１は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、
Ｃｅｌｌ＿０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５に対応する隣接セルリストから、リレーノード３０
０の配下のセルを削除する（ステップＳ２４２４）。つまり、ドナー基地局１００１のＣ
ＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、Ｃｅｌｌ＿
０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５に対応する隣接セルリストから、リレーノード３００の配下の
セルを削除する。ドナー基地局１００１については、セルＣｅｌｌ＿０－０、Ｃｅｌｌ＿
０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５が重複しないためである。
【０２４１】
　ドナー基地局１００２は、ステップＳ２４１４により重複しないセルとして抽出したセ
ルを収容しているドナー基地局１００１、及び１００２、基地局２００１、及び２００２

に、リレーノード３００の配下のセルを隣接セルリストに追加するように指示する（ステ
ップＳ２４２６）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、ステップＳ２４
１４により重複しないセルとして抽出したセルを収容しているドナー基地局１００１、及
び１００２、基地局２００１、及び２００２に、リレーノード３００の配下のセルを隣接
セルリストに追加するように指示する。この場合、ハンドオーバ元のセルは、除外されて
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いるので追加されない。図２３に示される例では、ドナー基地局１００２、基地局２００

１、及び２００２については重複しないセルはないので、ドナー基地局１００２、基地局
２００１、及び２００２に、「追加隣接セル数」として「０」が指定された隣接セルリス
ト更新情報が送信される。
【０２４２】
　ステップＳ２４２６による指示に従って、基地局２００１、ドナー基地局１００１、基
地局２００２は、隣接セルリストを更新する（ステップＳ２４２８、Ｓ２４３０、Ｓ２４
３２）。つまり、ステップＳ２４２６による指示に従って、基地局２００１のＣＰＵ２０
６２、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２、基地局２００２のＣＰＵ２０６２は、隣
接セルリストを更新する。
【０２４３】
　ドナー基地局１００２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－１、
Ｃｅｌｌ＿１－２、Ｃｅｌｌ＿１－３に対応する隣接セルリストに、リレーノード３００
の配下のセルを追加する（ステップＳ２４３４）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰ
Ｕ１０６２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－１、Ｃｅｌｌ＿１
－２、Ｃｅｌｌ＿１－３に対応する隣接セルリストに、リレーノード３００の配下のセル
を追加する。ドナー基地局１００１については、セルＣｅｌｌ＿１－１、Ｃｅｌｌ＿１－
２、Ｃｅｌｌ＿１－３が重複しないためである。
【０２４４】
　ステップＳ２４３４による処理が行われた後、実施例１に記載された処理が実行される
。
【０２４５】
　＜無線通信システムの動作（その２）＞
　図２３に示される図において、リレーノード３００が、ドナー基地局１００１の配下の
セルＣｅｌｌ＿０－１から、ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハン
ドオーバする場合について説明する。
【０２４６】
　ハンドオーバ元、つまりソース側であるドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿
０－１に対応する隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０２４７】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００１を表し、「ＤｅＮＢ＃１」はドナー基
地局１００２を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」はリレー
ノード３００を表す。
【０２４８】
　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃０＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃０－１
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿０－１
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－０，　Ｃｅｌｌ＿０－２
，　Ｃｅｌｌ＿０－３，　Ｃｅｌｌ＿０－４，　Ｃｅｌｌ＿０－５
　　　　　ＤｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－５
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４，　
Ｃｅｌｌ＿ｅ１－５
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０２４９】
　ハンドオーバ先、つまりターゲット側であるドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌ
ｌ＿０－５に対応する隣接セルリストには、以下の情報が含まれる。
【０２５０】
