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(57)【要約】
　ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュ
ータプログラム製品が、ＬＴＥベースのアクセスネット
ワークにおけるＤ２Ｄリレーリンク選択に関連して提供
される。一例では、通信デバイスは、通信デバイス（例
えば、ＵＥ）が、候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリ
ンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値
近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けら
れた情報、あるいはその他のＵＥ ＵＬ干渉のうちの少
なくとも１つに基づいて、候補ＵＥとリレーリンクを確
立することができると決定することと、候補ＵＥのため
の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づい
て、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができ
ると決定することと、それらの決定に基づいて、候補Ｕ
Ｅとのリレーリンクのためのリンク確立プロセスを行う
こととを行う能力が備わっている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信の方法であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を備える方法。
【請求項２】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることをさらに
備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数と
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リンク確立を前記行うことは、
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　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信のための装置であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定するための手
段と、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定するための手段と、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うための手段と
　を備える装置。
【請求項１７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信するための手段
　をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うための手段をさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
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ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストするための手段を
さらに備える、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信するための手段をさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに備える、
　請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに
備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２８】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
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　請求項１６に記載の装置。
【請求項３１】
　通信のための装置であって、
　処理システムを備え、前記処理システムは、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うように構成される、装置。
【請求項３２】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うようにさらに
構成される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うようにさらに構成さ
れる、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすること
　を行うようにさらに構成される、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３８】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　請求項３１に記載の装置。
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【請求項４０】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うようにさらに構成
される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさらに構成される、
　請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさ
らに構成される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４６】
　コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ可読媒体は、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うためのコードを備える、
　コンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うためのコード
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をさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うためのコードをさら
に備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることを行うた
めのコードをさらに備える、
　請求項５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５２】
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５３】
　前記候補ＵＥとの既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥがサポ
ートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポートされ
ているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５４】
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うためのコードをさ
らに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコードをさらに備える、
　請求項５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコ
ードをさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５８】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
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　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。

【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　[0001]　本願は、参照により全体が本明細書に明確に組み込まれる、２０１３年５月２
日に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR DEVICE TO DEVICE RELAY SELECTION」と題
する米国特許非仮出願第１３／８７５，６７７号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]　本開示は一般に通信システムに関し、より具体的には、ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ）ベースのアクセスネットワークにおけるデバイス・ツー・デバイス（
Ｄ２Ｄ）リレーリンク選択および確立に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、お
よびブロードキャストといった様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されて
いる。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域
幅、伝送電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能
な多元接続技術を用いうる。このような多元接続技術の例には、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システムが含まれる。
【０００４】
　[0004]　これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さ
らには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電
気通信規格に採用されている。電気通信規格の一例はＬＴＥである。ＬＴＥは、第３世代
パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって公表されたユニバーサルモバイル電
気通信システム（ＵＭＴＳ）モバイル規格の拡張のセットである。ＬＴＥは、スペクトル
効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新たなスペクトル
を利用すること、およびダウンリンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク
（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡを使用する他のオープン規格および多入力多出力（ＭＩＭ
Ｏ）アンテナ技術とより良く統合することによって、モバイルブロードバンドインターネ
ットアクセスをより良くサポートするように設計される。ＬＴＥは、ダイレクトなデバイ
ス・ツー・デバイス（ピア・ツー・ピア）通信をサポートしうる。
【０００５】
　[0005]　Ｄ２Ｄ通信に対する需要が高まるにつれ、ＬＴＥ内での様々なＤ２Ｄ通信構成
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をサポートするための方法／装置に対する必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]　以下に、１つまたは複数の態様の基本的な理解を提供するために、そのような
態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、意図されるすべての態様の広範な概観
ではなく、また、すべての態様の主要または重要なエレメントを特定するようにも、任意
またはすべての態様の範囲を定めるようにも意図されない。その唯一の目的は、後に提示
されるより詳細な説明への前置きとして、簡略化された形式で１つまたは複数の態様のい
くつかの概念を提示することである。
【０００７】
　[0007]　１つまたは複数の態様およびその対応する開示にしたがって、様々な態様が、
ＬＴＥベースのアクセスネットワークにおけるＤ２Ｄリレーリンク選択に関連して説明さ
れる。一例では、通信デバイスは、通信デバイス（例えば、ユーザ機器（ＵＥ））が、候
補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾
値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいはその他のＵ
Ｅ ＵＬ干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、候補ＵＥとリレーリンクを確立するこ
とができると決定することと、候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた
情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができると決定することと
、それらの決定に基づいて、候補ＵＥとのリレーリンクのためのリンク確立プロセスを行
うことと、を行う能力が備わっている。
【０００８】
　[0008]　関連態様によれば、ＬＴＥベースのアクセスネットワークにおけるＤ２Ｄリレ
ーリンク選択のための方法が提供される。方法は、候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリ
ンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセ
スリンクに関連付けられた情報、あるいはその他のＵＥ ＵＬ干渉のうちの少なくとも１
つに基づいて、ＵＥが候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することを
含むことができる。さらに、方法は、候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付け
られた情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができると決定する
ことを含むことができる。さらに、方法は、それらの決定に基づいて、候補ＵＥとのリレ
ーリンクのためのリンク確立プロセスを行うことを含みうる。
【０００９】
　[0009]　別の態様は、ＬＴＥベースのアクセスネットワークにおいてＤ２Ｄリレーリン
ク選択を行うことが可能な通信装置に関する。通信装置は、候補ＵＥとの任意の既存のア
クセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存
のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいはその他のＵＥ ＵＬ干渉のうちの少な
くとも１つに基づいて、ＵＥが候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定す
るための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、候補ＵＥのための既存のアクセ
スリンクに関連付けられた情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすること
ができると決定するための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、それらの決定
に基づいて、候補ＵＥとのリレーリンクのためのリンク確立プロセスを行うための手段を
含むことができる。
【００１０】
　[0010]　別の態様は通信装置に関する。装置は、候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリ
ンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセ
スリンクに関連付けられた情報、あるいはその他のＵＥ ＵＬ干渉のうちの少なくとも１
つに基づいて、ＵＥが候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定するように
構成された処理システムを含むことができる。さらに、処理システムは、候補ＵＥのため
の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサ
ポートすることができると決定するように構成されうる。さらに、処理システムは、それ
らの決定に基づいて、候補ＵＥとのリレーリンクのためのリンク確立プロセスを行うよう



