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(57)【要約】
ＵＥは、ネットワークの範囲から離れる可能性がある。
よって、ＵＥは、通信するためにリレーノードを使用し
得る。リレーノードを管理するために、ＵＥのようなワ
イヤレスデバイスは、リレーＵＥを通じてネットワーク
への接続を確立するようリレーＵＥに要求する第２のＵ
Ｅからリレー検索メッセージを受信し得る。ＵＥは、基
地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知す
るメッセージを基地局に送信し得る。ＵＥは、リレー関
連付けプロシージャ開始メッセージを基地局から受信し
、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、第２
のＵＥとリレー関連付けプロシージャを開始するために
基地局によって第１のＵＥが選択されたことを第１のＵ
Ｅに通知する。ＵＥは、第２のＵＥのためのリレーＵＥ
になるよう求める要求を含むリレー関連付けメッセージ
を第２のＵＥに送信し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の（ＵＥ）においてワイヤレス通信ネットワークにおけるリレーデバイスを通した
リレー接続を管理する方法であって、
　リレーＵＥに、前記リレーＵＥを通じて前記ワイヤレス通信ネットワークへの接続を確
立するよう要求するリレー検索メッセージを第２のＵＥから受信することと、
　基地局に、前記第２のＵＥからの前記リレー検索メッセージを前記基地局に通知するメ
ッセージを送信することと、
　リレー関連付けプロシージャ開始メッセージを前記基地局から受信することと、前記リ
レー関連付けプロシージャ開始メッセージは、前記第２のＵＥとリレー関連付けプロシー
ジャを開始するために前記基地局によって前記第１のＵＥが選択されたことを前記第１の
ＵＥに通知する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥのための前記リレーＵＥとなるよう求める要求を含むリレー関連付けメ
ッセージを前記第２のＵＥに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３】
　前記第１のＵＥでサポートされるリレー容量または前記第１のＵＥにおけるＵＥリレー
能力のうちの少なくとも１つを示すＵＥ能力情報メッセージを前記基地局に送ることをさ
らに備え、前記リレー容量は、同時にサポートされることができるいくつかのＵＥのうち
の少なくとも１つまたはＭＢＭＳトラフィックリレーをサポートする能力を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥを前記リレーデバイスとして選択したことを示す確認
応答を前記第２の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５】
　前記第２のＵＥのための前記リレーとなるよう求める、前記第１のＵＥからの前記要求
を拒否するメッセージを前記第２の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６】
　前記第２のＵＥからの前記リレー検索メッセージは、ＰｒｏＳｅダイレクトディスカバ
リメッセージであり、少なくとも第２のＵＥの識別情報（ＩＤ）を含み、前記基地局への
前記メッセージは、前記第２のＵＥ ＩＤを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ディスカバリメッセージと同時に基準信号を受信することと、
　前記受信された基準信号に基づいて、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）または基準信号受
信品質（ＲＳＲＱ）のうちの少なくとも１つを決定することと、
　をさらに備え、前記基地局への前記メッセージは、前記決定されたＲＳＲＰまたはＲＳ
ＲＱのうちの少なくとも１つを備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局への前記メッセージは、前記第１のＵＥと前記基地局との間のアクセスリン
クに関連付けられたリンク品質のインジケーションをさらに含む、請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　前記リレー関連付けプロシージャメッセージは、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセー
ジを備え、前記ＲＲＣメッセージは、ＰｒｏＳｅチャネル上で前記リレー関連付けプロシ
ージャを開始するよう前記第１のＵＥに指示し、前記ＲＲＣメッセージは、固有のリレー
ＩＤまたは定期報告情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求するメッセージを前記基地局から
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受信することと、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求する前記基地局か
らの前記メッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求す
るメッセージを前記第２のＵＥに送信することと、をさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１１】
　第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求する前記第２のＵＥへの前記メッ
セージに応答して、前記第２のＵＥから第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報
を含むメッセージを受信することと、前記第２のＵＥから受信された第２のＵＥ－リレー
間のリンク品質に関する情報を含む前記メッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー間の
リンク品質に関する情報を含むメッセージを前記基地局に送信することと、をさらに備え
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　別のリレー検索メッセージを送信することを含む、リレー検索プロシージャを再開始す
るよう前記第２のＵＥに指示するメッセージを前記第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に
応答して前記基地局から受信することと、
　前記第２のＵＥに、前記リレー検索プロシージャを再開始するようそれに指示するメッ
セージを送信することと、
　をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＰｒｏＳｅ測定チャネルと同時に基準信号を受信することと、
　前記受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを
決定することと、
　前記決定されたＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを含む第２のＵＥ－リ
レー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを前記基地局に送信することと、
　をさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リレー検索プロシージャを再開始するよう前記第２のＵＥに指示するメッセージを
前記第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して前記基地局から受信することと、
　前記第２のＵＥに、前記リレー検索プロシージャを再開始するようそれに指示するメッ
セージを送信することと、
　をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記メッセージは、アクセスリンク（Ｕｕ）上で送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求するメッセージを前記基地局から
受信することと、前記ＵＥ－リレー間のリンク品質の測定のためにＰｒｏＳｅチャネルの
定期送信を要求するメッセージを前記第２のＵＥに送信することと、をさらに備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　基地局においてワイヤレス通信ネットワークにおけるリレー接続を管理する方法であっ
て、
　前記基地局に第１のＵＥからのリレー検索メッセージを通知するメッセージを少なくと
も１つのリレーＵＥから受信することと、
　リレー関連付けプロシージャを開始するために前記少なくとも１つのリレーＵＥのうち
の１つのリレーＵＥを選択することと、
　を備える、方法。
【請求項１８】
　リレー関連付けプロシージャ開始メッセージを前記１つのリレーＵＥに送信することを
さらに備え、前記リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、リレー関連付けプロシ
ージャを開始するために前記基地局によって前記１つのリレーＵＥが選択されたことを前
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記１つのリレーＵＥに通知する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を要求するメッセージを前記選択された
リレーＵＥに送信することと、
　第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の前記要求された定期報告を受信することと、
　前記第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の前記要求された定期報告に基づいて、前記第
２のＵＥのためのリレーが別のリレーＵＥに移動されるべきかどうかを決定することと、
　をさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記選択は、前記リレーＵＥと前記基地局との間のアクセスリンク品質または前記リレ
ーＵＥと第１のＵＥとの間のダイレクトリンク品質のうちの少なくとも１つに基づく、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　第１のＵＥにおいてワイヤレス通信ネットワークにおけるリレーデバイスを通したリレ
ー接続を管理するための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　リレーＵＥに、前記リレーＵＥを通じて前記ワイヤレス通信ネットワークへの接続を確
立するよう要求するリレー検索メッセージを第２のＵＥから受信することと、
　基地局に、前記第２のＵＥからの前記リレー検索メッセージを前記基地局に通知するメ
ッセージを送信することと、
　リレー関連付けプロシージャ開始メッセージを前記基地局から受信することと、前記リ
レー関連付けプロシージャ開始メッセージは、前記第２のＵＥとリレー関連付けプロシー
ジャを開始するために前記基地局によって前記第１のＵＥが選択されたことを前記第１の
ＵＥに通知する、
　を行うように構成される、装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＵＥのための前記リレーＵＥとなるよ
う求める要求を含むリレー関連付けメッセージを前記第２のＵＥに送信するようにさらに
