
JP 6371391 B2 2018.8.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（2）によるリピータ機能（26、27、116）の有効化を要求する方法であって
、前記ユーザ機器（2）は無線アクセスネットワーク（10）と通信するように構成され、
前記方法は、
　前記ユーザ機器（2）によって、少なくとも1つの端末装置（3-5）のリピータ機能に関
する情報を要求するために少なくとも1つのリピータ情報要求（42、52）を前記少なくと
も1つの端末装置（3-5）に送信すること、を含み、前記少なくとも1つの端末装置（3-5）
は、前記無線アクセスネットワーク（10）と通信するように構成され、前記少なくとも１
つのリピータ情報要求（42、52）は前記リピータ機能が緊急通信のために必要とされるか
どうかを示す指標を含み、さらに前記方法は、
　前記ユーザ機器（2）によって、前記少なくとも1つの端末装置（3-5）から少なくとも1
つのリピータ情報応答（43、53）を受信することと、
　前記ユーザ機器（2）によって、受信された前記少なくとも1つのリピータ情報応答（43
、53）に基づいて前記少なくとも1つの端末装置（3-5）から1つの端末装置（3-5）を選択
することと、
　前記ユーザ機器（2）によって、リピータ機能（26、27、116）の有効化を開始すること
を前記選択された端末装置（3-5）に要求するために、リピータ移行要求（45）を前記選
択された端末装置（3-5）に送信することと、を含む方法。
【請求項２】
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　各リピータ情報応答（43、53）は、それぞれの前記端末装置（3-5）のリピータ機能に
関する情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも1つのリピータ情報応答（43、53）は、リピータ情報応答（43、53）は
前記端末装置（3-5）から受信され、前記端末装置（3-5）の構成情報を含み、
　前記ユーザ機器（2）は、前記端末装置（3-5）を選択するために前記少なくとも1つの
リピータ情報応答（43、53）に含まれる前記構成情報を評価する、請求項１または２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記構成情報は、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対するネットワークカバレッジ品質指標、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する移動性データ、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する出力電力能力指標、および／または
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する電源指標、
　のうち少なくとも1つを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ機器（2）は、前記端末装置（3-5）を選択するために、前記少なくとも1つ
のリピータ情報応答（43、53）に含まれる前記構成情報に基づいて優先順位付けを行う、
請求項３または４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ機器（2）によって、前記少なくとも1つの端末装置（3-5）を発見するため
にデバイス間ディスカバリを行うことをさらに含み、
　前記ユーザ機器（2）は、前記デバイス間ディスカバリにおいて発見された前記少なく
とも1つの端末装置（3-5）に前記少なくとも1つのリピータ情報要求（42、52）を送信す
る、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択された端末装置（3-5）によって、前記リピータ移行要求（45）を受信するこ
とに応答して前記リピータ機能（26、27、116）を有効化することをさらに含む、請求項
１から請求項６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記リピータ機能（26、27、116）を有効化することは、前記選択された端末装置（3-5
）によって、前記リピータ機能（26、27、116）の有効化を許可することを基地局（11）
に要求すること、および前記選択された端末装置（3-5）によって、リピータ機能（26、2
7、116）を有効化する基地局（11）からの許可（62）を受信することを含む、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　無線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（21）と、
　前記無線インタフェース（21）に結合され、前記少なくとも1つの端末装置（3-5）のリ
ピータ機能に関する情報を要求するために前記無線インタフェース（21）を介して少なく
とも1つのリピータ情報要求（42、52）を少なくとも1つの端末装置（3-5）に送信し、前
記少なくとも１つのリピータ情報要求（42、52）は前記リピータ機能が緊急通信のために
必要とされるかどうかを示す指標を含み、
　前記無線インタフェース（21）を介して、少なくとも1つのリピータ情報応答（43、53
）を前記少なくとも1つの端末装置（3-5）から受信し、
　受信された前記少なくとも1つのリピータ情報応答（43、53）に基づいて、前記少なく
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とも1つの端末装置（3-5）から前記1つの端末装置（3-5）を選択し、
　前記無線インタフェース（21）を介して、前記選択された端末装置（3-5）のリピータ
機能（26、27、116）を有効化することを前記選択された端末装置（3-5）に要求するため
に、前記選択された端末装置（3-5）にリピータ移行要求（45）を送信するように構成さ
れる処理装置（25）と、
　を備える、ユーザ機器。
【請求項１０】
　前記処理装置（25）は、各リピータ情報応答（43、53）に基づいて、前記リピータ情報
応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装置（3-5）がリピータとして動
作できるかどうかを判定するように構成される、請求項９に記載のユーザ機器。
【請求項１１】
　前記処理装置（25）は、前記端末装置（3-5）を選択するために前記少なくとも1つのリ
ピータ情報応答（43、53）に含まれる構成情報を評価するように構成される、請求項９ま
たは１０に記載のユーザ機器。
【請求項１２】
　前記構成情報は、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対するネットワークカバレッジ品質指標、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する移動性データ、
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する出力電力能力指標、および／または
　それぞれの前記リピータ情報応答（43、53）が前記端末装置から受信され、前記端末装
置（3-5）に対する電源指標、
　のうち少なくとも1つを含む、請求項１１に記載のユーザ機器。
【請求項１３】
　さらに前記処理装置（25）は、
　前記無線インタフェース（21）を介して、要求ユーザ機器から他のリピータ情報要求を
受信し、
　前記無線インタフェース（21）を介して、前記要求ユーザ機器に他のリピータ情報応答
を送信するように構成される、請求項９から請求項１２のいずれか１項に記載のユーザ機
器。
【請求項１４】
　前記処理装置（25）は、前記他のリピータ情報応答がユーザ機器（2）のリピータ機能
を示す情報および前記ユーザ機器（2）で検出された構成情報を含むように、前記他のリ
ピータ情報応答を生成するように構成される、請求項１３に記載のユーザ機器。
【請求項１５】
　無線アクセスネットワーク（10）と、
　請求項９から請求項１４のいずれか１項に係るユーザ機器（2）と、
　前記無線アクセスネットワーク（10）と通信し、前記ユーザ機器（2）から前記リピー
タ情報要求（42、52）を受信した場合、前記リピータ情報応答（43、53）を送信するよう
に構成された無線インタフェース（28、29）を有する端末装置（3-5）と、
　を備える無線通信ネットワーク。
【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。特に本発明は、無線通信システムの端末装置が
リピータ中継を送信できるようにする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】



