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(57)【要約】
　無線通信のための端末装置（３）は、セルラ通信ネッ
トワークの無線アクセスネットワーク（１０）との通信
のために構成される無線インタフェース（２５）を含む
。端末装置（３）は、無線インタフェース（２５）を介
して、メッセージを少なくとも一つの他の端末（２）に
送信するように構成される。メッセージは、端末装置の
中継機能に関連する構成情報を含む。端末装置（３）は
、メッセージの送信後に、少なくとも一つの他の端末（
２）のうちの要求端末（２）と無線アクセスネットワー
ク（１０）との間の通信の中継を開始するために中継機
能を有効化するように構成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための端末装置（３、４）であって、
　セルラ通信ネットワークの無線アクセスネットワーク（１０）との通信のために構成さ
れる無線インタフェース（２５、１２１、１２２）を含み、
　前記端末装置（３、４）は、
　前記無線インタフェース（２５、１２１、１２２）を介してメッセージ（４３、５３、
７０）を少なくとも一つの他の端末（２、５）に送信するように構成され、
　前記メッセージ（４３、５３、７０）は、前記端末装置（３、４）の中継機能（１１９
）に関連する構成情報（７２－７４）を含み、
　さらに前記端末装置（３、４）は、
　前記メッセージ（４３、５３、７０）の送信後に、前記少なくとも一つの他の端末（２
、５）のうちの要求端末（２）と前記無線アクセスネットワーク（１０）との間の通信の
中継を開始するために中継機能（１１９）を有効化するように構成される、端末装置。
【請求項２】
　前記端末装置（３、４）は、近接サービス可能である（ＰｒｏＳｅ可能である）ユーザ
機器である、請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記端末装置（３、４）は、前記少なくとも一つの他の端末（２、５）のそれぞれ一つ
の他の端末（２、５）へのＰｒｏＳｅ１対１通信として前記構成情報（７２－７４）を含
む前記メッセージ（４３、５３、７０）を送信するように構成される、請求項２に記載の
端末装置。
【請求項４】
　前記端末装置（３、４）は、前記少なくとも一つの他の端末（２、５）のそれぞれいく
つかの他の端末（２、５）へのＰｒｏＳｅ１対多通信として前記構成情報（７２－７４）
を含む前記メッセージ（４３、５３、７０）を送信するように構成される、請求項２に記
載の端末装置。
【請求項５】
　前記構成情報（７２－７４）は、
　前記端末装置（３、４）の移動速度を示す前記端末装置（３、４）のためのモビリティ
データ（７２）と、
　前記中継機能（１１９）に利用可能な前記端末装置（３、４）の出力電力を示す出力電
力ケイパビリティインジケータ（７３）と、
　前記端末装置（３、４）の無線チャネル特性に関する履歴データを提供するチャネル品
質情報と、
　前記端末装置（３、４）の利用可能なデータ転送ケイパビリティを示すデータケイパビ
リティ情報と、
　前記端末装置（３、４）が通信を中継することが可能な他の端末（２、５）の数につい
て示す中継容量情報と、
　前記端末装置（３、４）で利用可能な電力供給に基づいて決定される電力供給情報と
　からなるグループから選択される少なくとも一つのデータ要素を含む、請求項１～４の
いずれか１項に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記メッセージ（４３、５３、７０）で送信される前記構成情報（７２－７４）は、少
なくとも前記モビリティデータ（７２）と前記出力電力ケイパビリティインジケータ（７
３）とを含む、請求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記端末装置（３、４）は、前記少なくとも一つの他の端末（２、５）から前記構成情
報（７２－７４）の要求（４２、５２）を受信したことへの応答として、前記少なくとも
一つの他の端末（２、５）に前記構成情報（７２－７４）を含む前記メッセージ（４３、
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５３、７０）を送信するように構成される、請求項１～６のいずれか１項に記載の端末装
置。
【請求項８】
　前記端末装置（３、４）は、前記要求（４２）を受信するより前に、前記少なくとも一
つの他の端末（２、５）に対して前記端末装置（３、４）が中継機として動作することが
可能であることを示す告知メッセージ（４９）を送信するように構成される、請求項７に
記載の端末装置。
【請求項９】
　前記端末装置（３、４）は、前記少なくとも一つの他の端末（２、５）と前記無線アク
セスネットワーク（１０）のドナーｅＮｏｄｅＢ、すなわちＤｅＮＢとの間の通信を中継
するように構成される、請求項１～８のいずれか１項に記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記端末装置（３、４）は、Ｕｎエアインタフェースを介して前記ＤｅＮＢ（１１、８
１）と通信するように構成される、請求項９に記載の端末装置。
【請求項１１】
　前記端末装置（３、４）は、携帯電話である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の
端末装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の前記端末装置（３、４）と、
　前記無線アクセスネットワーク（１０）との通信のために構成される無線インタフェー
ス（２０）を有する少なくとも一つの他の端末（２、５）とを含み、前記少なくとも一つ
の他の端末（２、５）は、前記端末装置（３、４）によって送信される前記メッセージ（
４３、５３、７０）を受信し、前記端末装置（３、４）が前記少なくとも一つの他の端末
（２、５）と前記無線アクセスネットワーク（１０）との間の通信を中継するのに適して
いるかどうかを決定するために前記メッセージ（４３、５３、７０）に含まれる前記構成
情報（７２－７４）を評価するように構成される、通信システム。
【請求項１３】
　ドナーｅＮｏｄｅＢ、ＤｅＮＢとして動作するように構成されるｅＮｏｄｅＢ（１１、
８１）をさらに含み、
　前記端末装置（３、４）は、前記端末装置（３、４）の前記中継機能（１１９）が有効
化されると、前記少なくとも一つの他の端末（２、５）と前記ＤｅＮＢ（１１、８１)と
の間の通信を中継するように構成される、請求項１２に記載の通信システム。
【請求項１４】
　端末装置（３、４）の中継機能に関連する情報を提供する方法であって、前記端末装置
（３、４）は、セルラ通信ネットワークの無線アクセスネットワーク（１０）との通信の
ために構成される無線インタフェース（２５、１２１、１２２）を含み、前記方法は、
　前記端末装置（３、４）の前記無線インタフェース（２５、１２１、１２２）を介して
メッセージ（４３、５３、７０）を少なくとも一つの他の端末（２、５）に送信すること
を含み、
　前記メッセージ（４３、５３、７０）は、前記端末装置（３、４）の中継機能（１１９
）に関連する構成情報（７２－７４）を含み、
　さらに前記方法は、
　前記メッセージ（４３、５３、７０）の送信後に、前記少なくとも一つの他の端末（２
、５）のうちの要求端末（２）と前記無線アクセスネットワーク（１０）との間の通信の
中継を開始するために前記中継機能（１１９）を有効化することを含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の前記端末装置（３、４）によって実行される、
請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。本発明は特に、無線通信システムの端末装置が
中継機として動作を開始することを可能にさせる技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルデータおよび音声通信を求める要求は、著しい成長を明白に示し続けている。
無線通信システムの例には、セルラベースの無線通信ネットワークがある。そうしたネッ
トワークは、様々なネットワークノードを含む。ネットワークノードは、無線セルのカバ
レージをそれぞれ提供する基地局を含み得る。
【０００３】
　基地局のカバレージエリア外に位置する端末は、無線通信システムの無線アクセスネッ
トワークと通信することができない。無線通信システムのカバレージを改善するために、
設置された基地局の数および密度を増加させて、追加の無線セルを提供することができる
。代わりにまたは加えて、専用の中継機が設けられてもよい。ネットワークカバレージを
改善するために、中継機により、基地局と端末との間で送信される信号が反復され、すな
わち再度転送または送信され得る。専用の中継機は、固定して設置されてもよく、または
モバイルデバイスであってもよい。
【０００４】
　専用の中継機を配備することによって達成可能なカバレージの拡大に加えて、中継機を
使用する他の理由があり得る。１つのシナリオは、無線通信システムが、公共安全要件の
ために必要とされる緊急サービスをサポートするために、そのネットワークカバレージを
動的に増大させることが可能でなければならないということであり得る。
【０００５】
　したがって、そうした通信システムにおいて、特定の位置が境界にある、または通常の
ネットワークカバレージエリア外にある場合であっても、これらの位置におけるネットワ
ークカバレージおよび容量を迅速に拡大させることが要求され得る。別のシナリオでは、
隣接する基地局の障害のために無線セルのカバレージが動的に増大されることが要求され
得る。いくつかの候補の中継機が利用可能であるとき、無線アクセスネットワークまたは
コアネットワークにおける基地局または制御ノードの制御下で、適切な送信経路が識別さ
れ得る。しかしながら、そうした手法は、柔軟性の低下を被り、および／または無線アク
セスネットワークにおけるトラフィック負荷を追加する可能性がある。
【０００６】
　専用の中継機または追加の基地局の配備は、設置に関して、および保守に関して、無線
通信ネットワークのコストを追加する可能性がある。上記で概説された技法も、柔軟性の
低下を被り得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　当技術分野では、無線通信システムの無線セルのカバレージをローコストで動的に増大