構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＵＥでサポートされるリレー容量また
は前記第１のＵＥにおけるＵＥリレー能力のうちの少なくとも１つを示すＵＥ能力情報メ
ッセージを前記基地局に送るようにさらに構成され、前記リレー容量は、同時にサポート
されることができるいくつかのＵＥのうちの少なくとも１つまたはＭＢＭＳトラフィック
リレーをサポートする能力を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＵＥが前記第１のＵＥを前記リレーデ
バイスとして選択したことを示す確認応答を前記第２のＵＥから受信するようにさらに構
成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＵＥのための前記リレーとなるよう求
める、前記第１のＵＥからの前記要求を拒否するメッセージを前記第２のＵＥから受信す
るようにさらに構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第２のＵＥからの前記リレー検索メッセージは、ＰｒｏＳｅダイレクトディスカバ
リメッセージであり、少なくとも第２のＵＥのＩＤを含み、前記基地局への前記メッセー
ジは、前記第２のＵＥ ＩＤを備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ディスカバリメッセージと同時に基準信号を受信することと、
　前記受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを
決定することと
　を行うようにさらに構成され、前記基地局への前記メッセージは、前記決定されたＲＳ
ＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記基地局への前記メッセージは、前記第１のＵＥと前記基地局との間のアクセスリン
クに関連付けられたリンク品質のインジケーションをさらに含む、請求項２７に記載の装
置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を
要求するメッセージを前記基地局から受信することと、第２のＵＥ－リレー間のリンク品
質の定期報告を要求する前記基地局からの前記メッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレ
ー間のリンク品質の定期報告を要求するメッセージを前記第２のＵＥに送信することと、
を行うようにさらに構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項３０】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）においてワイヤレス通信ネットワークにおけるリレーデバイ
スを通したリレー接続を管理するための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　基地局に第１のＵＥからのリレー検索メッセージを通知するメッセージを少なくとも１
つのリレーユーザ機器（ＵＥ）から受信することと、
　リレー関連付けプロシージャを開始するために前記少なくとも１つのリレーＵＥのうち
の１つのリレーＵＥを選択することと、
　を行うように構成される、装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]　本願は、「Systems, Methods, and Apparatus for Managing a Relay Connect
ion in a Wireless Communications Network」と題し、２０１５年３月３１日に出願され
た、米国仮出願番号第６２／１４１，０６４号と、「SYSTEMS, METHODS, AND APPARATUS 
FOR MANAGING A RELAY CONNECTION IN A WIRELESS COMMUNICATIONS NETWORK」と題し、２
０１６年３月２４日に出願された、米国特許出願番号第１５／０８０，４６２号の利益を
主張し、それらの全内容は参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　分野
　[0002]　本開示は、一般的には、通信システムに関し、より具体的には、ワイヤレス通
信ネットワークにおけるリレー接続に関する。
【０００３】
　背景
　[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のような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できる多元接続技術を用い得る。そ
のような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）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）
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システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）システムを含む。
【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
気通信規格において採用されてきた。電気通信規格の一例は、ロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト
（３ＧＰＰ（登録商標））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）のモバイル規格の拡張セットである。ＬＴＥは、スペクトル効率の改善、コス
トの削減、およびダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用するサービスの改善、および多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を通じて、モ
バイルブロードバンドアクセスをサポートするように設計される。しかしながら、モバイ
ルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるに伴い、ＬＴＥ技術における更な
る改善が必要とされている。これらの改善はまた、これらの技術を用いる他の多元接続技
術および電気通信規格に適用可能であり得る。
【０００５】
　[0005]　ＬＴＥ－Ｄの動作では、ＵＥが基地局のカバレッジの範囲から離れる（move o
ut of）可能性がある。ＵＥが基地局のカバレッジの範囲から離れると、ネットワークと
の通信を継続するために、ＵＥは、ＰｒｏＳｅ ＵＥ－ネットワーク間リレーノード（Pro
Se UE-to-Network Relay node）を使用し得る。しかしながら、ＰｒｏＳｅ ＵＥ－ネット
ワーク間リレーノードは、何らかの方法で管理される必要がある。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]　以下は、１つ以上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、意図された全ての態様の広範な概観ではなく
、全ての態様の重要なまたは決定的な要素を特定することも、任意のまたは全ての態様の
範囲を詳細に説明することも意図していない。その唯一の目的は、１つ以上の態様のいく
つかの概念を、後に提示されるより詳細な説明への前置きとして、簡略化された形態で提
示することである。
【０００７】
　[0007]　上述したように、ＬＴＥ－Ｄの動作では、ユーザ機器（ＵＥ）が基地局のカバ
レッジの範囲から離れる可能性がある。ＵＥが基地局のカバレッジの範囲から離れると、
ネットワークとの通信を継続するために、ＵＥは、ＰｒｏＳｅ ＵＥ－ネットワーク間リ
レーノードを使用し得る。しかしながら、ＰｒｏＳｅ ＵＥ－ネットワーク間リレーノー
ドは、何らかの方法で管理される必要がある。
【０００８】
　[0008]　リレーノードを管理することは、リレー検索メッセージ（relay search messa
ge）を第２のＵＥから受信することを含み得る。第２のＵＥは、リレーＵＥを通じてワイ
ヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求し得る。リレーノード
を管理することは、基地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知するメッセー
ジをＵＥが基地局に送信し得ることを含み得る。リレーノードを管理することは、基地局
からリレー関連付けプロシージャ開始メッセージ（initiate relay association procedu
re message）を受信することを含み得る。リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは
、第２のＵＥとリレー関連付けプロシージャを開始するために基地局によって第１のＵＥ
が選択されたことを第１のＵＥに通知し得る。
【０００９】
　[0009]　基地局では、リレーノードを管理することは、基地局に第１のＵＥからのリレ
ー検索メッセージを通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受信すること
を含み得る。さらに、リレーノードを管理することは、リレー関連付けプロシージャを開
始するために少なくとも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵＥを選択することを含
み得る。さらに、リレーノードを管理することは、リレー関連付けプロシージャ開始メッ
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セージを１つのリレーＵＥに送信することを含み、リレー関連付けプロシージャ開始メッ
セージは、リレー関連付けプロシージャを開始するために基地局によって１つのリレーＵ
Ｅが選択されたことを１つのリレーＵＥに通知する。
【００１０】
　[0010]　本開示の一態様において、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が
提供される。装置は、ＵＥのようなモバイルデバイスであり得る。ＵＥは、リレーＵＥを
通じてワイヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求するリレー
検索メッセージを第２のＵＥから受信し得る。ＵＥは、基地局に第２のＵＥからのリレー
検索メッセージを通知するメッセージを基地局に送信し得る。ＵＥは、基地局からリレー
関連付けプロシージャ開始メッセージを受信し得る。リレー関連付けプロシージャ開始メ
ッセージは、第２のＵＥとリレー関連付けプロシージャを開始するために基地局によって
第１のＵＥが選択されたことを第１のＵＥに通知する。
【００１１】
　[0011]　本開示の別の態様において、方法、コンピュータプログラム製品、および装置
が提供される。装置は、基地局であり得る。基地局は、基地局に第１のＵＥからのリレー
検索メッセージを通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受信し得る。基
地局は、リレー関連付けプロシージャを開始するために少なくとも１つのリレーＵＥのう
ちの１つのリレーＵＥを選択し得る。基地局は、リレー関連付けプロシージャ開始メッセ