(10) JP 2016-521076 A 2016.7.14

10

20

30

40

50

にさらに構成されうる。
【００１１】
　[0011]　さらに別の態様は、コンピュータプログラム製品に関し、それは、候補ＵＥと
の任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値近接内
にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいはその他のＵＥ ＵＬ
干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、ＵＥが候補ＵＥとリレーリンクを確立すること
ができると決定するためのコードを含むコンピュータ可読媒体を有することができる。さ
らに、コンピュータ可読媒体は、候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられ
た情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができると決定するため
のコードを含みうる。さらに、コンピュータ可読媒体は、それらの決定に基づいて、候補
ＵＥとのリレーリンクのためのリンク確立プロセスを行うためのコードを含むことができ
る。
【００１２】
　[0012]　前述した目的および関連する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は
、以下に十分に説明され、かつ特許請求の範囲において具体的に示される特徴を備える。
以下の説明および添付の図面は、１つまたは複数の態様の実例となる特定の特徴を詳細に
示す。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が用いられうる様々な方法のう
ちのほんの一部を示し、この説明は、すべてのこのような態様およびそれらの等価物を含
むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、ネットワークアーキテクチャの例を例示する図である。
【図２】図２は、アクセスネットワークの例を例示する図である。
【図３】図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を例示する図である。
【図４】図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を例示する図である。
【図５】図５は、アクセスネットワークにおける発展型ノードＢおよびユーザ機器の例を
例示する図である。
【図６】図６は、デバイス・ツー・デバイス通信ネットワークを例示する図である。
【図７】図７は、ある態様に係る、Ｄ２Ｄリレーリンクをサポートするように構成された
デバイス・ツー・デバイス通信ネットワークを例示する図である。
【図８】図８は、ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図９】図９は、例示的な装置における異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフ
ローを例示する概念的なデータフロー図である。
【図１０】図１０は、処理システムを用いる装置のためのハードウェア実現の例を例示す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0023]　添付の図面に関連して以下に示される詳細な説明は、様々な構成の説明を意図
としており、本明細書で説明される概念が実施されうる唯一の構成を表すことを意図した
ものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供するために特定の詳細を含
む。しかしながら、これらの概念がこれらの特定の詳細なしに実施されうることは当業者
には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を曖昧にしないために、周知
の構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
【００１５】
　[0024]　電気通信システムのいくつかの態様が、これより、様々な装置および方法に関
連して提示されるであろう。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明で説明され、
様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム、等
（総称して「エレメント」と呼ばれる）によって添付の図面で例示される。これらのエレ
メントは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組み合
わせを使用して実現されうる。そのようなエレメントがハードウェアとして実現されるか
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ソフトウェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約
に依存する。
【００１６】
　[0025]　例として、１つのエレメント、または１つのエレメントの任意の部分、あるい
は複数のエレメントの任意の組み合わせが、１つまたは複数のプロセッサを含む「処理シ
ステム」を用いて実現されうる。プロセッサの例には、マイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲート
アレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲート
ロジック、ディスクリートハードウェア回路、および本開示全体を通して説明される様々
な機能性を行うように構成された他の適切なハードウェアが含まれる。処理システム内の
１つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェ
ア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれて
も、それ以外の名称で呼ばれても、命令、命令のセット、コード、コードセグメント、プ
ログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーシ
ョン、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチ
ン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味すると
広く解釈されるものとする。
【００１７】
　[0026]　したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハ
ードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせに実現さ
れうる。ソフトウェアに実現される場合、これらの機能は、コンピュータ可読媒体上の１
つまたは複数の命令またはコードとして記憶または符号化されうる。コンピュータ可読媒
体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによりアクセスされること
ができる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、このようなコンピュ
ータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の
光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいはデー
タ構造または命令の形式で所望のプログラムコードを記憶または搬送するために使用され
ることができ、かつコンピュータによってアクセスされることができるその他の媒体を備
えうる。本明細書で使用される場合、ディスク（disk）およびディスク（disc）は、コン
パクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途
ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）
ディスクを含み、ここでディスク（disk）は通常、磁気的にデータを再生し、ディスク（
disc）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コン
ピュータ可読媒体の適用範囲（scope）内に含まれるべきである。
【００１８】
　[0027]　図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を例示する図である。ＬＴ
Ｅネットワークアーキテクチャ１００は、発展型パケットシステム（ＥＰＳ）１００と呼
ばれうる。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）１０２、発展型ＵＭＴ
Ｓ地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１０４、発展型パケットコア（ＥＰ
Ｃ）１１０、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０、およびオペレータのＩＰサービス１
２２を含みうる。ＥＰＳは、他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、
簡潔さのために、それらのエンティティ／インターフェースは示されない。示されるよう
に、ＥＰＳは、パケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に理解するであろうよ
うに、本開示の全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを提供するネ
ットワークに拡張されうる。
【００１９】
　[0028]　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６および他のｅＮＢ１０８
を含む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザおよび制御プレーンプロトコル終端
（terminations）を提供する。ｅＮＢ１０６は、バックホール（例えば、Ｘ２インタフェ
ース）を介して他のｅＮＢ１０８に接続されうる。ｅＮＢ１０６は、基地局、トランシー
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バ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービススセット（
ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、または何らかの他の適した専門用語でも呼ば
れうる。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２のためにＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを提供