させることを可能にさせる技法が必要である。中継機に移行することができるデバイスが
効率的な方法で識別され得るような技法が特に必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の例示的な実施形態によれば、独立クレームに記載の端末および方法が提供され
る。従属クレームは、さらなる実施形態を定義する。
【０００９】
　一実施形態によれば、無線通信のための端末装置が提供される。端末装置は、セルラ通
信ネットワークの無線アクセスネットワークとの通信のために構成される無線インタフェ
ースを含む。端末装置は、無線インタフェースを介してメッセージを少なくとも一つの他
の端末に送信するように構成され、メッセージは、端末装置の中継機能に関連する構成情
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報を含む。端末装置は、メッセージの送信後に、少なくとも一つの他の端末のうちの要求
端末と無線アクセスネットワークとの間の通信の中継を開始するために中継機能を有効化
するように構成される。
【００１０】
　端末装置は、構成情報を含むメッセージを少なくとも一つの他の端末に送信するように
構成される。これは、端末装置が中継機として動作するのに適しているかどうかを他の端
末が決定することを可能にさせる。端末装置が中継機に移行するのに適しているものとし
て識別されたときのみ、端末装置は、中継機能を選択的に有効化することが要求され得る
。
【００１１】
　端末装置は、ユーザ機器であってもよい。
【００１２】
　端末装置は、携帯用のユーザ機器であってもよい。
【００１３】
　構成情報は、端末装置が中継機として動作するのにどれくらい適しているかを示し得る
。
【００１４】
　端末装置は、近接サービス可能である（ＰｒｏＳｅ可能である）ユーザ機器（ＵＥ）で
あってもよい。端末装置は、ＰｒｏＳｅ要件をサポートするＵＥであってもよい。これは
、無線アクセスネットワークを移行することなく、メッセージが端末装置から少なくとも
一つの他の端末に直接送信されることを可能にさせる。
【００１５】
　端末装置は、ＰｒｏＳｅ可能な公共安全ＵＥ、すなわち、公共安全に固有のＰｒｏＳｅ
手順およびケイパビリティもサポートするＰｒｏＳｅ可能なＵＥであってもよい。
【００１６】
　端末装置は、少なくとも一つの他の端末のそれぞれ一つの他の端末へのＰｒｏＳｅ１対
１通信として構成情報を含むメッセージを送信するように構成され得る。
【００１７】
　端末装置は、ＲＲＣ無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングまたは非アクセス層（Ｎ
ＡＳ）シグナリングとして構成情報を含むメッセージを送信するように構成され得る。
【００１８】
　端末装置は、インターネットプロトコル（ＩＰ）通信の一部として構成情報を含むメッ
セージを送信するように構成され得る。端末装置は、ＩＰトラフィックとして構成情報を
含むメッセージを送信するように構成され得る。
【００１９】
　端末装置は、少なくとも一つの他の端末のそれぞれいくつかの他の端末へのＰｒｏＳｅ
１対多通信として構成情報を含むメッセージを送信するように構成され得る。
【００２０】
　構成情報は、構成情報を含むメッセージを生成するために端末装置によって生成される
少なくとも一つのデータ要素を含み得る。
【００２１】
　構成情報は、
・端末装置の移動速度を示す端末装置のためのモビリティデータ
・中継機能に利用可能な端末装置の出力電力を示す出力電力ケイパビリティインジケータ
・端末装置の無線チャネル特性に関する履歴データを提供するチャネル品質情報
・端末装置の利用可能なデータ転送ケイパビリティを示すデータケイパビリティ情報
・端末装置が通信を中継することが可能な他の端末の数について示す中継容量情報
・端末装置で利用可能な電力供給に基づいて決定される電力供給情報
からなるグループから選択される少なくとも一つのデータ要素を含み得る。
【００２２】
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　メッセージで送信される構成情報は、少なくともモビリティデータと出力電力ケイパビ
リティインジケータとを含み得る。これは、端末装置の移動および出力電力ケイパビリテ
ィを考慮に入れるとき、中継機として動作する端末装置の適合性を少なくとも一つの他の
端末装置が決定することを可能にさせる。端末装置は、その移動速度が低い、および／ま
たは、中継機能のその出力電力ケイパビリティが高い場合、リピータとして適しているも
のと識別され得る。
【００２３】
　端末装置は、少なくとも一つの他の端末から構成情報の要求を受信したことへの応答と
して、少なくとも一つの他の端末に構成情報を含むメッセージを送信するように構成され
得る。
【００２４】
　端末装置は、構成情報の要求を受信するより前に、少なくとも一つの他の端末に対して
端末装置が中継機として動作することが可能であることを示す告知メッセージを送信する
ように構成され得る。
【００２５】
　端末装置は、少なくとも一つの他の端末と無線アクセスネットワークのドナーｅＮｏｄ
ｅＢ、すなわちＤｅＮＢとの間の通信を中継するように構成され得る。
【００２６】
　端末装置は、少なくとも一つの他の端末とＤｅＮＢとの間のデータ通信を中継するよう
に構成され得る。
【００２７】
　端末装置は、Ｕｎエアインタフェースを介してＤｅＮＢと通信するように構成され得る
。
【００２８】
　端末装置は、携帯電話であってもよい。
【００２９】
　一実施形態による通信システムは、一実施形態の端末装置と、無線アクセスネットワー
クとの通信のために構成される無線インタフェースを有する少なくとも一つの他の端末と
を含む。少なくとも一つの他の端末は、端末装置によって送信されるメッセージを受信し
、端末装置が少なくとも一つの他の端末と無線アクセスネットワークとの間の通信を中継
するのに適しているかどうかを決定するためにメッセージに含まれる構成情報を評価する
ように構成される。
【００３０】
　少なくとも一つの他の端末は、端末装置によって送信されるメッセージに含まれる構成
情報に基づいて、端末装置および別の候補の中継機の中で優先順位付けを実行するように
構成され得る。
【００３１】
　通信システムは、ドナーｅＮｏｄｅＢ（ＤｅＮＢ）として動作するように構成されるｅ
ＮｏｄｅＢを含み得る。端末装置は、端末装置の中継機能が有効化されると、少なくとも
一つの他の端末とＤｅＮＢとの間の通信を中継するように構成され得る。
【００３２】
　別の実施形態によれば、端末装置の中継機能に関連した情報を提供する方法が提供され
る。端末装置は、セルラ通信ネットワークの無線アクセスネットワークとの通信のために
構成される無線インタフェースを含む。この方法は、端末装置の無線インタフェースを介
してメッセージを端末装置から少なくとも一つの他の端末に送信することを含み、メッセ
ージは、端末装置の中継機能に関連する構成情報を含む。この方法は、メッセージの送信
後に、少なくとも一つの他の端末のうちの要求端末と無線アクセスネットワークとの間の
通信の中継を開始するために中継機能を有効化することを含む。
【００３３】
　この方法は、一実施形態による端末装置によって実行され得る。



(7) JP 2016-531494 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

【００３４】
　構成情報を含むメッセージは、少なくとも一つの他の端末のそれぞれ一つの他の端末へ
のＰｒｏＳｅ１対１通信として送信され得る。
【００３５】
　構成情報を含むメッセージは、少なくとも一つの他の端末のそれぞれいくつかの他の端
末へのＰｒｏＳｅ１対多通信として送信され得る。
【００３６】
　構成情報を含むメッセージは、ＲＲＣ無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメッセ
ージまたは非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッセージとすることができる。
【００３７】
　構成情報を含むメッセージは、インターネットプロトコル（ＩＰ）通信とすることがで
きる。構成情報を含むメッセージは、ＩＰトラフィックとして送信され得る。
【００３８】
　この方法は、端末装置によって、構成情報を含むメッセージを生成するために少なくと
も一つのデータ要素を生成することを含み得る。
【００３９】
　構成情報は、
・端末装置の移動速度を示す端末装置のためのモビリティデータ
・中継機能に利用可能な端末装置の出力電力を示す出力電力ケイパビリティインジケータ
・端末装置の無線チャネル特性に関する履歴データを提供するチャネル品質情報
・端末装置の利用可能なデータ転送ケイパビリティを示すデータケイパビリティ情報
・端末装置が通信を中継することが可能な他の端末の数について示す中継容量情報
・端末装置で利用可能な電力供給に基づいて決定される電力供給情報
からなるグループから選択される少なくとも一つのデータ要素を含み得る。
【００４０】
　メッセージで送信される構成情報は、少なくともモビリティデータと出力電力ケイパビ
リティインジケータとを含み得る。
【００４１】
　構成情報を含むメッセージは、少なくとも一つの他の端末から構成情報の要求を受信し
たことへの応答として、少なくとも一つの他の端末に送信され得る。
【００４２】
　この方法は、端末装置が中継機として動作することが可能であることを示す告知メッセ
ージを送信することを含み得、告知メッセージは、要求を受信するより前に、少なくとも
一つの他の端末に送信される。
【００４３】
　この方法は、少なくとも一つの他の端末と無線アクセスネットワークのドナーｅＮｏｄ
ｅＢ、すなわちＤｅＮＢとの間の通信を中継することを含み得る。
【００４４】
　この方法は、少なくとも一つの他の端末とＤｅＮＢとの間のデータ通信を中継すること
を含み得る。
【００４５】
　実施形態による装置、方法、およびシステムにおいて、端末装置と少なくとも一つの他
の端末との間のシグナリングは、デバイスツーデバイス通信として実施され得る。
【００４６】
　実施形態による装置、方法、およびシステムにおいて、有効化される中継機能を有する
端末装置は、基地局と少なくとも一つの他の端末との間の任意の方向への情報の中継また
は転送のケイパビリティを有するユニットとすることができる。中継機能は、任意のプロ
トコル層において適用され得る。中継機能は、物理層において実装され得る。端末装置に