ージを１つのリレーＵＥに送信し得る。リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、
リレー関連付けプロシージャを開始するために基地局によって１つのリレーＵＥが選択さ
れたことを１つのリレーＵＥに通知する。
【００１２】
　[0012]　いくつかの例は、ワイヤレス通信ネットワークにおけるリレーデバイスを通し
たリレー接続を管理するための装置を含み得る。装置は、リレーＵＥを通じてワイヤレス
通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求するリレー検索メッセージを
第２のＵＥから受信するための手段を含み得る。装置は、基地局に第２のＵＥからのリレ
ー検索メッセージを通知するメッセージを基地局に送信するための手段を含み得る。装置
は、基地局からリレー関連付けプロシージャ開始メッセージを受信するための手段を含み
得る。
【００１３】
　[0013]　いくつかの例では、装置は、第１のＵＥでサポートされるリレー容量または第
１のＵＥにおけるＵＥリレー能力のうちの少なくとも１つを示すＵＥ能力情報メッセージ
を基地局に送るための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、第２のＵＥが
第１のＵＥをリレーデバイスとして選択したことを示す確認応答を第２のＵＥから受信す
るための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、第２のＵＥのためのリレー
となるよう求める、第１のＵＥからの要求を拒否する（declining）メッセージを第２の
ＵＥから受信するための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、ディスカバ
リメッセージと同時に基準信号を受信するための手段と、受信された基準信号に基づいて
ＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを決定するための手段と、をさらに含み
得る。
【００１４】
　[0014]　いくつかの例では、装置は、第２のＵＥ－リレー間のリンクの品質の定期報告
を要求するメッセージを基地局から受信するための手段と、第２のＵＥ－リレー間のリン
クの品質（second UE-to-relay link quality）の定期報告（periodic reporting）を要
求する基地局からのメッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー間のリンクの品質の定期
報告を要求するメッセージを第２のＵＥに送信するための手段と、をさらに含み得る。
【００１５】
　[0015]　いくつかの例では、装置は、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を
要求する第２のＵＥへのメッセージに応答して、第２のＵＥから第２のＵＥ－リレー間の
リンク品質に関する情報を含むメッセージを受信するための手段と、第２のＵＥから受信
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された第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージに基づいて、第
２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを基地局に送信するため
の手段と、をさらに含み得る。
【００１６】
　[0016]　いくつかの例では、装置は、別のリレー検索メッセージを送信することを含む
、リレー検索プロシージャを再開始する（reinitiate）よう第２のＵＥに指示するメッセ
ージを第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して基地局から受信するための手段をさ
らに含み得る。いくつかの例では、装置は、第２のＵＥに、リレー検索プロシージャを再
開始するようそれに指示するメッセージを送信するための手段をさらに含み得る。
【００１７】
　[0017]　いくつかの例では、装置は、ＰｒｏＳｅ測定チャネルと同時に基準信号を受信
するための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、受信された基準信号に基
づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを決定するための手段をさらに含
み得る。いくつかの例では、装置は、決定されたＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なく
とも１つを含む第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを基地
局に送信するための手段をさらに含み得る。
【００１８】
　[0018]　いくつかの例では、装置は、リレー検索プロシージャを再開始するよう第２の
ＵＥに指示するメッセージを第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して基地局から受
信するための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、第２のＵＥに、リレー
検索プロシージャを再開始するようそれに指示するメッセージを送信するための手段をさ
らに含み得る。
【００１９】
　[0019]　いくつかの例は、基地局においてワイヤレス通信ネットワークにおけるリレー
接続を管理するための装置を含み得る。装置は、基地局に第１のＵＥからのリレー検索メ
ッセージを通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受信するための手段を
含み得る。いくつかの例では、装置は、リレー関連付けプロシージャを開始するために少
なくとも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵＥを選択するための手段をさらに含み
得る。いくつかの例では、装置は、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージを１つの
リレーＵＥに送信するための手段をさらに含み得る。
【００２０】
　[0020]　いくつかの例では、装置は、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を
要求するメッセージを選択されたリレーＵＥに送信するための手段をさらに含み得る。い
くつかの例では、装置は、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の要求された定期報告を受
信するための手段をさらに含み得る。いくつかの例では、装置は、第２のＵＥ－リレー間
のリンク品質の要求された定期報告に基づいて、第２のＵＥのためのリレーが別のリレー
ＵＥに移動されるべきかどうかを決定するための手段をさらに含み得る。
【００２１】
　[0021]　いくつかの例は、コンピュータ実行可能なコードを記憶するコンピュータ可読
媒体を含み得る。コードは、リレーＵＥを通じてワイヤレス通信ネットワークへの接続を
確立するようリレーＵＥに要求するリレー検索メッセージを第２のＵＥから受信するため
のものであり得る。コードは、基地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知す
るメッセージを基地局に送信するためのものであり得る。コードは、基地局からリレー関
連付けプロシージャ開始メッセージを受信するためのものであり得る。
【００２２】
　[0022]　いくつかの例では、コードは、基地局に第１のＵＥからのリレー検索メッセー
ジを通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受信するためのものであり得
る。いくつかの例では、コードは、リレー関連付けプロシージャを開始するために少なく
とも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵＥを選択するためのものであり得る。いく
つかの例では、コードは、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージを１つのリレーＵ
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Ｅに送信するためのものであり、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、リレー
関連付けプロシージャを開始するために基地局によって１つのリレーＵＥが選択されたこ
とを１つのリレーＵＥに通知する。
【００２３】
　[0023]　前述した目的および関連する目的を達成するために、１つ以上の態様は、以下
に十分に説明され、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
および添付図面は、１つ以上の態様のある特定の例示的な特徴を詳細に説明する。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得る様々な手法のほんの一部を示
すものであり、この説明は、そのような全ての態様およびそれらの同等物を含むことを意
図する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】[0024]　図１は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの一例を
例示する図である。
【図２Ａ】[0025]　図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、および２Ｄは、それぞれ、ＤＬフレーム構造、
ＤＬフレーム構造内のＤＬチャネル、ＵＬフレーム構造、およびＵＬフレーム構造内のＵ
ＬチャネルのＬＴＥの例を例示する図である。
【図２Ｂ】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、および２Ｄは、それぞれ、ＤＬフレーム構造、ＤＬフレ
ーム構造内のＤＬチャネル、ＵＬフレーム構造、およびＵＬフレーム構造内のＵＬチャネ
ルのＬＴＥの例を例示する図である。
【図２Ｃ】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、および２Ｄは、それぞれ、ＤＬフレーム構造、ＤＬフレ
ーム構造内のＤＬチャネル、ＵＬフレーム構造、およびＵＬフレーム構造内のＵＬチャネ
ルのＬＴＥの例を例示する図である。
【図２Ｄ】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、および２Ｄは、それぞれ、ＤＬフレーム構造、ＤＬフレ
ーム構造内のＤＬチャネル、ＵＬフレーム構造、およびＵＬフレーム構造内のＵＬチャネ
ルのＬＴＥの例を例示する図である。
【図３】[0026]　図３は、アクセスネットワークにおける発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およ
びユーザ機器（ＵＥ）の一例を例示する図である。
【図４】[0027]　図４は、通信システムを例示する図である。
【図５】[0028]　図５は、異なる通信デバイス間で送られる信号を例示する図である。
【図６Ａ】[0029]　図６Ａは、ワイヤレス通信の方法を例示するフローチャートである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ワイヤレス通信の方法を例示するフローチャートである。
【図６Ｃ】図６Ｃは、ワイヤレス通信の方法を例示するフローチャートである。