　「Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ」はドナー基地局１００２を表し、「ＤｅＮＢ＃０」はドナー基
地局１００１を表し、「ｅＮＢ＃０」は基地局２００１を表し、「ｅＮＢ＃１」は基地局
２００２を表し、「Ｒｅｌａｙ」はリレーノード３００を表す。
【０２５１】
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　Ｌｉｓｔ　Ｎａｍｅ：　ＤｅＮＢ＃１＿Ｎｃｅｌｌ＿ｌｉｓｔ＃１－５
　　　　　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅ：　Ｃｅｌｌ＿１－５
　　　　　Ｓｅｌｆ　ＤｅＮＢ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿１－０，　Ｃｅｌｌ＿１－１
　Ｃｅｌｌ＿１－２，　Ｃｅｌｌ＿１－３，　Ｃｅｌｌ＿１－４
　　　　　ＤｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿０－１，　Ｃｅｌｌ＿０－２，　Ｃ
ｅｌｌ＿０－３
　　　　　ｅＮＢ＃０　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－０，　Ｃｅｌｌ＿ｅ０－１
　　　　　ｅＮＢ＃１　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－３，　Ｃｅｌｌ＿ｅ１－４
　　　　　Ｒｅｌａｙ　Ｎｃｅｌｌ：　Ｃｅｌｌ＿ｒ０
【０２５２】
　図２５は、無線通信システムの動作の一実施例を示す。図２５に示される例では、リレ
ーノード３００は、ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１から、ドナー基
地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５にハンドオーバする際の動作が示される。
【０２５３】
　ドナー基地局１００１と、ドナー基地局１００２との間で、リレーノード３００をハン
ドオーバする処理が開始される（ステップＳ２５０２）。ドナー基地局１００１のＣＰＵ
１０６２と、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２との間で、リレーノード３００をハ
ンドオーバする処理が開始される。つまり、ドナー基地局１００１のハンドオーバ制御部
１０７０と、ドナー基地局１００２のハンドオーバ制御部１０７０との間で、リレーノー
ド３００をハンドオーバする処理が開始される。
【０２５４】
　ドナー基地局１００１は、リレーノード３００のハンドオーバ先のドナー基地局が、ド
ナー基地局１００２であることを認識する（ステップＳ２５０４）。つまり、ドナー基地
局１００１のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバ先のドナー基地局が
、ドナー基地局１００２であることを認識する。
【０２５５】
　ドナー基地局１００１は、ドナー基地局１００２に、当該ドナー基地局１００１の配下
のセルＣｅｌｌ＿０－１に対応する隣接セルリストを通知する（ステップＳ２５０６）。
ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２は、ドナー基地局１００２に、当該ドナー基地局
１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１に対応する隣接セルリストを通知する制御を行う
。該セルＣｅｌｌ＿０－１に対応する隣接セルリストは、Ｌ２ＳＷ１０４を介して、伝送
路インタフェース１０２に入力される。伝送路インタフェース１０２は、ドナー基地局１
００２に、該セルＣｅｌｌ＿０－１に対応する隣接セルリストを通知する。
【０２５６】
　ドナー基地局１００２は、リレーノード３００のハンドオーバ元のドナー基地局が、ド
ナー基地局１００１であることを認識する（ステップＳ２５０８）。つまり、ドナー基地
局１００２のＣＰＵ１０６２は、リレーノード３００のハンドオーバ元のドナー基地局が
、ドナー基地局１００１であることを認識する。
【０２５７】
　ドナー基地局１００２は、ドナー基地局１００１に、当該ドナー基地局１００２の配下
のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する（ステップＳ２５１０）。
ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、ドナー基地局１００１に、当該ドナー基地局
１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する制御を行う
。該セルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストは、Ｌ２ＳＷ１０４を介して、伝送
路インタフェース１０２に入力される。伝送路インタフェース１０２は、ドナー基地局１
００１に、該セルＣｅｌｌ＿１－５に対応する隣接セルリストを通知する。
【０２５８】
　ドナー基地局１００１は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２５１０によりドナー基地
局１００２から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより
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、重複しないセルを表す情報を抽出する（ステップＳ２５１２）。つまり、ドナー基地局
１００１のＣＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－１
に対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２５１０によりドナー基
地局１００２から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することによ