(4) JP 6371391 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

　モバイルデータおよび音声の通信の需要は、大幅な成長を証明し続けている。無線通信
システムの例は、セルラーベースの無線通信ネットワークを含む。そのようなネットワー
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、それぞれの無線セルの
カバレッジを提供する基地局を含んでもよい。
【０００３】
　基地局のカバーエリア外に位置する端末装置は、無線通信システムの無線アクセスネッ
トワークと通信できない。無線通信システムのカバレッジを改善するために導入される基
地局の数及び密度は、追加の無線セルを提供するために増加されてもよい。代替的にまた
は付加的に、専用のリピータが設けられてもよい。リピータに関して、ネットワークのカ
バレッジを改善するために、基地局と端末装置との間で送信される信号はリピートされて
もよく、すなわち再度転送または送信されてもよい。専用のリピータは固定して設置され
てもよいし、モバイルデバイスであってもよい。
【０００４】
　リピータの展開により達成可能なカバレッジの拡張に加えて、リピータを使用する他の
理由があってもよい。一つのシナリオは、公共の安全要件に必要な緊急サービスをサポー
トするために、無線通信システムは、動的にネットワークのカバレッジを拡大させること
ができるべきである。したがって、そのような通信システムにおいて、これらの位置がた
とえ境界または通常のネットワークのカバレッジエリア外であっても、特定の位置におけ
るネットワークのカバレッジおよび容量を迅速に拡張することが必要とされ得る。別のシ
ナリオでは、隣接基地局の障害に起因して、無線セルのカバレッジが動的に拡大できるこ
とが必要され得る。いくつかのリピータ候補が利用可能な場合、適切な伝送経路が、無線
アクセスネットワークまたはコアネットワーク内の基地局または制御ノードの制御の下で
特定されてもよい。しかし、このようなアプローチは、低下した柔軟性に悩まされ、およ
び／または無線アクセスネットワーク内のトラフィック負荷を追加する可能性がある。専
用のリピータまたは追加の基地局の展開は、導入およびメンテナンスの両方に関して無線
通信ネットワークのコストを追加する可能性がある。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信システムの無線セルのカバレッジが動的に低コストで拡大されるための技術が
必要とされている。特に、リピータとして動作を開始するデバイスが効率的な方法で特定
されることができるような技術の必要性がある。
【０００６】
　本発明の例示的な実施形態によれば、独立請求項に記載の方法およびユーザ装置が提供
される。従属請求項は、さらなる実施形態を定義する。
【０００７】
　実施形態によれば、ユーザ機器によるリピータ機能の有効化を要求する方法が提供され
る。ユーザ機器は、無線アクセスネットワークと通信するように構成される。この方法に
おいて、ユーザ機器は、少なくとも1つの端末装置のリピータ機能に関する情報を要求す
るために、少なくとも1つのリピータ情報要求を少なくとも1つの端末装置に送信する。少
なくとも1つの端末装置は、無線アクセスネットワークを用いて通信するように構成され
る。ユーザ機器は、少なくとも1つの端末装置から少なくとも1つのリピータ情報応答を受
信する。ユーザ機器は、受信された少なくとも1つのリピータ情報応答に基づいて、少な
くとも1つの端末装置から1つの端末装置を選択する。ユーザ機器は、ユーザ機器と無線ア
クセスネットワークとの間でメッセージを中継するリピータ機能の有効化を開始すること
を選択された端末装置に要求するために、選択された端末装置にリピータ移行要求を送信
する。
【０００８】
　方法において、ユーザ機器は、適切なリピータ候補として端末装置を特定する。選択さ
れた端末装置は、ユーザ機器によってリピータに移行することが要求される。その際、選
択された端末装置は、メッセージを中継するための任意のリピータ機能をまだ実行しない
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。ユーザ機器は、リピータとして動作し始めることを選択された端末装置に動的に要求し
てもよい。選択された端末装置のリピータ機能は、この端末装置がリピータへの移行に適
していると特定された場合のみ選択的に有効化される。
【０００９】
　それぞれのリピータ情報応答は、各端末装置のリピータ機能に関する情報を含んでもよ
い。
【００１０】
　リピータ機能に関する情報は、リピータ情報応答が端末装置から受信され、端末装置が
ユーザ機器に対するリピータとして動作できるか否かを示す少なくとも1ビットを含んで
もよい。
【００１１】
　リピータ情報応答に含まれるリピータ機能に関する情報は、リピータ情報要求が緊急事
態があることを示すかどうかに依存してもよい。
【００１２】
　少なくとも1つのリピータ情報応答は、各端末装置の構成情報を含んでもよい。ユーザ
機器は、端末装置を選択するために少なくとも1つのリピータ情報応答に含まれる構成情
報を評価してもよい。構成情報は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信され
、その端末装置で検出されるデータを含んでもよい。
【００１３】
　構成情報は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信され、その端末装置のネ
ットワークカバレッジ品質指標を含んでもよい。ネットワークカバレッジ品質指標は、そ
れぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信され、その端末装置における受信信号強度
の指標を含んでもよい。
【００１４】
　ユーザ機器は、リピータとして動作する端末装置を選択するとき、より良いネットワー
クカバレッジ品質を報告する端末装置に優先度が付与されるように端末装置を優先順位付
けしてもよい。
【００１５】
　代替的に又は付加的に、構成情報は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信
され、その端末装置の移動性データを含んでもよい。移動性データは、リピータ情報要求
の受信の前の時間間隔においてどのくらい端末装置が静止または移動したのかを定量化し
てもよい。
【００１６】
　ユーザ機器は、リピータとして動作する端末装置を選択するとき、高い移動度を報告す
る端末装置よりも低い移動度を報告する端末装置を優先してもよい。
【００１７】
　代替的に又は付加的に、構成情報は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信
され、その端末装置の出力電力能力指標を含んでもよい。
【００１８】
　ユーザ機器は、リピータとして動作する端末装置を選択するとき、より高い出力電力で
送信できることを報告する端末装置を優先してもよい。
【００１９】
　代替的に又は付加的に、構成情報は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信
され、その端末装置の電源指標を含んでもよい。電源指標は、それぞれのリピータ情報応
答が端末装置から受信され、その端末装置のバッテリレベルを反映してもよい。
【００２０】
　ユーザ機器は、リピータとして動作する端末装置を選択するとき、それがより低い電源
を有することを報告する端末装置よりもより高い電源を有することを報告する端末装置を
優先してもよい。
【００２１】
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　ユーザ機器は、端末装置を選択するために、少なくとも1つのリピータ情報応答に含ま
れる構成情報に基づいて優先順位付けを行ってもよい。
【００２２】
　ユーザ機器は、ユーザインタフェースを有してもよい。少なくとも1つの優先順位のパ
ラメータがユーザインタフェースを介してユーザによって設定されてもよい。
【００２３】
　ユーザ機器は、少なくとも1つの端末装置を発見するために、デバイス間ディスカバリ
を実行してもよい。ユーザ機器は、デバイス間ディスカバリにおいて発見される少なくと
も1つの端末装置に少なくとも1つのリピータ情報要求を送信してもよい。
【００２４】
　リピータ情報要求およびリピータ移行要求は、デバイス間通信を介して送信されてもよ
い。リピータ情報要求およびリピータ移行要求は、基地局に送信されることなしに、また
は無線アクセスネットワークを経由せずに、ユーザ機器と端末装置との間で直接送信され
てもよい。
【００２５】
　選択された端末装置は、リピータ移行要求の受信に応答してリピータ機能を有効化して
もよい。
【００２６】
　選択された端末によるリピータ機能の有効化は、選択された端末装置によって、基地局
にリピータ機能の有効化を許可することを要求することを含んでもよい。選択された端末
によるリピータ機能の有効化は、選択された端末装置によって、リピータ機能を有効化す