する。ＵＥ１０２の例には、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システ
ム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（例えば、
ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機器、またはその他の同様に機能するデバイスが含ま
れる。ＵＥ１０２は、当業者によって、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入
者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデ
バイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末
、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、
モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語でも呼ばれうる。
【００２０】
　[0029]　ＵＥ１０２は、Ｄ２Ｄ接続１０３を形成しうる。ある態様では、Ｄ２Ｄ接続１
０３は、ＵＥ１０２が互いに通信することを可能にするように構成されうる。別の態様で
は、ＵＥ１０２は、Ｄ２Ｄ接続１０３を使用して別のＵＥ１０２のためのリレーとして機
能しうる。Ｄ２Ｄ接続１０３は、ＤＬリレー接続、ＵＬリレー接続、および／またはＤＬ
およびＵＬの両方のリレー接続を提供しうる。動作的な態様では、ＬＴＥネットワークア
ーキテクチャ１００は、近くのアクティブＵＥ１０２のためのリレーとして機能するため
にアイドルＵＥ１０２の使用を可能にしうる。ある態様では、アイドルＵＥ（例えば、リ
レーＵＥ）は、Ｄ２Ｄ接続１０３を通じて別のＵＥ（例えば、エッジＵＥ）のためのリレ
ーとして機能しうる。リレー候補ごとに、既存のアクセスリンクおよびＵＬリンクのリレ
ー候補に対するインパクトが決定され得、この候補を選択することの既存のアクセスリン
クに対するインパクトが決定されうる。これらの決定に基づいて、任意の現存のアクセス
リンクにインパクトを与えることなくエンド・ツー・エンドレートを改善するリレーが選
択されうる。
【００２１】
　[0030]　ｅＮＢ１０６は、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。
ＥＰＣ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１２、他のＭＭＥ１１４、サ
ービングゲートウェイ１１６、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェ
イ１１８を含む。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処
理する制御ノードである。一般に、ＭＭＥ１１２は、ベアラおよび接続管理を提供する。
すべてのユーザＩＰパケットは、自体がＰＤＮゲートウェイ１１８に接続されるサービン
グゲートウェイ１１６を通じて転送される。ＰＤＮゲートウェイ１１８は、ＵＥ ＩＰア
ドレス割振りに加え、他の機能も提供する。ＰＤＮゲートウェイ１１８は、オペレータの
ＩＰサービス１２２に接続される。オペレータのＩＰサービス１２２は、インターネット
、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、およびＰＳストリーミ
ングサービス（ＰＳＳ）を含みうる。
【００２２】
　[0031]　図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２
００の例を例示する図である。この例では、アクセスネットワーク２００は、多数のセル
ラ領域（セル）２０２に分割されている。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ
２０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラ領域２１０を有しうる。
より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、フェムトセル（例えば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ
））、ピコセル、マイクロセル、またはリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）でありうる。マク
ロｅＮＢ２０４は各々、それぞれのセル２０２に割り当てられ、セル２０２内のすべての
ＵＥ２０６、２１２に、ＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを提供するよう構成される。
ＵＥ２１２のうちのいくつかは、デバイス・ツー・デバイス通信状態にありうる。このア
クセスネットワーク２００の例には集中型（centralized）コントローラは存在しないが
、代替的な構成では、集中型コントローラが使用されうる。ｅＮＢ２０４は、無線ベアラ
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制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、および
サービングゲートウェイ１１６への接続性を含む、すべての無線関連機能を担う。
【００２３】
　[0032]　アクセスネットワーク２００によって用いられる変調および多元接続スキーム
は、展開される特定の電気通信規格によって異なりうる。ＬＴＥアプリケーションでは、
周波数分割複信（ＦＤＤ）および時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするために、Ｄ
Ｌ上ではＯＦＤＭが使用され、ＵＬ上ではＳＣ－ＦＤＭＡが使用される。後に続く詳細な
説明から当業者が容易に認識することになるように、本明細書に提示される様々な概念は
ＬＴＥアプリケーションによく適している。しかしながら、これらの概念は、他の変調お
よび多元接続技法を用いる他の電気通信規格に容易に拡張されうる。例として、これらの
概念は、進化データ最適化（ＥＶ－ＤＯ）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭ
Ｂ）に拡張されうる。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリの一部
として、第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）によって公表されたエ
アインタフェース規格であり、モバイル局にブロードバンドインターネットアクセスを提
供するためにＣＤＭＡを用いる。これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（
登録商標））およびＴＤ－ＳＣＤＭＡのようなＣＤＭＡの他の変形例を用いるユニバーサ
ル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＴＤＭＡを用いるモバイル通信のためのグローバルシ
ステム（ＧＳＭ（登録商標））、ならびにＯＦＤＭＡを用いるフラッシュＯＦＤＭ、ＩＥ
ＥＥ８０２.２０、ＩＥＥＥ８０２.１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２.
１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、および発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）に拡張されう
る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの
文書において説明されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの
文書において説明されている。用いられる実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術
は、特定の用途およびシステムに課せられる全体的な設計制約に依存するであろう。
【００２４】
　[0033]　図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を例示する図３００である。１
つのフレーム（１０ｍｓ）は、１０個の等しいサイズのサブフレームに分割されうる。各
サブフレームは、２個の連続したタイムスロットを含みうる。リソースグリッドは、２個
のタイムスロットを表すために使用され得、各タイムスロットは、リソースブロックを含
む。リソースグリッドは、複数のリソースエレメントに分割される。ＬＴＥでは、リソー
スブロックが、周波数ドメインに１２個の連続したサブキャリアを含み、ノーマルサイク
リックプリフィクスの場合、各ＯＦＤＭシンボルにおいて、時間ドメインに７個の連続し
たＯＦＤＭシンボルを含み、すなわち、８４個のリソースエレメントを含む。拡張サイク
リックプリフィクスの場合、リソースブロックは、時間ドメインに６個の連続したＯＦＤ
Ｍシンボルを含み、７２個のリソースエレメントを有する。物理ＤＬ制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）、物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、および他のチャネルは、リソースエレ
メントにマッピングされうる。
【００２５】
　[0034]　図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を例示する図４００である。Ｕ
Ｌのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに分割
されうる。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジに形成されることができ、
設定可能なサイズを有しうる。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報の送信
のためにＵＥに割り当てられうる。データセクションは、制御セクションに含まれないす
べてのリソースブロックを含みうる。ＵＬフレーム構造は、連続したサブキャリアを含む
データセクションに帰着し、これは、単一のＵＥに、データセクション内のすべての連続
したサブキャリアが割り当てられることを可能にしうる。
【００２６】
　[0035]　ＵＥは、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション内のリソースブ
ロック４１０ａ、４１０ｂが割り当てられうる。ＵＥはまた、ｅＮＢにデータを送信する
ために、データセクション内のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂが割り当てられうる