り、重複しないセルを表す情報を抽出する。ここで、重複しないセルを表す情報からハン
ドオーバ先のセルＣｅｌｌ＿０－５は除かれてもよい。
【０２５９】
　ドナー基地局１００２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２５０６によりドナー基地
局１００１から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより
、重複しないセルを表す情報を抽出する（ステップＳ２５１４）。つまり、ドナー基地局
１００２のＣＰＵ１０６２、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－５に
対応する隣接セルリストに含まれるセルの情報と、ステップＳ２５０６によりドナー基地
局１００１から通知された隣接セルリストに含まれるセルの情報とを比較することにより
、重複しないセルを表す情報を抽出する。ここで、重複しないセルを表す情報からハンド
オーバ元のセルＣｅｌｌ＿０－１は除かれてもよい。
【０２６０】
　ドナー基地局１００１は、ステップＳ２５１２により重複しないセルとして抽出したセ
ルを収容しているドナー基地局１００２、基地局２００１、及び２００２に、リレーノー
ド３００の配下のセルを隣接セルリストから削除するように指示する（ステップＳ２５１
６）。つまり、ドナー基地局１００１ＣＰＵ１０６２は、ステップＳ２５１２により重複
しないセルとして抽出したセルを収容しているドナー基地局１００２、基地局２００１、
及び２００２に、リレーノード３００の配下のセルを隣接セルリストから削除するように
指示する。この場合、ハンドオーバ先のセルは、除外されているので削除されない。図２
３に示される例では、ドナー基地局１００２については重複しないセルはないので、ドナ
ー基地局１００２に、「削除隣接セル数」として「０」が指定された隣接セルリスト更新
情報が送信される。基地局１００２についてはセルＣｅｌｌ＿ｅ１－５が重複しないセル
となるので、基地局１００２に、「削除隣接セル数」として「１」が指定され、且つ「隣
接セル情報」として「セルＣｅｌｌ＿ｅ１－５」が指定された隣接セルリスト更新情報が
送信される。
【０２６１】
　ステップＳ２５１６による指示に従って、ドナー基地局１００２、基地局２００２は、
隣接セルリストを更新する（ステップＳ２５１８、Ｓ２５２０）。つまり、ステップＳ２
５１６による指示に従って、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２、基地局２００２の
ＣＰＵ２０６２は、隣接セルリストを更新する。
【０２６２】
　ドナー基地局１００１は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、
Ｃｅｌｌ＿０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５に対応する隣接セルリストから、リレーノード３０
０の配下のセルを削除する（ステップＳ２５２２）。つまり、ドナー基地局１００１のＣ
ＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００１の配下のセルＣｅｌｌ＿０－０、Ｃｅｌｌ＿
０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５に対応する隣接セルリストから、リレーノード３００の配下の
セルを削除する。ドナー基地局１００１については、セルＣｅｌｌ＿０－０、Ｃｅｌｌ＿
０－４、Ｃｅｌｌ＿０－５が重複しないためである。
【０２６３】
　ドナー基地局１００２は、ステップＳ２５１４により重複しないセルとして抽出したセ
ルを収容しているドナー基地局１００１、及び１００２、基地局２００１、及び２００２

に、リレーノード３００の配下のセルを隣接セルリストに追加するように指示する（ステ
ップＳ２５２４）。つまり、ドナー基地局１００２のＣＰＵ１０６２は、ステップＳ２５
１４により重複しないセルとして抽出したセルを収容しているドナー基地局１００１、及
び１００２、基地局２００１、及び２００２に、リレーノード３００の配下のセルを隣接
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セルリストに追加するように指示する。この場合、ハンドオーバ元のセルは、除外されて
いるので追加されない。図２３に示される例では、ドナー基地局１００１、基地局２００

２については重複しないセルはないので、ドナー基地局１００１、基地局２００２に、「
追加隣接セル数」として「０」が指定された隣接セルリスト更新情報が送信される。基地
局１００１についてはセルＣｅｌｌ＿ｅ０－０、及びＣｅｌｌ＿ｅ０－１が重複しないセ
ルとなるので、基地局１００１に、「追加隣接セル数」として「２」が指定され、且つ「
追加セル情報」として「セルＣｅｌｌ＿ｅ０－０」、及び「セルＣｅｌｌ＿ｅ０－１」が
指定された隣接セルリスト更新情報が送信される。
【０２６４】
　ステップＳ２５２４による指示に従って、基地局２００１、ドナー基地局１００１、基
地局２００２は、隣接セルリストを更新する（ステップＳ２５２６、Ｓ２５２８、Ｓ２５
３０）。つまり、ステップＳ２５２４による指示に従って、基地局２００１のＣＰＵ２０
６２、ドナー基地局１００１のＣＰＵ１０６２、基地局２００２のＣＰＵ２０６２は、隣
接セルリストを更新する。
【０２６５】
　ドナー基地局１００２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１－１、
Ｃｅｌｌ＿１－２、Ｃｅｌｌ＿１－３、Ｃｅｌｌ＿１－４に対応する隣接セルリストに、
リレーノード３００の配下のセルを追加する（ステップＳ２５３２）。つまり、ドナー基
地局１００２のＣＰＵ１０６２は、当該ドナー基地局１００２の配下のセルＣｅｌｌ＿１
－１、Ｃｅｌｌ＿１－２、Ｃｅｌｌ＿１－３、Ｃｅｌｌ＿１－４に対応する隣接セルリス
