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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御ノードは、中継端末の再選トリガー条件により、ソース端末のために中継端末の再
選に対する判断を行うステップであって、前記制御ノードは、前記ソース端末またはソー
ス中継端末である前記判断ステップと、
　前記制御ノードは、中継端末を再選することを判断すれば、前記ソース端末のために候
補中継端末のリストを決定するステップと、
　前記制御ノードは、取得した補助情報により、前記候補中継端末のリストから、前記ソ
ース端末のためにターゲット中継端末を決定するステップと
　を備え、
　前記補助情報には、
　ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度である第１補助情
報と、
　候補中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強度であり、ここ
で、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであ
る第２補助情報と、
　候補中継端末の中継ポリシーである第３補助情報とのうちの少なくとも１つを含み、
　前記候補中継端末の中継ポリシーは、候補中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許
容情報を取得したかどうか、候補中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどう
か、候補中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補中継端末が中継
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サービスを提供する意向を有するかどうか、候補中継端末とソース端末の間、及び候補中
継端末とターゲット端末の間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継サービス
の提供に適合するかどうかとのうちの１つまたは１つ以上これらの任意の組み合わせを含
み、
　前記制御ノードが前記ソース端末であれば、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報が前記ソース端末
により測定し得たものであるか、または、前記候補中継端末により測定して前記ソース端
末にフィードバックされたものであり、前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合
、前記第２補助情報は、前記候補中継端末または前記ターゲットノードにより測定して前
記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記制御ノードが前記ソース中継端末であれば、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報は、前記ソース端
末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、
前記候補中継端末により測定されて前記ソース端末を介して前記ソース中継端末にフィー
ドバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記ターゲッ
トノードにより測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記候補中継端末により測定されて前記ターゲットノードを介して前記ソース中継
端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末または前記ターゲットノードを介して前記ソース中
継端末にフィードバックされたものであることを特徴とする無線中継端末の再選方法。
【請求項２】
　前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末及びターゲット端末と近接して、中継
サービスを提供できる端末が含まれることを特徴とする請求項１に記載の無線中継端末の
再選方法。
【請求項３】
　前記制御ノードがソース端末であれば、前記候補中継端末のリストは前記ソース端末に
より決められるが、または前記制御ノードがソース中継端末であれば、前記候補中継端末
のリストは、前記ソース端末により決められた後に前記ソース中継端末にフィードバック
されたものであり、
　前記ソース端末が候補中継端末のリストを決定するステップは、
　前記ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、前記発
見信号に前記ターゲット端末の識別子情報及び前記近接端末が前記ソース端末に中継サー
ビスを提供することを示す指示情報が含まれる場合、前記近接端末を前記ソース端末の候
補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに追
加するステップであって、前記近接端末が前記ターゲット端末を発見した後に前記ターゲ
ット端末の識別子情報を前記発見信号に含ませられ、前記近接端末が前記ソース端末に中
継サービスを提供することを示す指示情報は、近接端末の中継ポリシーにより判断され、
前記近接端末の中継ポリシーは、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情報を取
得したかどうか、近接端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、近接端末の
負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、近接端末が中継サービスを提供する意向
を有するかどうか、近接端末とソース端末の間、及び近接端末とターゲット端末の間のデ
ータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継サービスの提供に適合するかどうかとのう
ちの１つまたは１つ以上これらの任意の組み合わせを含む前記追加ステップ、
　または、
　前記ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、前記発見信号には、前記ソース端
末及び前記ターゲット端末の識別子情報、及び前記ソース端末が中継サービスを要するこ
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とを示す指示情報が含まれ、前記ソース端末が、前記ソース端末に中継サービスを提供す
ることを示す指示情報が含まれる、近接端末の発見信号の応答情報を受信すると、前記近
接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前
記候補中継端末のリストに追加するステップであって、ここで、前記近接端末は、前記タ
ーゲット端末の識別子情報に対応する端末を発見した後、前記ソース端末に前記発見信号
の応答情報をフィードバックする前記追加ステップを備えることを特徴とする請求項１に
記載の無線中継端末の再選方法。
【請求項４】
　前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末と近接し、且つ中継サービスを提供で
きるオンライン端末が含まれることを特徴とする請求項１に記載の無線中継端末の再選方
法。
【請求項５】
　前記制御ノードがソース端末であれば、前記候補中継端末のリストは、前記ソース端末
により決定されるか、または、前記制御ノードがソース中継端末であれば、前記候補中継
端末のリストは、前記ソース端末により決定された後に前記ソース中継端末にフィードバ
ックされたものであり、
　前記ソース端末が候補中継端末のリストを決定するステップは、
　前記ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、前記近
接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前
記候補中継端末のリストに追加ステップであって、前記発見信号には、前記近接端末が前
記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報が含まれ、前記近接端末が前
記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報は、近接端末がＵＥ－ｔｏ－
ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙとしてソース端末ために中継サービスを提供できることを示す
情報である前記追加ステップ、
　または、
　前記ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、前記ソース端末が、前記近接端末
が前記ソース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含まれる、近接端
末の発見信号の応答情報を受信すると、前記近接端末を前記ソース端末の候補中継端末と
して決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに追加するステッ
プであって、前記発見信号には、前記ソース端末の識別子情報、及び前記ソース端末が中
継サービスを要することを示す指示情報が含まれる前記追加ステップを備えることを特徴
とする請求項４に記載の無線中継端末の再選方法。 
【請求項６】
　前記中継端末の再選トリガー条件は、ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質ま
たは信号の受信強度が所定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の
伝送または再伝送回数が既定最大回数に至っても失敗する第１条件と、
　ソース中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強度が所定閾値
より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットノード間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗し、ここで前記ターゲットノードは、ターゲット端末または
ターゲットネットワークノードである第２条件と、
　ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、前記ソース端末の中継端末
とすることにもう適宜ではなくなる第３条件とのうちの少なくとも１つを含み、
　前記ソース中継端末の中継ポリシーは、ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａ
ｙの許容情報を取得したがどうか、ソース中継端末の電気が中継サービスの提供に適合す
るかどうか、ソース中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース中
継端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか、ソース中継端末とソース端末の
間、及びソース中継端末とターゲット端末間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況
が中継端末とすることに適合するかどうかとのうちの１つまたは１つ以上これらの任意の
組み合わせを含むことを特徴とする請求項１に記載の無線中継端末の再選方法。
【請求項７】
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　前記制御ノードが前記ソース端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件には前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前
記ソース端末により測定して獲得したものであるか、または、前記ソース中継端末により
測定して前記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定して前記ソース端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記ターゲットノードにより測定して前記ソース中継端末により前記ソース端末に
フィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件には、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、
前記ソース中継端末により決定されて前記ソース端末にフィードバックされたものである
ことを特徴とする請求項６に記載の無線中継端末の再選方法。
【請求項８】
　前記制御ノードが前記ソース中継端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件には前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前
記ソース端末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか
、または、前記ソース中継端末により測定し得たものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定し得たものであるか、または、前記ターゲットノードにより測
定し得て前記ソース中継端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件には、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、
前記ソース中継端末により決められたものであることを特徴とする請求項６に記載の無線
中継端末の再選方法。
【請求項９】
　前記制御ノードがソース端末である場合、前記制御ノードが前記候補中継リストから前
記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた後、
　前記ソース端末は、前記ソース中継端末に接続解除命令を送信して前記ターゲット中継
端末との接続を確立するステップをさらに備え、ここで前記接続解除命令は、前記ソース
端末の間の接続を解除するように前記ソース中継端末に指示し、前記ターゲットノードに
通知して前記ソース中継端末との間の接続を解除するように前記ソース中継端末に指示す
ることに用いられ、ここで、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲット
ネットワークノードであり、
　または、
　前記制御ノードがソース中継端末である場合、前記制御ノードが前記候補中継リストか
ら前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた後、
　前記ソース中継端末は、前記ソース端末に第１接続解除命令を送信し、前記ターゲット
ノードに第２接続解除命令を送信するステップをさらに備え、
　ここで、前記第１接続解除命令は、前記ソース中継端末との間の接続を解除するように
前記ソース端末に指示するためのものであり、前記第２接続解除命令は、前記ソース中継
端末との間の接続を解除するように前記ターゲットノードに指示するためのものであり、
前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の無線中継端末の再選方法。
【請求項１０】
　前記接続解除命令には、前記ターゲット中継端末の情報が含まれ、前記ターゲットノー
ドが前記ソース中継端末から通知を受信した後、前記ターゲットノードと前記ターゲット
中継端末の間の接続を確立するステップをさらに備え、
　または、
　前記第１接続解除命令及び前記第２接続解除命令には、前記ターゲット中継端末の情報
が含まれ、前記ソース端末及びターゲットノードが前記第１接続解除命令または第２接続
解除命令を受信した後、前記ターゲットノードと前記ターゲット中継端末の間の接続を確
立するステップをさらに備えることを特徴とする請求項９に記載の無線中継端末の再選方
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法。
【請求項１１】
　前記制御ノードがソース端末である場合、前記制御ノードが中継端末の再選を判断した
後、
　前記ソース端末は、前記ソース中継端末により前記ターゲットノードに通知メッセージ
を送信するステップであって、前記通知メッセージは、前記ソース端末へのデータ送信を
停止するように前記ターゲットノードに通知するためのものであり、前記ターゲットノー
ドは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードである前記送信ステップをさ
らに備え、
　または、前記制御ノードがソース中継端末である場合、前記制御ノードが中継端末の再
選を判断した後、
　前記ソース中継端末は、前記ソース端末に第１通知メッセージを送信し、前記ターゲッ
トノードに第２通知メッセージを送信するステップをさらに備え、
　前記第１通知メッセージは前記ターゲットノードへのデータ送信を停止するように前記
ソース端末に通知するためのものであり、前記第２通知メッセージは前記ソース端末への
データ送信を停止するように前記ターゲットノードに通知するためのものであり、前記タ
ーゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであることを特
徴とする請求項１に記載の無線中継端末の再選方法。
【請求項１２】
　無線通信における制御ノード装置であって、
　前記制御ノード装置は、ソース端末またはソース中継端末であり、
　前記制御ノードは、
　中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末のために中継端末の再選を判断する
判断モジュールと、
　中継端末の再選を要すると判断すれば、前記ソース端末のために候補中継端末のリスト
を決定する第１決定モジュールと、
　取得した補助情報に基づき、前記候補中継端末のリストから前記ソース端末のためにタ