るために基地局から許可を受信することを含んでもよい。
【００２７】
　選択された端末装置は、選択された端末装置のリピータ機能が有効であるとき、リピー
タとして動作し始めてもよく、ユーザ機器と無線アクセスネットワークの基地局との間で
メッセージを中継してもよい。メッセージは、データメッセージを含んでもよい。メッセ
ージは、シグナリングメッセージを含んでもよい。
【００２８】
　ユーザ機器は複数の端末装置にリピータ情報要求を送信してもよい。ユーザ機器は、複
数の端末装置の各端末装置からリピータ情報応答を受信してもよい。ユーザ機器は、一つ
の選択された端末装置のみに、すなわちひとつの端末装置に、リピータ移行要求を送信し
てもよい。
【００２９】
　１以上の端末装置が選択されてもよい。ユーザ機器は、いくつかの選択された端末装置
にリピータ移行要求を送信してもよい。
【００３０】
　ユーザ機器は、リピータ機能が緊急通信のために必要とされるかどうかを示すためにリ
ピータ情報要求に指標を含めてもよい。
【００３１】
　ユーザ機器は、ユーザが通信が緊急に必要とされるかどうかを示せるようにするユーザ
インタフェースを有してもよく、ユーザ機器は、ユーザ入力に基づいて、リピータ情報要
求に緊急通信用の指標を選択的に含めてもよい。
【００３２】
　少なくとも1つの端末装置は、緊急用の指標がリピータ情報要求に含まれているかどう
かを判定してもよい。少なくとも1つの端末装置は、リピータ情報要求が緊急のための指
標を有するかどうかに応じてリピータ情報応答を生成してもよい。
【００３３】
　無線アクセスネットワークは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（E-
UTRAN）であってもよい。
【００３４】
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　実施形態によれば、ユーザ機器が提供される。ユーザ機器は、無線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備える。ユ
ーザ機器は、無線インタフェースに結合される処理装置を備える。処理装置は、少なくと
も1つの端末装置のリピータ機能に関する情報を要求するために少なくとも1つのリピータ
情報要求を少なくとも1つの端末装置に無線インタフェースを介して送信するように構成
される。処理装置は、無線インタフェースを介して、少なくとも1つのリピータ情報応答
を少なくとも1つの端末装置から受信するように構成される。処理装置は、受信された少
なくとも1つのリピータ情報応答に基づいて、少なくとも1つの端末装置から1つの端末装
置を選択するように構成される。処理装置は、無線インタフェースを介して、選択された
端末装置のリピータ機能を有効化することを選択された端末装置に要求するために、選択
された端末装置にリピータ移行要求を送信するように構成される。
【００３５】
　処理装置は、各リピータ情報応答に基づいて、各端末装置がリピータとして動作できる
かどうかを判定するように構成されてもよい。
【００３６】
　処理装置は、端末装置を選択するために少なくとも1つのリピータ情報応答に含まれる
構成情報を評価するように構成されてもよい。
【００３７】
　処理装置は、端末装置を選択するために選択アルゴリズムを実行してもよい。
【００３８】
　ユーザ機器は、ユーザインタフェースを有してもよい。処理装置は、ユーザインタフェ
ースにおいて受信された入力に応答して、選択アルゴリズムを設定または再設定するよう
に構成されてもよい。
【００３９】
　処理装置は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受信され、その端末装置のネ
ットワークカバレッジ品質指標を含む構成情報に基づいて、端末装置を選択するように構
成されてもよい。
【００４０】
　代替的にまたは付加的に、処理装置は、各リピータ情報応答が受信される前記端末装置
に対する移動性データに基づいて、端末装置を選択するように構成されてもよい。
【００４１】
　代替的にまたは付加的に、処理装置は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受
信され、その端末装置に対する出力電力能力指標に基づいて、端末装置を選択するように
構成されてもよい。
【００４２】
　代替的にまたは付加的に、処理装置は、それぞれのリピータ情報応答が端末装置から受
信され、その端末装置に対する電源指標に基づいて、端末装置を選択するように構成され
てもよい。
【００４３】
　ユーザ機器は、端末装置においてリピータ機能の有効化を要求する要求装置として動作
するだけでなく、ユーザ機器自身がリピータ候補であってもよい。処理装置は、無線イン
タフェースを介して要求ユーザ機器から他のリピータ情報要求を受信し、無線インタフェ
ースを介して要求ユーザ機器に他のリピータ情報応答を送信するように構成される。
【００４４】
　処理装置は、他のリピータ情報応答がユーザ機器のリピータ機能を示す情報およびユー
ザ機器で検出された構成情報を含むように、他のリピータ情報応答を生成するように構成
される。
【００４５】
　処理装置は、構成情報が、ユーザ機器に対するネットワークのカバレッジ品質指標、ユ
ーザ機器に対する移動性データ、ユーザ機器の出力電力能力指標、および/またはユーザ
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機器の電源指標のうち少なくとも1つを含むように他のリピータ情報応答を生成するよう
に構成されてもよい。
【００４６】
　無線インタフェースは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（E-UTRAN
）無線インタフェースで通信するために構成されてもよい。
【００４７】
　ユーザ機器は、実施形態による方法を実行するように構成されてもよい。
【００４８】
　別の実施形態によれば、ユーザ機器が提供される。ユーザ機器は、無線通信ネットワー
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備える
。ユーザ機器は、無線インタフェースに結合される処理装置を備える。処理装置は、無線
インタフェースを介して、要求ユーザ機器からリピータ情報要求を受信し、無線インタフ
ェースを介して、要求ユーザ機器にリピータ情報応答を送信するように構成される。
【００４９】
　処理装置は、リピータ情報応答がユーザ機器がリピータとして動作できるかどうかを示
すように、リピータ情報応答を生成するように構成されてもよい。
【００５０】
　処理装置は、緊急通信のための指標がリピータ情報要求に含まれているかどうかを判定
するように構成され、リピータ情報要求が緊急の指標を含むかどうかに依存してリピータ
情報応答においてリピータ機能のための指標を設定してもよい。
【００５１】
　処理装置は、リピータ情報応答がユーザ機器で検出される構成情報を含むように、リピ
ータ情報応答を生成するように構成されてもよい。
【００５２】
　別の実施形態によれば、通信システムが提供される。通信システムは、無線アクセスネ
ットワークを含む。通信システムは、本実施形態に係るユーザ機器を含む。通信システム
は、ユーザ機器からリピータ情報要求を受信する場合、無線アクセスネットワークと通信
し、リピータ情報応答を送信するように構成される無線インタフェースを有する端末装置
を備える。
【００５３】
　通信システムは、実施形態による方法を実行するように構成されてもよい。
【００５４】
　実施形態による方法、装置及びシステムにおいて、ユーザ機器と端末装置との間のシグ
ナリングは、デバイス間通信として実装されてもよい。
【００５５】
　実施形態による方法、装置及びシステムにおいて、有効化されるリピータ機能を備える
端末装置は、基地局とユーザ機器との間の任意の方向に情報を中継または転送する機能を
有するユニットであってもよい。リピータ機能は、任意のプロトコル層に適用されてもよ
い。リピータ機能は、物理層に実装されてもよい。端末装置において有効化されるリピー
タ機能は、物理層の信号転送を実行するように動作してもよい。
【００５６】
　リピータ機能は、開放型システム間相互接続（OSI）階層モデルの第２層、３層または
より上位層で実装されてもよい。端末装置で有効化されてもよいリピータ機能は、OSI層
モデルのより高いプロトコル層に適用されるリピータ機能に対する情報のデコード／エン
コードおよび／または変調／復調を実行するように動作してもよい。様々な実施形態によ
る方法、装置及びシステムは、無線通信システムにおいて本端末装置をリピータに転換す
る目的のために、ユーザ機器に端末装置候補を特定できるようにするシグナリングを提供
する。
【００５７】
　上記の概要および以下の詳細な説明に記載された特定の特徴は、本発明の特定の実施形
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態および態様の文脈で説明されるが、特に注記がない限り、実施形態および態様の特徴は