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。ＵＥは、制御セクション内の割り当てられたリソースブロック上で、物理ＵＬ制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）において制御情報を送信しうる。ＵＥは、データセクション内の割り
当てられたリソースブロック上で、物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）においてデータ
のみ、またはデータと制御情報の両方を送信しうる。ＵＬ送信は、サブフレームの両方の
スロットにまたがり、周波数にわたってホッピングしうる。
【００２７】
　[0036]　リソースブロックのセットは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）
４３０において、初期システムアクセスを行い、ＵＬ同期を達成するために使用されうる
。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いずれのＵＬデータ／シグナリン
グを搬送することはできない。各ランダムアクセスプリアンブルは、６個の連続したリソ
ースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定され
る。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある特定の時間および周波数リ
ソースに制限される。ＰＲＡＣＨについては、周波数ホッピングは存在しない。ＰＲＡＣ
Ｈの試みは、単一のサブフレーム（１ｍｓ）で、または少数の連続したサブフレームのシ
ーケンスにおいて搬送され、ＵＥは、１フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨの
試みのみを行うことができる。
【００２８】
　[0037]　図５は、アクセスネットワークにおいてＵＥ５５０と通信状態にあるｅＮＢ５
１０のブロック図である。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤのパケットが、
コントローラ／プロセッサ５７５に提供される。コントローラ／プロセッサ５７５はＬ２
レイヤの機能性を実現する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ５７５は、ヘッダ圧縮
、暗号化、パケットセグメンテーションおよび並び替え、論理チャネルとトランスポート
チャネルとの間での多重化、および様々な優先順位メトリックに基づいたＵＥ５５０への
無線リソース割振りを提供する。コントローラ／プロセッサ５７５はまた、ＨＡＲＱ動作
、損失パケットの再送、ＵＥ５５０へのシグナリングを担う。
【００２９】
　[0038]　送信（ＴＸ）プロセッサ５１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のた
めの様々な信号処理機能を実現する。信号処理機能は、ＵＥ５５０における順方向誤り訂
正（ＦＥＣ）を容易にするようにコーディングおよびインターリーブすることと、様々な
変調スキーム（例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、直交位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、
Ｍ相位偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づいて信号コン
ステレーションにマッピングすることとを含む。次いで、コーディングおよび変調された
シンボルは、並行した複数のストリームへと分けられうる。次に、各ストリームは、ＯＦ
ＤＭサブキャリアにマッピングされ、時間ドメインおよび／または周波数ドメインにおい
て基準信号（例えば、パイロット）と多重化され、次いで、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦ
Ｔ）を使用して互いに組み合わせられて、時間ドメインのＯＦＤＭシンボルストリームを
搬送する物理チャネルが生成される。ＯＦＤＭストリームは、多数の空間ストリームを生
成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器５７４からのチャネル推
定値が、コーディングおよび変調スキームを決定するため、および、空間処理のために使
用されうる。チャネル推定値は、ＵＥ５５０によって送信されたチャネル条件フィードバ
ックおよび／または基準信号から導出されうる。次いで、各空間ストリームが、別個の送
信機５１８ＴＸを介して異なるアンテナ５２０に提供される。各送信機５１８ＴＸは、送
信のために、それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する。
【００３０】
　[0039]　ＵＥ５５０において、各受信機５５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ５５
２を通じて信号を受信する。別の態様では、ＵＥ５５０は、ＵＥ５５０がｅＮＢ５１０と
通信する方法に類似して、他のＵＥと通信しうる。各受信機５５４ＲＸは、ＲＦキャリア
上に変調された情報を復元し、その情報を受信（ＲＸ）プロセッサ５５６に提供する。Ｒ
Ｘプロセッサ５５６は、Ｌ１レイヤの様々な信号処理機能を実現する。ＲＸプロセッサ５
５６は、ＵＥ５５０に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、その情報に対
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して空間処理を行う。多数の空間ストリームがＵＥ５５０に宛てられている場合、それら
は、ＲＸプロセッサ５５６によって、単一のＯＦＤＭシンボルストリームへと組み合わせ
られうる。次いで、ＲＸプロセッサ５５６は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、
ＯＦＤＭシンボルストリームを時間ドメインから周波数ドメインに変換する。周波数ドメ
インの信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリアごとに別個のＯＦＤＭシンボルストリームを
備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、ｅＮＢ５１０によって送信される
、最も可能性の高い信号コンステレーションポイントを決定することによって復元および
復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器５５８によって計算されたチャネル推定
値に基づきうる。次いで、軟判定は、物理チャネル上でｅＮＢ５１０によって最初に送信
されたデータおよび制御信号を復元するために、復号およびデインタリーブされる。次い
で、データおよび制御信号が、コントローラ／プロセッサ５５９に提供される。
【００３１】
　[0040]　コントローラ／プロセッサ５５９はＬ２レイヤを実現する。コントローラ／プ
ロセッサは、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ５６０に関連付けられうる
。メモリ５６０は、コンピュータ可読媒体とも呼ばれうる。ＵＬでは、コントローラ／プ
ロセッサ５５９は、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間でのデマルチプレクシ
ング、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を提供して、
コアネットワークからの上位レイヤのパケットを復元する。次いで、上位レイヤのパケッ
トは、Ｌ２レイヤより上位のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク５６２に提供
される。様々な制御信号もまた、Ｌ３処理のために、データシンク５６２に提供されうる
。コントローラ／プロセッサ５５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、肯定応
答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担う
。
【００３２】
　[0041]　ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ５５９に上位レイヤのパケットを提供す
るために、データソース５６７が使用される。データソース５６７は、Ｌ２レイヤより上
位のすべてのプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ５１０によるＤＬ送信に関連して説明され
た機能と同様に、コントローラ／プロセッサ５５９は、ヘッダの圧縮、暗号化、パケット
のセグメンテーションおよび並び替え、ｅＮＢ５１０による無線リソースの割振りに基づ
いた論理チャネルとトランスポートチャネルとの間での多重化を提供することによって、
ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのＬ２レイヤを実現する。コントローラ／プロ
セッサ５５９はまた、ＨＡＲＱ動作、損失パケットの再送、ｅＮＢ５１０へのシグナリン
グを担う。
【００３３】
　[0042]　ｅＮＢ５１０によって送信されたフィードバックまたは基準信号からチャネル
推定器５５８によって導出されたチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調スキ
ームを選択するため、および空間処理を容易にするために、ＴＸプロセッサ５６８によっ
て使用されうる。ＴＸプロセッサ５６８によって生成される空間ストリームは、別個の送
信機５５４ＴＸを介して異なるアンテナ５５２に提供される。各送信機５５４ＴＸは、送
信のために、それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する。
【００３４】
　[0043]　ＵＬ送信は、ＵＥ５５０における受信機機能に関連して説明されたのと同様の
方法でｅＮＢ５１０において処理される。各受信機５１８ＲＸは、それのそれぞれのアン
テナ５２０を通じて信号を受信する。各受信機５１８ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調され
た情報を復元し、ＲＸプロセッサ５７０にその情報を提供する。ＲＸプロセッサ５７０は
Ｌ１レイヤを実現しうる。
【００３５】
　[0044]　コントローラ／プロセッサ５７５はＬ２レイヤを実現する。コントローラ／プ
ロセッサ５７５は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ５７６に関連付けら
れうる。メモリ５７６は、コンピュータ可読媒体とも呼ばれうる。ＵＬでは、コントロー