ーゲット中継端末を決める第２決定モジュールと、を備え、
　前記補助情報には、
　ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度である第１補助情
報と、
　候補中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強度であり、ここ
で、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであ
る第２補助情報と、
　候補中継端末の中継ポリシーである第３補助情報とのうちの少なくとも１つを含み、
　前記候補中継端末の中継ポリシーは、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情
報を取得したかどうか、近接端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、近接
端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、近接端末が中継サービスを提供す
る意向を有するかどうか、近接端末とソース端末の間、及び近接端末とターゲット端末の
間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継サービスの提供に適合するかどうか
とのうちの１つまたは１つ以上これらの任意の組み合わせを含み、
　前記制御ノードが前記ソース端末であれば、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報が前記ソース端末
により測定し得たものであるか、または、前記候補中継端末により測定して前記ソース端
末にフィードバックされたものであり、前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合
、前記第２補助情報は、前記候補中継端末または前記ターゲットノードにより測定して前
記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記制御ノードが前記ソース中継端末であれば、
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　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報は、前記ソース端
末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、
前記候補中継端末により測定されて前記ソース端末を介して前記ソース中継端末にフィー
ドバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記ターゲッ
トノードにより測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記候補中継端末により測定されて前記ターゲットノードを介して前記ソース中継
端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末または前記ターゲットノードを介して前記ソース中
継端末にフィードバックされたものであることを特徴とする無線通信における制御ノード
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信技術分野に関し、特に、中継端末の再選方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおいて、Ｄ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ, 端末同士間
直接通信）とは、隣接のＵＥ（Ｕｓｅｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）たちが短距離範囲内でダ
イレクト・リンクよりデータ伝送を行う方式を指す。当該技術は、中央ノード（即ち、基
地局）による転送する必要もないし、伝統なセルラーリンクによるＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）間の情報伝送もする必要もない。通常、Ｄ２Ｄ近接サービス（Ｄ２Ｄｐ
ｒｏｘｉｍｉｔｙ ｓｅｒｖｉｃｅ）通信は、ネットワーク側の制御または補佐により行
うものである。また、ひいては、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄＮｏｄｅ Ｂ）は、近接サービ
ス通信のためのＵＥにリソースを動的に割り当てる。Ｄ２Ｄ近接サービスメカニズムは、
Ｄ２Ｄ発見（Ｄｅｖｉｃｅｔｏ Ｄｅｖｉｃｅ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）メカニズム及びＤ２
Ｄ通信（Ｄｅｖｉｃｅ ｔｏ Ｄｅｖｉｃｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）メカニズムを
含む。Ｄ２Ｄ発見メカニズムにより、端末は近接の端末を発見し、Ｄ２Ｄ通信メカニズム
により、近接する２つのＵＥは、２つのＵＥ間のリンクを直接に確立することができる。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ発見及びＤ２Ｄ通信技術を踏まえ、ＵＥは中継（Ｒｅｌａｙ）仕様を選択するこ
とで、ネットワークまたは他のＵＥとデータ伝送を行える。Ｄ２Ｄシステムにおいて、下
記のような２種類の中継が存在する
【０００４】
　（１）ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ：オフラインされたソースＵＥがネッ
トワークと通信するため、自分で近接のオンライン中のＵＥ１つを選択してデータを中継
することにより、当該オンライン中のＵＥが、オフライン中のＵＥとネットワーク間の通
信を実施できるようになり、当該オンライン中のＵＥは、ＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲ
ｅｌａｙと称される。図１に示すように、ネットワークのカバレッジ以外のＵＥ２がネッ
トワークと通信するため、ＵＥ１を中継ノードとし、ＵＥ１を介して自分のＵＬ/ＤＬ信
号を転送する。ここで、ＵＥ１とＵＥ２間の通信は、Ｄ２Ｄ通信により実現され、ＵＥ１
とネットワーク間の通信は、セルラー通信により実現される。
【０００５】
　（２）ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ：ソースＵＥとターゲットＵＥの間に所定の距離
が存在する場合、Ｄ２Ｄ発見またはＤ２Ｄ通信を直接に行うことができず、ソースＵＥ及
びターゲットＵＥ両者とともに近接する第３者ＵＥを中継ノードとして、データ中継を担
当させ、こうして、当該２つのＵＥが、Ｄ２Ｄ発見またはＤ２Ｄ通信を実施できるように
なり、当該第３者ＵＥは、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙと称される。図２に示すように、
ＵＥ２は、自分と直接に通信しない範囲に位置するＵＥ４と通信するため、ＵＥ１を介し
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て自分の情報を転送することができる。ここで、ＵＥ１とＵＥ２、ＵＥ１とＵＥ４の間は
、Ｄ２Ｄ通信によりデータ伝送を実施する。
【０００６】
　通信中、ソースＵＥとターゲットＵＥ、及び中継ＵＥのいずれも移動するため、ＵＥ－
ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの場合もＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙの場合も、ソー
スＵＥが、ソースＵＥ及びターゲットＵＥにデータ伝送サービスを提供するＲｅｌａｙ 
ＵＥを、改めて選択する問題点を直面しなければならないが、目下、解決案はまた案出さ
れていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明に係る実施例は、中継端末の再選方法及び装置を提供して、ソースＵＥが中継Ｕ
Ｅを再選しなければならない問題点を解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る実施例により提供される中継端末の再選方法は、
　制御ノードは、中継端末の再選トリガー条件により、ソース端末のために中継端末の再
選に対する判断を行うステップであって、前記制御ノードは、前記ソース端末またはソー
ス中継端末である前記判断ステップと、
　前記制御ノードは、中継端末を再選することを判断すれば、前記ソース端末のために候
補中継端末のリストを決定するステップと、
　前記制御ノードは、取得した補助情報（ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）により、前記候補中継端末のリストから、前記ソース端末のためにターゲット中継端
末を決定するステップとを備える。
【０００９】
　当該方法によれば、ソース端末、ターゲットノード、ソース中継端末が移動中に中継端
末としてもう適切ではなくなる場合、ソース端末またはソース中継端末は、ソース端末の
ために中継端末を改めて選択することができる。
【００１０】
　また、前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末及びターゲット端末と近接して
、中継サービスを提供できる端末が含まれる。こうして、制御ノードが候補中継端末のリ
ストからソース端末のためにＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙ選択してターゲット中継端末と
することができるようになる。
【００１１】
　また、前記制御ノードがソース端末であれば、前記候補中継端末のリストは前記ソース
端末により決められるか、または前記制御ノードがソース中継端末であれば、前記候補中
継端末のリストは、前記ソース端末により決められた後に前記ソース中継端末にフィード
バックされたものである。
【００１２】
　前記ソース端末が候補中継端末のリストを決定するステップは、
　前記ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、前記発
見信号に、前記ターゲット端末の識別子情報及び前記近接端末が前記ソース端末に中継サ
ービスを提供することを示す指示情報が含まれる場合、前記近接端末を前記ソース端末の
候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに
追加するステップを備え、ここで、前記近接端末が前記ターゲット端末を発見した後に前
記ターゲット端末の識別子情報を前記発見信号に含ませ、
　または、
　前記ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、前記発見信号には、前記ソース端
末及び前記ターゲット端末の識別子情報、及び前記ソース端末が中継サービスを要するこ
とを示す指示情報が含まれ、前記ソース端末が近接端末の発見信号の応答情報を受信し、
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且つ前記発見信号の応答情報に、前記近接端末が前記ソース端末に中継サービスを提供す
ることを示す指示情報が含まれれば、前記近接端末を前記ソース端末の候補中継端末とし
て決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに追加するステップ
を備え、前記近接端末は、前記ターゲット端末の識別子情報に対応する端末を発見した後
、前記ソース端末に前記発見信号の応答情報をフィードバックする。
【００１３】
　以上のような実施は、ソース端末またはソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙ
状況中の中継端末の再選に適用され、ソース端末のために候補中継端末のリストを決定す
る。
【００１４】
　また、前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末と近接し、且つ中継サービスを
提供できるオンライン端末が含まれる。こうして、制御ノードは、候補中継端末のリスト
から、ソース端末のために、ＵＥ-to- Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙを選択してターゲット
中継端末とすることができるようになる。
【００１５】
　また、前記制御ノードがソース端末であれば、前記候補中継端末のリストは、前記ソー
ス端末により決定されるか、または、前記制御ノードがソース中継端末であれば、前記候
補中継端末のリストは、前記ソース端末により決定された後に前記ソース中継端末にフィ
ードバックされたものであり、
　前記ソース端末が候補中継端末のリストを決定するステップは、
　前記ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、前記近
接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前
記候補中継端末のリストに追加するステップであって、ここで、前記発見信号には、前記
近接端末が前記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報が含まれるステ
ップ、
　または、
　前記ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、前記発見信号には、前記ソース端
末の識別子情報、及び前記ソース端末が中継サービスを要することを示す指示情報が含ま
れ、前記ソース端末が近接端末の発見信号の応答情報を受信し、且つ前記発見信号の応答
情報に、前記近接端末が前記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報が
含まれれば、前記近接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端
末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに追加するステップを備える。
【００１６】
　以上のような実施は、ソース端末またはソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ
Ｒｅｌａｙ状況における中継端末の再選に適用され、ソース端末のために候補中継端末の
リストを決定する。
【００１７】
　また、前記中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条件のうちの１つを含む。
【００１８】
　第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所定
閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が既
定最大回数に至っても失敗する。
【００１９】
　第２条件：ソース中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強度
が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットノード間の伝送または再
伝送回数が既定最大回数に至っても失敗する。ここで、前記ターゲットノードは、ターゲ
ット端末またはターゲットネットワークノードである。
【００２０】
　第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、前記ソース端末
の中継端末とすることにもう適切ではなくなる。こうして、制御ノードは、ＵＥ－ｔｏ－
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ＵＥＲｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端
末の再選の場合、上述の中継端末の再選トリガー条件のうちの１つを満足すると判断すれ
ば、ソース端末のために中継端末を再選する。
【００２１】
　また、前記制御ノードが前記ソース端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前記
ソース端末により測定して獲得したものであるか、または、前記ソース中継端末により測
定して前記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定して前記ソース端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記ターゲットノードにより測定して前記ソース中継端末により前記ソース端末に
フィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、前
記ソース中継端末により決定されて前記ソース端末にフィードバックされたものである。
【００２２】
　以上のような実施は、ソース端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔ
ｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末を再選する場合、ソース端末が、
前記中継端末の再選トリガー条件を獲得する方式である。
【００２３】
　また、前記制御ノードが前記ソース中継端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前記
ソース端末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、
または、前記ソース中継端末により測定し得たものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定し得たものであるか、または、前記ターゲットノードにより測
定し得て前記ソース中継端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、前
記ソース中継端末により決められたものである。
【００２４】