おいて有効化される中継機能は、物理層信号の転送を実行するように動作可能であり得る
。
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【００４７】
　中継機能は、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）層モデルの第２層、第３層、または
より上位の層において実装され得る。端末装置において有効化され得る中継機能は、ＯＳ
Ｉ層モデルのより上位のプロトコル層において適用される中継機能についての情報を復号
／符号化する、および／または復調／変調するように動作可能であり得る。
【００４８】
　様々な実施形態による装置、方法、およびシステムは、端末が無線通信システムにおい
て端末装置を中継機に変換するための候補としてこの端末装置を識別することを可能にさ
せるシグナリングを提供する。
【００４９】
　上記の発明の概要および以下の発明を実施するための形態に記載されている特定の特徴
が本発明の特定の実施形態および態様に関連して記載されているが、特に明記されない限
り、実施形態および態様の特徴は、互いに結合され得る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
　次に、添付の図面を参照して発明の実施形態についてより詳細に説明する。
【００５１】
【図１】一実施形態による通信システムを示す図である。
【図２】端末装置が中継機として動作を開始するためのその適合性を示す構成情報を送信
する、図１の通信システムを示す図である。
【図３】一実施形態による方法のフローチャートである。
【図４】一実施形態による方法におけるシグナリングを表す図である。
【図５】一実施形態による方法におけるシグナリングを表す図である。
【図６】一実施形態による方法におけるシグナリングを表す図である。
【図７】一実施形態による端末装置によって送信される構成情報を表す図である。
【図８】一実施形態による端末装置を含む通信システムのアーキテクチャおよびインタフ
ェースを示すブロック図である。
【図９】一実施形態による方法のフローチャートである。
【図１０】一実施形態による端末装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、本発明の例示的な実施形態についてより詳細に説明する。特に明記されない限り
、本明細書に記載される様々な例示的な実施形態の特徴が互いに結合され得ることを理解
されたい。同一または類似の参照番号は、同一または類似の構成要素を指す。
【００５３】
　図１は、一実施形態による通信システム１を示す。通信システム１は、セルラ無線通信
システムとして構成される。通信システム１は、複数の基地局を含み得る。図１において
、基地局のうちの１つが基地局１１として示されている。基地局は、ワイヤレス無線通信
を介して、またはオペレータコアネットワークを介して互いに通信することができる。通
信ネットワークは、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークとすることができる
。通信ネットワークの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）は、発展型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ）とすることができ、基地局１１は、発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）であ
る。基地局１１は、コアネットワークにおけるモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）お
よび／またはサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）に接続され得る。
【００５４】
　基地局１１は、端末装置３、４が無線周波数通信を介して基地局１１と直接通信するこ
とができる無線セル９を提供する。端末装置３、４は、Ｅ－ＵＴＲＡＮとの通信のための
無線インタフェースをそれぞれ有し得る。
【００５５】
　少なくとも一つの他の端末２、５は、無線セル９外、すなわち、基地局１１のカバレー
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ジ外に位置し得る。少なくとも一つの他の端末２、５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮまたは別のＲＡ
Ｎとの通信のために構成される無線インタフェースを有することもできる。しかしながら
、図１に図示されるように、少なくとも一つの他の端末２、５は、無線セル９外に位置す
るとき、基地局１１と直接通信することができない。
【００５６】
　候補の中継機である端末装置３、４、および中継機能の有効化を要求し得る他の端末２
、５はそれぞれ、通信するためにエンドユーザによって直接使用される装置とすることが
できる。端末装置３、４および他の端末２、５はそれぞれ、エンドユーザによって操作さ
れるハンドヘルドデバイスまたは他の装置として構成され得る。特に、端末装置３、４お
よび他の端末２、５は、３ＧＰＰ　ＬＴＥで定義されたユーザ機器（ＵＥ）とすることが
できる。「端末装置」という用語は、本明細書では、概して、それぞれの端末装置の中継
機能に関連した構成情報を含むメッセージを送信する装置を指すために使用される。端末
装置３、４および他の端末２、５はそれぞれ、ハンドヘルド電話、個人用携帯型情報端末
、モバイル通信アダプタを備えるコンピューティング装置、モバイル通信インタフェース
を有するマシン、または様々な他の装置のうちの任意の一つとして実装され得るモバイル
通信端末であってもよい。
【００５７】
　端末装置３は、端末装置４、および／または端末装置３に近接して位置する他の端末２
、５と直接通信するように構成される。対応するデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信６
、７は、無線通信ネットワークの基地局のうちの任意の一つを介して送信される必要はな
く、また、一般にそうではない。以下でより詳細に説明するように、端末装置３は、端末
装置３の中継機能に関連した構成情報を少なくとも一つの他の端末２、５に提供するため
に、Ｄ２Ｄ通信を実行することができる。構成情報は、少なくとも一つの他の端末２、５
と基地局１との間でメッセージを中継するための中継機として動作を開始するのに端末装
置３が適しているかどうかを少なくとも一つの他の端末２、５が決定することを可能にさ
せる。少なくとも一つの他の端末２、５は、端末装置３によって送信された構成情報に基
づいて端末装置３が中継機として動作するのに適していることを少なくとも一つの他の端
末２、５が決定した場合、端末装置３にリピータとして動作を開始することを要求するこ
とができる。端末装置３は、構成情報を含むメッセージを少なくとも一つの他の端末２、
５に送信する場合、端末装置３が中継機として動作を開始する前に、いかなる中継機能も
実行しない従来のモバイル通信端末として動作可能であり得る。
【００５８】
　以下でより詳細に説明するように、端末装置３は、中継機として動作する端末装置４の
適合性に関する構成情報のいくつかのデータ要素を生成するように構成される。端末装置
３は、近接基準を満たす、すなわち、それが事前に定義された近接基準を満たすように、
端末装置３の十分近くに位置する少なくとも一つの他の端末２、５に、構成情報を含むメ
ッセージを送信するように構成される。端末装置３は、少なくとも一つの他の端末２、５
から受信される構成情報の要求への応答として構成情報を含むメッセージを送信すること
ができる。端末装置３は、構成情報を含むメッセージの送信後に、中継機能を選択的に有
効化することができる。端末装置３は、中継機能を有効化するための中継移行要求への応
答として中継機能を有効化することができ、中継移行要求は、構成情報を含むメッセージ
が以前送信された他の端末２、５のうちの一つから直接受信される。端末装置３において
有効化された中継機能は、物理層またはより上位の層におけるデータまたはシグナリング
メッセージの中継または転送を実行することができる。
【００５９】
　図２は、一実施形態による通信システム１の概略ブロック図である。ＲＡＮ１０の基地
局１１は、ＲＡＮまたはコアネットワーク（ＣＮ）のノード１２に接続されている。説明
のために、ｅＮｏｄｅＢとして実装される基地局１１では、ノード１２は、ＭＭＥまたは
Ｓ－ＧＷとして実装され得る。
【００６０】
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　端末装置３は、無線インタフェース２５を有する。無線インタフェース２５は、ＲＡＮ
１０と通信するように構成され得る。無線インタフェース２５は、Ｅ－ＵＴＲＡエアイン
タフェースを介した通信のために構成され得る。
【００６１】
　端末装置３は、選択的に有効化され得る中継機能を実行するように動作可能であり得る
。中継機が有効化されると、端末装置３は、他の端末２と基地局１との間でメッセージを
中継する中継機として動作し得る。アップリンクでは、端末装置３は、受信機経路２７で
他の端末２からデータまたはシグナリングメッセージを受信することができ、送信機経路
２８およびアンテナ２６を介してメッセージを基地局１に再送することができる。ダウン
リンクでは、端末装置３は、基地局１１から他のデータまたはシグナリングメッセージを
受信することができ、メッセージを他の端末２に再送することができる。中継機能は、基
地局１からの要求に応じて、または他の端末２からの要求に応じて非有効化され得る。中
継機能は、処理装置２９の制御下で実行され得る。処理装置２９は、一つ以上のマイクロ
プロセッサ、一つ以上のマイクロコントローラ、一つ以上のプロセッサ、一つ以上のコン
トローラ、一つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、および／またはそうした装置
の組合せを含み得る。処理装置２９は、端末装置３に近接して位置する少なくとも一つの
他の端末２を検出するように無線インタフェース２５を制御するように構成され得る。
【００６２】
　処理装置２９は、端末装置３の中継機能に関連する一つ以上のデータ要素を生成するよ
うに構成され得る。データ要素は、端末装置３が中継機として動作するのにどれくらい適