、互いに組み合わされてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
　本発明の実施形態は図面を参照してより詳細に説明される。
【図１】図1は、本実施形態に係る通信システムを示す。
【図２】図2は、端末装置がリピータ機能を有効化するための候補として特定される図1の
通信システムを示す。
【図３】図3は、本実施形態に係る方法のフローチャートである。
【図４】図4は、本実施形態に係る方法におけるシグナリングを示す図である。
【図５】図5は、本実施形態に係る方法におけるシグナリングを示す図である。
【図６】図6は、本実施形態に係るリピータ機能の有効化を要求する方法のフローチャー
トである。
【図７】図7は、本実施形態に係る通信システムの端末装置によって行われる手順を示す
フローチャートである。
【図８】図8は、本実施形態に係るユーザ機器の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下では、本発明の例示的な実施形態がより詳細に説明される。特に注記がない限り、
本明細書に記載の種々の例示的な実施形態の特徴は、互いに組み合わせることができるこ
とが理解されるであろう。同一または類似の参照符号は、同一または類似の構成要素を示
す。
【００６０】
　図1は、本実施形態に係る通信システム1を示す。通信システム1は、セルラー無線通信
システムとして構成される。通信システム1は、複数の基地局を含んでもよい。基地局の1
つは、図1の基地局11として示される。基地局は、無線通信を介して、またはオペレータ
のコアネットワークを介して互いに通信してもよい。通信ネットワークは、ロングターム
エボリューション（LTE）ネットワークであってもよい。通信ネットワークの無線アクセ
スネットワーク（RAN）は、進化されたノードB（eNodeB）である基地局11を有する進化さ
れたUTRAN（E-UTRAN）であってもよい。基地局11は、コアネットワーク内の移動性管理機
器（MME）及び／又はサービングゲートウェイ（S-GW）に接続されてもよい。
【００６１】
　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と直接的に通信できる無
線セル9を提供する。端末装置3、4はそれぞれ、E-UTRANと通信するための無線インタフェ
ースを有してもよい。
【００６２】
　ユーザ機器（UE）2は、無線セル9の外に、すなわち基地局11のサービスエリア外に位置
する可能性がある。ユーザ機器2はまた、E-UTRANまたは他のRANとの通信のために構成さ
れた無線インタフェースを有してもよい。しかし、図１で示されるようにユーザ機器2が
無線セル9の外側に配置される場合、ユーザ機器2は直接基地局11と通信できない。しかし
他の端末装置5は、無線セル9の外側に位置してもよい。
【００６３】
　用語「端末」は、リピータの候補である端末装置3、4、5を指すために本明細書で使用
されるが、以下でより詳細に説明され、理解されるように、端末装置3、4及び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デバイスであってもよい。ユー
ザ機器2と端末装置3、4および5の両方はそれぞれ、エンドユーザが操作するハンドヘルド
デバイスまたは他の機器として構成されてもよい。特に、端末装置3、4及び5はまた、3GP
P　LTEで定義されるようなユーザ機器であってもよい。用語「端末装置」は、一般的に、
UE2からリピータ情報要求を受信する装置を指すために本明細書で使用され、理解される
ように、UE2と端末装置3、4および5は、同一の構成を有していてもよい。UE2と端末装置3
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、4および5は、それぞれ、ハンドヘルド電話、パーソナルデジタルアシスタント、モバイ
ル通信アダプタを備えるコンピューティングデバイス、モバイル通信インタフェースを有
するマシン、またはその他の多種多様な装置のいずれかが実装される移動通信端末であっ
てもよい。
【００６４】
　UE2は、UE2に近接して位置する端末装置3－5と直接通信するように構成される。対応す
るデバイス間（D2D）通信6、7は、一般的に、無線通信ネットワークのいずれかの基地局
を介して送信される必要はない。以下でより詳細に説明されるように、UE2は、UE2と基地
局11との間でメッセージを中継するリピータとして動作を開始するのに適している端末装
置3－5のいずれかを選択するためにD2D通信を行ってもよい。UE2は、リピータとして動作
することを開始するように選択された端末装置に要求してもよい。その前に、UE2からリ
ピータ情報要求を受信したとき、それぞれの選択された端末装置は、いずれのリピータ機
能も行わない従来の移動通信端末として動作されてもよい。以下でより詳細に説明される
ように、UE2は、リピータ機能のためにUE2に近接して位置する端末装置3－5に問い合わせ
るように構成される。UE2はまた、UE2と基地局2との間のリピータとして動作するための
端末装置の適合性に関する、各端末装置の構成に関する情報を提供することをUE2に近接
して位置する端末装置3－5に要求してもよい。
【００６５】
　用語「リピータ」または本明細書において用いられる「リピータ機能」は、「中継」ま
たは「中継機能」を含むことが理解される。端末で有効化された「リピータ機能」は、物
理層またはより上位のレイヤでの信号またはメッセージの中継または転送を行ってもよい
。
【００６６】
　UE2に近接して位置する端末装置3－5から受信した応答に基づいて、UE2は、選択された
一つの端末装置にリピータ移行要求を送信してもよい。リピータ移行要求は、リピータと
して動作を開始するため、すなわちリピータ中継機に移行するために有効化手順を実行す
ることを選択された端末装置にトリガしてもよい。
【００６７】
　図2は、本実施形態に係る通信システム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に接続される。例示のために、eノードB
として実装される基地局11に関して、ノード12は、MME又はS-GWとして実装されてもよい
。
【００６８】
　UE2は、無線インタフェース21を有している。無線インタフェース21は、RAN10と通信す
るように構成されてもよい。無線インタフェース21は、E-UTRA無線インタフェースを介し
て通信するように構成されてもよい。
【００６９】
　UE2は、無線インタフェース21に接続される処理装置25を有する。処理装置25は、1つま
たは複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のマイクロコントローラ、1つまたは複数
のプロセッサ、1つまたは複数のコントローラ、1つまたは複数の特定用途向け集積回路（
ASICs）及び／またはそのようなデバイスの組み合わせを含んでもよい。処理装置25は、
少なくとも1つのUE2の近傍に位置する端末装置3、4を検出するために、無線インタフェー
ス21を制御するように構成されてもよい。処理装置25は、アンテナ22を介して少なくとも
1つの端末装置3、4にリピータ情報要求を送信するために、無線インタフェース21の送信
経路24を制御するように構成されてもよい。処理装置25は、少なくとも1つの端末装置3、
4から受信したリピータ情報応答を処理するために、無線インタフェース21の受信経路23
に接続されてもよい。処理装置25は、リピータ情報応答が受信された端末装置3、4を選択
するように構成されてもよい。処理装置25は、リピータとして動作する端末装置3、4を選
択するための選択メカニズムを実行してもよい。処理装置25は、選択された端末装置にリ
ピータ移行要求を送信するために、送信経路24を制御するように構成されてもよい。
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【００７０】
　それぞれの端末装置3、4は、RAN10と通信するように構成される無線インタフェース28
、29を有する。端末装置3、4の無線インタフェース28、29は、E-UTRA無線インタフェース
を介した通信のために構成されてもよい。
【００７１】
　端末装置3は、選択的に有効化されるリピータ機能26を有する。リピータ機能26が有効
化される場合、端末装置3は、UE2と基地局11との間のメッセージを中継するリピータとし
て動作してもよい。アップリンクでは、端末装置3は、UE2からメッセージを受信し、基地
局11にメッセージを再送信してもよい。ダウンリンクでは、端末装置3は、基地局11から
他のメッセージを受信し、UE2にメッセージを再送信してもよい。リピータ機能26は、基
地局11からの要求またはUE2からの要求に応じて無効化されてもよい。同様に、端末装置4
は、選択的に有効化されるリピータ機能27を有する。