【図７】[0030]　図７は、ワイヤレス通信の方法を例示する別のフローチャートである。
【図８】[0031]　図８は、例示的な装置における異なる手段／コンポーネント間のデータ
フローを例示する概念的なデータフロー図である。
【図９】[0032]　図９は、処理システムを用いる装置のためのハードウェアの実現の一例
を例示する図である。
【詳細な説明】
【００２５】
　[0033]　添付の図面に関連して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明とし
て意図したものであり、本明細書に説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すよう
に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目的で、具
体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実施され
得ることが当業者には明らかになるであろう。いくつかの例では、そのような概念をあい
まいにすることを避けるために、周知の構造およびコンポーネントがブロック図の形式で
示される。
【００２６】
　[0034]　ここで、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置および方法に関連
して示される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明され、（「要
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素」と総称される）様々なブロック、コンポーネント、回路、プロセス、アルゴリズムな
どによって、添付図面において例示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはこれらの任意の組み合わせを使用して実現され得る。そのよ
うな要素が、ハードウェアとして実現されるか、あるいはソフトウェアとして実現される
かは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。
【００２７】
　[0035]　例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組み合わせは
、１つ以上のプロセッサを含む「処理システム」として実現され得る。プロセッサの例は
、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）、中央
処理装置（ＣＰＵ）、アプリケーションプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、縮小命令セットコンピューティング（ＲＳＩＣ：reduced instruction set computing
）プロセッサ、システムオンチップ（ＳｏＣ）、ベースバンドプロセッサ、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、ゲート論理、離散ハードウェア回路、および本開示全体にわたって記載され
た様々な機能を実行するように構成された他の適切なハードウェアを含む。処理システム
における１つ以上のプロセッサは、ソフトウェアを実行し得る。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、また
はその他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、命令セット、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、ソフトウェアコンポーネン
ト、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
、等を意味するように広く解釈されるべきである。
【００２８】
　[0036]　したがって、１つ以上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、またはこれらの任意の組み合わせで実現され得る。ソフトウェアで
実現される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上で、１つ以上の命令またはコードとし
て記憶または符号化され得る。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、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体で
あり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ
（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、他の磁気
記憶デバイス、コンピュータ可読媒体の前述のタイプの組み合わせ、またはコンピュータ
によってアクセスされることができるデータ構造または命令の形式でコンピュータ実行可
能なコードを記憶するために使用されることができる任意の他の媒体を備えることができ
る。
【００２９】
　[0037]　図１は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク１００の一例を
例示する図である。ワイヤレス通信システム（ワイヤレスワイドエリアネットワーク（Ｗ
ＷＡＮ）とも称される）は、基地局１０２、ＵＥ１０４、および発展型パケットコア（Ｅ
ＰＣ）１６０を含む。基地局１０２は、マクロセル（高電力セルラ基地局）および／また
はスモールセル（低電力セルラ基地局）を含み得る。マクロセルは、ｅＮＢを含む。スモ
ールセルは、フェムトセル、ピコセル、およびマイクロセルを含む。
【００３０】
　[0038]　基地局１０２（発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム
（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）と総称される）は、バッ
クホールリンク１３２（例えば、Ｓ１インターフェース）を通じてＥＰＣ１６０とインタ
ーフェースを取り得る。他の機能に加えて、基地局１０２は、次のような機能の１つ以上
を実行し得る：ユーザデータの転送、無線チャネルの暗号化および解読、完全性保護（in
tegrity protection）、ヘッダ圧縮、モビリティ（mobility）制御機能（例えば、ハンド
オーバ、デュアル（dual）接続性）、セル間干渉調整（coordination）、接続のセットア
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ップおよびリリース、負荷バランシング、非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージの分布（di
stribution）、ＮＡＳノード選択、同期、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）共有、マ
ルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）、加入者および設備
トレース（equipment trace）、ＲＡＮ情報管理（ＲＩＭ）、ページング、ポジショニン
グ、および警告メッセージの配信。基地局１０２は、バックホールリンク１３４（例えば
、Ｘ２インターフェース）上で互いに（例えば、ＥＰＣ１６０を通じて）直接的または間
接的に通信し得る。バックホールリンク１３４は、ワイヤードまたはワイヤレスであり得
る。
【００３１】
　[0039]　基地局１０２は、ＵＥ１０４とワイヤレスで通信し得る。基地局１０２の各々
は、それぞれの地理的カバレッジエリア１１０のための通信カバレッジを提供し得る。重
複している地理的カバレッジエリア１１０が存在し得る。例えば、スモールセル１０２’
は、１つ以上のマクロ基地局１０２のカバレッジエリア１１０と重複するカバレッジエリ
ア１１０’を有し得る。スモールセルとマクロセルの両方を含むネットワークは、異機種
ネットワークとして知られ得る。異機種ネットワークはまた、ホーム発展型ノードＢ（ｅ
ＮＢ）（ＨｅＮＢ）を含み、それは、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）として知られ
る制限されたグループにサービスを提供し得る。基地局１０２とＵＥ１０４との間の通信
リンク１２０は、ＵＥ１０４から基地局１０２へのアップリンク（ＵＬ）（逆方向リンク
とも称され得る）送信および／または基地局１０２からＵＥ１０４へのダウンリンク（Ｄ
Ｌ）（順方向リンクとも称され得る）送信を含み得る。通信リンク１２０は、空間多重化
、ビームフォーミング、及び送信ダイバーシチを含む、ＭＩＭＯアンテナ技術を使用し得
る。通信リンクは、１つ以上のキャリアを通じるものであり得る。基地局１０２／ＵＥ１
０４は、各方向での送信に使用される最大で合計Ｙｘ ＭＨｚ（ｘ個のコンポーネントキ
ャリア）のキャリアアグリゲーションにおいて割り振られるキャリアごとに最大Ｙ ＭＨ
ｚ（例えば、５、１０、１５、２０ＭＨｚ）帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリア
は互いに隣接することができる場合も、そうでない場合もある。キャリアの割り振りは、
ＤＬおよびＵＬに対して非対称であり得る（例えば、多かれ少なかれキャリアはＵＬでは
なくＤＬのために割り振られ得る）。コンポーネントキャリアは、一次コンポーネントキ
ャリアおよび１つ以上の二次コンポーネントキャリアを含み得る。一次コンポーネントキ
ャリアは、一次セル（ＰＣｅｌｌ）と称され、二次コンポーネントキャリアは、二次セル
（ＳＣｅｌｌ）と称され得る。
【００３２】
　[0040]　ワイヤレス通信システムは、５ＧＨｚの無認可周波数スペクトルにおいて通信
リンク１５４を介してＷｉ－Ｆｉ局（ＳＴＡ）１５２と通信状態にあるＷｉ－Ｆｉアクセ
スポイント（ＡＰ）１５０をさらに含み得る。無認可周波数スペクトルで通信するとき、
ＳＴＡ１５２／ＡＰ１５０は、チャネルが利用可能かどうかを決定するために、通信する
前にクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行し得る。
【００３３】
　[0041]　小さなセル１０２’は、認可および／または無認可周波数スペクトルで動作し
得る。無認可周波数スペクトルで動作するとき、スモールセル１０２’は、ＬＴＥを用い
て、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ１５０によって使用されているものと同じ５ＧＨｚ無認可周波数ス
ペクトルを使用し得る。無認可周波数スペクトルでＬＴＥを用いるスモールセル１０２’
は、アクセスネットワークの能力を高める、および／またはそれへのカバレッジを増加（
boost）させ得る。無認可スペクトルにおけるＬＴＥは、ＬＴＥ－無認可（ＬＴＥ－Ｕ）
、ライセンス補助アクセス（ＬＡＡ）、またはＭｕＬＴＥｆｉｒｅと称され得る。
【００３４】
　[0042]　ＥＰＣ１６０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１６２、他のＭＭＥ
１６４、サービングゲートウェイ１６６、マルチメディアブロードキャストマルチキャス
トサービス（ＭＢＭＳ）ゲートウェイ１６８、ブロードキャストマルチキャストサービス
センタ（ＢＭ－ＳＣ）１７０、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェ
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イ１７２を含み得る。ＭＭＥ１６２は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１７４と通信状態
にあり得る。ＭＭＥ１６２は、ＵＥ１０４とＥＰＣ１６０との間のシグナリングを処理す
る制御ノードである。通常、ＭＭＥ１６２は、ベアラおよび接続管理を提供する。すべて
のユーザインターネットプロトコル（ＩＰ）パケットは、それ自体がＰＤＮゲートウェイ
１７２に接続されるサービングゲートウェイ１６６を通じて転送される。ＰＤＮゲートウ
ェイ１７２は、ＵＥ ＩＰアドレス割り振りのみならず、他の機能も提供する。ＰＤＮゲ
ートウェイ１７２およびＢＭ－ＳＣ１７０は、ＩＰサービス１７６に接続される。ＩＰサ
ービス１７６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）、ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ）、および／または他のＩＰサービスを
含み得る。ＢＭ－ＳＣ１７０は、ＭＢＭＳユーザサービスプロビジョニングおよび配信の
ための機能を提供し得る。ＢＭ－ＳＣ１７０は、コンテンツプロバイダＭＢＭＳ送信のた
めのエントリポイントとしての役割を果たし、公衆地上モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ
）内のＭＢＭＳベアラサービスを認証および開始するために使用され、ＭＢＭＳ送信をス
ケジュールするために使用され得る。ＭＢＭＳゲートウェイ１６８は、特定のサービスを
ブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳ
ＦＮ）エリアに属する基地局１０２にＭＢＭＳトラフィックを分配するために使用され、
セッション管理（開始／停止）およびｅＭＢＭＳ関連課金情報（related charging infor
mation）を集めることを担い得る。
【００３５】
　[0043]　基地局はまた、ｅノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイント、
ベース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）、または何らかの他の適切な用
語で称され得る。基地局１０２は、ＵＥ１０４のためにＥＰＣ１６０へのアクセスポイン
トを提供する。ＵＥ１０４の例は、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）、衛星無線機（satellite 
radio）、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、タブレット、スマー
トデバイス、ウェアラブルデバイス、または任意の他の同様に機能するデバイスを含む。
ＵＥ１０４はまた、局、移動局、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、遠隔ユニット、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、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、移動端末、ワイヤレス端末
、遠隔端末、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称され得る。
【００３６】
　[0044]　図１を再度参照すると、ある特定の態様において、ＵＥ１０４は、リレーノー
ドを管理するように構成され得る（１９８）。リレーノードを管理することは、第２のＵ
Ｅからリレー検索メッセージを受信することを含み得る。第２のＵＥは、リレーＵＥを通
じてワイヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求し得る。リレ
ーノードを管理することは、基地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知する
メッセージを基地局に送信することを含み得る。リレーノードを管理することは、基地局
からリレー関連付けプロシージャ開始メッセージを受信することを含み得る。リレー関連
付けプロシージャ開始メッセージは、第２のＵＥとリレー関連付けプロシージャを開始す
るために基地局によって第１のＵＥが選択されたことを第１のＵＥに通知し得る。さらに
、いくつかの例において、リレーノードを管理することは、第２のＵＥにリレー関連付け
メッセージを送信することを含み得る。リレー関連付けメッセージは、第２のＵＥのため
のリレーＵＥとなるよう求める要求を含み得る（１９８）。
【００３７】
　[0045]　さらに、ある特定の態様において、ｅＮＢ１０２は、リレーノード管理するよ
うに構成され得る（１９８）。基地局において、リレーノードを管理することは、少なく
とも１つのリレーＵＥからメッセージを受信することを含み得る。メッセージは、基地局
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に第１のＵＥからのリレー検索メッセージを通知し得る。さらに、リレーノードを管理す
ることは、リレー関連付けプロシージャを開始するために少なくとも１つのリレーＵＥの
うちの１つのリレーＵＥを選択することを含み得る。また、リレーノードを管理すること
は、１つのリレーＵＥにリレー関連付けプロシージャ開始メッセージを送信することを含
み得る。リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、リレー関連付けプロシージャを
開始するために基地局によって１つのリレーＵＥが選択されたことを１つのリレーＵＥに
通知し得る。
【００３８】
　[0046]　図２Ａは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を例示する図２００である
。図２Ｂは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造内のチャネルの一例を例示する図２３０で
ある。図２Ｃは、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を例示する図２５０である。図
２Ｄは、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造内のチャネルの一例を例示する図２８０である
。他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および／または異なるチャネルを有し
得る。ＬＴＥでは、フレーム（１０ｍｓ）は、１０個の等しいサイズのサブフレームに分
割され得る。各サブフレームは、２つの連続したタイムスロットを含み得る。リソースグ
リッドは、２つのタイムスロットを表すために使用され、各タイムスロットは１つ以上の
時間並列（time concurrent）リソースブロック（ＲＢ）（物理ＲＢ（ＰＲＢ）とも称さ
れる）を含む。リソースグリッドは、複数のリソース要素（ＲＥ）に分割される。ＬＴＥ
では、通常のサイクリックプリフィックスの場合、ＲＢは、周波数領域における１２個の
連続したサブキャリアと、時間領域における７個の連続したシンボル（ＤＬの場合、ＯＦ
ＤＭシンボル；ＵＬの場合、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）とを含み、合計で８４個のＲＥと
なる。拡張されたサイクリックプリフィックスの場合、ＲＢは、周波数領域における１２
個の連続したサブキャリアと、時間領域における６個の連続したシンボルとを含み、合計
で７２個のＲＥとなる。各ＲＥによって搬送されるビット数は、変調スキームに依存する
。
【００３９】
　[0047]　図２Ａに例示されるように、ＲＥのうちのいくつかは、ＵＥにおいてチャネル
推定のためのＤＬ基準（パイロット）信号（ＤＬ－ＲＳ）を搬送する。ＤＬ－ＲＳは、セ
ル固有の基準信号（ＣＲＳ）（時に共有ＲＳとも呼ばれる）、ＵＥ固有の基準信号（ＵＥ
－ＲＳ）、およびチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を含み得る。図２Ａは、ア
ンテナポート０、１、２、および３（それぞれＲ０、Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３と表示され
る）ではＣＲＳを、アンテナポート５（Ｒ５と表示される）ではＵＥ－ＲＳを、そしてア
ンテナポート１５（Ｒと表示される）ではＣＳＩ－ＲＳを例示する。図２Ｂは、フレーム
のＤＬサブフレーム内の様々なチャネルの一例を例示する。物理制御フォーマットインジ
ケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）は、スロット０のシンボル０内にあり、物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が１、２、または３個のシンボルを占有するかどうかを示
す制御フォーマットインジケータ（ＣＦＩ）搬送する（図２Ｂは、３個のシンボルを占有
するＰＤＣＣＨを例示する）。ＰＤＣＣＨは、１つ以上の制御チャネル要素（ＣＣＥ）内
のダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し、各ＣＣＥは、９個のＲＥグループ（ＲＥＧ
）を含み、各ＲＥＧは、ＯＦＤＭシンボル内の４個の連続したＲＥを含む。ＵＥは、ＤＣ
Ｉも搬送するＵＥ固有のエンハンスドＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）により構成され得る。
ｅＰＤＣＣＨは、２、４、または８個のＲＢペアを有し得る（図２Ｂは、２つのＲＢペア
を示し、各サブセットは、１つのＲＢペアを含む）。物理ハイブリッド自動再送要求（Ａ
ＲＱ）（ＨＡＲＱ）インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）はまた、スロット０のシンボル
０内にあり、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に基づいてＨＡＲＱ確認応答
（ＡＣＫ）／否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）フィードバックを示すＨＡＲＱインジケータ（ＨＩ
）を搬送する。一次同期チャネル（ＰＳＣＨ）は、フレームのサブフレーム０および５内
のスロット０のシンボル６内にあり、サブフレームのタイミングおよび物理層のアイデン
ティティを決定するためにＵＥによって使用される一次同期信号（ＰＳＳ）を搬送する。
二次同期チャネル（ＳＳＣＨ）は、フレームのサブフレーム０および５内のスロット０の
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シンボル５内にあり、物理層のセルアイデンティティのグループ番号を決定するためにＵ
Ｅによって使用される二次同期信号（ＰＳＳ）を搬送する。物理層のアイデンティティお
よび物理層のセルアイデンティティのグループ番号に基づいて、ＵＥは、物理セル識別子
（ＰＣＩ）を決定することができる。ＰＣＩに基づいて、ＵＥは、前述のＤＬ－ＲＳのロ
ケーションを決定することができる。物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）は、フ
レームのサブフレーム０のスロット１のシンボル０、１、２、３内にあり、マスタ情報ブ
ロック（ＭＩＢ）を搬送する。ＭＩＢは、ＤＬシステム帯域幅における多数のＲＢ、ＰＨ