トに、リレーノード３００の配下のセルを追加する。ドナー基地局１００２については、
セルＣｅｌｌ＿１－１、Ｃｅｌｌ＿１－２、Ｃｅｌｌ＿１－３、及びＣｅｌｌ＿１－４が
重複しないためである。
【０２６６】
　ステップＳ２５３２による処理が行われた後、第１の実施例に記載された処理が実行さ
れる。
【０２６７】
　本実施例によれば、リレーノードの配下のセルの隣接セルとなる可能性があるセルを配
下に有するドナー基地局及び基地局の少なくとも一方は、リレーノードのハンドオーバ元
となるセルとハンドオーバ先となるセルの双方に隣接するセルをリレーノードのハンドオ
ーバの際に把握させることができる。
【０２６８】
　また、リレーノードの配下のセルと隣接セルになる可能性があるセルを配下に有するド
ナー基地局及び基地局の少なくとも一方は、リレーノードのハンドオーバの際の隣接セル
リストの最適化を行うことができる。具体的には、ハンドオーバ元のセルに対応する隣接
セルリストに含まれるセルを表す情報と、ハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリス
トに含まれるセルを表す情報とを比較することができるため、重複するセルを検出できる
。このため、リレーノードをハンドオーバさせる際の隣接セルリストの更新を効率的に行
うことができる。
【０２６９】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　リレーノードと通信を行う基地局であって、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼し、
　該依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果に基づいて、前
記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よりよいことを表すセ
ルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下のセルを追加し、前記リレーノー
ドにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値より悪いことを表すセルに対応する
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隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削除することにより当該基地局の配
下のセルに対応する隣接セルリストを更新する制御部
　を有する、基地局。
（付記２）
　付記１に記載の基地局において、
　前記制御部は、前記依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結
果に基づいて、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルを配下に有する基地局に、隣接セル
リストを更新する指示を行う、基地局。
（付記３）
　付記２に記載の基地局において、
　前記制御部は、前記リレーノードにより測定された無線品質が所定の閾値よりよいセル
を配下に有する基地局に、前記リレーノードの配下のセルを追加することを指示する信号
を送信し、前記リレーノードにより測定された無線品質が所定の閾値より悪いセルを配下
に有する基地局に、前記リレーノードの配下のセルを追加することを指示する信号を送信
する、基地局。
（付記４）
　リレーノードと通信を行う基地局における通信方法であって、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼する無線品質測定依頼ステップと、
　該無線品質測定依頼ステップによる依頼に従って前記リレーノードにより通知された無
線品質の測定結果に基づいて、前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が
所定の閾値よりよいことを表すセルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下
のセルを追加し、前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よ
り悪いことを表すセルに対応する隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削
除することにより当該基地局の配下のセルに対応する隣接セルリストを更新する隣接セル
リスト更新ステップと
　を有する、通信方法。
（付記５）
　リレーノードと、該リレーノードと通信を行う基地局とを有する無線通信システムであ
って、
　前記基地局は、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該リレーノードに、ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無
線品質の測定を依頼し、
　該依頼に従って前記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果に基づいて、前
記リレーノードにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値よりよいことを表すセ
ルに対応する隣接セルリストに前記リレーノードの配下のセルを追加し、前記リレーノー
ドにより通知された無線品質の測定結果が所定の閾値より悪いことを表すセルに対応する
隣接セルリストから前記リレーノードの配下のセルを削除することにより当該基地局の配
下のセルに対応する隣接セルリストを更新する第１の制御部
　を有し、
　前記リレーノードは、
　前記基地局からの前記ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質の測定の依頼に
応じて、該ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質の測定を制御し、