【００７２】
　以下で図3から図8を参照してより詳細に説明されるように、UE2は、UE2がリピータに移
行するのに適している端末装置を特定できるようにシグナリングを行う。UE2は、RAN10に
よるネットワークカバレッジ、端末装置の出力電力能力、及び／または端末装置の移動度
の一つまたはいくつかを考慮して、リピータとして動作を開始するために最も適している
複数の端末装置のうちの1つを選択してもよい。UE2は、選択的に、そのリピータ機能を有
効にすることを選択された端末装置に要求してもよいが、他の端末装置のリピータ機能が
利用できないことが継続するかもしれない。リピータ中継機に移行する端末装置を選択す
るために使用されるUE2および端末装置の間のシグナリングは、通信ネットワークを経由
しない直接通信として実装されてもよい。
【００７３】
　UE2とUE2に近接して位置される端末装置間のD2D通信は、3GPP　TS22.278に記載されて
いるように実施されてもよい。例示のために、D2DディスカバリおよびD2D通信は、「第3
世代パートナーシッププロジェクト」、「技術仕様グループサービスおよびシステムアス
ペクト」、「進化型パケットシステム（EPS）のためのサービス要件（リリース12）」」
と題される、3GPP　TS22.278　V12.2.0（2013－03）で説明されるように実装されてもよ
い。D2D通信は、端末装置を選択し、選択されたリピータにおけるリピータ機能の有効化
を要求するために、UEによって実行されるシグナリングのために使用されてもよい。
【００７４】
　UE2とUE2に近接して位置される端末装置間のD2D通信は、3GPP　TRS22.803に記載されて
いるように実施されてもよい。例示のために、D2DディスカバリおよびD2D通信は、「第3
世代パートナーシッププロジェクト」、「技術仕様グループサービスおよびシステムアス
ペクト」、「プロキシミティサービス（ProSe）のためのフィージビリティスタディ（リ
リース12）」」と題される、3GPP　TR22.803 V12.1.0(2013－03）で説明されるように実
装されてもよい。D2D通信は、端末装置を選択し、選択されたリピータにおけるリピータ
機能の有効化を要求するために、UEによって実行されるシグナリングのために使用されて
もよい。
【００７５】
　以下で図3から図8を参照して、このシグナリングの実装は説明される。D2D通信はまた
、リピータ機能が有効化された後、UE2及び選択された端末装置との間でメッセージを中
継するために使用されてもよい。
【００７６】
　D2D通信は、RAN10、例えばE-UTRAN、と通信するように構成されるUEの無線インタフェ
ースを介して行われてもよい。D2D通信は、RAN10、例えばE-UTRAN、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行われてもよい。他の実装では、端末装
置においてリピータ機能を有効化するために使用されるシグナリングの少なくともいくつ
かは、他の無線インタフェースを介して行われてもよい。
【００７７】
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　図3は、実施例による方法30のフローチャートである。方法30は、実施形態に従うUEに
よってまたは実施の形態に従う通信システムによって実行されてもよい。
【００７８】
　31において、UEの近接に配置された少なくとも1つの端末装置が発見される。ステップ3
1での発見において行われるシグナリングは、D2D通信として実装されてもよい。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せ
ずに、直接UEと端末装置との間で送信されてもよい。ステップ31での発見は、UE2から所
定の距離範囲内に位置する端末装置を識別するために少なくとも使用されてもよい。ステ
ップ31での発見は、事前に定義された安定性基準を満たす、UE2において信号強度を提示
する、RANを介さないUE2とのD2D通信において、少なくとも端末装置を識別するために使
用されてもよい。例示のため、D2Dディスカバリは、メッセージがRANを介さない場合、安
定した直接通信を確立できる端末装置を識別するために使用されてもよい。
【００７９】
　32において、UE2は、リピータ機能を有効化するために要求される、ステップ31で発見
された端末装置の一つを選択するための手順を実行してもよい。ステップ32での選択は、
端末装置間の優先順位付けを含んでもよい。ステップ32での選択は、選択アルゴリズムを
実行することによって行われてもよい。ステップ32での選択は、端末装置からUE2に送信
される端末装置の情報を使用して、RANの関与なしにUE2で行われてもよい。優先順位付け
および/または選択アルゴリズムは、ユーザによって設定されてもよい。
【００８０】
　例示のため、図4から図７を参照してより詳細に説明されるように、ステップ31で検出
された端末装置は、それらがリピータとして機能できるかどうかをUE2に報告してもよい
。この情報は、本明細書中で「リピータ機能」に関する情報と呼ばれる。
【００８１】
　端末装置のリピータ機能は、様々な状況に依存してもよい。例示のために、端末装置は
、リピータ機能が緊急時に電話を中継するために必要とされる場合、UE2とRANとの間の通
信を中継するリピータ機能を有効化できてもよい。一方、何の緊急事態も存在しない場合
、端末装置はリピータとして動作するために利用できないかもしれない。代替的に又は付
加的に、端末装置は、その電力の残量が低すぎる場合、端末装置はリピータ機能を有して
いないことを示してもよい。代替的に又は付加的に、端末装置でのユーザ設定が端末装置
がリピータとして動作してはならないことを指示する場合、緊急通信を中継する可能性を
除いて、端末装置がリピータ機能を有していないことを端末装置は示してもよい。
【００８２】
　UE2は、それらがリピータ機能を有することを示す1つまたは複数の端末装置を選択して
もよい。
【００８３】
　さらにステップ31で発見された端末装置は、その構成を示す構成情報をUE2に提供して
もよい。構成情報は、UE2とRANとの間で情報を中継するための、各端末装置の適合性に関
連してもよい。構成情報は、1つまたは複数のネットワークカバレッジの品質（例えば端
末装置における受信信号強度）および/または移動度の統計、出力電力能力および/または
電源指標などのような端末に関連する情報を含んでもよい。構成情報は、最適なリピータ
中継機候補である端末装置を選択するためにEU2によって使用されてもよい。例示のため
に、UE2は、端末装置が静止しており、高出力で送信でき、良好な電源を有する場合、端
末装置を適切なリピータとして選択してもよい。端末装置のいずれかが最適なリピータと
して動作するかを判定できるように、受信された構成情報に基づいて、UE2は、選択メカ
ニズム（例えば選択アルゴリズム）を使用してもよい。
【００８４】
　UE2が、UE2に近接して位置する端末装置のリピータ機能及び/又は構成情報に関する情
報を取得するステップ32の段階で、リピータ機能は、ステップ31で発見された端末装置の
全てで非有効化されていてもよい。選択された端末装置は、UE2がリピータ機能および/ま



(13) JP 6371391 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

たは構成情報に関する情報を取得し、端末装置のリピータ機能の有効化手順を開始するこ
とを選択された端末装置のそれぞれに要求した後にのみ、リピータ機能を有効化してもよ
く、リピータとして動作し始めてもよい。
【００８５】
　ステップ33において、UE2は、メッセージを中継するためのリピータとして動作し始め
ることを選択された端末装置に要求する。UE2は、選択された端末装置にリピータ移行要
求を送信してもよい。リピータ移行要求は、リピータ中継機に移行するために選択された
端末装置をトリガしてもよい。
【００８６】
　UE2からリピータ移行要求を受信することに応答して、選択された端末装置はそのリピ
ータ機能を有効化してもよい。選択された端末装置は、リピータ機能の有効化手順を実行
してもよい。リピータ機能の有効化は、リピータとして動作し始めるための許可を基地局
に要求することを含んでもよい。基地局が要求を承認する場合、選択された端末装置は、
UE2と基地局との間の中継通信を開始してもよい。
【００８７】
　図4は、UEが端末装置のリピータ機能の有効化を要求する方法におけるシグナリングを
示す図である。シグナリングはUEに近接して位置する二つの端末装置に対して示されてい
るが、他の任意の数の端末装置がUEに近接して位置してもよい。
【００８８】
　図４において、UEの近接に位置する端末装置は、端末装置B1および端末装置B2と記載さ
れる。端末装置は、UEが適切なリピータとして端末装置を特定できる前に基地局に接続さ
れている。この目的のために、第１の端末装置B1は接続設定を行ってもよい。例示のため