しているかを示し得る。少なくとも一つのデータ要素を生成することは、履歴データを収
集するために少なくともある時間間隔にわたって端末装置３を監視することと、履歴デー
タを分析することとを含み得る。説明のために、監視することは、端末装置３の平均移動
速度を示すモビリティデータを生成するために端末装置３の移動を監視することを含み得
る。少なくとも一つのデータ要素の生成は、出力電力ケイパビリティ、利用可能な帯域幅
、またはチャネル品質に関する履歴データを収集するために少なくともある時間間隔にわ
たって端末装置３を監視することと、履歴データを分析することとを含み得る。少なくと
も一つの他のデータ要素を生成することは、端末装置３のセンサーに問い合わせを行うこ
と、またはメモリからデータを取り出すことを含み得る。説明のために、バッテリレベル
は、センサーの出力信号を評価すること、および／またはメモリからバッテリレベルを示
すデータを読み出すことによって決定され得る。
【００６３】
　処理装置２９は、構成情報を含むメッセージを生成するように構成され得る。構成情報
は、端末装置３がリピータとして動作するのにどれくらい適しているかに影響を及ぼし得
る一つ以上のデータ要素を含み得る。処理装置２９は、中継機として動作するのに適して
いる端末装置を識別することを試みている他の端末２にメッセージを送信するように無線
インタフェース２５を制御することができる。
【００６４】
　端末装置２９は、ＲＲＣ無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメッセージまたは非
アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッセージとして構成情報を含むメッセージを送信す
るように無線インタフェース２５を制御するように構成され得る。処理装置２９は、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）通信として構成情報を含むメッセージを送信するように無
線インタフェース２５を制御するように構成され得る。
【００６５】
　他の端末２は、無線インタフェース２１を有する。無線インタフェース２１は、ＲＡＮ
１０と通信するように構成され得る。無線インタフェース２１は、Ｅ－ＵＴＲＡエアイン
タフェースを介した通信のために構成され得る。
【００６６】
　他の端末２は、無線インタフェース２１に接続された処理装置２５を有する。処理装置
２５は、一つ以上のマイクロプロセッサ、一つ以上のマイクロコントローラ、一つ以上の
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プロセッサ、一つ以上のコントローラ、一つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
および／またはそうした装置の組合せを含み得る。処理装置２５は、他の端末２に近接し
て位置する端末装置３を検出するように無線インタフェース２１を制御するように構成さ
れ得る。処理装置２５は、アンテナ２２を介して構成情報の要求を端末装置３に送信する
ように無線インタフェース２１の送信機経路２４を制御するように構成され得る。処理装
置２５は、端末装置３によって送信されるメッセージを処理するために、無線インタフェ
ース２１の受信機経路２３に結合され得、メッセージは、中継機として動作する端末装置
３の適合性に関連する構成情報を含む。処理装置２５は、メッセージに含まれる構成情報
に基づいて、端末装置３および少なくとも一つの他の候補の中継機の中で優先順位付けを
実行するように構成され得る。処理装置２５は、中継機として動作するための端末装置３
または別の候補の中継機を選択するために、選択機構を実行することができる。処理装置
２５は、中継機能の有効化を要求するための中継移行要求を端末装置３または別の候補の
中継機に送信するように送信機経路２４を制御するように構成され得る。
【００６７】
　以下に図３～図１０を参照してより詳細に説明するように、端末装置３は、端末装置３
が中継機に移行するのに適しているかどうかを他の端末２が決定することを可能にさせる
シグナリングを実行する。他の端末２は、ＲＡＮ１０によるネットワークカバレージ、端
末装置の出力電力ケイパビリティ、および／または端末装置のモビリティのうちの一つ以
上を考慮に入れるとき、いくつかの端末装置の中で中継機として動作を開始するのに最も
適しているものを選択することができる。他の端末２は、ＲＡＮ１０によるネットワーク
カバレージ、端末装置の出力電力ケイパビリティ、および／または端末装置のモビリティ
のうちの一つ以上を考慮に入れて、中継機として動作する別の端末装置へのハンドオーバ
を行うべきかどうかも決定することができる。端末装置３と少なくとも一つの他の端末２
との間のシグナリングは、通信ネットワークを通過しない直接通信として実施され得る。
【００６８】
　端末装置３と、端末装置３に近接して位置する他の端末２、５との間のＤ２Ｄ通信は、
３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．２７８に記載されているように実施され得る。説明のために、Ｄ
２Ｄ発見およびＤ２Ｄ通信は、3GPP　TS　22.278　V12.3.0　(2013-06)　entitled　"3rd
　Generation　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Services　
and　System　Aspects;　Service　requirements　for　the　Evolved　Packet　System
　(EPS)　(Release　12)"に記載されているように実施され得る。Ｄ２Ｄ通信は、端末装
置の中継機能に関連する構成情報を少なくとも一つの他の端末に提供するために端末装置
によって実行されるシグナリングのために使用され得る。
【００６９】
　端末装置３と、端末装置に近接して位置する他の端末２、５との間のＤ２Ｄ通信は、３
ＧＰＰ　ＴＲ　２２．８０３に記載されているように実施され得る。説明のために、Ｄ２
Ｄ発見およびＤ２Ｄ通信は、3GPP　TR　22.803　V12.2.0　(2013-06)　entitled　"3rd　
Generation　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Services　an
d　System　Aspects;　Feasibility　study　for　Proximity　Services　(ProSe)　(Rel
ease　12)"に記載されているように実施され得る。Ｄ２Ｄ通信は、中継機能に関連する構
成情報を少なくとも一つの他の端末に提供するために端末装置によって実行されるシグナ
リングのために使用され得る。
【００７０】
　このシグナリングの実装について、以下、図３～図１０を参照して説明する。Ｄ２Ｄ通
信は、中継機能が有効化された後、端末装置３と少なくとも一つの他の端末２との間でメ
ッセージを中継するためにも使用され得る。
【００７１】
　Ｄ２Ｄ通信は、例えばＥ－ＵＴＲＡＮなど、ＲＡＮ１０と通信するように構成されるＵ
Ｅの無線インタフェースを介して実行され得る。Ｄ２Ｄ通信は、例えばＥ－ＵＴＲＡＮな
ど、ＲＡＮ１０と通信するように構成される端末装置の無線インタフェースを介して実行
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され得る。中継機能に関連する構成情報を少なくとも一つの他の端末に提供するために実
行されるシグナリングは、上記に言及した３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．７０３において定義さ
れた近接サービス（ＰｒｏＳｅ）通信として実施され得る。説明のために、中継機能に関
連する構成情報を少なくとも一つの他の端末に提供するために実行されるシグナリングは
、3GPP　TR　23.703　V0.4.1　(2013-06)　entitled　"3rd　Generation　Partnership　
Project;　Technical　Specification　Group　Services　and　System　Aspects;　Stud
y　on　architecture　enhancements　to　support　Proximity　Services　(ProSe)　(R
elease　12)"に記載されているように、ＰｒｏＳｅ通信として実施され得る。
【００７２】
　端末装置３の中継機能が有効化されるとき、端末装置３は、それ自体の一つ以上の物理
セル識別子を有し得る。他の端末２と無線アクセスネットワーク１０との間で中継される
データ通信は、端末装置３のセル識別子を備え得る。端末装置３の制御下にあるセルのセ
ル識別子は、例えばドナーｅＮｏｄｅＢ（ＤｅＮＢ）として動作するＮｏｄｅＢによって
など、無線アクセスネットワークのｅＮｏｄｅＢによって割り当てられ得る。端末装置３
は、中継機能が有効化されると、それ自体の同期信号およびシステム情報をブロードキャ
ストするように構成され得る。端末装置３は、端末装置３と無線アクセスネットワークと
の間のインタフェース上でのアップリンクおよびダウンリンクメッセージのためのスケジ
ューリングを実行するように構成され得る。
【００７３】
　図３は、一実施形態による方法３０のフローチャートである。方法３０は、一実施形態
による端末装置によって、または一実施形態による通信システムによって実行され得る。
【００７４】
　３１で、端末装置は、端末装置の近接に位置する少なくとも一つの他の端末を発見する
。ステップ３１での発見において実行されるシグナリングは、Ｄ２Ｄ通信として実施され
得る。シグナリングは、３ＧＰＰ　ＴＲ　２２．８０３　Ｖ１２．２．０（２０１３－０
６）において定義されるように、近接基準を満たす少なくとも一つの他のＰｒｏＳｅ可能
なＵＥを検出するために、端末装置によって実施され得る。発見において送信されるメッ
セージは、基地局または無線通信ネットワークの別のノードを通過することなく、端末装
置と少なくとも一つの他の端末との間に直接送信され得る。ステップ３１での発見は、端
末装置３から事前に定義された距離範囲内に位置し、ＰｒｏＳｅ可能である少なくとも他
の端末を識別するために使用され得る。ステップ３１での発見は、ＲＡＮを通過しない端
末装置３とのＤ２Ｄ通信において、安定性基準を満たす端末装置３における信号強度を生