　以上のような実施は、ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ
－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末の再選の場合に、ソース中継
端末が、前記中継端末の再選トリガー条件を獲得する方式である。
【００２５】
　また、前記補助情報は、第１補助情報、第２補助情報及び第３補助情報中の少なくとも
１つを含み、
　第１補助情報は、ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
であり、
　第２補助情報は、候補中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信
強度であり、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノ
ードであり、
　第３補助情報は候補中継端末の中継ポリシーである。
【００２６】
　こうして、制御ノードは、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔｏ－Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末の再選の場合、得られた前記補助情報に基
づき、前記候補中継端末のリストから、前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決
める。
【００２７】
　また、前記制御ノードが前記ソース端末である場合、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報が前記ソース端末
により測定し得たものであるか、または、前記候補中継端末により測定して前記ソース端
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末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記候補中継
端末または前記ターゲットノードにより測定して前記ソース端末にフィードバックされた
ものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末にフィードバックされたものである。
【００２８】
　以上のような実施は、ソース端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔ
ｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末を再選する場合、ソース端末が前
記補助情報を得る方式に関するものである。
【００２９】
　また、前記制御ノードが前記ソース中継端末である場合、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報は、前記ソース端
末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、
前記候補中継端末により測定されて前記ソース端末を介して前記ソース中継端末にフィー
ドバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記ターゲッ
トノードにより測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記候補中継端末により測定されて前記ターゲットノードを介して前記ソース中継
端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末または前記ターゲットノードを介して前記ソース中
継端末にフィードバックされたものである。
【００３０】
　以上のような実施は、ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ
－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末の再選の場合、ソース中継端
末が前記補助情報を得る方式に関するものである。
【００３１】
　また、前記制御ノードがソース端末である場合、前記制御ノードが前記候補中継リスト
から前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた後、
　前記ソース端末は、前記ソース中継端末に接続解除命令を送信して前記ターゲット中継
端末との接続を確立するステップをさらに備え、前記接続解除命令は、前記ソース端末の
間の接続を解除するように前記ソース中継端末に指示し、前記ターゲットノードに通知し
て前記ソース中継端末との間の接続を解除するように前記ソース中継端末に指示すること
に用いられ、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノ
ードである。
【００３２】
　以上のような実施によれば、制御ノードがソース端末であり、ソース端末がターゲット
中継端末を決めた後、ソース端末とターゲット中継端末との間の接続が確立され、また、
ソース端末が、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示し、また
、ソース中継端末がターゲットノードにソース中継端末との間の接続を解除するように指
示することにより、その後の、ソース端末及びターゲットノードそれぞれがターゲット中
継端末との接続を確立するための便宜を図れる。
【００３３】
　または、前記制御ノードがソース中継端末である場合、前記制御ノードが前記候補中継
リストから前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた後、
　前記ソース中継端末は、前記ソース端末に第１接続解除命令を送信し、前記ターゲット
ノードに第２接続解除命令を送信するステップであって、前記第１接続解除命令は、前記
ソース中継端末との間の接続を解除するように前記ソース端末に指示するためのものであ
り、前記第２接続解除命令は、前記ソース中継端末との間の接続を解除するように前記タ
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ーゲットノードに指示するためのものであり、前記ターゲットノードは、ターゲット端末
またはターゲットネットワークノードである前記指示ステップをさらに備える。
【００３４】
　以上のような実施によれば、制御ノードがソース中継端末である場合、ソース中継端末
がターゲット中継端末を決めた後に、ソース端末及びターゲットノードそれぞれにソース
中継端末との間の接続を解除するように指示することにより、その後の、ソース端末及び
ターゲットノードそれぞれがターゲット中継端末との接続を確立することを図れる。
【００３５】
　また、前記接続解除命令には、前記ターゲット中継端末の情報が含まれ、前記ターゲッ
トノードが前記ソース中継端末から前記通知を受信した後、前記ターゲットノードと前記
ターゲット中継端末の間の接続を確立するステップをさらに備える。以上のような実施は
、制御ノードがソース端末である場合、ソース中継端末により、ターゲットノードとター
ゲット中継端末の間の接続を確立するように指示することができる。
【００３６】
　または、前記第１接続解除命令及び前記第２接続解除命令には、前記ターゲット中継端
末の情報が含まれ、前記ソース端末及びターゲットノードが前記第１接続解除命令または
第２接続解除命令を受信した後、前記ターゲットノードと前記ターゲット中継端末の間の
接続を確立するステップをさらに備える。以上のような実施によれば、制御ノードがソー
ス中継端末である場合、ソース中継端末が、ターゲットノードとターゲット中継端末の間
の接続を確立することができる。
【００３７】
　また、前記制御ノードがソース端末である場合、前記制御ノードが中継端末の再選を判
断した後、
　前記ソース端末は、前記ソース中継端末により前記ターゲットノードに通知メッセージ
を送信するステップであって、前記通知メッセージは、前記ソース端末へのデータ送信を
停止するように前記ターゲットノードに通知するためのものであり、前記ターゲットノー
ドは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードである前記送信ステップをさ
らに備え、
　または、
　前記制御ノードがソース中継端末である場合、前記制御ノードが中継端末の再選を判断
した後、
　前記ソース中継端末は、前記ソース端末に第１通知メッセージを送信し、前記ターゲッ
トノードに第２通知メッセージを送信するステップであって、前記第１通知メッセージは
前記ターゲットノードへのデータ送信を停止するように前記ソース端末に通知するための
ものであり、前記第２通知メッセージは前記ソース端末へのデータ送信を停止するように
前記ターゲットノードに通知するためのものであり、前記ターゲットノードは、ターゲッ
ト端末またはターゲットネットワークノードである前記送信ステップをさらに備える。
【００３８】
　以上のような実施によれば、制御ノードが中継端末の再選を決めた場合、ソース端末ま
たはターゲットノードのデータ送信を停止するように通知することにより、中継端末の再
選中の、ソース端末とターゲットノードの間のデータ紛失を最大限に減少させる。
【００３９】
　また、本発明に係る実施例は、制御ノード装置を提供し、前記制御ノード装置は前記ソ
ース端末またはソース中継端末であり、
　前記制御ノード装置は、
　中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末のために中継端末の再選を判断する
判断モジュールと、
　中継端末の再選を要すると判断すれば、前記ソース端末のために候補中継端末のリスト
を決定する第１決定モジュールと、
　取得した補助情報に基づき、前記候補中継端末のリストから前記ソース端末のためにタ
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ーゲット中継端末を決める第２決定モジュールとを備える。
【００４０】
　当該制御ノード装置によれば、ソース端末、ターゲットノード、ソース中継端末が移動
中に中継端末としてもう適切ではなくなる場合、ソース端末またはソース中継端末が、ソ
ース端末のために中継端末を改めて選択することができる。
【００４１】
　また、前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末及びターゲットと近接して、中
継サービスを提供できる端末が含まれる。こうして、制御ノード装置が候補中継端末のリ
ストからソース端末のために、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙを選択してターゲット中継端
末とすることができる。
【００４２】
　また、前記第１決定モジュールは、
　前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、近接端末によりブロードキャスティ
ングした発見信号を受信し、前記発見信号に、前記ターゲット端末の識別子情報及び前記
近接端末が前記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報が含まれる場合
、前記近接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子
情報を前記候補中継端末のリストに追加し、前記近接端末が前記ターゲット端末を発見し
た後に前記ターゲット端末の識別子情報を前記発見信号に含ませ、
　または、前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、発見信号をブロードキャス
ティングし、前記発見信号には、前記ソース端末及び前記ターゲット端末の識別子情報、
及び前記ソース端末が中継サービスを要することを示す指示情報が含まれ、前記ソース端
末が近接端末の発見信号の応答情報を受信し、且つ前記発見信号の応答情報に、前記近接
端末が前記ソース端末に中継サービスを提供することを示す指示情報が含まれれば、前記
近接端末を前記ソース端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を
前記候補中継端末のリストに追加し、前記近接端末は、前記ターゲット端末の識別子情報
に対応する端末を発見した後、前記ソース端末に前記発見信号の応答情報をフィードバッ
クし、
　または、前記制御ノード装置が前記ソース中継端末である場合、前記ソース端末により
決めてフィードバックされた候補中継端末のリストを受信する。
【００４３】
　以上のような実施によれば、ソース端末またはソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅ
ｌａｙ状況中の中継端末の再選に適用され、ソース端末のために候補中継端末のリストを
決定することができる。
【００４４】
　また、前記候補中継端末のリストには、前記ソース端末と近接し、且つ中継サービスを
提供できるオンライン端末が含まれる。こうして、制御ノード装置が候補中継端末のリス
トからソース端末のためにＵＥ-to- Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙを選択してターゲット中
継端末とすることができる。
【００４５】
　また、前記第１決定モジュールは、
　前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、近接端末によりブロードキャスティ
ングした発見信号を受信し、前記発見信号には、前記近接端末が前記ソース端末に中継サ
ービスを提供することを示す指示情報が含まれ、前記近接端末を前記ソース端末の候補中
継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリストに追加し
、
　または、前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、発見信号をブロードキャス
ティングし、前記発見信号には、前記ソース端末の識別子情報、及び前記ソース端末が中
継サービスを要することを示す指示情報が含まれ、前記ソース端末が近接端末の発見信号
の応答情報を受信し、且つ前記発見信号の応答情報に、前記近接端末が前記ソース端末の
ために中継サービスを提供できることを示す情報が含まれば、前記近接端末を前記ソース
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端末の候補中継端末として決定して、前記近接端末の識別子情報を前記候補中継端末のリ
ストに追加し、
　または、前記制御ノード装置が前記ソース中継端末である場合、前記ソース端末により
決めてフィードバックされた候補中継端末のリストを受信する。
【００４６】
　以上のような実施によれば、ソース端末またはソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗ
ｏｒｋＲｅｌａｙ状況における中継端末の再選に適用され、ソース端末のために候補中継
端末のリストを決定する。
【００４７】
　また、前記中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条件のうちの１つを含む：
【００４８】
　第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所定
閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が既
定最大回数に至っても失敗する。
【００４９】
　第２条件：ソース中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強度
が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットノード間の伝送または再
伝送回数が既定最大回数に至っても失敗し、前記ターゲットノードは、ターゲット端末ま
たはターゲットネットワークノードである。
【００５０】
　第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、前記ソース端末
の中継端末とすることにもう適切ではなくなる。こうして、制御ノード装置は、ＵＥ－ｔ
ｏ－ＵＥＲｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中
継端末の再選の場合、上述の中継端末の再選トリガー条件のうちの１つを満足すると判断
すれば、ソース端末のために中継端末を再選することができる。
【００５１】
　また、前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前記
ソース端末により測定して獲得したものであるか、または、前記ソース中継端末により測
定して前記ソース端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定して前記ソース端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記ターゲットノードにより測定して前記ソース中継端末により前記ソース端末に
フィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、前
記ソース中継端末により決定されて前記ソース端末にフィードバックされたものである。
【００５２】
　以上のような実施は、ソース端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔ
ｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末を再選する場合、ソース端末が、
前記中継端末の再選トリガー条件を獲得する方式である。
【００５３】
　また、前記制御ノード装置が前記ソース中継端末である場合、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第１条件が含まれれば、前記第１条件は、前記
ソース端末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、