に、無線リソース制御（RRC）接続設定35のシグナリングが実行されてもよい。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を実行してもよい。
同様に、UEの近接に位置する第2の端末装置B2および/または他の端末装置は、UEがリピー
タに移行するための適切な候補として端末装置を特定できる前に、RRC接続設定37および
アタッチ/ PDN接続確立36を実行してもよい。接続確立は、例えば、3GPP TS36.331で定義
されたシグナリングを使用して行われてもよい。例示のために、第三世代パートナーシッ
ププロジェクト、技術仕様グループ無線アクセスネットワーク、進化型ユニバーサル地上
無線アクセス（E-UTRA）、無線リソース制御（RRC）、プロトコル仕様（リリース11）と
題される、3GPP
TS 36.331 V1.4.0（2013－06）で定義されたシグナリングが、端末装置とRANとの間の接
続確立のために使用されてもよい。
【００８９】
　D2Dディスカバリ41において、UEは、第1の端末装置（図４中でB1と記載される）の存在
を検出する。D2Dディスカバリ51において、UEは、第2の端末装置（図４中でB2と記載され
る）の存在を検出する。
【００９０】
　UEは、第1の端末装置にリピータ情報要求42を送信する。リピータ情報要求42を送信す
ることに応答して、UEはリピータ情報応答43を受信する。リピータ情報応答43は、第1の
端末装置のリピータ機能に関する情報を含んでもよい。リピータ情報応答43は、第1の端
末装置の構成情報を含んでもよい。構成情報は、上述したように第1の端末装置における
ネットワークカバレッジ品質の指標および/または端末関連情報を含んでいてもよい。少
なくとも構成情報の一部は、第1の端末装置で測定されてもよい。UEは、第2の端末装置に
リピータ情報要求52を送信する。リピータ情報要求52を送信することに応答して、UEはリ
ピータ情報応答53を受信する。リピータ情報応答53は、第2の端末装置のリピータ機能に
関する情報を含んでもよい。リピータ情報応答53は、第2の端末装置の構成情報を含んで
もよい。構成情報は、上述したように第2の端末装置におけるネットワークカバレッジ品
質の指標および/または端末関連情報を含んでいてもよい。少なくとも構成情報の一部は
、第2の端末装置で測定されてもよい。
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【００９１】
　少なくとも1つの端末装置からリピータ情報応答43、53を受信することに応答して、UE
は選択44を実行する。選択44は、それぞれの端末装置がリピータとして動作を開始するこ
とを示すリピータ情報応答43、53を送信した端末装置間の優先順位付けを含んでもよい。
【００９２】
　UEは、選択された端末装置にリピータ移行要求45を送信する。例示のために、第1の端
末装置B1が選択44で第2の端末装置B2よりも優先される場合、リピータ移行要求45は、第1
の端末装置B1に送信される。リピータ移行要求45は、選択された端末装置がその端末装置
のリピータ機能を有効化することを示す。
【００９３】
　リピータ移行要求45は、リピータ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動作させる。シグナリングは、選択された端末装置と無線通信ネ
ットワークのRANとの間のメッセージの送信を含んでもよい。D2Dディスカバリ41,51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情報の取得で行われるシ
グナリングは、RANを経由しないD2D通信であってもよい。
【００９４】
　有効化手順46におけるシグナリングは、PCT出願のPCT/IB2013/000949で開示された様々
な技術のいずれかに従って実施されてもよい。
【００９５】
　図5は、リピータ機能を有効にするために選択された端末装置と基地局との間で行われ
るシグナリングの例示的な実施形態を示す。
【００９６】
　リピータ移行要求45を受信することに応答して、選択された端末装置は基地局に許可要
求61を送信してもよい。許可要求61は、選択された端末装置のリピータ機能を有効にする
ための許可を要求するために送信される。
【００９７】
　選択された端末装置は、基地局から応答を受信する。基地局が選択された端末装置のリ
ピータ機能を有効にするための許可を与える場合、基地局は選択された端末装置に許可肯
定応答メッセージ62を送信してもよい。許可肯定応答62が基地局から受信された場合、選
択された端末装置は、リピータ機能を構成するためのパラメータ63を基地局から受信して
もよい。例示のために、パラメータは、UE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、選択された端末装置が新しい無線セルを設定する場合、選択された端末装置に
よって使用されるセル識別子、基地局の周辺に位置する隣接基地局の隣接セル識別子およ
びデータメッセージをUEに転送するための無線信号の周波数帯を規定してもよい。そして
リピータ機能は、選択された端末装置において有効化される。リピータ機能は選択された
端末装置の処理装置の制御下で行われてもよい。
【００９８】
　UEは、選択された端末装置によって基地局に中継されてもよい登録64を実行してもよい
。その後のデータ通信65において、選択された端末装置は、UEから受信されるアップリン
クにおけるデータ通信を基地局に転送してもよい。データ通信は、割り当てられたIPアド
レスを有するデータ通信として行われてもよい。選択された端末装置は、基地局から受信
されるダウンリンクにおけるデータ通信をUEに転送してもよい。UEと選択された端末装置
との間の伝送は、D2D通信で実施されてもよい。伝送路のこの区間、すなわちUEとリピー
タとして動作する選択された端末装置との間の区間は、メッセージがRANを経由しないよ
うに実施されてもよい。
【００９９】
　選択された端末装置のリピータ機能は、UEからアップリンクで受信されたデータメッセ
ージが各データメッセージに含まれるデジタルデータを変更せずに基地局に転送されるよ
うに実施されてもよい。選択された端末装置のリピータ機能は、基地局からダウンリンク
で受信されたデータメッセージが各データメッセージに含まれるデジタルデータを変更せ



(15) JP 6371391 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

ずにUEに転送されるように実施されてもよい。このケースにおいてメッセージが転送され
る場合、メッセージのデジタルデータの内容は同じであってもよいが、なお無線パラメー
タ（例えば、周波数帯域等）は異なっていてもよい。
【０１００】
　選択された端末装置のリピータ機能は、選択された端末装置のリピータ機能がメッセー
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で送信されるデータメッセ
ージに含まれるデジタルデータの一部が変更されるように実施されてもよい。例示のため
に、新しいセル識別子はリピータとして動作するときに選択された端末装置によって設定
されるセルのために割り当てられてもよい。そして選択された端末装置におけるリピータ
機能は、UEと基地局の間のデータメッセージを転送する場合、それぞれアップリンクおよ
びダウンリンク通信においてセル識別子を置き換えてもよい。すなわち選択された端末装
置（依然としてリピータとして動作する）はまた、UE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変更してもよい。
【０１０１】
　選択された端末装置のリピータ機能は、いつでも無効にされてもよい。例示のために、
リピータ機能は、基地局から対応する要求66を受信すると無効化されてもよい。このケー
スにおいて、選択された端末装置は、基地局が許可を取り消したことをUEに通知するため
に、許可キャンセルメッセージ67をUEに送信してもよい。代替的に又は付加的に、リピー
タ機能は、UEからの要求に応じて無効化されてもよい。
【０１０２】
　端末装置のリピータへの移行は、近接ベースのサービスとして実装されてもよい。近接
ベースのサービスは、図6および図7を参照してより詳細に説明されるように、例えば、要
求UEが、それが緊急事態においてリピータ機能を必要とすることを示しているかどうかに
応じて選択的に有効化されてもよい。代替的にまたは付加的に、要求UEに近接して位置す
る端末装置は、それらがUEのためにリピータ機能を有効化することが可能であるかどうか
を判定するために他の様々な基準のいずれかを使用してもよい。例示のために、端末装置
のユーザは、リピータ機能が特定の組織または個人によって運営されるUEにのみ提供され
てもよい、または、サービング基地局の隣接基地局が障害を有する場合にのみリピータ機