じる少なくとも一つの他の端末装置を識別するために使用され得る。説明のために、Ｄ２
Ｄ発見は、メッセージがＲＡＮを移行しないとき、安定した直接通信が確立され得る他の
端末を識別するために使用され得る。
【００７５】
　３２で、端末装置は、端末装置の中継機能に関するデータ要素を生成することができる
。データ要素は、３１で識別された少なくとも一つの端末が、端末装置がリピータとして
動作するのに適しているかどうかを確立することを可能にさせる情報を含み得る。送信の
ために生成されたデータ要素は、
・端末装置の移動速度を示す端末装置のためのモビリティデータ
・中継機能に利用可能な端末装置の出力電力を示す出力電力ケイパビリティインジケータ
・端末装置の無線チャネル特性に関する履歴データを提供するチャネル品質情報
・端末装置の利用可能なデータ転送ケイパビリティを示すデータケイパビリティ情報
・端末装置が通信を中継することが可能な他の端末の数について示す中継容量情報
・端末装置で利用可能な電力供給に基づいて決定される電力供給情報
のうちの一つ以上を含み得る。
【００７６】
　３３で、端末装置は、中継機能に関連する構成情報を含むメッセージを送信することが
できる。構成情報は、３２で生成されたデータ要素を含み得る。メッセージは、メッセー
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ジの目的を識別する識別子をさらに含み得る。識別子は、メッセージが中継機能を実行す
ることができる端末装置の中継機能に関連する構成情報を提供するためのシグナリングメ
ッセージであることを示し得る。メッセージは、メッセージを送信する端末装置のための
一意の識別子を含み得る。メッセージは、３ＧＰＰ　ＴＲ　２２．８０３　Ｖ１２．２．
０（２０１３－０６）において定義されるように、ＰｒｏＳｅ１対１通信として、または
ＰｒｏＳｅ１対多通信として送信され得る。３３でメッセージが送信されるとき、中継機
能は依然として非有効化であり得る。
【００７７】
　３１で検出された少なくとも一つの他の端末のうちの要求端末が構成情報の送信を要求
すると、３３でのメッセージの送信がトリガされ得る。リピータケイパビリティに関する
情報、および端末装置の中継機能に関連する構成情報を要求する少なくとも一つの他の端
末から受信された中継機情報要求によって、３３でのメッセージの送信がトリガされ得る
。端末装置は、図５を参照してより詳細に説明するように、その中継ケイパビリティを３
１で検出された少なくとも一つの他の端末に告知することができる。
【００７８】
　構成情報は、端末装置が中継機として動作するのに適しているかどうかを決定するため
に、少なくとも一つの他の端末によって使用され得る。少なくとも一つの他の端末装置は
、中継機として動作を開始するために最も適している装置を決定するために、３２での構
成情報を含むメッセージを送信する端末装置、および少なくとも一つの他の候補の中継機
の中で優先順位付けを実行することができる。説明のために、端末装置は、それが静止し
ており、および／または通信を中継するときに高い出力電力を送信することが可能である
場合、リピータとして選択され得る。
【００７９】
　ステップ３４で、端末装置は、その中継機能を有効化することができる。中継機能の有
効化は、ステップ３２でメッセージが送信された少なくとも一つの他の端末から受信され
た中継移行要求によってトリガされ得る。
【００８０】
　端末装置は、中継機能のための有効化手順を実行することができる。中継機能のための
有効化手順は、リピータとして動作を開始するための許可を基地局に要求することを含み
得る。基地局が要求を承認すると、端末装置は、中継機能の有効化を要求する端末と基地
局との間の通信の中継を開始することができる。
【００８１】
　図４および図５は、端末装置に近接して位置する別の端末が、端末装置が中継機として
動作を開始するために適しているかどうかを決定することを可能にさせるように、端末装
置が中継機能に関連する構成情報を送信する方法におけるシグナリングを示す図である。
図４では、無線通信ネットワークの基地局のカバレージ外にある他の端末（それが中継機
能の有効化を要求するので図４～図６において「要求端末」と呼ばれる）は、構成情報を
要求することによって、シグナリングを開始する。図５では、無線通信ネットワークの基
地局のカバレージ内にある端末装置は、その中継ケイパビリティを告知することによって
、シグナリングを開始する。
【００８２】
　図４は、要求端末が端末装置の中継機能の有効化を要求し、関連するシグナリングを開
始する方法におけるシグナリングを示す図である。要求端末に近接して位置する２つの端
末装置についてのシグナリングが示されているが、任意の他の数の端末装置が要求端末に
近接して位置していてもよい。要求端末は、ＵＥであってもよい。要求端末は、ＰｒｏＳ
ｅ可能なＵＥであってもよい。
【００８３】
　要求端末に近接して位置する端末装置は、図４において端末装置Ｂ１および端末装置Ｂ
２とラベル付けされている。要求端末がそれらを適切なリピータと識別することができる
ようになる前に、端末装置は、基地局に接続される。この目的のために、第１の端末装置
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Ｂ１は、接続セットアップを実行することができる。説明のために、無線リソース制御（
ＲＲＣ）接続セットアップ３５のシグナリングが実行され得る。第１の端末装置は、アタ
ッチ／パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続確立３６を実行することができる。同
様に、第２の端末装置Ｂ２および／または要求端末に近接して位置する他の端末装置は、
ＵＥがそれらをリピータに移行するのに適した候補と識別することができるようになる前
に、ＲＲＣ接続セットアップ３７およびアタッチ／ＰＤＮ接続確立３６を実行することが
できる。
【００８４】
　接続確立は、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１において定義されるシグナリング
を使用して実行され得る。説明のために、3GPP　TS　36.331　V11.4.0　(2013-06)　enti
tled　"3rd　Generation　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　
Radio　Access　Network;　Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　(E-UTRA
);　Radio　Resource　Control　(RRC);　Protocol　specification　(Release　11)"に
おいて定義されているシグナリングは、端末装置とＲＡＮとの間の接続確立のために使用
され得る。
【００８５】
　Ｄ２Ｄ発見４１において、要求端末は、第１の端末装置（図４においてＢ１とラベル付
けされている）の存在を検出する。Ｄ２Ｄ発見５１において、要求端末は、第２の端末装
置（図４においてＢ２とラベル付けされている）の存在を検出する。
【００８６】
　要求端末は、第１の端末装置に中継機能に関連する構成情報の情報要求４２を送信する
。情報要求４２は、第１の端末装置のリピータケイパビリティに関する情報を要求するた
めにも使用され得る。情報要求４２を受信したことへの応答として、第１の端末装置は、
構成情報を含む応答４３を送信する。応答４３に含まれる第１の端末装置についての構成
情報は、第１の端末装置でのネットワークカバレージ品質のためのインジケータおよび／
または端末関連情報を含み得る。構成情報の少なくとも一部は、第１の端末装置で測定さ
れ得る。説明のために、構成情報は、第１の端末装置の移動履歴、および／または中継機
能に利用可能な第１の端末装置の出力電力を示す出力電力ケイパビリティインジケータに
基づいて決定されたモビリティデータ、および／または第１の端末装置の無線チャネル特
性に関する履歴データを提供するチャネル品質データ、および／または第１の端末装置の
利用可能なデータ転送ケイパビリティを示すデータケイパビリティ情報、および／または
第１の端末装置が通信を中継することが可能な他の端末の数について示す中継容量情報、
および／または利用可能な電力供給容量に関して制限があるかどうかを示し得る電力供給
情報のうちの一つ以上を含み得る。
【００８７】
　要求端末は、第２の端末装置に構成情報の情報要求５２を送信する。情報要求５２は、
第２の端末装置のリピータケイパビリティに関する情報を要求するためにも使用され得る
。情報要求５２を受信したことへの応答として、第２の端末装置は、構成情報を含む応答
５３を送信する。応答５３に含まれる第２の端末装置についての構成情報は、第２の端末
装置でのネットワークカバレージ品質のためのインジケータおよび／または端末関連情報
を含み得る。構成情報の少なくとも一部は、第２の端末装置で測定され得る。説明のため
に、構成情報は、応答４３に関連して記載したデータ要素のうちの一つ以上を含み得る。
【００８８】
　応答４３、５３は、ＲＲＣ無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメッセージまたは
非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングメッセージとすることができる。応答４３、５３は
、インターネットプロトコル（ＩＰ）通信でもよい。
【００８９】
　端末装置から応答４３、５３を受信したことへの応答として、要求端末は、選択４４を
実行することができる。選択４４は、それぞれの端末装置の中継機能に関連する構成情報
を含む応答４３、５３を送信した端末装置の中での優先順位付けを含み得る。
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【００９０】
　要求端末は、中継移行要求４５を選択された端末装置に送信する。説明のために、選択
４４において第１の端末装置Ｂ１が第２の端末装置Ｂ２よりも優先される場合、中継移行
要求４５が第１の端末装置Ｂ１に送信される。中継移行要求４５は、選択された端末装置
がその中継機能を有効化すべきであることを示す。
【００９１】
　中継移行要求４５は、有効化手順４６でその中継機能を有効化するためのシグナリング
を開始するために、選択された端末装置をトリガする。シグナリングは、無線通信ネット