(16) JP 2016-521076 A 2016.7.14

10

20

30

40

50

ラ／プロセッサ５７５は、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間でのデマルチプ
レクシング、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダの圧縮解除、制御信号処理を提
供して、ＵＥ５５０からの上位レイヤのパケットを復元する。コントローラ／プロセッサ
５７５からの上位レイヤのパケットは、コアネットワークに提供されうる。コントローラ
／プロセッサ５７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、ＡＣＫおよび／または
ＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００３６】
　[0045]　図６は、デバイス・ツー・デバイス通信システム６００の図である。デバイス
・ツー・デバイス通信システム６００は、複数のワイヤレスデバイス６０４、６０６、６
０８、６１０を含む。デバイス・ツー・デバイス通信システム６００は、例えば、ワイヤ
レス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）のようなセルラ通信システムと重複しうる。ワイヤレ
スデバイス６０４、６０６、６０８、６１０の中には、ＤＬ／ＵＬ ＷＷＡＮスペクトル
を使用してデバイス・ツー・デバイス通信で互いに通信しうるものもあれば、基地局６０
２と通信しうるものもあり、その両方を行いうるものもある。例えば、図６に示すように
、ワイヤレスデバイス６０８、６１０がデバイス・ツー・デバイス通信状態にあり、ワイ
ヤレスデバイス６０４、６０６がデバイス・ツー・デバイス通信状態にある。ワイヤレス
デバイス６０４、６０６は、基地局６０２とも通信している。
【００３７】
　[0046]　ワイヤレスデバイスは、当業者によって、別名、ユーザ機器、モバイル局、加
入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、ワイヤレスノード、
リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モ
バイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンド
セット、ユーザエージェント、モバイルライアント、クライアント、または何らかの他の
適切な専門用語でも呼ばれうる。基地局は、当業者によって、別名、アクセスポイント、
トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービス
セット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ、または
何らかの他の適切な専門用語で呼ばれうる。
【００３８】
　[0047]　以下に説明される例示的な方法および装置は、例えば、ＦｌａｓｈＬｉｎＱ、
ＷｉＭｅｄｉａ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ、またはＩＥＥＥ８０
２.１１規格に基づいたＷｉ－Ｆｉに基づいたワイヤレスデバイス・ツー・デバイス通信
システムのような、様々なワイヤレスデバイス・ツー・デバイス通信システムのどれにも
適用可能である。説明を簡潔にするために、例示的な方法および装置は、ＬＴＥのコンテ
キスト内で説明される。しかしながら、当業者は、例示的な方法および装置が、様々な他
のワイヤレスデバイス・ツー・デバイス通信システムにより一般に適用可能であることを
理解するだろう。
【００３９】
　[0048]　図７は、ｅＮＢ７０２との通信のために、近くのアクティブＵＥ（例えば、Ｕ
Ｅ７０６）のためのリレーとしてのアイドルＵＥ（例えば、ＵＥ７０４）の使用をサポー
トするように構成されたデバイス・ツー・デバイス通信システム７００の図である。デバ
イス・ツー・デバイス通信システム７００は、１つまたは複数のｅＮＢ７０２および１つ
または複数のＵＥ（７０４、７０６、７０８、７１０、７１２、７１４）を含みうる。任
意のＵＥがリレーＵＥとして機能しうるが、明瞭さのために、図７は、候補ＵＥ７０４が
、Ｄ２Ｄリレー接続７２２のためのリレーＵＥとして選択されうるかどうかをエッジＵＥ
７０６が決定する態様を描写する。さらに、別の態様では、本明細書で説明される、Ｄ２
Ｄリレー接続７２２を選択および確立するプロセスは、アイドルリレー候補ＵＥ（例えば
、ＵＥ７０４）、エッジＵＥ（例えば、ＵＥ７０６）および／または両方のＵＥ（７０４
、７０６）によって行われうる。Ｄ２Ｄリレー接続７２２は、現存のアクセスリンクにイ
ンパクトを与えることなく、改善されたエンド・ツー・エンドレートが期待される場合、
確立されうる。ある態様では、Ｄ２Ｄリレー接続７２２は、ＵＬリレーイング（relaying
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）、ＤＬリレーイング、および／またはＵＬおよびＤＬの両方のリレーイングを提供しう
る。
【００４０】
　[0049]　動作的な態様では、ＵＥ７０６は、任意のリレー候補ＵＥ（例えば、７０４、
７０８、７１０）がシステム７００に存在するかどうかを決定しうる。ある態様では、Ｕ
Ｅ７０６は、候補ＵＥ（例えば、７０４、７０８、７１０）の存在を示すリスト／アレイ
／マトリックス等を示すメッセージ７２０をｅＮＢ７０２から受信しうる。別の態様では
、ＵＥ７０６は、他のＵＥからのブロードキャスト７２８をリスンしうる。そのような態
様では、ブロードキャスト７２８は、任意の既存のアクセスリンク７２６についての、お
よび、合計でいくつのリンクをＵＥがサポートしうるかについての情報を含みうる。別の
態様では、ＵＥ７０６は、同様のブロードキャスト情報７２８を他のＵＥ（例えば、７０
４、７０８、７１０）に提供しうる。さらに、ＵＥ７０６は、ＵＥ（例えば、７０４、７
０８、７１０）とｅＮＢ７０２との間の接続からＵＬ干渉７２４に関連付けられた情報を
決定し、および／または、それが提供されうる。さらに、ＵＥ７０６は、任意の既存のリ
ンク７３０がＵＥ７０６の近接内に存在するかどうかを決定しうる。そのような既存のリ
ンク７３０は、リレー候補ＵＥとみなされていないＵＥ間（７１０と７１２との間、７０
８と７１４との間）にありうる。
【００４１】
　[0050]　最初に、ＵＥ７０６は、Ｄ２Ｄリレー接続７２２が確立されることとなった場
合に、それをサポートすることができるかどうかを決定しうる。この決定は、ＵＥとの任
意の既存のアクセスリンク、ＵＥの近接内にある（例えば、閾値範囲内にある）任意の既
存のリンク７３０、その他のＵＥ ＵＬ干渉７２４、等に関連付けられた情報に基づきう
る。Ｄ２Ｄリレー接続７２２の作成を処理することができるとＵＥ７０６が決定すると、
ＵＥ７０６は、Ｄ２Ｄリレー接続７２２が確立されることとなる場合、リレー候補ＵＥ７
０４がそれを、サポートすることができるかどうかを決定しうる。この決定は、リレー候
補ＵＥ７０４によってサポートされる既存のアクセスリンク７２６に関連付けられた情報
、および、リレー候補ＵＥ７０４がサポートしうるアクセスリンクの総数に基づきうる。
上述したように、ＵＥ７０６は、リレー候補ＵＥ７０４によって提供されるブロードキャ
スト情報７２８から、リレー候補ＵＥ７０４によってサポートされる既存のアクセスリン
ク７２６の数およびリレー候補ＵＥ７０４がサポートしうるアクセスリンクの総数を知っ
ている。ある態様では、ブロードキャスト情報７２８は、既存のリンク７３０が、近接に
ある、干渉を引き起こす別のアクセスリンクを許容しうるかどうかをさらに示しうる。そ
のような態様では、このインジケーションは、リンク７３０の近接内にある許容されうる
追加のアクセスリンクの数を示す値、リンク７３０の近接内にあるさらなる（any more）
アクセスリンクが許容されうるかどうかを示す値、等として提供されうる。ＵＥ７０６が
Ｄ２Ｄリレー接続７２２をサポートすることができ、リレー候補ＵＥ７０４が、Ｄ２Ｄリ
レー接続７２２をサポートすることができる場合、ＵＥ７０４、７０６は、Ｄ２Ｄリレー
接続７２２を確立しうる。
【００４２】
　[0051]　図８は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート８００である。方法は、ＵＥ
（例えば、ＵＥ７０４、ＵＥ７０６）によって行われうる。さらに、フローチャート８０
０に描写されているブロックで説明される機能性は、図９に描写されている例となる装置
９０２において関連付けられた様々なモジュール（８０４、９０６、９０８、９１０、９
１２）によって行われうる。
【００４３】
　[0052]　オプションの態様では、ブロック８０２において、ＵＥは、１つまたは複数の
候補ＵＥが存在すると決定しうる。ある態様では、ＵＥは、候補ＵＥの存在を示すリスト
／アレイ／マトリックス、等をｅノードＢから受信しうる。別の態様では、ＵＥは、任意
の候補ＵＥからのブロードキャストを検出するために、ある時間期間の間システムをモニ
タリングしうる。ある態様では、受信モジュール９０４は、他のＵＥ７０４、７１０の存
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在を示すメッセージ９２２をｅＮＢ７０２から受信しうる。ある態様では、受信モジュー
ル９０４は、他のＵＥ７０４、７１０からのブロードキャスト９２０、９２４をモニタリ
ングしうる。
【００４４】
　[0053]　オプションの態様では、ブロック８０４において、ＵＥは、任意の既存のアク
セスリンクについて、および、合計でいくつのリンクをＵＥがサポートしうるかについて
の情報をブロードキャストしうる。ある態様では、各アクティブアクセスリンクは、その
現在の干渉および最大許容干渉を計算し、この情報をブロードキャストしうる。別の態様
では、任意の既存のアクセスリンクについての情報は、ＵＥがさらなるアクセスリンクを
サポートしうるかどうかを示す値（例えば、はい／いいえビット）を含みうる。ある態様
では、送信モジュール９１２は、情報９２８をブロードキャストしうる。
【００４５】
　[0054]　ブロック８０６ａにおいて、ＵＥは、それが１つまたは複数の候補ＵＥのうち
の候補ＵＥと候補リレーリンクを確立することができるかどうかを決定しうる。ある態様
では、ＵＥリレーリンク能力モジュール９０６は、ＵＥ能力９２８を決定するために、受
信された情報（９２２、９２４）を使用しうる。ある態様では、候補リレーリンクは、ア
ップリンク（ＵＬ）リレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、またはＵＬおよ
びＤＬリレーリンクでありうる。ある態様では、ＵＥは、ＵＥとの任意の既存のアクセス
リンク、ＵＥの近接内にある（例えば、閾値距離内にある）任意の既存のアクセスリンク
、その他のＵＥ ＵＬ干渉、等に関連付けられた情報に基づいて、それが候補リレーリン
クを確立することができるかどうかを決定しうる。例えば、第１のＵＥは、第１のＵＥま
たはリレー候補ＵＥの近接内にあり、かつ、それらに可視である、第３のＵＥと第４のＵ
Ｅとの間に既存のリンクも存在する環境においてリレー候補ＵＥとリンクを確立しようと
試みうる。そのような環境では、第１のＵＥおよび／またはリレー候補ＵＥは、第１のＵ
Ｅおよび／またはリレー候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンク、および第１のＵＥお
よび／またはリレー候補ＵＥの近接内にある任意の既存のアクセスリンクを考慮に入れう
る。そのような態様では、既存のアクセスリンクの候補リレーリンクに対するインパクト
は、アクセスリンクの干渉グラフの入次数（in-degree）として決定されうる。さらに、
アクセスリンク上で見られるレートを推定するために、アクセスリンクがリソースの１／
（Ｎ＋１）を使用するだろうと想定され得、ここで、Ｎは入次数である。別の態様では、
他のＵＥ ＵＬ干渉の候補リレーリンクに対するインパクトは、（平均）受信干渉電力と
して決定されうる。
【００４６】
　[0055]　ブロック８０６ａにおいて、ＵＥが、それが候補ＵＥと候補リレーリンクを確
立することができないと決定すると、ブロック８０８において、プロセスは終了しうる。
ある態様では、リレーリンク決定モジュール９１０は、候補リレーリンク９３０を確立し
ないと決定しうる。
【００４７】
　[0056]　ＵＥが、それが候補ＵＥと候補リレーリンクを確立することができると決定す
ると、ブロック８０６ｂにおいて、候補リレーリンクが、最大数を超えて既存のアクセス
リンクの入次数を増加させるかどうか（例えば、ブロック８０４からのブロードキャスト
情報）によって、候補リレーリンクを選択することの既存のアクセスリンクに対するイン
パクトが決定される。ある態様では、候補ＵＥリレーリンク能力モジュール９０８は、リ
レー候補ＵＥ７０４の能力９２６を決定するために、受信された情報（９２０、９２２）
を使用しうる。この決定は、ＵＥおよび／または候補リレーＵＥで起こりうる。ある態様
では、ＵＥは、候補リレーＵＥがリレーリンクをサポートすることができるかどうかを決
定するために評価を行うよう、そして、候補リレーＵＥがリレーリンクをサポートするこ
とができるかどうかを示すメッセージをＵＥに送り戻すよう候補リレーＵＥに促すメッセ
ージを候補リレーＵＥに送りうる。別の態様では、ＵＥは、ＵＥがリレーリンクをサポー
トすることができるかどうかを決定するために評価を行うようＵＥに促す同様のメッセー
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ジを受信しうる。
【００４８】
　[0057]　ブロック８０６ｂにおいて、ＵＥおよび／または候補ＵＥが、既存のリンクの
入次数が最大数を超えて増加すると決定すると、プロセスはブロック８０８において終了
しうる。上述したように、リレーリンク決定モジュール９１０は、候補リレーリンク９３
０を確立しないと決定しうる。
【００４９】
　[0058]　そうではない場合、ブロック８１０において、ＵＥは、候補ＵＥと候補リレー
リンクを確立しうる。ある態様では、リレーリンク決定モジュール９１０は、候補リレー
リンク９３０を選択すると決定し得、送信モジュール９１２の援助を通じて、リレーリン
ク９３０を確立しうる。
【００５０】
　[0059]　図９は、例となる装置９０２内の異なるモジュール／手段／構成要素間のデー
タフローを例示する概念的なデータフロー図９００である。装置は、ＵＥ（例えば、ＵＥ
７０４、ＵＥ７０６）でありうる。図８に関連して説明したように、装置９０２は、受信
モジュール９０４、ＵＥリレーリンク能力モジュール９０６、候補ＵＥリレーリンク能力
モジュール９０８、リレーリンク決定モジュール９１０、および送信モジュール９１２を
含む。
【００５１】
　[0060]　装置は、上述された図８のフローチャートにおけるアルゴリズムのステップの
各々を行う追加のモジュールを含みうる。このように、上述された図８のフローチャート
における各ブロックはモジュールによって行われ、装置は、これらモジュールのうちの１
つまたは複数を含みうる。モジュールは、説明されたプロセス／アルゴリズムを実行する
ように特に構成され、説明されたプロセス／アルゴリズムを行うように構成されたプロセ
ッサによって実現され、プロセッサによる実現のためにコンピュータ可読媒体内に記憶さ
れ、またはそれらの何らかの組み合わせである、１つまたは複数のハードウェア構成要素
でありうる。
【００５２】
　[0061]　図１０は、処理システム１０１４を用いる装置９０２’のためのハードウェア
実現の例を例示する図１０００である。処理システム１０１４は、概してバス１０２４に
よって表されるバスアーキテクチャを用いて実現されうる。バス１０２４は、処理システ
ム１０１４の特定の用途と設計制約全体に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリ
ッジを含みうる。バス１０２４は、プロセッサ１００４、モジュール９０４、９０６、９
０８、９１０、９１２、およびコンピュータ可読媒体１００６で表される、１つまたは複
数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンク
させる。バス１０２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および
電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせることができるが、これらは、当技術
分野では周知であるためこれ以上説明されないであろう。
【００５３】
　[0062]　処理システム１０１４は、トランシーバ１０１０に結合されうる。トランシー
バ１０１０は、１つまたは複数のアンテナ１０２０に結合される。トランシーバ１０１０
は、伝送媒体を通して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。処理システム１
０１４は、コンピュータ可読媒体１００６に結合されたプロセッサ１００４を含む。プロ
セッサ１００４は、コンピュータ可読媒体１００６に記憶されたソフトウェアの実行を含
む汎用処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ１００４によって実行されると、処理シ
ステム１０１４に、任意の特定の装置に関して先に述べた様々な機能を行わせる。コンピ
ュータ可読媒体１００６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ１００４によ
って操作されるデータを記憶するために使用されうる。処理システムはさらに、モジュー