ＩＣＨ構成、およびシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を提供する。物理ダウンリンク共有
チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユーザデータ、システム情報ブロック（ＳＩＢ）のようなＰ
ＢＣＨを通じて送信されないブロードキャストシステム情報、およびページングメッセー
ジを搬送する。
【００４０】
　[0048]　図２Ｃに例示されるように、ＲＥのうちのいくつかは、ｅＮＢにおいてチャネ
ル推定のための復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）を搬送する。ＵＥは、サブフレームの最後の
シンボルにおけるサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をさらに送信し得る。ＳＲＳは、コ
ーム構造（comb structure）を有し、ＵＥは、そのコームのうちの１つでＳＲＳを送信し
得る。ＳＲＳは、ＵＬ上で周波数依存型スケジューリングを有効にするために、チャネル
品質推定のためのｅＮＢによって使用され得る。図２Ｄは、フレームのＵＬサブフレーム
内の様々なチャネルの一例を例示する。物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）は
、ＰＲＡＣＨ構成に基づくフレーム内の１つ以上のサブフレーム内にあり得る。ＰＲＡＣ
Ｈは、サブフレーム内の６個の連続したＲＢペアを含み得る。ＰＲＡＣＨは、ＵＥが初期
システムアクセスを実行し、ＵＬ同期を達成することを可能する。物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、ＵＬのシステム帯域幅の端（edges）に位置し得る。ＰＵＣ
ＣＨは、スケジューリング要求、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディン
グマトリックスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、およびＨＡＲＱ
 ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのような、アップリンク制御情報（ＵＣＩ）を搬送す
る。ＰＵＳＣＨは、データを搬送し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）、電力ヘッドル
ーム報告（ＰＨＲ）、および／またはＵＣＩを搬送するためにさらに使用され得る。
【００４１】
　[0049]　図３は、アクセスネットワークにおいてＵＥ３５０と通信状態にあるｅＮＢ３
１０のブロック図である。ＤＬでは、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットは、コントローラ
／プロセッサ３７５に提供され得る。コントローラ／プロセッサ３７５は、層３および層
２の機能を実現する。層３は、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を含み、層２は、パケット
データコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）層、無線リンク制御（ＲＬＣ）層、およ
び媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層を含む。コントローラ／プロセッサ３７５は、システム
情報（例えば、ＭＩＢ、ＳＩＢ）のブロードキャスト、ＲＲＣ接続制御（例えば、ＲＲＣ
接続ページング、ＲＲＣ接続確立、ＲＲＣ接続修正、およびＲＲＣ接続リリース）、無線
アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティ、およびＵＥ測定報告ための測定構成に関連付けら
れたＲＲＣ層の機能；ヘッダ圧縮／復元（decompression）、セキュリティ（暗号化、暗
号解読、完全性保護、完全性検証（integrity verification））、およびハンドオーバサ
ポート機能に関連付けられたＰＤＣＰ層の機能；上位層パケットデータユニット（ＰＤＵ
）の転送、ＡＲＱを通したエラー訂正、ＲＬＣサービスデータユニット（ＳＤＵ）の連結
（concatenation）、分割（segmentation）、および再構築（reassembly）、ＲＬＣデー
タＰＤＵの再分割（re-segmentation）、およびＲＬＣデータＰＤＵの再順序付けに関連
付けられたＲＬＣ層の機能；および論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッ
ピング、トランスポートブロック（ＴＢ）上へのＭＡＣ ＳＤＵの多重化、ＴＢからＭＡ
Ｃ ＳＤＵの逆多重化、情報報告のスケジューリング、ＨＡＲＱを通したエラー訂正、優
先度ハンドリング、および論理チャネルの優先順位付けに関連付けられたＭＡＣ層の機能
を提供する。
【００４２】
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　[0050]　送信（ＴＸ）プロセッサ３１６および受信（ＲＸ）プロセッサ３７０は、様々
な信号処理機能に関連付けられた層１の機能を実現する。物理（ＰＨＹ）層を含む層１は
、トランスポートチャネルでのエラー検出、トランスポートチャネルの前方向エラー訂正
（ＦＥＣ）コーディング／デコーディング、インターリービング、レート整合、物理チャ
ネルへのマッピング、物理チャネルの変調／復調、およびＭＩＭＯアンテナ処理を含み得
る。ＴＸプロセッサ３１６は、様々な変調スキーム（例えば、２相位相シフトキーイング
（ＢＰＳＫ）、４相位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ相位相シフトキーイング（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
ッピングすることを担う（handles）。その後、コーディングおよび変調されたシンボル
は、並列ストリーム（parallel streams）に分けられ得る。その後、各ストリームは、Ｏ
ＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、時間および／または周波数領域において基準信号
（例えば、パイロット）と多重化され、その後、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを
搬送する物理チャネルを生成するために、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用して共
に組み合わされ得る。ＯＦＤＭストリームは、複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３７４からのチャネル推定値は、コーデ
ィングおよび変調スキームを決定するためのみならず、空間処理のためにも使用され得る
。チャネル推定値は、ＵＥ３５０によって送信されたチャネル状態フィードバックおよび
／または基準信号から導出され得る。その後、各空間ストリームは、別個の送信機３１８
ＴＸを介して異なるアンテナ３２０に提供され得る。各送信機３１８ＴＸは、送信用のそ
れぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調し得る。
【００４３】
　[0051]　ＵＥ３５０において、各受信機３５４ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ３５２
を通じて信号を受信する。各受信機３５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信（ＲＸ）プロセッサ３５６に情報を提供する。ＴＸプロセッサ３６８およびＲ
Ｘプロセッサ３５６は、様々な信号処理機能に関連付けられた層１の機能を実現する。Ｒ
Ｘプロセッサ３５６は、ＵＥ３５０宛ての任意の空間ストリームを復元するために、情報
に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがＵＥ３５０宛てである場合、そ
れらは、ＲＸプロセッサ３５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに組み合わさ
れ得る。その後、ＲＸプロセッサ３５６は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、Ｏ
ＦＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、Ｏ
ＦＤＭ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、および基準信号は、ｅＮＢ３１０によって送信された最も有望な（
most likely）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３５８によって計算されたチャネル推定値に
基づき得る。その後、軟判定は、物理チャネル上でｅＮＢ３１０によって当初送信された
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。その後、デ
ータおよび制御信号は、層３および層２の機能を実現するコントローラ／プロセッサ３５
９に提供される。
【００４４】
　[0052]　コントローラ／プロセッサ３５９は、プログラムコードおよびデータを記憶す
るメモリ３６０に関連付けられ得る。メモリ３６０は、コンピュータ可読媒体と称され得
る。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３５９は、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットを
復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケットの
再構築、暗号解読、ヘッダの復元、および制御信号処理を提供する。コントローラ／プロ
セッサ３５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために、ＡＣＫおよび／またはＮＡＣ
Ｋプロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００４５】
　[0053]　ｅＮＢ３１０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３５９は、システム情報（例えば、ＭＩＢ、ＳＩＢ）の取得、ＲＲＣ接続
、および測定報告に関連付けられたＲＲＣ層の機能；ヘッダ圧縮／復元、およびセキュリ
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ティ（暗号化、暗号解読、完全性保護、完全性検証）に関連付けられたＰＤＣＰ層の機能
；上位層ＰＤＵの転送、ＡＲＱを通したエラー訂正、ＲＬＣ ＳＤＵの連結、分割、およ
び再構築、ＲＬＣデータＰＤＵの再分割、およびＲＬＣデータＰＤＵの再順序付けに関連
付けられたＲＬＣ層の機能；および論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッ
ピング、ＴＢ上へのＭＡＣ ＳＤＵの多重化、ＴＢからＭＡＣ ＳＤＵの逆多重化、情報報
告のスケジューリング、ＨＡＲＱを通したエラー訂正、優先度ハンドリング、および論理
チャネルの優先順位付けに関連付けられたＭＡＣ層の機能を提供する。
【００４６】