能を有効化するように、リピータ機能を有効化するための基準を指定してもよく、例えば
UEの識別子に応じて選択的にリピータ機能を有効化してもよい。いくつかのユーザ端末の
ユーザはまた、おそらく緊急通信を中継することを除いて各ユーザ端末は一般にリピータ
として動作することはないことを示してもよい。
【０１０３】
　図6は、リピータ機能の有効化を要求する方法70のフローチャートである。方法70は、
実施形態に係るUE2によって実行されてもよい。方法70において、リピータ情報要求は、
リピータ情報要求が緊急通信のための指標を含むように生成される。
【０１０４】
　71において、UEに近接して位置する少なくとも1つの端末装置が検出される。ステップ7
1において、D2Dディスカバリが実行されてもよい。
【０１０５】
　72において、リピータ機能が緊急通信のために必要とされるか否かが判定される。判定
は、UE2のユーザインタフェースに問い合わせることによって行われてもよい。通信が緊
急通信であることを示すユーザインタフェースでの入力に応答して、73において、UE2は
リピータ機能が緊急通信のために必要とされることを示す指標を含むリピータ情報要求を
生成してもよい。そうでなければ、74において、UE2は、リピータ機能が緊急通信ではな
い通信のために必要とされることを示す指標を含むリピータ情報要求を生成してもよい。
【０１０６】
　リピータ情報要求はそれぞれ、ステップ71で発見された端末装置に専用のメッセージと
して送信されてもよい。
【０１０７】
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　75において、リピータ情報応答が、少なくとも1つの端末装置から受信されてもよい。
リピータ情報応答は、複数の端末装置から受信されてもよい。構成情報は、リピータ情報
応答から取得されてもよい。構成情報はそれぞれ、UEが応答端末装置がリピータとして動
作するために適切であるかどうかを判定できる、および/またはリピータとして動作する
ために最も適切である端末装置を識別するために複数の端末装置間での優先順位付けを実
行できるように指標を含んでいてもよい。構成情報は、端末に対するネットワークカバレ
ッジ品質指標を含んでもよい。ネットワークカバレッジ品質指標は、端末装置での受信信
号強度の指標を含んでもよい。代替的に又は付加的に、構成情報は、端末装置の移動性デ
ータを含んでもよい。移動性データは、リピータ情報要求の受信の前の時間間隔において
どのくらい端末装置が静止または移動したのかを定量化してもよい。移動性データは、例
えば、各端末装置が過去の時間間隔においてサービング無線セルが変更された頻度を示し
てもよい。代替的に又は付加的に、構成情報は、UEに向けて通信するための出力電力の上
限または最大値を示す出力電力能力指標を含んでもよい。代替的に又は付加的に、構成情
報は、端末装置の電源指標を含んでもよい。電源指標は、それぞれのリピータ情報応答が
端末装置から受信され、その端末装置のバッテリレベルを反映してもよい。例えば端末装
置のセキュリティ設定に関する情報のような、代替的または付加的なデータが構成情報に
含まれていてもよい。
【０１０８】
　76において、UEは応答端末装置の一つを選択する。UEは、リピータ情報応答がそれぞれ
の端末装置はリピータとして動作できることを示す端末装置の間で選択アルゴリズムを実
行してもよい。選択アルゴリズムは、取得された構成情報を入力として使用してもよい。
例示のために、目的関数の評価に構成情報が入力されて、リピータとして動作するための
端末装置の適合性を定量化する目的関数が評価されてもよい。得られた数値は最も適切な
端末装置を判定するために比較されてもよい。代替的にまたは追加的に、少なくとも1つ
の閾値比較が、端末装置が低すぎるネットワークカバレッジ品質および/または高すぎる
移動度および/または低すぎる出力電力能力および/または低すぎるバッテリレベルを報告
しているためリピータとして動作することが許容されない応答端末装置を排除するために
行われてもよい。
【０１０９】
　UEは、選択手順にいて端末装置に優先順位を付けてもよい。選択は、低い移動度を報告
する端末装置が高い移動度を報告する端末装置よりも優先されるように実施されてもよい
。代替的にまたは付加的に、選択は、より高い電源を有することを報告する端末装置が、
より低い電源を有することを報告する端末装置よりも優先されるように実施されてもよい
。代替的にまたは付加的に、選択は、より良いネットワークカバレッジ品質を有すること
を報告する端末装置がより悪いネットワークカバレッジ品質を有することを報告する端末
装置よりも優先されるように実施されてもよい。代替的にまたは付加的に、選択は、より
高い出力電力で送信することが可能であることを報告する端末装置が低い出力電力で送信
することが可能であることを報告する端末装置よりも優先されるように実施されてもよい
。
【０１１０】
　76での選択において使用される少なくとも1つの基準は、ユーザによって設定可能であ
ってもよい。UEは、考慮される端末装置の構成に関する情報をユーザに選択できるように
する入力インタフェースを有していてもよい。UEは、選択アルゴリズムにおける各種のデ
ータのユーザ定義の重み付けを可能にする入力インタフェースを有していてもよい。例示
のために、UEのユーザは、リピータとして動作する端末装置を選択する場合、端末装置の
移動性および/またはバッテリレベルはほとんど重みを有さないまたは完全に無視すべき
であることを指定してもよい。UEは、選択メカニズムの少なくとも1つのパラメータ、特
に選択アルゴリズムの少なくとも1つのパラメータがユーザの入力に応答して調整されて
もよいように構成されてもよい。77において、リピータ移行要求は、選択された端末装置
に送信される。
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【０１１１】
　図7は、実施形態に係る通信システムの端末装置によって実行される方法80のフローチ
ャートである。リピータ中継機に移行することが可能である実施形態によるUEは、方法80
を実行してもよい。
【０１１２】
　81において、端末装置は、リピータ情報要求をUEから受信する。82において、端末装置
は、緊急通信のための指標がUEから受信されたリピータ情報要求に含まれているか否かを
判定する。緊急通信の指標が含まれている場合、方法はリピータ情報応答のためのデータ
を収集するステップ85に進む。そうでなければ、方法はステップ83に進む。
【０１１３】
　ステップ83において、端末装置は、他の任意の理由のために、そのリピータ機能を有効
化することができるかどうかを判定する。例示のために、端末装置は、端末装置が非緊急
通信のためにリピータとして動作できるかどうかを端末装置のメモリに格納されたユーザ
の選択に基づいて判定してもよい。端末装置は、端末装置のメモリに格納されたユーザの
選択またはユーザ入力に基づいて、端末装置が要求UEのために、そのリピータ機能を有効
化する条件が満たされているかどうかを判定してもよい。端末装置が、端末装置は要求UE
のためにそのリピータ機能を有効化しないと判定した場合、方法はステップ84に進む。84
において、リピータ情報応答が生成され、要求UEに送信される。84におけるリピータ情報
応答は、端末装置が要求UEのためにリピータとして動作できないことを示すリピータ機能
情報を含む。端末装置が、端末装置が要求UEのためにそのリピータ機能を有効化できると
判定した場合、方法はステップ85に進む。
【０１１４】
　85において、リピータ情報応答に含まれる構成情報が取得される。構成情報は、ネット
ワークカバレッジ品質指標を含んでもよい。端末装置は、基地局から受信される信号の受
信信号強度をモニタしてもよく、それに基づいてネットワークカバレッジ品質指標を生成
してもよい。付加的または代替的に、例えば信号対雑音などの受信信号強度以外の品質指
標が使用されてもよい。代替的に又は付加的に、構成情報は、端末装置の移動性データを
含んでもよい。端末装置は位置の変化をモニタしてもよく、それに基づいて端末装置の移
動度に対する数量詞を計算してもよい。例示のために、端末装置がサービング無線セルを
変更した回数は、端末装置の移動度を定量化するために使用されてもよい。例えば、予め
定義された時間間隔において端末装置が移動した距離の指標のような他の指標が使用され
てもよい。移動度の統計情報は、一般的に多くの端末装置で検出される。この移動度の統
計情報は、リピータ情報応答に含まれる端末装置の移動性の指標を生成するために使用さ
れてもよい。代替的に又は付加的に、構成情報は、UEに向けて通信するための出力電力の
上限または最大値を示す出力電力能力指標を含んでもよい。端末装置は、その電源および
/または端末装置に設定されたパラメータに基づいて、この指標を判定してもよい。代替
的に又は付加的に、構成情報は、端末装置の電源指標を含んでもよい。端末装置は、電源
指標を生成するために、バッテリの残量をモニタしてもよい。
【０１１５】