　該制御に従って測定された前記ハンドオーバ先のセルに隣接するセルの無線品質がよい
かどうかを判定する第２の制御部と、
　前記基地局に、前記制御部により判定された結果を通知する無線インタフェースと
　を有する、無線通信システム。
（付記６）
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　付記１に記載の基地局において、
　前記リレーノードに、該リレーノードのハンドオーバ先のセルに対応する隣接セルリス
トを含む無線品質の測定を依頼する信号を送信する無線インタフェース
　を有する、基地局。
（付記７）
　付記２又は３に記載の基地局において、
　Ｘ２インタフェースにより、前記ハンドオーバ先のセルに隣接するセルを配下に有する
基地局に、隣接セルリストを更新する指示を行う伝送路インタフェースを有する、基地局
。
（付記８）
　付記１に記載の基地局であって、
　前記制御部は、他の基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオーバさせる制御を
行う際に、該他の基地局からのハンドオーバ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣
接セルリストと、ハンドオーバ元となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリスト
との間で、重複しないセルを表す情報を抽出し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルを配下に有する基地局に対
して、該重複しないセルに対応する隣接セルリストから、前記リレーノードの配下のセル
を削除することにより更新することを依頼し、
　前記重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルに対応する隣接セルリス
トから、前記リレーノードの配下のセルを削除することにより隣接セルリストを更新する
、基地局。
（付記９）
　付記８に記載の基地局において、
　前記制御部は、他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノー
ドをハンドオーバさせる制御を行う際に、該他の基地局からのハンドオーバ元となるセル
に隣接するセルの情報を含む隣接セルリストと、ハンドオーバ先となるセルに隣接するセ
ルの情報を含む隣接セルリストとの間で、重複しないセルを表す情報を抽出し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルに対応する隣接セルリスト
に、前記リレーノードの配下のセルを追加することにより隣接セルリストを更新し、
　前記重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルを配下に有する基地局に
対して、該重複しないセルに対応する隣接セルリストに、前記リレーノードの配下のセル
を追加することにより更新することを依頼する、基地局。
（付記１０）
　付記８又は９に記載の基地局において、
　前記制御部は、Ｘ２インタフェースにより、前記重複しないセルを配下に有する基地局
に対して、隣接セルリストを更新することを依頼する、基地局。
（付記１１）
　付記４に記載の通信方法において、
　他の基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオーバさせる制御を行う際に、該他
の基地局からのハンドオーバ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストと
、ハンドオーバ元となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストとの間で、重複
しないセルを表す情報を抽出する隣接セルリスト比較ステップと、
　該隣接セルリスト比較ステップにより抽出された重複しないセルを表す情報に基づいて
、該重複しないセルを配下に有する基地局に対して、該重複しないセルに対応する隣接セ
ルリストから、前記リレーノードの配下のセルを削除することにより更新することを依頼
する隣接セルリスト更新指示ステップと
　を有し、
　前記隣接セルリスト更新ステップは、前記隣接セルリスト比較ステップにより抽出され
た重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルに対応する隣接セルリストか
ら、前記リレーノードの配下のセルを削除することにより隣接セルリストを更新する、通
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信方法。
（付記１２）
　付記５に記載の無線通信システムにおいて、
　前記第１の制御部は、
　他の基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオーバさせる制御を行う際に、該他
の基地局からのハンドオーバ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストと
、ハンドオーバ元となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストとの間で、重複
しないセルを表す情報を抽出し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルに対応する隣接セルリスト
から、前記リレーノードの配下のセルを削除することにより隣接セルリストを更新し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルを配下に有する基地局に対
して、該重複しないセルに対応する隣接セルリストから、前記リレーノードの配下のセル
を削除することにより更新することを依頼し、
　前記他の基地局は、
　前記基地局の配下のセルから、前記リレーノードをハンドオーバさせる制御を行う際に