または、前記ソース中継端末により測定し得たものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件に前記第２条件が含まれれば、前記第２条件は、前記
ソース中継端末により測定し得たものであるか、または、前記ターゲットノードにより測
定し得て前記ソース中継端末にフィードバックされたものであり、
　前記中継端末の再選トリガー条件には、前記第３条件が含まれれば、前記第３条件は、
前記ソース中継端末により決められたものである。
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【００５４】
　以上のような実施は、ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ
－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末の再選の場合に、ソース中継
端末が、前記中継端末の再選トリガー条件を獲得する方式である。
【００５５】
　また、前記補助情報には、少なくとも下記の情報のうちの１つを含む：
【００５６】
　第１補助情報は、ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
であり、
【００５７】
　第２補助情報は、候補中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信
強度であり、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノ
ードであり、
【００５８】
　第３補助情報は、候補中継端末の中継ポリシーである。こうして、制御ノードは、ＵＥ
－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況におけ
る中継端末の再選の場合、得られた前記補助情報に基づき、前記候補中継端末のリストか
ら、前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決める。
【００５９】
　また、前記制御ノード装置が前記ソース端末である場合、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報が前記ソース端末
により測定し得たものであるか、または、前記候補中継端末により測定して前記ソース端
末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記候補中継
端末または前記ターゲットノードにより測定して前記ソース端末にフィードバックされた
ものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末にフィードバックされたものである。
【００６０】
　以上のような実施は、ソース端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ－ｔ
ｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末を再選する場合、ソース端末が前
記補助情報を得る方式に関するものである。
【００６１】
　また、前記制御ノード装置が前記ソース中継端末である場合、
　前記補助情報に前記第１補助情報が含まれる場合、前記第１補助情報は、前記ソース端
末により測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、
前記候補中継端末により測定されて前記ソース端末を介して前記ソース中継端末にフィー
ドバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第２補助情報が含まれる場合、前記第２補助情報は、前記ターゲッ
トノードにより測定されて前記ソース中継端末にフィードバックされたものであるか、ま
たは、前記候補中継端末により測定されて前記ターゲットノードを介して前記ソース中継
端末にフィードバックされたものであり、
　前記補助情報に前記第３補助情報が含まれる場合、前記第３補助情報は、前記候補中継
端末により決められて前記ソース端末または前記ターゲットノードを介して前記ソース中
継端末にフィードバックされたものである。
【００６２】
　以上のような実施は、ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況またはＵＥ
－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況における中継端末の再選の場合、ソース中継端
末が前記補助情報を得る方式に関するものである。
【００６３】
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　また、前記制御ノード装置は、送信モジュールをさらに備え、
　前記送信モジュールは、前記制御ノード装置がソース端末である場合、前記ソース中継
端末に接続解除命令を送信して前記ターゲット中継端末との接続を確立し、前記接続解除
命令は、前記第２決定モジュールが前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた
後、送信したものであり、前記接続解除命令は、前記ソース端末の間の接続を解除するよ
うに前記ソース中継端末に指示し、前記ターゲットノードに通知して前記ソース中継端末
との間の接続を解除するように前記ソース中継端末に指示することに用いられ、前記ター
ゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであり、
　以上のような実施によれば、ソース端末を制御ノード装置とし、ソース端末がターゲッ
ト中継端末を決めた後、ソース端末とターゲット中継端末との間の接続が確立され、また
、ソース端末が、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示し、ま
た、ソース中継端末がターゲットノードにソース中継端末との間の接続を解除するように
指示することにより、その後の、ソース端末及びターゲットノードそれぞれがターゲット
中継端末との接続を確立するための便宜を図れる。
【００６４】
　または、前記送信モジュールは、前記制御ノード装置がソース中継端末である場合、前
記ソース端末に第１接続解除命令を送信し、前記ターゲットノードに第２接続解除命令を
送信し、前記第１接続解除命令及び前記第２接続解除命令は、前記第２決定モジュールが
前記ソース端末のためにターゲット中継端末を決めた後、送信したものであり、前記第１
接続解除命令は、前記ソース中継端末との間の接続を解除するように前記ソース端末に指
示するためのものであり、前記第２接続解除命令は、前記ソース中継端末との間の接続を
解除するように前記ターゲットノードに指示するためのものであり、前記ターゲットノー
ドは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードである。
【００６５】
　以上のような実施によれば、制御ノード装置がソース中継端末である場合、ソース中継
端末がターゲット中継端末を決めた後、ソース端末及びターゲットノードそれぞれがソー
ス中継端末との間の接続を解除するように指示することにより、その後の、ソース端末及
びターゲットノードそれぞれがターゲット中継端末との間の接続を確立することができる
。
【００６６】
　また、通知モジュールをさらに備え、
　前記通知モジュールは、前記制御ノードがソース端末である場合、前記ターゲットノー
ドに通知メッセージを送信し、前記通知メッセージは、前記判断モジュールが中継端末の
再選を判断した後に送信されたものであり、前記通知メッセージは、前記ソース端末への
データ送信を停止するように前記ターゲットノードに通知するためのものであり、前記タ
ーゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードであり、
　または、前記制御ノードがソース中継端末である場合、前記ソース端末に第１通知メッ
セージを送信し、前記ターゲットノードに第２通知メッセージを送信し、ここで、前記第
１通知メッセージ及び前記第２通知メッセージは、前記判断モジュールが中継端末の再選
を判断した後に送信されたものであり、前記第１通知メッセージは前記ターゲットノード
へのデータ送信を停止するように前記ソース端末に通知するためのものであり、前記第２
通知メッセージは前記ソース端末へのデータ送信を停止するように前記ターゲットノード
に通知するためのものであり、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲッ
トネットワークノードである。
【００６７】
　または、本発明に係る実施例は端末を送信し、前記端末は、ソース端末またはソース中
継端末であり、前記端末は、プロセッサと、送受信機と、メモリとを備え、
　前記プロセッサは、メモリからプログラムを呼び出して、以下のように動作し、
　中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末のために中継端末の再選を判断し、
　中継端末の再選を要すると判断すれば、前記ソース端末のために候補中継端末のリスト
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を決定し、
　取得した補助情報に基づき、前記候補中継端末のリストから前記ソース端末のためにタ
ーゲット中継端末を決め、
　送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信し、
　メモリは、プロセッサが操作を執行する場合に利用したデータを記憶する。
【００６８】
　前記端末によれば、ソース端末、ターゲットノード、ソース中継端末が移動中に中継端
末としてもう適切ではなくなる場合、ソース端末またはソース中継端末は、ソース端末の
ために中継端末を改めて選択することができる。
【００６９】
　以上のような実施によれば、制御ノード装置が中継端末の再選を決めた場合、通知ソー
ス端末またはターゲットノードのデータ送信を通知することにより、中継端末の再選中の
、ソース端末とターゲットノード間のデータ紛失を最大限に減少することができる。
【発明の効果】
【００７０】
　本発明に係る実施例によれば、制御ノードは、中継端末の再選トリガー条件により、ソ
ース端末のために中継端末の再選に対する判断を行い、制御ノードが中継端末の再選が要
すると判断すれば、ソース端末のために候補中継端末のリストを決定し、補助情報に基づ
き、候補中継端末のリストからソース端末のために、ターゲット中継端末を決める。ここ
で、制御ノードはソース端末またはソース中継端末である。こうして、ソース端末、ター
ゲットノード、ソース中継端末が移動中に中継端末としてもう適切ではなくなる場合、ソ
ース端末またはソース中継端末は、ソース端末のために中継端末を改めて選択することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
　本発明に係る実施例や従来の技術方案をより明確に説明するために、以下に実施例を説
明するために必要な図面をについて簡単に紹介する。無論、以下の説明における図面は本
発明に係る実施例の一部であり、当業者は、創造性作業を行わないことを前提として、こ
れらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
【図１】ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙにより端末間のＤ２Ｄ発見またはＤ２
Ｄ通信を実現する従来の技術を示す図である。
【図２】ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙにより端末間のＤ２Ｄ発見またはＤ２Ｄ通信を実
現する従来の技術を示す図である。
【図３】本発明に係る実施例１が提供する中継端末の再選方法のフローチャートである。
【図４】本発明に係る実施例２が提供する中継端末の再選方法のフローチャートである。
【図５】本発明に係る実施例３が提供する中継端末の再選方法のフローチャートである。
【図６】本発明に係る実施例４が提供する中継端末の再選方法のフローチャートである。
【図７】本発明に係る実施例５が提供する中継端末の再選方法のフローチャートである。
【図８】本発明に係る実施例６が提供する制御ノード装置の構造図である。
【図９】本発明に係る実施例７が提供する端末の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００７２】
　以下、実施例により本発明を説明するが、これらの実施例に限定されたものではない。
本発明の趣旨及び実質を逸脱しない限り、発明方法、工程または条件に対しての修正また
は取り換えることも、全て本発明の範囲に属する。
　特に指定しない限り、実施例における技術手段はすべて当業者が周知的な技術手段であ
る。
【００７３】
　〈実施例１〉
　図３に示す本発明に係る実施例が提供する中継端末の再選方法は、下記のステップを備
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える。
　ステップ３０１において、制御ノードは、中継端末の再選トリガー条件により、ソース
端末のために中継端末の再選に対する判断を行い、制御ノードは、ソース端末またはソー
ス中継端末である。
　ステップ３０２において、制御ノードは、中継端末の再選が要すると判断すれば、ソー
ス端末のために候補中継端末のリストを決定する。
　ステップ３０３において、制御ノードは、取得した補助情報に基づき、候補中継端末の
リストからソース端末のためにターゲット中継端末を決める。
　上述の流れは、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙにも適用でき、ＵＥ－ｔｏ－
ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況にも適用できる。
【００７４】
　上述の流れがＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況に適用する場合、ステップ３０２の候
補中継端末のリストにおける候補中継端末は、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙであり、即
ち、ソース端末及びターゲット端末とともに近接し、且つ中継サービスを提供できる端末
である。
【００７５】
　上述の流れがＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｌａｙ情況に適用する場合、ステップ
３０２候補中継端末のリストにおける候補中継端末は、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒ
ｅｌａｙであり、即ちソース端末と近接し、且つ中継サービスを提供できるオンライン端
末である。ここで、オンライン端末とは、ネットワークカバレッジ範囲内に位置し且つネ
ットワークと直接に通信する端末である。
【００７６】
　以下、いくつかの実施例を挙げて、異なる情況の中継端末への再選流れを説明する。
　〈情況１〉制御ノードは、ソース端末であり、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況にお
いて、中継端末の再選を行う。
　〈情況２〉制御ノードは、ソース端末であり、ＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙ
情況において、中継端末の再選を行う。
　〈情況３〉制御ノードは、ソース中継端末であり、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙ情況
において、中継端末の再選を行う。
　〈情況４〉制御ノードは、ソース中継端末であり、ＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌ
ａｙ情況において中継端末の再選を行う。
【００７７】
　〈実施例２〉
　実施例２は、上記情況１について、中継端末の再選流れを説明したものである。図４に
示すように、当該流れは以下のステップを備える
　ステップ４０１において、ソース端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソー
ス端末のために中継端末の再選を判断する。
　ここで、ステップ４０１において、中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条
件のうちの１つを含む。
　◎第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所
定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第２条件：ソース中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の受信強度
が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲット端末間の伝送または再伝
送回数が既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、ソース端末の
中継端末としてもう適合できなくなる。
【００７８】
　実施において、ソース中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以
上のこれらの任意の組み合わせを含む。
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　◎ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥ Ｒｅｌａｙの許容情報を取得したがどうか
　◎ソース中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース中継端末の
負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか
　◎ソース中継端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか
　◎ソース中継端末とソース端末の間、及びソース中継端末とターゲット端末間のデータ