ル９０４、９０６、９０８、９１０、および９１２のうちの少なくとも１つを含む。モジ
ュールは、プロセッサ１００４で稼働しており、コンピュータ可読媒体１００６に存在し
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／記憶されたソフトウェアモジュール、プロセッサ１００４に結合された１つまたは複数
のハードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組み合わせでありうる。処理システ
ム１０１４は、ＵＥ５５０の構成要素であり得、メモリ５６０、および／またはＴＸプロ
セッサ５６８、ＲＸプロセッサ５５６、およびコントローラ／プロセッサ５５９のうちの
少なくとも１つを含みうる。
【００５４】
　[0063]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置９０２／９０２’は、ＵＥとの任意
の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥまたは候補ＵＥの閾値近接内にある
任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいは、その他のＵＥ アップリ
ンクＵＬ干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、ＵＥが候補ＵＥとリレーリンクを確立
することができると決定するための手段と、候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関
連付けられた情報に基づいて、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができると決
定するための手段と、それらの決定に基づいて、候補ＵＥとリレーリンクのためのリンク
確立プロセスを行うための手段とを含む。ある態様では、装置９０２／９０２’は、１つ
または複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信するための手段をさらに含みうる。
ある態様では、装置９０２／９０２’は、１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測
定を行うための手段をさらに含みうる。ある態様では、装置９０２／９０２’は、ＵＥが
サポートすることができるアクセスリンクの総数、およびＵＥによって現在サポートされ
ているアクセスリンクの数をブロードキャストするための手段をさらに含みうる。ある態
様では、装置９０２／９０２’は、候補ＵＥがリレーリンクをサポートすることができる
かどうかを決定するために評価を行うよう候補ＵＥに促すメッセージを送信するための手
段をさらに含みうる。そのような態様では、装置９０２／９０２’は、候補ＵＥがリレー
リンクをサポートすることができることを示すインジケーションを候補ＵＥから受信する
ための手段をさらに含みうる。ある態様では、装置９０２／９０２’は、ＵＥがリレーリ
ンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評価を行うようＵＥに促すメ
ッセージを候補ＵＥから受信するための手段をさらに含みうる。
【００５５】
　[0064]　前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を行うように構成された、
装置９０２の前述のモジュール、および／または、装置９０２’の処理システム１０１４
のうちの１つまたは複数でありうる。先に述べたように、処理システム１０１４は、ＴＸ
プロセッサ５６８、ＲＸプロセッサ５５６、およびコントローラ／プロセッサ５５９を含
みうる。このように、一構成では、前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を
行うように構成された、ＴＸプロセッサ５６８、ＲＸプロセッサ５５６、およびコントロ
ーラ／プロセッサ５５９でありうる。
【００５６】
　[0065]　開示されたプロセスにおけるステップの特定の順序または階層が例示的なアプ
ローチの一例であることは理解されるべきである。設計の選好に基づいて、これらのプロ
セスにおけるステップの特定の順序または階層が並べ替えられうることは理解される。さ
らに、いくつかのステップは組み合されるかまたは省略されうる。添付の方法の請求項は
、様々なステップのエレメントを１つの例示的な順序で示し、それらが提示された特定の
順序または階層に限定されることは意味されない。
【００５７】
　[0066]　先の説明は、当業者による、本明細書に説明された様々な態様の実施を可能に
するために、提供されている。これらの態様に対する様々な修正は、当業者には容易に明
らかとなり、本明細書において定義された包括的な原理は、他の態様に適用されうる。し
たがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるよう意図されたもの
ではなく、特許請求の範囲における文言と一致する全範囲が付与されるべきものである。
ここで、単数形のエレメントへの参照は、別途明記されていない限り、「１つ、および１
つのみ」を意味することを意図しておらず、むしろ「１つまたは複数」を意味する。別途
明記されていない限り、「何らかの／いくつかの」という用語は、１つまたは複数を指す
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。当業者に知られているかかまたは後に知られることとなる、本開示全体にわたって説明
された様々な態様のエレメントと構造的および機能的に同等なものはすべて、参照によっ
て本明細書に明確に組み込まれ、そして特許請求の範囲に包含されることを意図している
。さらに、本明細書におけるどの開示も、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に記
載されているかどうかに関わらず、公に献呈されることを意図するものではない。いずれ
の請求項のエレメントも、そのエレメントが「～ための手段」という表現を使用して明記
されていない限り、手段プラス機能（means plus function）として解釈されるべきでは
ない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月7日(2016.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信の方法であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）によってサポートされることができる追加のアクセスリンクの
数を示す情報、あるいは、ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候補
ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起こ
す追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうちの少なくとも
１つに基づいて、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定
することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報、あるいは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候
補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起
こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報のうちの少な
くとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると
決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を備える方法。
【請求項２】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現
在サポートされているアクセスリンクの数とを示す情報にさらに基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることをさらに
備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記
候補ＵＥによって現在サポートされているアクセスリンクの数と
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかど
うかを示す値を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リンク確立プロセスを前記行うことは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報は
、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信のための装置であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）によってサポートされることができる追加のアクセスリンクの
数を示す情報、あるいは、ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候補
ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起こ
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す追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうちの少なくとも
１つに基づいて、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定
するための手段と、
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報、あるいは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候
補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起
こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報のうちの少な
くとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると
決定するための手段と、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うための手段と
　を備える装置。
【請求項１７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信するための手段
　をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うための手段をさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現
在サポートされているアクセスリンクの数とを示す情報にさらに基づく、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストするための手段を
さらに備える、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記
候補ＵＥによって現在サポートされているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかど
うかを示す値を備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
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に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信するための手段をさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに備える、
　請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに
備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２８】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報は
、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項３１】
　通信のための装置であって、
　処理システムを備え、前記処理システムは、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）によってサポートされることができる追加のアクセスリンクの
数を示す情報、あるいは、ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候補
ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起こ
す追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうちの少なくとも
１つに基づいて、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定
することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報、あるいは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候
補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起
こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報のうちの少な
くとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると
決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うように構成される、装置。
【請求項３２】
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　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うようにさらに
構成される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うようにさらに構成さ
れる、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現
在サポートされているアクセスリンクの数とを示す情報にさらに基づく、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすること
　を行うようにさらに構成される、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３８】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記
候補ＵＥによって現在サポートされているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかど
うかを示す値を備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４０】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うようにさらに構成
される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさらに構成される、
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　請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさ
らに構成される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報は
、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４６】
　コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ可読媒体は、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）によってサポートされることができる追加のアクセスリンクの
数を示す情報、あるいは、ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候補
ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起こ
す追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうちの少なくとも
１つに基づいて、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定
することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報、あるいは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内にある非候