　86において、リピータ情報応答が生成され、送信される。リピータ情報応答は、端末装
置がリピータとして動作できることを示すリピータ機能情報を含む。リピータ情報応答は
、端末装置がリピータとして動作するのにどのくらい適切かをUEに判定させることができ
るようにする、構成情報を含んでもよい。
【０１１６】
　端末装置がそのリピータ機能を有効化するためにUEによって選択された場合、ステップ
87-89は、続いて実行されてもよい。87において、端末装置は、UEからリピータ移行要求
を受信する。88において、端末装置は、そのリピータ機能の有効化手順を開始する。89に
おいて、端末装置は、基地局とUEとの間のデータメッセージ及び/又はシグナリングメッ
セージの中継を開始する。図8は、本実施形態に係るUEの機能ブロック図である。様々な
機能が、実施形態に係るUE2の処理装置によって実行されてもよい。機能101-105は、UEが
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リピータ中継機に移行するために他の端末装置に要求しなければならない場合に、UEによ
って実行される機能である。機能111-116は、UEが他のUEに対するリピータ候補である場
合に、UEによって実行される機能である。様々な機能の全てがUEに実装される必要はない
。例示のために、UEは、UE自体はリピータ中継機に移行するように構成されていないが、
UEが機能101-105の一部または全部を使用してリピータ中継機に移行することを他の端末
装置に要求してもよいように、構成されていてもよい。この場合、機能111-116は、UEに
おいて省略されてもよい。さらなる例示のために、UE自体はリピータ中継機に移行するこ
とを他の端末装置に要求するように構成されていないが、UEはリピータ中継機に移行して
もよいように構成されてもよい。この場合、機能101-105は省略されてもよい。
【０１１７】
　UE2の処理装置は、リピータ情報要求送信機能101を実行するように構成されてもよい。
リピータ情報要求送信機能101は、送信データのための処理経路121を制御してもよい。リ
ピータ情報要求送信機能101は、リピータ機能が緊急通信のために必要とされるかどうか
を判定する緊急判定機能102を含んでもよい。緊急判定機能102は、UE2のユーザインタフ
ェースにおいて受信されたユーザ入力に応答してこの判定を行ってもよい。リピータ情報
要求送信機能101は、緊急判定機能102がリピータ機能が緊急通信のために必要とされてい
ると判定するかどうかに応じてリピータ情報要求を生成してもよい。
【０１１８】
　UE2の処理装置は、選択メカニズム103を実行するように構成されてもよい。選択メカニ
ズム103は、選択アルゴリズムであってもよい。選択メカニズム103は、リピータ情報応答
がUE2のデータを受信するための処理経路122で受信される1つまたはいくつかの端末装置
から1つの端末装置を選択してもよい。選択メカニズム103は、リピータ情報応答が受信さ
れる複数の端末装置間で優先順位付けを行ってもよい。選択の結果は、選択メカニズム10
3によってリピータ移行要求送信機能104に提供されてもよい。
【０１１９】
　UE2の処理装置は、リピータ移行要求送信機能104を実行するように構成されてもよい。
リピータ移行要求送信機能104は、選択メカニズム103の出力に基づいて、選択された端末
装置にリピータ移行要求を送信する送信データのための処理経路121を制御してもよい。
【０１２０】
　UE2の処理装置は、選択メカニズム103の少なくとも1つのパラメータを設定するための
機能105を実行するように構成されてもよい。機能105は、ユーザインタフェースから入力
を受け取ってもよい。機能105は、選択メカニズム103の1つまたはいくつかのパラメータ
を調整してもよい。例示のために、異なるパラメータの重みを反映する重み因子（例えば
、ネットワークカバレッジの品質、バッテリレベル、出力能力、移動度など）は、優先順
位付けにおいて機能105により調整されてもよい。
【０１２１】
　UE2がリピータ中継機に移行するように構成されている場合、UE2の処理装置は、機能11
1-116を実行してもよい。処理装置は、リピータ機能の有効化手順115を実行してもよい。
有効化手順115は、基地局からUE2に対するリピータ中継機として動作を開始する許可要求
を含んでもよい。処理装置は、リピータ機能116を実行するように構成されてもよい。リ
ピータ機能116は、アップリンクおよびダウンリンクにおけるUEと基地局との間のデータ
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されてもよい。リピータ
機能は、例えば送信または受信デバイスの識別子またはセル識別子のような、メッセージ
に含まれる制御データの一部を変更するように動作されてもよい。
【０１２２】
　UE2の処理装置は、リピータ情報応答送信機能111を実行するように構成されてもよい。
リピータ情報応答送信機能111は、データを受信するための処理経路122における要求UEか
らの別のリピータ情報要求の受信に応答して実行されてもよい。リピータ情報応答送信機
能111は、リピータ情報応答を送信するための送信データのための処理経路121を制御して
もよい。リピータ情報応答は、UE2が要求UEと基地局との間でメッセージを中継するリピ
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成されてもよい。
【０１２３】
　UE2の処理装置は、リピータ情報応答がUE2の構成情報を含むようにリピータ情報応答を
生成するように構成されてもよい。処理装置は、構成情報を検出する機能を実行してもよ
い。例示のために、受信信号強度を検出するための機能112は、UE2におけるネットワーク
カバレッジの品質を定量化するために実行されてもよい。代替的に又は付加的に、移動性
管理機能113が実行されてもよい。移動性管理機能113は、UE2のサービング無線セルにお
ける変化、運動パターンまたは他の移動性を示す量を追跡してもよい。移動性管理機能11
3は、移動性の統計情報を収集してもよい。代替的に又は付加的に、バッテリの残量を検
出するための機能114が実行されてもよい。代替的に又は付加的に、出力電力能力を検出
するための機能が実行されてもよい。リピータとしてのUE2の適合性に関連する各情報は
、リピータ情報応答に含まれてもよい。
【０１２４】
　本発明の実施形態が図面を参照して説明された。様々な実施形態のいずれかにおいて、
端末装置にリピータ中継機への移行を行わせるための手順は、近接ベースのサービスとし
て実装されてもよい。端末装置の特定および選択に関与するシグナルは、無線通信ネット
ワークのRANを経由しないUEと端末装置間の直接通信として実行されてもよい。
【０１２５】
　様々な実施形態のいずれかにおいて、リピータ中継機への移行に適している端末装置を
特定するために使用されるシグナリングは、開放型システム間相互接続（OSI）階層モデ
ルの第１層、第２層または第３層で実装されてもよい。リピータ情報要求及びリピータ情
報応答の送信は、OSI層モデルの第１層、第２層または第３層で実装されてもよい。リピ
ータ情報要求及びリピータ情報応答の伝送は、OSI階層モデルの第１、第２又は第３層でD
2Dシグナリングとして実施されてもよい。
【０１２６】
　様々な実施形態のいずれかにおいて、リピータ中継機への移行に適している端末装置を
特定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ッジ内以外で行
われてもよい。
【０１２７】
　修正または変更が他の実施形態で実施されてもよい。例示のために、追加情報がリピー
タ情報要求に含まれてもよい。追加情報は、リピータ機能が必要とされる通信のための帯
域幅要件を示してもよい。追加情報は、リピータ機能を必要とするサービスのタイプを示
してもよい。
【０１２８】
　さらなる例示のために、リピータ情報要求は、D2Dディスカバリで検出された各端末装
置に専用のシグナリングメッセージとして送信されてもよいが、リピータ情報要求は、ブ
ロードキャスト又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ディスカバ
リは省略される。
【０１２９】
　さらなる例示のために、リピータ情報応答の構成情報として送信するのに適している例
示的なデータが説明されたが、代替的に又は付加的に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もよい。例示のために、セキュリティ関連情報が、構成情報に含まれ
てもよい。
【０１３０】
　本発明の実施形態は、UEにリピータとして動作する機能を備えた端末装置を特定し、リ
ピータ中継機に移行するための1つまたは複数の端末装置を選択できるようにするシグナ
リング機能を提供する。
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