ワークのＲＡＮと端末装置との間のメッセージの送信を伴い得る。有効化手順４６でのシ
グナリングは、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０００９４９において開示される様々
な技法のうちのいずれか一つに従って実行され得る。
【００９２】
　Ｄ２Ｄ発見４１、５１において、および／またはメッセージ４２、４３、５２、５３に
よる端末装置からの関連した情報を取り出す際に、および／またはメッセージ４５による
中継機能の有効化の要求の際に実行されるシグナリングは、ＲＡＮを通過しないＤ２Ｄ通
信とすることができる。
【００９３】
　図５は、無線通信ネットワークの基地局のカバレージ内にある端末装置がＤ２Ｄ発見後
にそのリピータケイパビリティを告知することができる別の実施形態による方法における
シグナリングを示す図である。基地局のカバレージ内にある端末装置は、これによって、
その中継機能の有効化を最終的にもたらすシグナリングを開始することができる。
【００９４】
　図４を参照して記載されているように、端末装置は、シグナリング３５、３６を使用し
て無線通信ネットワークとの接続を確立し、Ｄ２Ｄ発見４１を実行する。
【００９５】
　端末装置は、Ｄ２Ｄ発見４１において検出される少なくとも一つの他の端末に、その中
継機ケイパビリティをシグナリングする。端末装置は、その中継機ケイパビリティの告知
メッセージ４９を要求端末およびおそらくＤ２Ｄ発見４１において検出された他の端末に
送信することができる。告知メッセージ４９は、端末装置が有効化され得る中継機能を有
することを示す情報を含むことができる。
【００９６】
　要求端末は、中継機能に関連する構成情報を要求するための要求４２を送信することが
でき、端末装置は、図４を参照して説明されるように、構成情報を含む応答４３を送信す
ることができる。リピータケイパビリティが告知メッセージ４９によってすでに告知され
ているので、応答４３は、中継機ケイパビリティに関する情報を含む必要はない。応答４
３に含まれる構成情報は、図４を参照して説明される様々なデータ要素のうちの任意の一
つ、または任意の組合せを含むことができる。
【００９７】
　構成情報の一部または全部は、告知メッセージ４９にも含まれ得る。要求端末は、後で
構成情報についての要求４２を依然として送信することができる。これは、端末装置が中
継機として動作を開始するために適しているかどうかを決定するときに、構成情報の変化
、例えば端末装置の出力電力ケイパビリティまたは電力供給の変化が考慮に入れられるこ
とを可能にさせる。また、構成情報の再送信は、それが別の中継機に切り替わるべきであ
るか、および／または、可能な場合、基地局との直接通信を開始すべきであるかを要求端
末が決定することも可能にさせる。
【００９８】
　図４において要求端末に近接して位置する２つの端末装置についてのシグナリング、お
よび図５において一つの端末装置についてのシグナリングが示されているが、任意の他の
数の端末装置が要求端末に近接して位置していてもよい。候補の中継機である端末装置お
よび要求端末は、ＰｒｏＳｅ可能なＵＥであってもよい。候補の中継機である端末装置は
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、ＰｒｏＳｅ可能な公共安全ＵＥであってもよい。
【００９９】
　図６は、端末装置の中継機能を有効化するために端末装置と基地局との間で実行される
シグナリングの例示的な実装を示す。
【０１００】
　中継移行要求４５を受信したことへの応答として、端末装置は、許可要求６１を基地局
に送ることができる。端末装置の中継機能を有効化するための許可を要求するために、許
可要求６１が送信される。
【０１０１】
　端末装置は、基地局から応答を受信する。基地局が端末装置の中継機能を有効化するた
めの許可を与える場合、基地局は、許可肯定応答メッセージ６２を端末装置に送信するこ
とができる。基地局から許可肯定応答６２が受信された場合、端末装置は、基地局から中
継機能を構成するためのパラメータ６３を受信することができる。説明のために、パラメ
ータは、要求端末に通信データを転送するための無線信号の最大出力電力、それが新しい
無線セルをセットアップする場合に端末装置によって使用されるべきセル識別子、基地局
の近隣に位置する近隣の基地局の近隣セル識別子、および要求端末にデータまたはシグナ
リングメッセージを転送するための無線信号の周波数帯域を定義することができる。中継
機能は、その後、端末装置において有効化される。中継機能は、端末装置の処理装置の制
御下で実行され得る。
【０１０２】
　要求端末は、端末装置によって基地局に中継され得る登録６４を実行することができる
。次のデータ通信６５において、端末装置は、要求端末から受信されるアップリンクのデ
ータ通信を基地局に転送することができる。データ通信は、ＩＰアドレスが割り振られた
データ通信として実行され得る。端末装置は、基地局から受信されるダウンリンクのデー
タ通信を要求端末に転送することができる。要求端末と端末装置との間の送信は、Ｄ２Ｄ
通信として実施され得る。送信経路のこの区間、すなわち、要求端末と中継機として動作
する端末装置との間の区間は、メッセージが基地局を通過しないように実施され得る。
【０１０３】
　端末装置の中継機能は、それぞれのデータメッセージに含まれるデジタルデータを修正
することなく、要求端末から受信されたアップリンクのデータメッセージが基地局に転送
されるように実装され得る。端末装置の中継機能は、それぞれのデータメッセージに含ま
れるデジタルデータを修正することなく、基地局から受信されたダウンリンクのデータメ
ッセージが要求端末に転送されるように実装され得る。この場合、メッセージを転送する
とき、トラフィックおよび／またはシグナリングメッセージのデジタルデータコンテンツ
は同一であり得るが、無線パラメータ（例えば周波数帯域など）は依然として異なり得る
。
【０１０４】
　端末装置の中継機能は、端末装置の中継機能がメッセージを転送する前に、ダウンリン
クおよび／またはアップリンクにおいて送信されるデータメッセージまたはシグナリング
メッセージに含まれるデジタルデータの一部が修正されるように実装され得る。説明のた
めに、新しいセル識別子は、リピータとして動作するとき、端末装置によってセットアッ
プされるセルに割り当てられ得る。端末装置の中継機能は、次に、要求端末と基地局との
間でデータメッセージまたはシグナリングメッセージを転送するとき、アップリンクおよ
びダウンリンク通信においてセル識別子をそれぞれ置き換えることができる。すなわち、
端末装置は、依然として中継機として動作する間、要求端末と基地局との間で転送される
メッセージの少なくとも一部のデータを修正することもできる。
【０１０５】
　要求端末と中継機として動作する端末装置との間の送信経路の区間は、Ｕｕインタフェ
ースを介したトラフィックおよびシグナリングの送信を含み得る。中継機として動作する
端末装置と基地局との間の送信経路の区間は、Ｕｕインタフェースを介したデータおよび



(17) JP 2016-531494 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

シグナリングメッセージの送信を含み得る。
【０１０６】
　端末装置の中継機能は、いつでも非有効化され得る。説明のために、中継機能は、基地
局から対応する要求６６を受信すると、非有効化され得る。この場合、端末装置は、基地
局が許可をキャンセルしたことを要求端末に知らせるために、許可キャンセルメッセージ
６７を要求端末に送信することができる。代わりにまたは加えて、要求端末からの要求が
あると、中継機能は、非有効化され得る。
【０１０７】
　中継機への端末装置の移行は、近接サービス（ＰｒｏＳｅ）として実装され得る。近接
ベースのサービスは、選択的に有効にされ得る。近接ベースのサービスは、例えば、図８
を参照してより詳細に説明するように、緊急事態または他の公共安全のシナリオにおいて
中継機能を必要とすることを要求端末が示すかどうかに応じて選択的に有効にされ得る。
代わりにまたは加えて、要求端末に近接して位置する端末装置は、それらがＵＥのための
中継機能を有効化することが可能かどうかを決めるための様々な他の基準のいずれか一つ
を使用することができる。説明のために、ネットワークオペレータ、および／または端末
装置のユーザは、中継機能を有効化するための基準、例えば、中継機能がある特定の組織
または人によって操作される要求端末にのみ提供され得るように、要求端末の識別子に応
じて中継機能を選択的に有効化する、またはサービング基地局の近隣の基地局に障害があ
るときのみ、中継機能を有効化するための基準を指定することができる。いくつかの端末
装置のユーザは、緊急通信または他の公共安全関連の通信を中継することを除いて、それ
ぞれの端末装置が概して中継機として動作しないものとすることを指示する場合もある。
【０１０８】
　図７は、端末装置の中継機能に関連する構成情報を含む一実施形態による端末装置によ
って送信されるメッセージ７０を示す。メッセージ７０は、図４または図５を参照して説
明されるシグナリングで応答４３として送信され得る。メッセージ７０は、ＲＲＣ無線リ
ソース制御（ＲＲＣ）シグナリングメッセージまたは非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリン
グメッセージとすることができる。メッセージ７０は、インターネットプロトコル（ＩＰ
）通信でもよい。
【０１０９】
　メッセージ７０は、メッセージ７０を送信する端末装置の中継機能に各々関連付けられ
ている一つ以上のデータ要素７２－７４を含み得る。データ要素７２－７４は、端末装置
がリピータとして動作するのに適しているかどうかを基地局のカバレージ外に位置する少
なくとも一つの端末装置が決定することを可能にさせる構成情報を形成する。
【０１１０】
　構成情報は、モビリティデータ７２を含み得る。端末装置は、端末装置の移動履歴に基
づいてモビリティデータ７２を決定するように構成され得る。端末装置は、位置の変化を
監視することができ、それに基づいてそのモビリティについての量化子を計算することが
できる。説明のために、端末装置がサービング無線セルを変えた回数は、例えば、平均移
動速度の尺度としてなど、そのモビリティを定量化するために使用され得る。例えば、端
末装置が事前に定義された時間間隔に移動した距離についてのインジケータなど、他のイ