　[0054]　ｅＮＢ３１０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３５８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
ームを選択し、空間処理を容易にするために、ＴＸプロセッサ３６８によって使用され得
る。ＴＸプロセッサ３６８によって生成された空間ストリームは、別個の送信機３５４Ｔ
Ｘを介して異なるアンテナ３５２に提供され得る。各送信機３５４ＴＸは、送信のための
それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調し得る。
【００４７】
　[0055]　ＵＬ送信は、ＵＥ３５０における受信機機能に関して説明されたのと同様の方
法でｅＮＢ３１０において処理される。各受信機３１８ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ
３２０を通じて信号を受信する。各受信機３１８ＲＸ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３７０に情報を提供する。
【００４８】
　[0056]　コントローラ／プロセッサ３７５は、プログラムコードおよびデータを記憶す
るメモリ３７６に関連付けられ得る。メモリ３７６は、コンピュータ可読媒体と称され得
る。ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３７５は、ＵＥ３５０からのＩＰパケットを復
元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケットの再
構築、暗号解読、ヘッダの復元、および制御信号処理を提供する。コントローラ／プロセ
ッサ３７５からのＩＰパケットは、ＥＰＣ１６０に提供され得る。コントローラ／プロセ
ッサ３７５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。
【００４９】
　[0057]　図４は、通信システム８００を例示する図である。通信システム８００は、基
地局８０２および基地局８０２と通信状態にあり得るワイヤレスデバイス８０４、８０６
、８０８のような複数のＵＥを含む。通信システム８００はまた、基地局８１２および基
地局８１２と通信状態にあり得るワイヤレスデバイス８１０、８１４のような別の複数の
ＵＥを含む。１つのＵＥ、ワイヤレスデバイス８１６は、カバレッジエリア８１８、８２
０内に存在しない可能性がある。例えば、ワイヤレスデバイス８１６は、カバレッジエリ
ア８１８、８２０の外側にある、カバレッジエリア８１８、８２０から離れる、またはそ
うでなければ基地局８０２または基地局８１２のいずれかと通信できない可能性がある。
【００５０】
　[0058]　図４に例示されるように、ワイヤレスデバイス８１６がカバレッジエリア内に
存在しないとき、ワイヤレスデバイス８１６は、リレーを活用し得る。リレーは、ワイヤ
レスデバイス８１６が、ワイヤレスデバイス８１６がカバレッジエリア８１８、８２０内
にないときに、ネットワーク、例えば、通信システム８００と通信し始めること、または
ワイヤレスデバイス８１６がカバレッジエリア８１８、８２０の外側に移動したときに、
ネットワークとの通信を継続することを可能にし得る。例えば、ワイヤレスデバイス８０
４、８０６、８０８、８１０、８１４は、リレーとして機能し得る。したがって、ワイヤ
レスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４のいずれもワイヤレスデバイス８
１６のためのリレーとして依然として選択されていないため、ワイヤレスデバイス８０４
、８０６、８０８、８１０、８１４は、ワイヤレスデバイス８１６のための可能性のある
（potential）リレーである。
【００５１】
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　[0059]　ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８は、それらが基地局８０２のため
のカバレッジエリア８１８内に存在するため、基地局８０２へのリレーとして機能し得る
。ワイヤレスデバイス８１０および８１４は、それらが基地局８１２のカバレッジエリア
８２０内に存在するため、基地局８１２へのリレーとして機能し得る。したがって、ワイ
ヤレスデバイス８１６は、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、または８０８のうちの１
つを通じて基地局８０２と通信し得る。同様に、ワイヤレスデバイス８１６は、ワイヤレ
スデバイス８１０または８１４のうちの１つを通じて基地局８１２と通信し得る。
【００５２】
　[0060]　いくつかの例では、ワイヤレスデバイス１８６は、近接ベースのサービス（Ｐ
ｒｏＳｅ：Proximity-based Service）ＵＥ－ネットワーク間リレーノードを形成し得る
。ＰｒｏＳｅ通信は、２つのワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１
４、８１６が近くにあるとき、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８
１４、８１６が互いに直接的に通信することを可能にする。ＰｒｏＳｅ通信により、ワイ
ヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４、８１６は、基地局、例えば、
ｅＮＢを通じて、他のワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４、８
１６と、データを送信すること、データを受信すること、制御信号を送信すること、制御
信号を受信すること、またはこれらの何らかの組み合わせを行う必要はない。むしろ、ダ
イレクト通信リンクは、例えば、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、
８１４、８１６のうちの２つの間で形成され得る。よって、ワイヤレスデバイス８０４、
８０６、８０８、８１０、８１４、８１６間のダイレクトリンクが形成され得る。
【００５３】
　[0061]　いくつかの例では、リレーの選択および管理は、ＵＥ中心方法（UE-centric m
anner）で行われ得る。ＵＥ中心方法でリレーの選択を実行するのは、ワイヤレスデバイ
ス８１６がリレーとして機能するワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、
または８１４を自律的に選択／再選択するときであり得る。他の例では、リレーの選択お
よび管理は、ｅノードＢ中心方法で行われ得る。いくつかの例では、ｅＮＢ中心方法でリ
レーの選択を実行するのは、ｅＮＢ、例えば、基地局８０２または８１２がワイヤレスデ
バイス８１６のためにリレーとして機能するワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８
、８１０、または８１４を管理するときであり得る。ワイヤレスデバイス８１６は、別の
ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４のような、リレーデバイス
を通じて基地局８０２、８１２にアクセスする必要があるデバイスであり得る。ワイヤレ
スデバイス８１６は、通常、カバレッジエリア８１８、８２０の端または外側にあり得る
。
【００５４】
　[0062]　概して、本明細書で説明されるシステム、方法、およびデバイスは、ｅノード
Ｂ中心アプローチを使用し得る。しかしながら、本明細書で説明されるシステム、方法、
およびデバイスまたはこれらシステム、方法、およびデバイスの態様はまた、通常、ＵＥ
中心方法で機能し得ると理解されるであろう。ＵＥ中心方法により、本明細書で説明され
るシステムおよび方法に関連する様々な機能は、基地局からＵＥへと移行（moved from）
し得る。
【００５５】
　[0063]　リレー検索の一例では、ワイヤレスデバイス８１６は、ワイヤレスデバイス８
１６がリレーデバイスを探していることを知らせる、リレー検索メッセージ、例えば、デ
ィスカバリメッセージ、をブロードキャストする。メッセージは、ワイヤレスデバイス８
１６のレベル２（Ｌ２）識別情報（ＩＤ）を含み得る。
【００５６】
　[0064]　リレーＵＥ、例えば、メッセージをリッスンするワイヤレスデバイス８０４、
８０４、８０８、８１０、８１４は、それらのそれぞれの基地局８０２、８１２に、ワイ
ヤレスデバイス８１６についての様々なパラメータを通知する。ワイヤレスデバイス８１
６のパラメータは、ワイヤレスデバイス８１６のＬ２ ＩＤまたはＵＥ ＩＤ、Ｄ２Ｄリン
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ク品質、およびワイヤレスデバイス８１６のためのリレーの確立またはワイヤレスデバイ
ス８１６に関する任意の他の関連情報を含むがそれらに限定されない。例えば、ワイヤレ
スデバイス８０４、８０６、８０８は、基地局８０２に、ワイヤレスデバイス８１６のＬ
２ ＩＤまたはＵＥ ＩＤ、Ｄ２Ｄリンク品質、および任意の他の関連情報を通知する。ワ
イヤレスデバイス８１０、８１４は、基地局８１２に、ワイヤレスデバイス８１６のＬ２
 ＩＤまたはＵＥ ＩＤ、Ｄ２Ｄリンク品質、および任意の他の関連情報を通知する。いく
つかの例において、それぞれの基地局８０２または８１２に送られる情報は、アクセスリ
ンク（Ｕｕ）を介して送られ得る。図４に例示されるように、図４の例示された例におけ
るリレーＵＥとして機能し得るワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８
１４は、異なる基地局８０２、８１２によってサービス提供され得る。例えば、基地局８
０２は、一般的には、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８にサービス提供し、基
地局８１２は、一般的には、ワイヤレスデバイス８１０、８１４にサービス提供する。基
地局８０２のサービスエリアは、円によって例示される。基地局８１２のサービスエリア
は、カバレッジエリア８１８によって例示される。カバレッジエリア８１８、８２０を示
す円は、一般的には、例示的なサービスエリアを示すことのみを目的にしている。いずれ
の実際のサービスエリアもそれほど明確に描かれていないと理解されるであろう。サービ
スのエリアのサイズおよび形は、いくつかの要因に基づいて異なり得る。これら要因は、
基地局８０２、８１２のアンテナ（複数を含む）からの方向、地形（terrain）の差、ア
ンテナの信号応答の差、および送信距離または受信距離に影響を与える可能性のある任意
の他の要因を含み得る。
【００５７】
　[0065]　基地局８０２、８１２は、リレーとして機能するようにワイヤレスデバイス８
０４、８０６、８０８、８１０、８１４を選択し得る。より具体的には、基地局８０２は
、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８のうちの１つを選択し得る。基地局８１２
は、リレーとして機能するようにワイヤレスデバイス８１０、８１４のうちの１つを選択
し得る。基地局８０２によるワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８のうちの１つの
選択および基地局８１２によるワイヤレスデバイス８１０、８１４のうちの１つの選択に
使用される選択基準は、可能性のあるリレーのＵｕリンク品質、Ｄ２Ｄリンク品質、およ
びリンク品質に関連する他の要因を含み得るがそれに限定されない。