伝送の相対速度または回線干渉情況が中継端末とすることに適合するかどうか等。
【００７９】
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定し得たものであるか、または、ソース中継端末により測定してソース端末にフィー
ドバックされたものである。即ち、第１条件に係るソース端末とソース中継端末間のチャ
ネル品質または信号の受信強度、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再
伝送回数は、ソース端末により測定し得たものであるか、または、ソース中継端末により
測定してソース端末にフィードバックされたものである。
【００８０】
　中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中継端末
により測定してソース端末にフィードバックされたものであるか、または、ターゲットノ
ードにより測定してソース中継端末によりソース端末にフィードバックされたものである
。即ち、第２条件に係るソース中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の
受信強度またはソース中継端末とターゲット端末間の伝送または再伝送回数は、ソース中
継端末により測定してソース端末にフィードバックされたものであるか、または、ターゲ
ット端末により測定してソース中継端末によりソース端末にフィードバックされたもので
ある。
【００８１】
　中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中継端末
により決めてソース端末にフィードバックされたものである。即ち、第３条件に係る中継
ポリシーは、ソース中継端末により決めてソース端末にフィードバックされたものである
。
【００８２】
　好ましくは、ソース中継端末は、ソース端末のリクエストに基づき、測定したまたは受
信した測定結果或いは中継ポリシーをソース端末にフィードバックしてもよく、ソース中
継端末が中継端末の再選条件を満足すると判断した後、測定したまたは受信した測定結果
或いは中継ポリシーをソース端末にフィードバックするように自ら進む。
【００８３】
　ステップ４０２a~ステップ４０２bにおいて、ソース端末が中継端末の再選を行うと判
断する場合、ソース端末はソース中継端末によりターゲット端末に通知メッセージを送信
し、通知メッセージは、ソース端末へのデータ伝送を停止するようにターゲット端末に送
信することに用い、当該ステップは、中継端末の再選中の、ソース端末とターゲット端末
間のデータ紛失を最大限に減少するためのステップである。
【００８４】
　具体的に、図４に示すように、
　ステップ４０２aにおいて、ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、ソー
ス端末がソース中継端末に通知メッセージを送信して、ソース中継端末に、ソース端末へ
のデータ送信を停止するようにターゲット端末に通知させる。
【００８５】
　ステップ４０２bにおいて、ソース中継端末は、ターゲット端末に通知メッセージを送
信し、ソース端末へのデータ送信を停止するようにターゲット端末に通知する。
【００８６】
　ステップ４０３において、ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、ソース
端末のために候補中継端末のリストを決定し、ここで、候補中継リストにおける候補中継
端末は、ソース端末及びターゲット端末とともに近接し、且つ中継サービスを提供するこ
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とができる。
　ステップ４０３の候補中継端末のリストはソース端末により決められ、決め方式は以下
で説明する
【００８７】
　〈方式１〉ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、
発見信号にターゲット端末の識別子情報及び近接端末がソース端末のために中継サービス
を提供できることを示す情報が含まれる場合、近接端末をソース端末の候補中継端末とし
て決め、近接端末の識別子情報を候補中継端末のリストに入れ込む。ここで、近接端末を
ソース端末の候補中継端末とし、近接端末がターゲット端末を発見した後、ターゲット端
末の識別子情報を発見信号に含ませる。
【００８８】
　方式１において、発見信号に含まれる近接端末がソース端末のために中継サービスを提
供できることを示す情報とは、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙとしてソース端末
のために中継サービスを提供できることを示す情報を指す。近接端末ブロードキャスティ
ングの発見信号には、近接端末自身の識別子情報以外にも、少なくとも発見されたターゲ
ット端末の識別子情報がさらに含まれる。近接端末がソース端末のために中継サービスを
提供できるかどうかを示す情報は、近接端末の中継ポリシーにより判断される。例えば、
近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情報を取得したかどうか、近接端末の電気
が中継サービスの提供に適合するかどうか、近接端末の負荷が中継サービスの提供に適合
するかどうか、近接端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか、近接端末とソ
ース端末の間、及び近接端末とターゲット端末の間のデータ伝送の相対速度または回線干
渉情況が中継サービスの提供に適合するかどうか等がある。近接端末の中継ポリシーは、
上記列挙した内容のうち１つまたは１つ以上これらの任意の組み合わせを含む。
【００８９】
　〈方式２〉ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、発見信号には、ソース端末
及びターゲット端末の識別子情報、及びソース端末が中継サービスを要することを示す情
報が含まれる。ソース端末が近接端末の発見信号の応答情報を受信し、且つ発見信号の応
答情報には近接端末がソース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含
まれる場合、近接端末をソース端末の候補中継端末として決め、且つ近接端末の識別子情
報を候補中継端末のリストに入れ込む。ここで、近接端末は、ターゲット端末の識別子情
報に対応する端末を発見した後、ソース端末に発見信号の応答情報をフィードバックする
。
【００９０】
　方式２において、発見信号に含まれる、ソース端末が中継サービスを要することを示す
情報は、ソース端末が、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙにより中継サービスを提供すること
を要することを示す情報である。発見信号の応答情報に含まれる近接端末がソース端末の
ために中継サービスを提供できることを示す情報は、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌ
ａｙとしてソース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報である。ソース
端末は、まずＤ２Ｄ発見メカニズムを利用して近接端末から発見信号の応答情報を受信し
、近接端末が、ソース端末及びターゲット端末と近接し、且つ近接端末が中継サービスを
提供することができる場合、当該近接端末を候補中継端末とする。近接端末は、ターゲッ
ト端末の識別子情報に対応する端末を発見した後、受信したソース端末からの発見信号中
のソース端末の識別子情報及び自身の中継ポリシーに基づき、ソース端末及び発見された
ターゲット端末のために中継サービスを提供できるかどうかを判断する。方式２における
近接端末の中継ポリシーは、方式１における近接端末の中継ポリシーを参照されたく、こ
こで更なる説明をしない。
　ステップ４０４において、ソース端末は、取得した補助情報に基づき、候補中継端末の
リストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
　ステップ４０４における補助情報は少なくとも下記情報のうちの１つを含む。
　◎第１補助情報：ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
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　◎第２補助情報：候補中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の受信強
度
　◎第３補助情報：候補中継端末の中継ポリシー
【００９１】
　ここで、候補中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこれ
らの任意の組み合わせを含む。候補中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情報を
取得したがどうか、候補中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補
中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補中継端末が中継サービス
を提供する意向を有するかどうか、候補中継端末とソース端末の間、及び候補中継端末と
ターゲット端末間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継端末とすることに適
合するかどうか等。
【００９２】
　ステップ４０４における補助情報の取得方式について説明する。
　補助情報に第１補助情報が含まれる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定し得
られるか、または、候補中継端末により測定してソース端末にフィードバックされたもの
である。
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報は、候補中継端末またはターゲ
ット端末により測定してソース端末にフィードバックされたものである。
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決めて
ソース端末にフィードバックされたものである。
【００９３】
　実施において、補助情報はソース端末により測定し得た情報であるかまたは受信した情
報であり、ソース端末は、中継端末の再選が要すると判断した後、候補中継端末のリスト
における候補中継端末の補助情報を取得する。補助情報の取得について、補助情報は、ソ
ース端末により測定し得てもよく、ソース端末が自身と近接するノードにリクエストして
フィードバックされて取得してもよい。ソース端末と近接するノードは、候補中継端末、
ターゲット端末を含む。
【００９４】
　ステップ４０５a~ステップ４０５bにおいて、ソース端末は、ソース中継端末に接続解
除命令を送信して、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示し、
中継端末との間の接続を解除することをターゲット端末に通知するようにソース中継端末
に指示する。
【００９５】
　具体的に、ステップ４０５aにおいて、ソース端末は、ソース中継端末に接続解除命令
を送信し、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示する。ソース
中継端末がソース端末との接続を解除するとは、ソース中継端末がソース端末と関連する
RRC（Radio Resource Control）、PDCP（Packet Data Convergence Protocol）、RLC（Ra
dio Link Control）、MAC（Media Access Control）、PHY（Physical Layer）等の構成情
報を解除することを指す。
【００９６】
　ステップ４０５bにおいて、ソース中継端末は、ソース中継端末との間の接続を解除す
ることをターゲット端末に通知する。ターゲット端末がソース中継端末との間の接続を解
除するとは、ターゲット端末は、ソース中継端末との間の、ソース端末と関連するRRC、P
DCP、RLC、MAC、PHY等の構成情報を解除することを指す。
【００９７】
　ステップ４０６aにおいて、ソース端末は、ターゲット中継端末との接続を確立する。
　ステップ４０６bにおいて、ターゲット端末は、ソース中継端末の通知を受信した後、
ターゲット中継端末との間の接続を確立する。ここで、ステップ４０５aのソース中継端
末が受信した接続解除命令には、ターゲット中継端末の情報が含まれる。
【００９８】



(21) JP 6463477 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　ソース端末がターゲット中継端末との間の接続を確立すること、及びターゲット端末が
ターゲット中継端末との間の接続を確立することは、ソース端末またはターゲット端末が
ターゲット中継端末とのIP（Internet Protocol）接続を確立すること、及び低階層RRC、
PDCP、RLC、MAC、PHYとの関連構成を完成させることを含む。
【００９９】
　ステップ４０７において、ターゲット中継端末は、ソース端末及びターゲット端末のた
めにデータ伝送のサービスを提供して、ソース端末とターゲット端末の間に直接に通信で
きるようにする。
【０１００】
　実施例において、ソース端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末の
ために中継端末の再選を判断する。ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、
ソース端末のために候補中継端末のリストを決定し、ソース端末は、補助情報に基づき、
候補中継端末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定し、こうして、
ソース端末、ターゲット端末、ソース中継端末の移動中にソース中継端末が中継端末とし
てもう適合ではなくなる場合、ソース端末が、ソース端末のためにターゲット中継端末を
改めて選択することができる。
【０１０１】
　実施例３
　実施例３は上記情況２について中継端末の再選のフローを説明する。図５に示すように
、当該フローは、下記のステップを備える。
　ステップ５０１において、ソース端末中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端
末のために中継端末の再選を判断する。
　ここで、ステップ５０１において、中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条
件のうちの１つを含む
【０１０２】
　◎第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所
定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗する。　
　◎第２条件：ソース中継端末とターゲットネットワークノードの間のチャネル品質また
は信号の受信強度が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットネット
ワークノードの間の伝送または再伝送回数が既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、ソース端末の
中継端末としてもう適合できなくなる。
　ここで、ソース中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこ
れらの任意の組み合わせを含む。ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａ
ｙの許容情報を取得したかどうか、ソース中継端末の電気が中継サービスの提供に適合す
るかどうか、ソース中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース中
継端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか、ソース中継端末とソース端末の
間、及びソース中継端末とターゲットネットワークノードの間のデータ伝送の相対速度ま
たは回線干渉情況が中継端末とすることに適合するかどうか等。
【０１０３】
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定し得たものであるか、または、ソース中継端末により測定してソース端末にフィー
ドバックされたものである。即ち、第１条件に係るソース端末とソース中継端末間のチャ
ネル品質または信号の受信強度、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再
伝送回数は、ソース端末により測定し得たものであるか、または、ソース中継端末により
測定してソース端末にフィードバックされたものである。
【０１０４】
　中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中継端末
により測定してソース端末にフィードバックされたものであるか、または、ターゲットノ
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ードにより測定してソース中継端末によりソース端末にフィードバックされたものである
。即ち、第２条件に係るソース中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の
受信強度またはソース中継端末とターゲット端末間の伝送または再伝送回数は、ソース中
継端末により測定してソース端末にフィードバックされたものであるか、または、ターゲ
ット端末により測定してソース中継端末によりソース端末にフィードバックされたもので
ある。
【０１０５】
　中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中継端末
により決めてソース端末にフィードバックされたものである。即ち、第３条件に係る中継
ポリシーは、ソース中継端末により決めてソース端末にフィードバックされたものである
。