補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干渉を引き起
こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報のうちの少な
くとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると
決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うためのコードを備える、
　コンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うためのコード
をさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項４８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うためのコードをさら
に備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現
在サポートされているアクセスリンクの数とを示す情報にさらに基づく、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることを行うた
めのコードをさらに備える、
　請求項５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５２】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５３】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができ追加のアクセスリンクの前記数を示す
前記情報は、前記候補ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候
補ＵＥによって現在サポートされているアクセスリンクの数とを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５４】
　前記候補ＵＥによってサポートされることができる追加のアクセスリンクの前記数を示
す前記情報は、前記候補ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかど
うかを示す値を備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うためのコードをさ
らに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコードをさらに備える、
　請求項５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコ
ードをさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５８】
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
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ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥのいずれかの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の既存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報は
、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　[0066]　先の説明は、当業者による、本明細書に説明された様々な態様の実施を可能に
するために、提供されている。これらの態様に対する様々な修正は、当業者には容易に明
らかとなり、本明細書において定義された包括的な原理は、他の態様に適用されうる。し
たがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるよう意図されたもの
ではなく、特許請求の範囲における文言と一致する全範囲が付与されるべきものである。
ここで、単数形のエレメントへの参照は、別途明記されていない限り、「１つ、および１
つのみ」を意味することを意図しておらず、むしろ「１つまたは複数」を意味する。別途
明記されていない限り、「何らかの／いくつかの」という用語は、１つまたは複数を指す
。当業者に知られているかかまたは後に知られることとなる、本開示全体にわたって説明
された様々な態様のエレメントと構造的および機能的に同等なものはすべて、参照によっ
て本明細書に明確に組み込まれ、そして特許請求の範囲に包含されることを意図している
。さらに、本明細書におけるどの開示も、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に記
載されているかどうかに関わらず、公に献呈されることを意図するものではない。いずれ
の請求項のエレメントも、そのエレメントが「～ための手段」という表現を使用して明記
されていない限り、手段プラス機能（means plus function）として解釈されるべきでは
ない。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　通信の方法であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
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を行うことと
　を備える方法。
［Ｃ２］
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることをさらに
備える、
　Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数と
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記リンク確立を前記行うことは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える、
　Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える
、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
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ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　通信のための装置であって、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定するための手
段と、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定するための手段と、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うための手段と
　を備える装置。
［Ｃ１７］
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信するための手段
　をさらに備える、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うための手段をさらに備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストするための手段を
さらに備える、
　Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
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　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信するための手段をさらに備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに備える、
　Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに
備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ３１］
　通信のための装置であって、
　処理システムを備え、前記処理システムは、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
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　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ３２］
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うようにさらに
構成される、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うようにさらに構成さ
れる、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記処理システムは、
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすること
　を行うようにさらに構成される、
　Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥ
がサポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポー
トされているアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うようにさらに構成
される、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさらに構成される、
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　Ｃ４０に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記処理システムは、
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさ
らに構成される、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４３］
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４５］
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４６］
　コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ可読媒体は、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情報、ＵＥ
または前記候補ＵＥの閾値近接内にある任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた情
報、あるいはその他のＵＥ アップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づい
て、前記ＵＥが前記候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥのための既存のアクセスリンクに関連付けられた情報に基づいて、前記候
補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うためのコードを備える、
　コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４７］
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うためのコード
をさらに備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４８］
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うためのコードをさら
に備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４９］
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
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［Ｃ５０］
　前記ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５１］
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることを行うた
めのコードをさらに備える、
　Ｃ５０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５２］
　前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５３］
　前記候補ＵＥとの既存のアクセスリンクに関連付けられた情報は、前記候補ＵＥがサポ
ートすることができるアクセスリンクの総数と、前記候補ＵＥによって現在サポートされ
ているアクセスリンクの数とを備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５４］
　前記候補ＵＥとの任意の既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記候補
ＵＥがさらなるアクセスリンクをサポートすることができるかどうかを示す値を備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５５］
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うためのコードをさ
らに備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５６］
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコードをさらに備える、
　Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５７］
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコ
ードをさらに備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５８］
　既存のアクセスリンクは、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある第３の
ＵＥと第４のＵＥとの間に存在し、前記ＵＥまたは前記候補ＵＥの前記閾値近接内にある
前記既存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５９］
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
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［Ｃ６０］
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　Ｃ４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【手続補正書】
【提出日】平成28年1月8日(2016.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信の方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）との任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、前記ＵＥ
の閾値近接内にある任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、または任意の他
のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ＵＥが候補Ｕ
Ｅとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされる現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサポー
トすることができるアクセスリンクの総数を示す情報、あるいは、前記ＵＥの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうち
の少なくとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることがで
きると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を備える方法。
【請求項２】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥとの任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることをさらに
備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