、該基地局からのハンドオーバ元となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリスト
と、ハンドオーバ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストとの間で、重
複しないセルを表す情報を抽出し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルに対応する隣接セルリスト
に、前記リレーノードの配下のセルを追加することにより隣接セルリストを更新し、
　該重複しないセルを表す情報に基づいて、該重複しないセルを配下に有する基地局に対
して、該重複しないセルに対応する隣接セルリストに、前記リレーノードの配下のセルを
追加することにより更新することを依頼する第３の制御部と
　を有する、無線通信システム。
（付記１３）
　付記９に記載の基地局において、
　前記制御部は、前記他の基地局からの前記リレーノードの配下のセルを追加することを
依頼する信号に従って、前記リレーノードの配下のセルを追加することにより更新する、
基地局。
（付記１４）
　付記８に記載の基地局において、
　前記制御部は、他の基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオーバさせる制御を
行う際に、該他の基地局からのハンドオーバ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣
接セルリストと、ハンドオーバ元となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリスト
との間で、重複しないセルを表す情報を抽出する際に、ハンドオーバ先となるセルを除外
する、基地局。
（付記１５）
　付記９に記載の基地局において、
　前記制御部は、他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノー
ドをハンドオーバさせる制御を行う際に、該他の基地局からのハンドオーバ元となるセル
に隣接するセルの情報を含む隣接セルリストと、ハンドオーバ先となるセルに隣接するセ
ルの情報を含む隣接セルリストとの間で、重複しないセルを表す情報を抽出する際に、ハ
ンドオーバ元となるセルを除外する、基地局。
（付記１６）
　付記８に記載の基地局において、
　他の基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオーバさせる制御を行う際に、該他
の基地局に、当該基地局の配下のセルのうち、ハンドオーバ元となるセルに隣接するセル
の情報を含む隣接セルリストを通知する伝送路インファフェース
　を有する、基地局。
（付記１７）
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　付記９に記載の基地局において、
　他の基地局の配下のセルから、当該基地局の配下のセルに、リレーノードをハンドオー
バさせる制御を行う際に、該他の基地局に、当該基地局の配下のセルのうち、ハンドオー
バ先となるセルに隣接するセルの情報を含む隣接セルリストを通知する伝送路インファフ
ェース
　を有する、基地局。
【符号の説明】
【０２７０】
　１００ｎ（ｎは、ｎ＞０の整数）　ドナー基地局
　１０２　伝送路インタフェース
　１０４　Ｌ２ＳＷ
　１０６　制御部
　１０６２　ＣＰＵ
　１０６４　ＭＥＭ
　１０６６　メッセージ分析部
　１０６８　プロトコル処理部
　１０７０　ハンドオーバ制御部
　１０７２　ハンドオーバ処理部
　１０７４　無線品質測定依頼部
　１０７６　隣接セルリスト更新部
　１０７８　隣接セルリスト更新指示部
　１０８０　隣接セルリスト比較部
　１０８　ベースバンド処理部
　１０８２　ＤＳＰ
　１０８４　ＭＥＭ
　１１０１、１１０２、１１０３　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ
　１１２１、１１２２、１１２３　Ａ／Ｄ変換回路
　１１４１、１１４２、１１４３　広帯域ＡＭＰ
　１１６１、１１６２、１１６３　アンテナ
　１１８　無線インタフェース
　１５０１１、１５０１２、１５０１３　セル
　１５０２１、１５０２２、１５０２３　セル
　２００　基地局
　２０２　伝送路インタフェース
　２０４　Ｌ２ＳＷ
　２０６　制御部
　２０６２　ＣＰＵ
　２０６４　ＭＥＭ
　２０６６　メッセージ分析部
　２０６８　プロトコル処理部
　２０７０　ハンドオーバ制御部
　２０７２　ハンドオーバ処理部
　２０７４　隣接セルリスト更新部
　２０８　ベースバンド処理部
　２０８２　ＤＳＰ
　２０８４　ＭＥＭ
　２１０１、２１０２、２１０３　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ
　２１２１、２１２２、２１２３　Ａ／Ｄ変換回路
　２１４１、２１４２、２１４３　広帯域ＡＭＰ
　２１６１、２１６２、２１６３　アンテナ
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　２１８　無線インタフェース
　３００　リレーノード
　３０２　制御部
　３０２２　ＣＰＵ
　３０２４　ＭＥＭ
　３０２６　メッセージ分析部
　３０２８　プロトコル処理部
　３０３０　ハンドオーバ制御部
　３０３２　ハンドオーバ処理部
　３０３４　無線品質測定制御部
　３０３６　無線品質情報判定部
　３０４　ＵＳＩＭ
　３０６　Ｌ２ＳＷ
　３０８　ベースバンド処理部
　３０８２　ＤＳＰ
　３０８４　ＭＥＭ
　３１０　Ｉ／Ｏｐｏｒｔ
　３１２　Ａ／Ｄ変換回路
　３１４　広帯域ＡＭＰ
　３１６　アンテナ
　３１８　無線インタフェース
　３５０　セル
　４００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数　ユーザ端末
　５００　ＩＰネットワーク
　５５０　インタフェース
　６００　交換機
　７００　ＨＳＳ
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