【０１０６】
　好ましくは、ソース中継端末はソース端末のリクエストにより、測定し得たまたは受信
した測定結果或いは中継ポリシーをソース端末にフィードバックしてもよく、ソース中継
端末が中継端末の再選条件を満足すると判断して測定したまたは受信した測定結果或いは
中継ポリシーをソース端末にフィードバックするように自ら進んでもよい。
【０１０７】
　ステップ５０２a~ステップ５０２bにおいて、ソース端末が中継端末の再選を行うと判
断する場合、ソース端末は、ソース中継端末により、ターゲットネットワークノードに通
知メッセージを送信し、通知メッセージは、ソース端末へのデータ送信を停止するように
ターゲットネットワークノードに通知することに用いる。当該ステップは、中継端末の再
選の間の、ソース端末とターゲットネットワークノードの間のデータ紛失を最大限に減ら
すためのステップである。具体的に、図５に示すように、下記のステップを備える。
【０１０８】
　ステップ５０２aにおいて、ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、ソー
ス端末は、ソース中継端末に通知メッセージを送信して、ソース中継端末に、ソース端末
へのデータ送信を停止するようにターゲットネットワークノードに通知させる。
【０１０９】
　ステップ５０２bにおいて、ソース中継端末は、ターゲットネットワークノードに通知
メッセージを送信して、ソース端末へのデータ送信を停止するようにターゲットネットワ
ークノードに通知する。
【０１１０】
　ステップ５０３において、ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、ソース
端末のために候補中継端末のリストを決定する。ここで、候補中継リストにおける候補中
継端末は、ソース端末と近接し、且つ中継サービスを提供できるオンライン端末である。
　ステップ５０３における候補中継端末のリストは、ソース端末により決定する。決定方
式について、以下、説明する。
【０１１１】
　〈方式１〉ソース端末は、近接端末によりブロードキャストされた発見信号を受信し、
発見信号に近接端末がソース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含
まれる場合、近接端末をソース端末の候補中継端末として決め、近接端末の識別子情報を
候補中継端末のリストに入れ込む。
【０１１２】
　〈方式２〉ソース端末は、発見信号をブロードキャストし、発見信号には、ソース端末
の識別子情報及びソース端末が中継サービスを要することを示す情報が含まれ、ソース端
末が近接端末の発見信号の応答情報を受信し、且つ発見信号の応答情報には近接端末がソ
ース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含まれる場合、近接端末を
ソース端末の候補中継端末として決め、且つ近接端末の識別子情報を候補中継端末のリス
トに入れ込む。
【０１１３】
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　方式１において、発見信号に含まれる近接端末がソース端末のために中継サービスを提
供できることを示す情報とは、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙとして
ソース端末ために中継サービスを提供できることを示す情報を指す。
【０１１４】
　方式２において、ソース端末が中継サービスを要することを示す情報とは、ソース端末
がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙにより中継サービスを提供することを要するこ
とを示す情報を指す。発見信号の応答情報に含まれる近接端末がソース端末のために中継
サービスを提供できることを示す情報とは、近接端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅ
ｌａｙとしてソース端末ために中継サービスを提供できることを示す情報を指す。
【０１１５】
　上記２つの方式において、Ｄ２Ｄ発見メカニズムにより、ソース端末と近接し且つオン
ライン状態の端末を決めるが、オンライン端末が中継サービスを提供できるかどうかはオ
ンライン端末のポリシーにより決める。例えば、オンライン端末がＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗ
ｏｒｋＲｅｌａｙの許容情報を取得したかどうか、オンライン端末の電気が中継サービス
の提供に適合するかどうか、オンライン端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかど
うか、オンライン端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか、オンライン端末
とソース端末の間、及びオンライン端末とターゲットネットワークノードの間のデータ伝
送の相対速度または回線干渉情況が中継端末とすることに適合するかどうか等。オンライ
ン端末の中継ポリシーは、上記列挙内容中の１つ以上またはこれらの任意の組み合わせの
１つ以上を含む。オンライン端末がソース端末と近接し、且つオンライン端末のポリシー
により当該オンライン端末が中継サービスの提供に適合すれば、当該オンライン端末を候
補中継端末とする。
　ステップ５０４において、ソース端末は、取得した補助情報に基づき、候補中継端末の
リストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
　ステップ５０４における補助情報は、少なくとも下記情報中の１つを含む。
　◎第１補助情報：ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
　◎第２補助情報：候補中継端末とターゲットネットワークノードの間のチャネル品質ま
たは信号の受信強度
　◎第３補助情報：候補中継端末の中継ポリシー。
【０１１６】
　ここで、候補中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこれ
らの任意の組み合わせを含む。候補中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙの
許容情報を取得したかどうか、候補中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかど
うか、候補中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補中継端末が中
継サービスを提供する意向を有するかどうか、候補中継端末とソース端末の間、及び候補
中継端末とターゲットネットワークノード間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況
が中継端末とすることに適合するかどうか等。
【０１１７】
　ステップ５０４における補助情報の取得方式について説明する。
　補助情報に第１補助情報が含まれる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定し得
られるか、または、候補中継端末により測定してソース端末にフィードバックされたもの
である。
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報は、候補中継端末またはターゲ
ットネットワークノードにより測定されてソース端末にフィードバックされたものである
。
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決めて
ソース端末にフィードバックされたものである。
【０１１８】
　実施において、補助情報はソース端末により測定し得た情報であるかまたは受信した情
報であり、好ましくは、ソース端末は、中継端末の再選が要すると判断した後、候補中継
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端末のリストにおける候補中継端末の補助情報を取得する。補助情報の取得について、補
助情報は、ソース端末により測定し得られたものであってもよく、ソース端末が近接のノ
ードにリクエストしてフィードバックされて取得したものであってもよい。ソース端末と
近接するノードは、候補中継端末またはターゲットネットワークノードを含む。
【０１１９】
　ステップ５０５a~ステップ５０５bにおいて、ソース端末は、ソース中継端末に接続解
除命令を送信し、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示し、ソ
ース中継端末との間の接続を解除することをターゲットネットワークノードに通知するよ
うにソース中継端末に指示する。
【０１２０】
　具体的に、ステップ５０５aにおいて、ソース端末は、ソース中継端末に接続解除命令
を送信し、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に指示する。ソース
中継端末がソース端末との間の接続を解除するとは、ソース中継端末がソース端と関連す
るRRC、PDCP、RLC、MAC、PHY等の構成情報を解除することを指す。
【０１２１】
　ステップ５０５bにおいて、ソース中継端末は、ソース中継端末との間の接続を解除す
るようにターゲットネットワークノードに通知する。ターゲットネットワークノードがソ
ース中継端末との間の接続を解除するとは、ターゲットネットワークノードがソース中継
端末との間またはソース端末と関連するRRC、PDCP、RLC、MAC、PHY等の構成情報を解除す
る。
【０１２２】
　ステップ５０６aにおいて、ソース端末は、ターゲット中継端末との接続を確立する。
【０１２３】
　ステップ５０６bにおいて、ターゲットネットワークノードは、ソース中継端末の通知
を受信した後、ターゲット中継端末との間の接続を確立する。ここで、ステップ５０５a
におけるソース中継端末が受信した接続解除命令にはターゲット中継端末の情報が含まれ
る。
【０１２４】
　ソース端末は、ターゲット中継端末との間の接続を確立し、また、ターゲットネットワ
ークノードは、ターゲット中継端末との間の接続を確立する。ここで、ソース端末または
ターゲットネットワークノードがターゲット中継端末とのIP接続の確立、及び低階層RRC
、PDCP、RLC、MAC、PHYの関連構成の完成も含まれる。
【０１２５】
　ステップ５０７において、ターゲット中継端末は、ソース端末及びターゲットネットワ
ークノードのためにデータ伝送のサービスを提供して、ソース端末とターゲットネットワ
ークノードの間に直接通信できるようにする。
【０１２６】
　実施例において、ソース端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末の
ために中継端末の再選を判断し、ソース端末が中継端末の再選を行うと判断する場合、ソ
ース端末のために候補中継端末のリストを決定する。ソース端末は、補助情報に基づき、
候補中継端末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。こうして
、ソース端末、ターゲットネットワークノード、ソース中継端末の移動により、ソース中
継端末が中継端末としてもう適合ではない場合、ソース端末は、ソース端末のためにター
ゲット中継端末を改めに選択することができる。
【０１２７】
　実施例４
　実施例４は、上記情況３の中継端末の再選流れを説明する。図６に示すように、当該流
れは以下のステップを備える。
　ステップ６０１において、ソース中継端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、
ソース端末のために中継端末の再選を判断する。
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【０１２８】
　ここで、ステップ６０１における中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条件
のうちの１つを含む。
　◎第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所
定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第２条件：ソース中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の受信強度
が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲット端末間の伝送または再伝
送回数が既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、ソース端末の
中継端末としてもう適合できなくなる。
【０１２９】
　ソース中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこれらの任
意の組み合わせを含む。ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情報を取得
したがどうか、ソース中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース
中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース中継端末が中継サービ
スを提供する意向を有するかどうか、ソース中継端末とソース端末の間、及びソース中継
端末とターゲット端末間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継端末とするこ
とに適合するかどうか等。
【０１３０】
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定されてソース中継端末にフィードバックされたか、またはソース中継端末により測
定し得たものである。即ち、第１条件中のソース端末とソース中継端末間のチャネル品質
または信号の受信強度、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数
は、ソース中継端末により測定し得たか、またはソース端末により測定されてソース中継
端末にフィードバックされたものである。
【０１３１】
　中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中継端末
により測定し得られたか、または、ターゲットノードにより測定し得られてソース中継端
末にフィードバックされたものである。即ち、第２条件におけるソース中継端末とターゲ
ットノード間のチャネル品質または信号の受信強度、または、ソース中継端末とターゲッ
トノード間の伝送または再伝送回数は、ソース中継端末により測定し得られたか、または
、ターゲットノードにより測定し得られてソース中継端末にフィードバックされたもので
ある。
【０１３２】
　中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中継端末
により決定される。即ち、第３条件における中継ポリシーは、ソース中継端末により決定
されたものである。
【０１３３】
　好ましくは、ソース端末またはターゲット端末は、ソース中継端末のリクエストにより
、測定したまたは受信した測定結果をソース中継端末にフィードバックしてもよく、ソー
ス端末は、中継端末の再選条件を満足すると判断した後、測定したまたは受信した測定結
果をソース中継端末にフィードバックするように自ら進む。
【０１３４】
　ステップ６０２a~ステップ６０２bにおいて、ソース中継端末が中継端末の再選を行う
と判断すれば、ソース中継端末は、ソース端末及びターゲット端末に通知メッセージを送
信する。通知メッセージは、ソース端末へのデータ伝送を停止するようにソース端末及び
ターゲット端末に通知することに用いられる。当該ステップは、中継端末の再選中の、ソ
ース端末とターゲット端末間のデータ紛失を最大限に減少するためのステップである。具
体的に、図６に示すように、下記のステップを備える。
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【０１３５】
　ステップ６０２aにおいて、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれば、ソ
ース中継端末は、ソース端末に第１通知メッセージを送信し、第１通知メッセージは、タ
ーゲット端末へのデータ伝送を停止するようにソース端末に通知する。
【０１３６】
　ステップ６０２bにおいて、ソース中継端末は、ターゲット端末に第２通知メッセージ
を送信し、第２通知メッセージは、ソース端末へのデータ送信を停止するようにターゲッ
ト端末に通知するものである。
【０１３７】
　ステップ６０３において、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれば、ソー
ス中継端末のために候補中継端末のリストを決定する。ここで、候補中継リストにおける
候補中継端末は、ソース端末及びターゲット端末とともに近接し、且つ中継サービスを提
供することができる。
【０１３８】
　ステップ６０３における候補中継端末のリストは、ソース端末により決定された後、ソ
ース中継端末にフィードバックされたものである。ソース端末が候補中継端末のリストを
決定する方式は、実施例２のステップ４０３を参照されたく、ここで、繰り返して説明し
ない。
【０１３９】
　ステップ６０４において、ソース中継端末は、取得した補助情報に基づき、候補中継端
末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
　ステップ６０４における補助情報は、少なくとも下記情報中の１つを含む。
　◎第１補助情報：ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
　◎第２補助情報：候補中継端末とターゲット端末間のチャネル品質または信号の受信強
度
　◎第３補助情報：候補中継端末の中継ポリシー
【０１４０】
　ここで、候補中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこれ
らの任意の組み合わせを含む。候補中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＵＥＲｅｌａｙの許容情報を
取得したがどうか、候補中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補
中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補中継端末が中継サービス
を提供する意向を有するかどうか、候補中継端末とソース端末の間、及び候補中継端末と
ターゲット端末間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況が中継端末とすることに適
合するかどうか等。ステップ６０４における補助情報の取得方式としては、補助情報に第
１補助情報が含まれる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定されてソース中継端
末にフィードバックされたか、または、候補中継端末により測定され、且つソース端末に
よりソース中継端末にフィードバックされたものである。
【０１４１】
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報は、ターゲット端末により測定
されてソース中継端末にフィードバックされたか、または、候補中継端末により測定され
てターゲット端末によりソース中継端末にフィードバックされたものである。
【０１４２】
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決定さ
れてソース端末またはターゲット端末によりソース中継端末にフィードバックされたもの
である。
【０１４３】
　補助情報は、ソース中継端末により測定し得た情報か、または受信した情報である。好
ましくは、ソース端末は、中継端末の再選が要すると判断した後、候補中継端末のリスト
における候補中継端末の補助情報を取得し、補助情報の取得について、補助情報は、ソー
ス端末により測定し得られたものであってもよく、ソース端末が近接のノードにリクエス



(27) JP 6463477 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

トしてフィードバックされて取得したものであってもよい。ソース端末と近接するノード
は、候補中継端末またはターゲット端末を含む。
【０１４４】
　ステップ６０５a~ステップ６０５bにおいて、ソース中継端末は、ソース端末に第１接
続解除命令を送信し、ターゲット端末に第２接続解除命令を送信する。第１接続解除命令
は、中継端末との間の接続を解除するようにソース端末ソースに指示し、第２接続解除命
令は、ソース中継端末との間の接続を解除するようにターゲット端末に指示する。
【０１４５】
　ステップ６０５aにおいて、ソース中継端末は、ソース端末に第１接続解除命令を送信
して、ソース中継端末との間の接続を解除するようにソース端末に指示する。ソース端末
がソース中継端末との間の接続を解除することは、ソース端末と関連するRRC、PDCP、RLC
、MAC、PHY等の構成情報を解除することを指す。
【０１４６】
　ステップ６０５bにおいて、ソース中継端末は、ターゲット端末に第２接続解除命令を
送信し、ソース中継端末との間の接続を解除するようにターゲット端末に指示する。
【０１４７】
　ターゲットネットワーク端末がソース中継端末との間の接続を解除することは、ターゲ
ット端末がソース中継端末との間及びソース端末と関連するRRC、PDCP、RLC、MAC、PHY等
の構成情報を解除することを指す。
【０１４８】
　ステップ６０６aにおいて、第１接続解除命令にはターゲット中継端末の情報が含まれ
る。ソース端末は、第１接続解除命令を受信した後、ターゲット中継端末との接続を確立
する。
【０１４９】
　ステップ６０６bにおいて、第２接続解除命令にはターゲット中継端末の情報が含まれ
る。ターゲット端末が第２接続解除命令を受信した後、ターゲット中継端末との接続を確
立する。
【０１５０】
　ソース端末は、ターゲット中継端末との間の接続を確立し、または、ターゲット端末タ
ーゲット中継端末との間の接続を確立する。ソース端末またはターゲット端末がターゲッ
ト中継端末とのIP接続を確立すること、及び低階層RRC、PDCP、RLC、MAC、PHYの関連構成
を完成することが含まれる。
【０１５１】
　ステップ６０７において、ターゲット中継端末は、ソース端末及びターゲット端末のた
めにデータ伝送サービスを提供して、ソース端末とターゲット端末間の直接通信ができる
ようにする。
【０１５２】
　実施例において、ソース中継端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端
末のために中継端末の再選を判断し、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれ
ば、ソース端末のために候補中継端末のリストを決定し、ソース中継端末は、補助情報に
基づき、候補中継端末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
こうして、ソース端末、ターゲット端末、ソース中継端末の移動により、ソース中継端末
がもう中継端末として適合ではなくなる場合、ソース中継端末は、ソース端末のためにタ
ーゲット中継端末を改めて選択することができる。
【０１５３】
　実施例５
　実施例５は、上記情況４について中継端末の再選のフローを説明する。図７に示すよう
に、当該フローは下記のステップを備える。
　ステップ７０１において、ソース中継端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、
ソース端末のために中継端末の再選を判断する。
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【０１５４】
　ここで、ステップ７０１において、中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条
件のうちの１つを含む。
　◎第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所
定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第２条件：ソース中継端末とターゲットネットワークノードの間のチャネル品質また
は信号の受信強度が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットネット
ワークノードの間の伝送または再伝送回数が既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、ソース端末の
中継端末としてもう適合できなくなる。
【０１５５】
　ここで、ソース中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこ
れらの任意の組み合わせを含む。ソース中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａ
ｙの許容情報を取得したかどうか、ソース中継端末の電気が中継サービスの提供に適合す
るかどうか、ソース中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、ソース中
継端末が中継サービスを提供する意向を有するかどうか、ソース中継端末とソース端末の
間、及びソース中継端末とターゲットネットワークノードの間のデータ伝送の相対速度ま
たは回線干渉情況が中継端末とすることに適合するかどうか等。
【０１５６】
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定されてソース中継端末にフィードバックされたか、またはソース中継端末により測
定し得たものである。即ち、第１条件におけるソース端末とソース中継端末間のチャネル
品質または信号の受信強度または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回
数は、ソース中継端末により測定し得られたものであるか、または、ソース端末により測
定されてソース中継端末にフィードバックされたものである。
【０１５７】
　中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中継端末
により測定し得られたか、または、ターゲットノードにより測定し得られてソース中継端
末にフィードバックされたものである。即ち、第２条件におけるソース中継端末とターゲ
ットノード間のチャネル品質または信号の受信強度、または、ソース中継端末とターゲッ
トノード間の伝送または再伝送回数は、ソース中継端末により測定し得られたか、または
、ターゲットノードにより測定し得られてソース中継端末にフィードバックされたもので
ある。
【０１５８】
　中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中継端末
により決定される。即ち、第３条件における中継ポリシーは、ソース中継端末により決定
されたものである。
【０１５９】
　ソース端末または、ターゲットネットワークノードは、ソース中継端末のリクエストに
より、測定したまたは受信した測定結果をソース中継端末にフィードバックしてもよく、
ソース端末が中継端末の再選条件を満足すると判断した後、測定したまたは受信した測定
結果をソース中継端末にフィードバックするように自ら進んでもよい。
【０１６０】
　ステップ７０２a~ステップ７０２bにおいて、ソース中継端末が中継端末の再選を行う
と判断すれば、ソース中継端末は、ソース端末及びターゲットネットワークノードに通知
メッセージを送信する。通知メッセージは、ソース端末へのデータ送信を停止するように
ソース端末及びターゲットネットワークノードに通知することに用いられる。当該ステッ
プは、中継端末の再選の間の、ソース端末とターゲットネットワークノードの間のデータ
紛失を最大限に減らすためのステップである。図７に示すように、下記のステップを備え
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る。
【０１６１】
　ステップ７０２aにおいて、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれば、ソ
ース中継端末は、ソース端末に第１通知メッセージを送信する。第１通知メッセージは、
ターゲットネットワークノードへのデータ伝送を停止するようにソース端末に通知するこ
とに用いられる。
【０１６２】
　ステップ７０２bにおいて、ソース中継端末は、ターゲットネットワークノードに第２
通知メッセージを送信する。第２通知メッセージは、ソース端末へのデータ伝送を停止す
るようにターゲットネットワークノードに通知することに用いられる。
【０１６３】
　ステップ７０３において、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれば、ソー
ス端末のために候補中継端末のリストを決定する。ここで、候補中継リストにおける候補
中継端末は、ソース端末と近接し、中継サービスを提供することができるオンライン端末
である。
【０１６４】
　ステップ７０３における候補中継端末のリストは、ソース端末により決定された後に、
ソース中継端末にフィードバックされたものである。ソース端末が候補中継端末のリスト
を決定する方式は、実施例３のステップ５０３を参照されたく、ここで繰り返して説明し
ない。
【０１６５】
　ステップ７０４において、ソース中継端末は、取得した補助情報に基づき、候補中継端
末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
　ステップ７０４における補助情報は、少なくとも下記情報中の１つを含む。
　◎第１補助情報：ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
　◎第２補助情報：候補中継端末とターゲットネットワークノードの間のチャネル品質ま
たは信号の受信強度
　◎第３補助情報：候補中継端末の中継ポリシー
【０１６６】
　ここで、候補中継端末の中継ポリシーは下記コンテンツ中の１つまたは１つ以上のこれ
らの任意の組み合わせを含む。候補中継端末がＵＥ－ｔｏ－ＮｅｔｗｏｒｋＲｅｌａｙの
許容情報を取得したかどうか、候補中継端末の電気が中継サービスの提供に適合するかど
うか、候補中継端末の負荷が中継サービスの提供に適合するかどうか、候補中継端末が中
継サービスを提供する意向を有するかどうか、候補中継端末とソース端末の間、及び候補
中継端末とターゲットネットワークノード間のデータ伝送の相対速度または回線干渉情況
が中継端末とすることに適合するかどうか等。
【０１６７】
　ステップ７０４における補助情報の取得方式としては、補助情報に第１補助情報が含ま
れる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定されてソース中継端末にフィードバッ
クされたか、または、候補中継端末により測定されてソース端末によりソース中継端末に
フィードバックされたものである。
【０１６８】
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報は、ターゲットネットワークノ
ードにより測定されてソース中継端末にフィードバックされたか、または、候補中継端末
により測定されてターゲットネットワークノードによりソース中継端末にフィードバック
されたものである。
【０１６９】
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決定さ
れてソース端末またはターゲットネットワークノードによりソース中継端末にフィードバ
ックされたものである。
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【０１７０】
　補助情報は、ソース中継端末により測定し得た情報か、または受信した情報である。好
ましくは、ソース端末は、中継端末の再選が要すると判断した後、候補中継端末のリスト
における候補中継端末の補助情報を取得する。補助情報の取得について、補助情報は、ソ
ース端末により測定し得られたものであってもよく、ソース端末が近接のノードにリクエ
ストしてフィードバックされて取得したものであってもよい。ソース端末と近接するノー
ドは、候補中継端末またはターゲットネットワークノードを含む。
【０１７１】
　ステップ７０５a~ステップ７０５bにおいて、ソース中継端末は、ソース端末に第１接
続解除命令を送信し、ターゲットネットワークノードに第２接続解除命令を送信する。第
１接続解除命令は、中継端末との間の接続を解除するようにソース端末ソースに指示し、
第２接続解除命令用ソース中継端末との間の接続を解除するようにターゲットネットワー
クノードに指示する。
【０１７２】
　ステップ７０５aにおいて、ソース中継端末は、ソース端末に第１接続解除命令を送信
し、ソース中継端末との間の接続を解除するようにソース端末に指示する。ソース端末が
ソース中継端末との間の接続を解除するとは、ソース端末と関連するRRC、PDCP、RLC、MA
C、PHY等の構成情報を解除することを指す。
【０１７３】
　ステップ７０５bにおいて、ソース中継端末は、ターゲットネットワークノードに第２
接続解除命令を送信して、ソース中継端末との間の接続を解除するようにターゲットネッ
トワークノードに指示する。ターゲットネットワークノードがソース中継端末との間の接
続を解除するとは、ターゲットネットワークノードがソース中継端末との間またはソース
端末と関連するRRC、PDCP、RLC、MAC、PHY等の構成情報を解除することを指す。
【０１７４】
　ステップ７０６aにおいて、第１接続解除命令にはターゲット中継端末の情報が含まれ
、ソース端末は、第１接続解除命令を受信した後、ターゲット中継端末との接続を確立す
る。
【０１７５】
　ステップ７０６bにおいて、第２接続解除命令にはターゲット中継端末の情報が含まれ
る。ターゲットネットワークノードは、第２接続解除命令を受信した後、ターゲット中継
端末との接続を確立する。
【０１７６】
　ソース端末は、ターゲット中継端末との間の接続を確立し、また、ターゲットネットワ
ークノードは、ターゲット中継端末との間の接続を確立する。ソース端末またはターゲッ
トネットワークノードがターゲット中継端末とのIP接続を確立すること、及び低階層RRC
、PDCP、RLC、MAC、PHYの関連構成を完成することも含まれる。
【０１７７】
　ステップ７０７において、ターゲット中継端末は、ソース端末及びターゲットネットワ
ークノードのためにデータ伝送のサービスを提供するソース端末とターゲットネットワー
クノードの間に直接通信できるようにする。
【０１７８】
　実施例において、ソース中継端末は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端
末のために中継端末の再選を判断し、ソース中継端末が中継端末の再選を行うと判断すれ
ば、ソース端末のために候補中継端末のリストを決定し、ソース中継端末は、補助情報に
基づき、候補中継端末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
こうして、ソース端末、ターゲットネットワークノード、ソース中継端末の移動により、
ソース中継端末がもう中継端末として適合ではなくなる場合、ソース中継端末は、ソース
端末のためにターゲット中継端末を改めて選択することができる。
【０１７９】
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　同様な発明思想により、本発明に係る実施例は、制御ノード装置をさらに提供する。こ
れらの制御ノード装置に関する詳しいコンテンツは、前述の方法の実施例を参照されたく
、ここで繰り返して説明しない。
【０１８０】
　実施例６
　図８に示す本発明に係る実施例が提供する制御ノード装置は、ソース端末またはソース
中継端末である。当該制御ノード装置は、判断モジュール８０１と、第１決定モジュール
８０２と、第２決定モジュール８０３とを備える。
　前記判断モジュール８０１は、中継端末の再選トリガー条件に基づき、ソース端末のた