ンジケータが使用されてもよい。モビリティ統計は、通常、多くの端末装置において検出
される。このモビリティ統計は、構成情報に含まれる端末装置モビリティについてのイン
ジケータを生成するために使用され得る。
【０１１１】
　モビリティデータ７２を生成するために、端末装置によってより複雑な技法が使用され
てもよい。説明のために、端末装置の位置または位置の変化が監視され得る。端末装置の
移動速度を監視するために、測位システムおよび／または他の位置、速度または加速度セ
ンサーの信号が評価され得る。平均速度が計算され、モビリティデータ７２として使用さ
れ得る。
【０１１２】
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　代わりにまたは加えて、構成情報は、中継機能に利用可能な端末装置の出力電力を示す
出力電力ケイパビリティインジケータ７３を含み得る。例えば、中継機能に利用可能な出
力電力は、無線通信ネットワークによって構成され得る。端末装置は、その電力供給およ
び／または端末装置において設定されるパラメータに基づいて、出力電力ケイパビリティ
インジケータを決定することができる。出力電力ケイパビリティインジケータは、端末装
置が中継機として動作する他の端末への通信のために中継機能に利用可能な出力電力の上
限または最大値を示し得る。
【０１１３】
　加えてまたは代わりに、構成情報は、構成情報にデータ要素７４として含まれるチャネ
ル品質情報を含み得る。チャネル品質情報は、第１の端末装置の無線チャネル特性に関す
る履歴データを提供し得る。端末装置は、基地局から受信される信号についての受信信号
強度を監視するように構成され、それに基づいてチャネル品質のインジケータを生成する
ことができる。加えてまたは代わりに、例えば信号対雑音比など、受信信号強度以外の品
質インジケータが使用されてもよい。
【０１１４】
　加えてまたは代わりに、構成情報は、構成情報にデータ要素７４として含まれるデータ
ケイパビリティ情報を含み得る。データケイパビリティ情報は、端末装置の利用可能なデ
ータ転送ケイパビリティを示し得る。端末装置は、データケイパビリティ情報を決定する
ために利用可能な帯域幅および／または処理負荷を監視するように構成され得る。
【０１１５】
　加えてまたは代わりに、構成情報は、構成情報にデータ要素７４として含まれる中継容
量情報を含み得る。中継容量情報は、端末装置が通信を中継することが可能な他の端末の
数について示し得る。中継容量情報は、ネットワークオペレータによって端末装置におい
て構成されてもよく、および／または、端末装置に記憶され得る、事前に定義された、一
定の数であってもよい。
【０１１６】
　加えてまたは代わりに、構成情報は、構成情報にデータ要素７４として含まれる端末装
置についての電力供給インジケータを含み得る。端末装置は、電力供給インジケータを生
成するために、バッテリレベルを監視することができる。
【０１１７】
　代わりのまたは追加のデータ要素が構成情報に含まれていてもよい。
【０１１８】
　メッセージ７０は、さらなる情報を含んでいてもよい。メッセージ７０は、メッセージ
７０を送信する端末装置のための一意の識別子を含み得るアドレス情報７１を含み得る。
メッセージ７０は、メッセージ７０が送信される無線通信ネットワークのカバレージ外に
位置する少なくとも一つのＰｒｏＳｅ可能なＵＥの識別子を含み得る。
【０１１９】
　図８は、一実施形態による端末装置３を有する通信システムのアーキテクチャを示す。
少なくとも一つの他の端末２は、端末装置３に中継機として動作を開始するよう要求する
。端末装置３および少なくとも一つの他の端末２は、それぞれＰｒｏＳｅ可能なＵＥでも
よい。Ｅ－ＵＴＲＡＮのｅＮｏｄｅＢは、ドナーｅＮｏｄｅＢ（ＤｅＮＢ）８１として動
作し得る。
【０１２０】
　端末装置３は、一つ以上の物理的なセル識別子が割り当てられている可能性がある。一
つ以上の物理的なセル識別子は、ＤｅＮＢまたは無線通信ネットワークの別のノードによ
って割り当てられ得る。端末装置３は、それ自体の同期信号およびシステム情報をブロー
ドキャストすることができる。端末装置３は、端末装置３とＤｅＮＢ８１との間のＵｎイ
ンタフェース上でのアップリンクおよびダウンリンク送信のスケジューリングも担い得る
。端末装置３は、それによって、ＤｅＮＢ８１の無線セルのカバレージ外に位置する間に
、少なくとも一つの他の端末２が接続される、それ自体の無線セルをセットアップするこ
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とができる。
【０１２１】
　ＤｅＮＢ８１は、中継機として動作する端末装置３を制御することができる。ＤｅＮＢ
は、例えば、図６を参照して説明されるように、端末装置３の中継機能を構成することが
できる。
【０１２２】
　端末装置３と少なくとも一つの他の端末２との間のトラフィックおよびシグナリングは
、Ｕｕインタフェースを介して送信され得る。端末装置３とＤｅＮＢとの間のトラフィッ
クおよびシグナリングは、Ｕｎインタフェースを介して送信され得る。Ｕｎインタフェー
スおよびＵｕインタフェースは、同じ搬送波周波数を使用することができ、または異なる
搬送波周波数を使用してもよい。
【０１２３】
　ＤｅＮＢ８１と端末装置３との間のＸ２インタフェースは、端末装置３と別の基地局と
の間のハンドオーバをサポートすることができる。Ｘ２インタフェースは、データおよび
シグナリングメッセージをトランスポートするためにＵｎインタフェースを使用すること
ができる。ＤｅＮＢ８１は、Ｘ２インタフェースを介してデータおよびシグナリングメッ
セージを別のｅＮｏｄｅＢ（図示せず）に送信することができる。
【０１２４】
　Ｓ１インタフェースは、端末装置３の中継機能が発展型パケットコア（ＥＰＣ）８２の
サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）８４および／またはモビリティ管理エンティティ（
ＭＭＥ）８３と直接通信することを可能にさせる。ＭＭＥ８３と端末装置３との間のシグ
ナリングのために、Ｓ１－ＭＭＥインタフェースが使用され得る。データメッセージのた
めに、Ｓ１－Ｕインタフェースが使用され得る。
【０１２５】
　Ｓ１１インタフェースは、ＭＭＥ８３が、Ｓ－ＧＷと同じ方法でそれを処理することに
よって、ＤｅＮＢ８１内にＳ１トンネル機能を構成することを可能にさせる。
【０１２６】
　すべてのインタフェースは、３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８０６に従って構成され得る。説
明のために、すべてのインタフェースは、3GPP　TR　V9.0.0　(2010-03)　entitled　"3r
d　Generation　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Radio　Ac
cess　Network;　Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　(E-UTRA);　Relay
　architectures　for　E-UTRA　(LTE-Advanced)　(Release　9)"に従って構成され得る
。
【０１２７】
　図９は、一実施形態による端末装置によって実行され得る方法９０のフローチャートで
ある。端末装置は、図１～図８を参照して説明される構成のうちのいずれか一つを有し得
る。この方法は、少なくとも一つの他の端末に端末装置の中継機能に関連する構成情報を
知らせるために実行され得る。
【０１２８】
　９１で、端末装置は、少なくとも一つの他の端末から情報要求を受信する。少なくとも
一つの他の端末は、端末装置および少なくとも一つの他の端末が近接基準を満たすように
、端末装置に十分に近くてよい。
【０１２９】
　９２で、端末装置は、緊急通信についてのインジケータが少なくとも一つの他の端末か
ら受信される情報要求に含まれるかどうかを決定する。緊急通信についてのインジケータ
が含まれる場合、この方法は、中継機能に関連する構成情報を含むメッセージのためのデ
ータ要素を生成するために、ステップ９５に進む。さもなければ、この方法は、ステップ
９３に進み得る。
【０１３０】
　９３で、端末装置は、それが任意の他の理由のためにその中継機能を有効化することが
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できるかどうかを決定することができる。説明のために、端末装置は、端末装置のメモリ
に記憶されたユーザ選好に基づいて、および／またはネットワークオペレータによって定
義された設定に基づいて、それが非緊急通信のための中継機として動作することができる
かどうかを決定することができる。端末装置は、端末装置のメモリに記憶されたユーザ選
好に基づいて、ネットワークオペレータによって定義された設定に基づいて、またはユー
ザ入力に基づいて、少なくとも一つの他の端末のためにその中継機能を有効化することが
できる状態が満たされるかどうかも決定することができる。少なくとも一つの他の端末の
ためにその中継機能を有効化させることができないと端末装置が決定した場合、方法はス
テップ９４に進む。９４で、メッセージが生成され、少なくとも一つの他の端末に送信さ
れ得る。９４のメッセージは、端末装置が少なくとも一つの他の端末のための中継機とし
て動作することができないことを示し得る。少なくとも一つの他の端末のためにその中継
機能を有効化させることができると端末装置が決定した場合、方法はステップ９５に進む
。
【０１３１】
　９５で、中継機能に関連する構成情報のデータ要素が生成される。データ要素は、図１
～図８を参照して説明されるデータ要素のうちの任意の一つまたは任意の組合せを含み得
る。端末装置は、例えば、端末装置の移動に関するデータおよび／または出力電力ケイパ
ビリティおよび／または電力供給を連続的または断続的に収集することができ、それに基
づいて９５でデータ要素を生成することができる。ステップ９１での要求が受信される前
であっても、９５において構成情報のデータ要素を生成するために、評価されるデータの
収集が開始されてもよい。説明のために、端末装置は、基地局から受信される信号につい
ての受信信号強度を監視し、それに基づいてネットワークカバレージ品質のインジケータ
を生成することができる。端末装置は、位置の変化を監視することができ、それに基づい
てそのモビリティについての量化子を計算することができる。端末装置は、電力供給イン