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パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記候補ＵＥによってサポートされる前記現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの前記総数を示す前記情報は、前記候補ＵＥによ
って提供されたブロードキャスト情報から取得される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ブロードキャスト情報は、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサ
ポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセ
スリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報をさらに備える、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リンク確立プロセスを前記行うことは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することをさらに備える
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　現存のアクセスリンクは、前記ＵＥの前記閾値近接内にある第３のＵＥと第４のＵＥと
の間に存在し、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサポートされる１つ
または複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容す
ることができるかどうかを示す前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）との任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、前記ＵＥ
の閾値近接内にある任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいは、任意
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の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ＵＥが候
補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定するための手段と、
　前記候補ＵＥによってサポートされる現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサポー
トすることができるアクセスリンクの総数を示す情報、あるいは、前記ＵＥの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうち
の少なくとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることがで
きると決定するための手段と、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うための手段と
　を備える装置。
【請求項１７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信するための手段
　をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うための手段をさらに備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＵＥとの任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストするための手段を
さらに備える、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記候補ＵＥによってサポートされる前記現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの前記総数を示す前記情報は、前記候補ＵＥによ
って提供されたブロードキャスト情報から取得される、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ブロードキャスト情報は、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサ
ポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセ
スリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報をさらに備える、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信するための手段をさらに備える、
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　請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに備える、
　請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信するための手段をさらに
備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２８】
　現存のアクセスリンクは、前記ＵＥの前記閾値近接内にある第３のＵＥと第４のＵＥと
の間に存在し、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサポートされる１つ
または複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容す
ることができるかどうかを示す前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項３１】
　通信のための装置であって、
　処理システムを備え、前記処理システムは、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、前記
ＵＥの閾値近接内にある任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいは、
任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ＵＥ
が候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされる現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサポー
トすることができるアクセスリンクの総数を示す情報、あるいは、前記ＵＥの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうち
の少なくとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることがで
きると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うように構成される、装置。
【請求項３２】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うようにさらに
構成される、
　請求項３１に記載の装置。
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【請求項３３】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うようにさらに構成さ
れる、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＵＥとの任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすること
　を行うようにさらに構成される、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３８】
　前記候補ＵＥによってサポートされる前記現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの前記総数を示す前記情報は、前記候補ＵＥによ
って提供されたブロードキャスト情報から取得される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　前記ブロードキャスト情報は、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサ
ポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセ
スリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報をさらに備える、
　請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うようにさらに構成
される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記処理システムは、
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさらに構成される、
　請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記処理システムは、
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
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価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うようにさ
らに構成される、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　現存のアクセスリンクは、前記ＵＥの前記閾値近接内にある第３のＵＥと第４のＵＥと
の間に存在し、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサポートされる１つ
または複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容す
ることができるかどうかを示す前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４６】
　コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ可読媒体は、
　候補ユーザ機器（ＵＥ）との任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、前記
ＵＥの閾値近接内にある任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた情報、あるいは、
任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉のうちの少なくとも１つに基づいて、前記ＵＥ
が候補ＵＥとリレーリンクを確立することができると決定することと、
　前記候補ＵＥによってサポートされる現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサポー
トすることができるアクセスリンクの総数を示す情報、あるいは、前記ＵＥの閾値近接内
にある非候補ＵＥによってサポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干
渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容することができるかどうかを示す情報のうち
の少なくとも１つに基づいて、前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることがで
きると決定することと、
　前記決定に基づいて、前記候補ＵＥとの前記リレーリンクのためのリンク確立プロセス
を行うことと
　を行うためのコードを備える、
　コンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　１つまたは複数の候補ＵＥのリストをｅノードＢから受信することを行うためのコード
をさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４８】
　１つまたは複数の候補ＵＥを検出するために測定を行うことを行うためのコードをさら
に備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４９】
　前記リレーリンクは、ＵＬリレーリンク、ダウンリンク（ＤＬ）リレーリンク、または
ＵＬおよびＤＬリレーリンク、のうちの少なくとも１つを備える、
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　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　前記ＵＥとの任意の現存のアクセスリンクに関連付けられた前記情報は、前記ＵＥがサ
ポートすることができるアクセスリンクの総数と、前記ＵＥによって現在サポートされて
いるアクセスリンクの数とを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５１】
　前記ＵＥがサポートすることができるアクセスリンクの前記総数と、前記ＵＥによって
現在サポートされているアクセスリンクの前記数とをブロードキャストすることを行うた
めのコードをさらに備える、
　請求項５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５２】
　前記ＵＥが、前記候補ＵＥと前記リレーリンクを確立することができると決定すること
は、任意の他のＵＥアップリンク（ＵＬ）干渉の前記リレーリンクに対する潜在的なイン
パクトを示す情報にさらに基づき、前記他のＵＥ ＵＬ干渉は、平均受信干渉電力値を備
える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５３】
　前記候補ＵＥによってサポートされる前記現存のアクセスリンクと、前記候補ＵＥがサ
ポートすることができアクセスリンクの前記総数を示す前記情報は、前記候補ＵＥによっ
て提供されたブロードキャスト情報から取得される、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５４】
　前記ブロードキャスト情報は、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサ
ポートされる１つまたは複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセ
スリンクを許容することができるかどうかを示す前記情報をさらに備える、
　請求項５３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するため
に評価を行うよう前記候補ＵＥに促すメッセージを送信することを行うためのコードをさ
らに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６】
　前記候補ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができることを示すインジケーシ
ョンを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコードをさらに備える、
　請求項５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７】
　前記ＵＥが前記リレーリンクをサポートすることができるかどうかを決定するために評
価を行うよう前記ＵＥに促すメッセージを前記候補ＵＥから受信することを行うためのコ
ードをさらに備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５８】
　現存のアクセスリンクは、前記ＵＥの前記閾値近接内にある第３のＵＥと第４のＵＥと
の間に存在し、前記ＵＥの前記閾値近接内にある非候補ＵＥによってサポートされる１つ
または複数の現存のアクセスリンクが、干渉を引き起こす追加のアクセスリンクを許容す
ることができるかどうかを示す前記情報は、
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にある許可されることができ
る追加のアクセスリンクの数を示す値、または
　　前記第３のＵＥおよび前記第４のＵＥの前記閾値近接内にあるさらなるアクセスリン
クがサポートされることができるかどうかを示す値
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　のうちの少なくとも１つを備える、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５９】
　前記ＵＥはエッジＵＥであり、前記候補ＵＥはリレーＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６０】
　前記ＵＥはリレーＵＥであり、前記候補ＵＥはエッジＵＥであり、前記エッジＵＥは、
前記リレーＵＥを通じてｅノードＢからサービスを受信する、
　請求項４６に記載のコンピュータプログラム製品。
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