めに中継端末の再選を判断する。
　前記第１決定モジュール８０２は、中継端末の再選を要すると判断すれば、ソース端末
のために候補中継端末のリストを決定する。
　前記第２決定モジュール８０３は、取得した補助情報に基づき、候補中継端末のリスト
からソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
　好ましくは、候補中継端末のリストには、ソース端末及びターゲット端末とともに近接
し、且つ中継サービスを提供できる端末が含まれる。
【０１８１】
　好ましくは、第１決定モジュール８０２は、制御ノード装置がソース端末である場合、
近接端末によりブロードキャスティングした発見信号を受信し、発見信号にターゲット端
末の識別子情報及び近接端末がソース端末のために中継サービスを提供できることを示す
情報が含まれる場合、近接端末をソース端末の候補中継端末として決め、近接端末の識別
子情報を候補中継端末のリストに入れ込む。ここで、近接端末をソース端末の候補中継端
末とし、近接端末がターゲット端末を発見した後、ターゲット端末の識別子情報を発見信
号に含ませる。
【０１８２】
　または、第１決定モジュール８０２は、制御ノード装置がソース端末である場合、発見
信号をブロードキャスティングし、発見信号には、ソース端末及びターゲット端末の識別
子情報、及びソース端末が中継サービスを要することを示す情報が含まれ、ソース端末が
近接端末の発見信号の応答情報を受信し、且つ発見信号の応答情報には近接端末がソース
端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含まれる場合、近接端末をソー
ス端末の候補中継端末として決め、且つ近接端末の識別子情報を候補中継端末のリストに
入れ込む。ここで、近接端末は、ターゲット端末の識別子情報に対応する端末を発見した
後、ソース端末に発見信号の応答情報をフィードバックする。
　制御ノード装置がソース中継端末である場合、ソース端末により決定されてフィードバ
ックされた候補中継端末のリストを受信する。
　好ましくは、候補中継端末のリストには、ソース端末と近接し、且つ中継サービスを提
供できるオンライン端末が含まれる。
【０１８３】
　好ましくは、第１決定モジュール８０２は、制御ノード装置がソース端末である場合、
近接端末によりブロードキャスティングした発見信号を受信し、発見信号に近接端末がソ
ース端末のために中継サービスを提供できることを示す情報が含まれる場合、近接端末を
ソース端末の候補中継端末として決め、近接端末の識別子情報を候補中継端末のリストに
入れ込む。
【０１８４】
　または、第１決定モジュール８０２は、制御ノード装置がソース端末である場合、発見
信号をブロードキャスティングし、発見信号には、ソース端末の識別子情報及びソース端
末が中継サービスを要することを示す情報が含まれる。ソース端末が近接端末の発見信号
の応答情報を受信し、且つ発見信号の応答情報には近接端末がソース端末のために中継サ
ービスを提供できることを示す情報が含まれる場合、近接端末をソース端末の候補中継端
末として決め、且つ近接端末の識別子情報を候補中継端末のリストに入れ込む。
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　制御ノード装置がソース中継端末である場合、ソース端末により決定されてフィードバ
ックされた候補中継端末のリストを受信する。
【０１８５】
　好ましくは、中継端末の再選トリガー条件は、少なくとも下記条件のうちの１つを含む
。
　◎第１条件：ソース端末とソース中継端末間のチャネル品質または信号の受信強度が所
定閾値より小さいか、または、ソース端末とソース中継端末間の伝送または再伝送回数が
既定最大回数に至っても失敗する。
　◎第２条件：ソース中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信強
度が所定閾値より小さいか、または、ソース中継端末とターゲットノード間の伝送または
再伝送回数が既定最大回数に至っても失敗する。ここで、ターゲットノードは、ターゲッ
ト端末またはターゲットネットワークノードである。
　◎第３条件：ソース中継端末の中継ポリシーにより、ソース中継端末は、ソース端末の
中継端末としてもう適合できなくなる。
【０１８６】
　好ましくは、制御ノード装置がソース端末であれば、
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定し得たものであるか、または、ソース中継端末により測定してソース端末にフィー
ドバックされたものである。
【０１８７】
　また、中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中
継端末により測定してソース端末にフィードバックされたものであるか、または、ターゲ
ットノードにより測定してソース中継端末によりソース端末にフィードバックされたもの
である。
　また、中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中
継端末により決めてソース端末にフィードバックされたものである。
【０１８８】
　好ましくは、制御ノード装置がソース中継端末であれば、
　中継端末の再選トリガー条件に第１条件が含まれる場合、第１条件は、ソース端末によ
り測定されてソース中継端末にフィードバックされたか、またはソース中継端末により測
定し得たものである。
【０１８９】
　中継端末の再選トリガー条件に第２条件が含まれる場合、第２条件は、ソース中継端末
により測定し得られたか、または、ターゲットノードにより測定し得られてソース中継端
末にフィードバックされたものである。
【０１９０】
　中継端末の再選トリガー条件に第３条件が含まれる場合、第３条件は、ソース中継端末
により決定される。
【０１９１】
　好ましくは、補助情報は、少なくとも下記情報中の１つを含む。
　◎第１補助情報：ソース端末と候補中継端末の間のチャネル品質または信号の受信強度
　◎第２補助情報：候補中継端末とターゲットノード間のチャネル品質または信号の受信
強度であり、前記ターゲットノードは、ターゲット端末またはターゲットネットワークノ
ードである
　◎第３補助情報：候補中継端末の中継ポリシー。
【０１９２】
　好ましくは、制御ノード装置がソース端末であれば、
　補助情報に第１補助情報が含まれる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定し得
られるか、または、候補中継端末により測定してソース端末にフィードバックされたもの
である。
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【０１９３】
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報は、候補中継端末またはターゲ
ットノードにより測定されてソース端末にフィードバックされたものである。
【０１９４】
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決めて
ソース端末にフィードバックされたものである。
【０１９５】
　好ましくは、制御ノード装置がソース中継端末であれば、
　補助情報に第１補助情報が含まれる場合、第１補助情報は、ソース端末により測定され
てソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、候補中継端末により測
定されてソース端末によりソース中継端末にフィードバックされたものである。
【０１９６】
　補助情報に第２補助情報が含まれる場合、第２補助情報はターゲットノードにより測定
されてソース中継端末にフィードバックされたものであるか、または、候補中継端末によ
り測定されてターゲットノードによりソース中継端末にフィードバックされたものである
。
【０１９７】
　補助情報に第３補助情報が含まれる場合、第３補助情報は、候補中継端末により決定さ
れてソース端末またはターゲットノードによりソース中継端末にフィードバックされたも
のである。
【０１９８】
　好ましくは、制御ノード装置は、送信モジュールをさらに備える。
　前記送信モジュールは、制御ノード装置がソース端末である場合、ソース中継端末に接
続解除命令を送信して、ターゲット中継端末との接続を確立し、接続解除命令は、第２決
定モジュール８０３がソース端末のためにターゲット中継端末を決定した後に発送された
。ここで、接続解除命令は、ソース端末との間の接続を解除するようにソース中継端末に
指示し、ソース中継端末との間の接続を解除することをターゲットノードに通知するよう
にソース中継端末に指示する。ここで、ターゲットノードは、ターゲット端末またはター
ゲットネットワークノードである。
【０１９９】
　または、送信モジュールは、制御ノード装置がソース中継端末である場合、ソース端末
に第１接続解除命令を送信し、ターゲットノードに第２接続解除命令を送信する。ここで
、第１接続解除命令及び第２接続解除命令は、第２決定モジュール８０３がソース端末の
ためにターゲット中継端末を決定した後に送信される。第１接続解除命令は、中継端末と
の間の接続を解除するようにソース端末ソースに指示し、第２接続解除命令は、ソース中
継端末との間の接続を解除するようにターゲットノードに指示する。ターゲットノードは
、ターゲット端末またはターゲットネットワークノードである。
【０２００】
　好ましくは、モジュールをさらに備える。
　通知モジュールは、制御ノードがソース端末である場合、ターゲットノードに通知メッ
セージを送信する。ここで、通知メッセージは、判断モジュール８０１が中継端末の再選
を行うと判断した後に発送される。通知メッセージは、ソース端末へのデータ送信を停止
するようにターゲットノードに通知するものである。ターゲットノードは、ターゲット端
末またはターゲットネットワークノードである。
【０２０１】
　また、通知モジュールは、制御ノードがソース中継端末である場合、ソース端末に第１
通知メッセージを送信し、ターゲットノードに第２通知メッセージを送信する。ここで、
第１通知メッセージ、第２通知メッセージは、判断モジュール８０１が中継端末の再選を
行うと判断した後に送信されたものである。第１通知メッセージは、ターゲットノードへ
のデータ送信を停止するようにソース端末に通知する。第２通知メッセージは、ソース端
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末へのデータ送信を停止するようにターゲットノードに通知する。ターゲットノードは、
ターゲット端末またはターゲットネットワークノードである。
【０２０２】
　実施例において、制御ノード装置、ソース端末またはソース中継端末は、中継端末の再
選トリガー条件に基づき、ソース端末のために中継端末の再選を判断し、中継端末の再選
を要すると判断すれば、ソース端末のために候補中継端末のリストを決定し、補助情報に
基づいて候補中継端末のリストからソース端末のためにターゲット中継端末を決定する。
こうして、ソース端末、ターゲットノード、ソース中継端末が移動中に中継端末としても
う適切ではなくなる場合、ソース端末またはソース中継端末は、ソース端末のために中継
端末を改めて選択することができる。
【０２０３】
　同様な発明思想を踏まえ、本発明に係る実施例は端末をさらに提供する。これらの端末
に関する説明は、前述した方法の実施例を参照されたく、ここで、繰り返して説明しない
。
【０２０４】
　実施例７
　図９は本発明に係る実施例が提供する端末を示す図である。前記端末は、ソース端末ま
たはソース中継端末であり、前記端末は、プロセッサ９００と、送受信機９１０と、メモ
リ９２０とを備える。
【０２０５】
　前記プロセッサ９００は、メモリ９２０からプログラムを読み出して、中継端末の再選
トリガー条件に基づき、ソース端末のために中継端末の再選を判断する。
【０２０６】
　中継端末の再選を要すると判断すれば、前記ソース端末のために候補中継端末のリスト
を決定する。
【０２０７】
　取得した補助情報に基づき、前記候補中継端末のリストから前記ソース端末のためにタ
ーゲット中継端末を決める。
【０２０８】
　前記送受信機９１０は、プロセッサ９００の制御によりデータを送受信する。
【０２０９】
　メモリ９２０は、プロセッサ９００が操作を執行する際に利用するデータを記憶する。
【０２１０】
　ここで、図９において、バスアーキテクチャは、いずれかの数の相互接続するバス及び
ブリッジを備える。具体的に、プロセッサ９００が代表となる１つまたは複数のプロセッ
サ及びメモリ９２０が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテク
チャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することも
できる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない
。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機９１０は、複数の部品
であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信す
るユニットを提供する。異なるユーザー設備に対し、ユーザーインターフェース９３０は
、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続す
る設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等
を備えるが、これに限られない。
【０２１１】
　プロセッサ９００は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリ９２０は、
プロセッサ９００が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
【０２１２】
　前記端末によれば、ソース端末、ターゲットノード、ソース中継端末が移動中に中継端
末としてもう適切ではなくなる場合、ソース端末またはソース中継端末は、ソース端末の
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【０２１３】
　本領域の技術者として、本発明のに係る実施形態が方法、システム、又はコンピュータ
プログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフト
ウェア実施形態、又はソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用でき
ることがわかるはずである。また、本発明は一つ又は複数のコンピュータプログラム製品
の形式を採用できる。当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコン
ピュータ利用可能な記憶媒体（ディスク記憶装置、ＣＤ-ＲＯＭ、光学記憶装置などを含
むがそれとは限らない）において実施する。
【０２１４】
　以上は本発明に係る実施形態の方法、装置（システム）、及びコンピュータプログラム
製品のフロー及び／又はブロック図により本発明を記述した。理解すべきことは、コンピ
ュータプログラムの指令により、フロー及び／又はブロック図における各フロー及び／又
はブロックと、フロー及び／又はブロック図におけるフロー及び／又はブロックの結合を
実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を汎用コンピュータ、専
用コンピュータ、組込み式処理装置、又は他のプログラミング可能なデータ処理装置に提
供でき、コンピュータ又は他のプログラミング可能なデータ処理装置のプロセッサは、こ
れらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ又は複数のフロー及
び／又はブロック図における１つのブロック又は複数のブロックに指定される機能を実現
する。
【０２１５】
　それらのコンピュータプログラム指令は、また、コンピュータ又は他のプログラミング
可能なデータ処理装置を特定手法で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。
これにより、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、また
、フロー図における１つまたは複数のフローと／又はブロック図における１つ又は複数の
ブロックにおいて指定される機能を実現できる。
【０２１６】
　これらのコンピュータプログラム指令は、また、コンピュータ又は他のプログラミング
可能なデータ処理装置に実装できる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュ
ータ又は他のプログラミング可能な装置は、一連な操作ステップを実行することにより、
関連の処理を実現し、コンピュータ又は他のプログラミング可能な装置において実行され
る指令により、フロー図における一つ又は複数のフローと／又はブロック図における一つ
又は複数のブロックに指定される機能を実現する。
【０２１７】
　本発明の好ましい実施形態について記述したが、当業者は、本発明の基本的な技術思想
を把握した上、多種多様な変更と変形を行える。そのような全ての変形と変更は本発明に
記述された実施形態と共に、付加する請求の範囲の範囲内にあると解釈されるべきである
。
【０２１８】
　無論、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、又は
その中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような改造と置換は本発明の各実
施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
【０２１９】
　本出願は、２０１４年８月２２日に中国特許局に提出し、出願番号が２０１４１０４１
９１２３.９であり、発明名称が「中継端末の再選方法及び装置」との中国特許出願を基
礎とする優先権を主張し、その開示のすべてをここに取り込む。
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