ジケータを生成するために、バッテリレベルを監視することができる。
【０１３２】
　９６で、構成情報が生成される。構成情報は、９５で生成される、中継機能に関する一
つ以上のデータ要素を含む。構成情報は、端末装置が中継機として動作するのに適してい
るかどうかを少なくとも一つの他の端末が決定することを可能にさせる一つ以上のデータ
要素を含み得る。
【０１３３】
　９７で、端末装置は、９１において、要求が少なくとも一つの他の端末から受信され、
その少なくとも一つの他の端末にメッセージを送信する。メッセージは、中継機能に関連
する構成情報を含む。
【０１３４】
　端末装置が中継機として動作するために選択される場合、ステップ９８－１００がその
後実行され得る。９８で、端末装置は、他の端末から中継移行要求を受信する。９９で、
端末装置は、その中継機能のための有効化手順を開始する。１００で、端末装置は、基地
局と他の端末との間でのデータメッセージおよび／またはシグナリングメッセージの中継
を開始する。
【０１３５】
　図１０は、一実施形態による端末装置の機能ブロック図である。一実施形態による端末
装置３の処理装置２９によって様々な機能が実行され得る。一実施形態による端末装置に
おいて様々な機能のすべてが実装される必要があるというわけではない。
【０１３６】
　端末装置３の処理装置２９は、構成情報生成機能１１１を実行するように構成され得る
。構成情報生成機能１１１は、受信データのための処理経路１２２で構成情報の要求を受
信したことへの応答として実行され得る。構成情報生成機能１１１は、中継機能に関連す
る構成情報を含むメッセージを送信するために、送信データのための処理経路１２１を制
御する。メッセージは、端末装置３がデータおよびシグナリングメッセージを中継するた
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めの中継機に移行することができるかどうかを示す、端末装置３のリピータケイパビリテ
ィに関する情報を含むために生成され得る。
【０１３７】
　端末装置３の処理装置２９は、端末装置３についての構成情報を含むようにメッセージ
を生成するように構成される。処理装置２９は、構成情報のデータ要素を生成するための
機能を実行することができる。
【０１３８】
　説明のために、中継機能の出力電力ケイパビリティを決定するための機能１１２が実行
され得る。機能１１２は、ＤｅＮＢによって設定される中継機能の構成設定に基づいて、
出力電力ケイパビリティを決定することができる。
【０１３９】
　代わりにまたは加えて、モビリティを監視するための機能１１３が実行され得る。モビ
リティ監視のための機能１１３は、サービング無線セル、動きパターン、または端末装置
３のモビリティを示す他の量の変化を追跡することができる。モビリティ監視のための機
能１１３は、モビリティ統計を収集することができる。
【０１４０】
　代わりにまたは加えて、バッテリレベルを検出するための機能１１４が実行され得る。
機能１１４は、中継機能が有効化される場合、利用可能な電力供給に関して制限があるか
どうかを決定するように動作可能であり得る。
【０１４１】
　代わりにまたは加えて、チャネル品質を監視するための機能１１５が実行され得る。機
能１１５は、無線アクセスネットワークから受信されたデータメッセージおよび／または
シグナリングメッセージの受信信号強度または信号対雑音比を監視することができる。
【０１４２】
　代わりにまたは加えて、データケイパビリティを決定するための機能１１６が実行され
得る。機能１１６は、利用可能な帯域幅の履歴データに基づいて、および／またはＤｅＮ
Ｂによって設定される中継機能の構成設定に基づいて、データケイパビリティを決定する
ことができる。
【０１４３】
　代わりにまたは加えて、中継容量を決定するための機能１１７が実行され得る。中継容
量は、端末装置が中継を同時に実行することができる他の端末の数を示し得る。機能１１
７は、記憶装置に記憶された情報に基づいて、またはＤｅＮＢによって設定される中継機
能の構成設定に基づいて中継容量を決定することができる。
【０１４４】
　処理デバイス２９は、中継機能のための有効化手順１１８を実行することができる。有
効化手順１１８は、端末装置３がリピータ中継機として動作を開始するための許可を基地
局に要求することを含み得る。処理装置２９は、中継機能１１９を実行するように構成さ
れ得る。中継機能１１９は、アップリンクおよびダウンリンクにおいて少なくとも一つの
他の端末装置と基地局との間でデータメッセージまたはシグナリングメッセージを転送す
るように動作可能であり得る。中継機能は、例えば装置またはセル識別子を送信または受
信するための識別子など、メッセージに含まれる制御データの一部を修正するように動作
可能であり得る。
【０１４５】
　実施形態のいずれか一つにおいて、端末装置は、無線通信ネットワークのカバレージ外
にある少なくとも一つの他の端末が中継機に移行にされる端末装置を介して通信経路を確
立することを望むときだけでなく、構成情報を含むメッセージを送信することができる。
端末装置は、端末装置が少なくとも一つの他の端末装置が無線アクセスネットワークとす
でに通信している中継機よりも適した中継機であり得るかどうかを少なくとも一つの他の
端末装置が決定することを可能にさせるための構成情報を含むメッセージを送信すること
ができる。
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【０１４６】
　中継接続が失われると、端末装置によって送信される構成情報が使用されてもよい。こ
れは、中継機として動作する端末装置のモビリティおよび／または中継機として端末装置
を使用する少なくとも一つの他の端末のモビリティのために起こり得る。
【０１４７】
　中継接続が失われると、基地局のカバレージ外に位置する少なくとも一つの他の端末は
、中継機に移行することができる新しい端末装置を識別するために中継機能をそれぞれ有
する端末装置から以前受信された構成情報を使用することができる。基地局のカバレージ
外に位置する少なくとも一つの他の端末は、少なくとも一つの他の端末が中継機に移行す
ることができる新しい端末装置を識別することを可能にさせるために、それぞれの端末の
中継機能に関連する構成情報を再度送信するように、候補の中継機である端末装置に要求
することもできる。
【０１４８】
　基地局のカバレージ外に位置する少なくとも一つの他の端末は、様々な基準のいずれか
一つに応じて、それが古い構成情報を使用すべきか、または中継接続の紛失の後更新され
た構成情報の送信を要求すべきかを決定することができる。基準は、構成情報が以前送信
されてから経過した期間、中継機を必要とする少なくとも一つの他の端末のモビリティ、
および／または候補の中継機である端末装置のモビリティのうちの一つ以上、またはその
組合せを含み得る。
【０１４９】
　実施形態による通信システムの端末装置および／または基地局は、端末装置が中継機と
して動作する間に少なくとも一つの他の端末が無線通信ネットワークの基地局のカバレー
ジエリアに移動するとき、ハンドオーバ手順を実行するように構成され得る。端末装置を
制御する基地局は、中継を非有効化し、ハンドオーバ手順を実行することを決めることが
できる。ハンドオーバ手順は、端末装置が中継機として動作した少なくとも一つの他の端
末が、無線通信ネットワークの同じ基地局または別の基地局との直接通信を続けるように
実行され得る。
【０１５０】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきた。様々な実施形態のうちの任
意の一つにおいて、端末装置にリピータ中継機に移行させるための手順は、近接ベースの
サービスとして実施され得る。識別に関与するシグナリングおよび端末装置の選択は、端
末装置と無線通信ネットワークの基地局を通過しない少なくとも一つの他の端末との間の
直接通信として実行され得る。
【０１５１】
　様々な実施形態のうちの任意の一つにおいて、中継機能に関連する構成情報の送信を含
むシグナリングは、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）層モデルの第１層、第２層、ま
たは第３層において実施され得る。構成情報を含むメッセージの送信は、ＯＳＩ層モデル
の第１層、第２層、または第３層において実施され得る。構成情報を含むメッセージの送
信は、ＯＳＩ層モデルの第１層、第２層、または第３層においてＤ２Ｄシグナリングとし
て実施され得る。
【０１５２】
　様々な実施形態のうちの任意の一つにおいて、中継機として動作するのに適した端末装
置を識別するために使用されるシグナリングは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークカバレージ
内にない状態で実行され得る。
【０１５３】
　他の実施形態において修正または変更が実施されてもよい。説明のために、追加の情報
が、端末装置によって受信され、端末装置に構成情報を含むメッセージを送信させる情報
要求に含まれ得る。追加の情報は、端末装置の中継機能が必要とされる通信についての帯
域幅要件を示し得る。追加の情報は、端末装置の中継機能が必要とされるサービスのタイ
プを示し得る。
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【０１５４】
　さらなる説明のために、構成情報を含むメッセージは、専用のシグナリングメッセージ
として、例えば、ＰｒｏＳｅ１対１通信として、少なくとも一つの端末の各端末に送信さ
れ得るが、リピータ情報要求は、例えばＰｒｏＳｅ１対多通信として、ブロードキャスト
またはマルチキャストメッセージとして送信されてもよい。Ｄ２Ｄ発見は、省略されても
よい。
【０１５５】
　さらなる説明のために、リピータ情報応答における構成情報としての送信に適した典型
的なデータ要素について説明してきたが、代わりにまたは加えて、他の情報が構成情報と
してリピータ情報応答に含まれていてもよい。説明のために、セキュリティ関連の情報が
構成情報に含まれ得る。
【０１５６】
　本発明の実施形態は、基地局のカバレージエリア外に位置する端末がリピータ中継機に
移行するのに適した端末装置を選択するために必要とされる情報を取得することを可能に
させるシグナリングを提供する。

【図１】

【図２】

【図３】
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