【００５８】
　[0066]　基地局８０２は、選択されたリレーＵＥ（ワイヤレスデバイス８０４、８０６
、８０８のうちの１つ）に、ワイヤレスデバイス８１６とリレー関連付けプロシージャを
開始するよう通知し得る。同様に、基地局８１２は、選択されたリレーＵＥ（ワイヤレス
デバイス８１０、８１４のうちの１つ）に、ワイヤレスデバイス８１６とリレー関連付け
プロシージャを開始するよう通知し得る。
【００５９】
　[0067]　ワイヤレスデバイス８１６は、リレー関連付けメッセージ（複数を含む）に、
それらのうちの１つに肯定的に応答することによって、応答し得る。例えば、ワイヤレス
デバイス８０６がリレーとして機能するようにワイヤレスデバイス８１６によって選択さ
れたと仮定する。ワイヤレスデバイス８１６は、ワイヤレスデバイス８１６からのリレー
関連付けメッセージに肯定的に確認応答する（positively acknowledging）ことによって
、すなわち、ワイヤレスデバイス８１６に確認応答メッセージを送り返すことによって、
ワイヤレスデバイス８１６からのリレー関連付けメッセージに応答し得る。いくつかの例
では、ＰｒｏＳｅ機能が使用され得る。ＰｒｏＳｅ機能が使用されると、ワイヤレスデバ
イス８１６はまた、固有のリレーＩＤを割り当て得る。固有のリレーＩＤは、後にワイヤ
レスデバイス８１６がカバレッジを有するエリアに戻ってきたときに使用され得る。カバ
レッジを有するエリアは、ワイヤレスデバイス８１６が基地局８０２、８１２と直接的に
通信することができるエリアを含み得る。
【００６０】
　[0068]　図４に例示された例では、複数の関連付けメッセージが可能である。例えば、
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ワイヤレスデバイス８１６は、（基地局８０２によってサービス提供される）ワイヤレス
デバイス８０６および（基地局８１２によってサービス提供される）ワイヤレスデバイス
８１４から関連付けメッセージを受信し得る。関連付けメッセージは、リレーＵＥ、例え
ば、ワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４が異なる基地局８０２
、８１２によってサービス提供されるときに送られ得る。ワイヤレスデバイス８１６は、
リレーのＰＬＭＮ ＩＤ、バックホール品質、Ｄ２Ｄリンク品質、または他の品質要因の
うちの１つ以上に基づいてリレーを選択し得る。
【００６１】
　[0069]　いくつかの例では、ワイヤレスデバイス８１６は、非選択ワイヤレスデバイス
、すなわち、ワイヤレスデバイス８１６のためのリレーとして機能するように選択されな
い可能性のあるリレー（複数を含む）、を明示的に拒否し得る。したがって、ワイヤレス
デバイス８１６は、関連付けメッセージを送信したワイヤレスデバイス８１４がワイヤレ
スデバイス８１６のためのリレーとなるように選択されないとき、ワイヤレスデバイス８
１４にメッセージを送信し得る。
【００６２】
　[0070]　他の例では、リレー関連付け要求またはリレーとなるように選択されないワイ
ヤレスデバイス８１４は、単独でタイムアウトし得る。したがって、いくつかの例では、
ワイヤレスデバイス８１６は、非選択ワイヤレスデバイス８１４、すなわち、ワイヤレス
デバイス８１６のためのリレーとして機能するように選択されない可能性のあるリレー（
複数を含む）を明示的に拒否しない。これらケースのいずれかにおいて、ワイヤレスデバ
イス８１４は、その後、それのサービング基地局へのリレーリンクの中断（Stop）を示す
メッセージ（ＳＬＵＥＩｎfo）を送り得る。
【００６３】
　[0071]　いくつかの例では、基地局８０２は、リンク品質について定期的に報告するた
めにワイヤレスデバイス８０６、この例ではリレーＵＥ、を設定（configure）し得る。
報告されたリンク品質は、ワイヤレスデバイス８１６とワイヤレスデバイス８０６との間
のリンクに関するものであり得る。リンク品質は、ワイヤレスデバイス８０６とワイヤレ
スデバイス８０２との間のリンクに関するものであり得る。リンク品質は、（リレーＵＥ
、ワイヤレスデバイス８０６を通した）基地局８０２とワイヤレスデバイス８１６との間
の全体的なリンク品質に関するものであり得る。別の例では、リンク品質は、これら例の
いくつかの組み合わせであり得る。ワイヤレスデバイス８０６は、次に、信号を定期的に
送信するようワイヤレスデバイス８１６を設定し得る。ワイヤレスデバイス８１６によっ
て定期的に送信された信号は、ＵＥ－リレー間のリンク品質を測定するために使用され得
る。信号は、例えば、パイロット信号であり得る。リンク品質の測定は、パイロット信号
に基づき得る。いくつかの例では、信号は、リレー検索メッセージの一部であり得る。さ
らに、パイロット信号は、リレー検索メッセージの一部であり得る。あるいは、パイロッ
ト信号は、何らかの他のメッセージまたは信号の一部であり得る。他の例では、そのよう
な設定は、リレー関連付けフェーズ（phase）中に行われ得る。
【００６４】
　[0072]　一例では、基地局８０２は、非定期の方法でＵＥ－リレー間のリンク品質を報
告するために、ワイヤレスデバイス８１６、リレーＵＥに測定要求を送り得る。ワイヤレ
スデバイス８１６がＵＥ－リレー間のリンク品質を報告することを要求するメッセージは
、専用のシグナリングを使用して送られ得る。別の例では、基地局８０２は、ワイヤレス
デバイス８０６だけでなく、ワイヤレスデバイス８１６に現在関連付けられていないワイ
ヤレスデバイス８０４、８０８のような、他の可能性のあるリレーＵＥも設定し得る。
【００６５】
　[0073]　いくつかの例では、ワイヤレスデバイス（複数を含む）８０４、８０６、８０
８を設定することは、明示的に行われ得る。明示的に設定することは、リレー要請メッセ
ージ（relay solicitation message）をリッスンすることができるリレーを選択すること
で実行され得る。別の例では、ワイヤレスデバイス（複数を含む）８０４、８０６、８０
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８を設定することは、黙示的に行われ得る。黙示的な選択は、リレーＵＥが、要請メッセ
ージと同じまたは同様の方法でワイヤレスデバイス８１６から関連するリレー検索メッセ
ージを受信するときに実行され得る。
【００６６】
　[0074]　一例では、基地局８０２はまた、図４の例ではリレーＵＥである、ワイヤレス
デバイス８０６を介してそれのＵｕリンク品質を定期的に報告するためにワイヤレスデバ
イス６１６を設定し得る。Ｕｕリンク品質測定は、基地局８０２、８１２とワイヤレスデ
バイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４、８１６との間のダイレクト通信から、
および別のワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４、８１６を通し
た基地局８０２、８１２とワイヤレスデバイス８０４、８０６、８０８、８１０、８１４
、８１６との間のリレー通信からのシームレスな遷移を可能にするために使用され得る。
遷移は、ダイレクト通信からリレー通信へ、またはリレー通信からダイレクト通信へのも
のであり得る。いくつかの例では、基地局８０２は、レガシーなプロシージャを介してリ
レーのＵｕリンクの測定値を使用し得る。
【００６７】
　[0075]　いくつかの例では、測定要求、定期的な測定報告設定、または両方に応答して
、リレーＵＥであるワイヤレスデバイス８１０は、Ｕｕを介してＤ２Ｄリンク品質および
ワイヤレスデバイス８１６のＵＥ ＩＤを基地局に通知するメッセージ（ＳＬＵＥＩｎｆ
ｏ）を基地局に送り得る。別の例では、メッセージ（ＳＬＵＥＩｎｆｏ）はまた、ワイヤ
レスデバイス８１６のＵｕ品質を含み得る。
【００６８】
　[0076]　いくつかの例では、基地局８０２は、１つのリレーＵＥ、例えば、ワイヤレス
デバイス８０６から、別のＵＥ、例えば、ワイヤレスデバイス８０４にリレーリンクを移
動することを決定するために、または（関連付けられたリレーＵＥを介して）ワイヤレス
デバイス８１６にリレー関連付け処理を再開始するよう指示するために測定報告を使用し
得る。
【００６９】
　[0077]　図５は、異なる通信デバイス間で送られる信号を例示する図９００である。信
号は、カバレッジエリアの外側のワイヤレスデバイス、可能性のあるリレーであるワイヤ
レスデバイス、基地局、またこれらの何らかの組み合わせによって送信および受信され得
る。上述したように、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイスは、基地局と通信するた
めにリレーを活用し得る。図５の例において、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイス
は、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイスがリレーデバイス９０２を探していること
を知らせるリレー検索メッセージ、例えば、ディスカバリメッセージをブロードキャスト
する。リレー検索メッセージに基づいて、可能性のあるリレーの各々、リレーであり得る
ワイヤレスデバイスは、それらの基地局（複数を含む）に通知する９０４。
【００７０】
　[0078]　基地局（複数を含む）は、その後、リレー関連付けメッセージ（複数を含む）
を送るためにリレー（複数を含む）を選択し得る。リレー関連付けメッセージ（複数を含
む）は、カバレッジのエリアの外側のワイヤレスデバイスに送られ得る。通常、１つの基
地局につき１つのリレーが、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイスの範囲内のリレー
のために、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイスにリレー関連付けメッセージを送り
得る９０６。よって、基地局（複数を含む）は、カバレッジエリア外のワイヤレスデバイ
スとリレー関連付けプロシージャを開始するよう選択されたワイヤレスデバイス（複数を
含む）に通知し得る９０６。可能性のあるリレー（複数を含む）は、カバレッジエリアの
外側のワイヤレスデバイスにリレー関連付けメッセージを送信し得る９０８。カバレッジ
エリア外のワイヤレスデバイスは、リレー関連付けメッセージの１つに肯定的に応答する
ことによって、リレー関連付けメッセージ（複数を含む）に応答し得る９１０。いくつか
の例では、カバレッジのエリア外のワイヤレスデバイスは、非選択ワイヤレスデバイスを
明示的に拒否し得る９１２。他の例では、リレーとなるように選択されないワイヤレスデ
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バイスは、単独でタイムアウトし得る。より具体的には、それは、タイムアウトするリレ
ー関連付け要求であり得る。
【００７１】
　[0079]　いくつかの例では、基地局は、リンク品質について定期的に報告するために選
択されたリレーワイヤレスデバイスまたはリレーＵＥを設定し得る９１４。報告されたリ
ンク品質は、リンク９５０、リンク９５２、全体的なリンク（処理デバイスを通した品質
におけるあらゆる変化を伴ったリンク９５０およびリンク９５２全体）についてのもので
あり得る。いくつかの例では、リンク９５０の品質、リンク９５２の品質、全体的なリン
ク品質（デバイスのいずれかを通した変化を含む）のうちの２つ以上が報告され得る。
【００７２】
　[0080]　リレーデバイスは、次に、メッセージを送ることによって定期的に信号を送信
するようカバレッジエリアの外側のワイヤレスデバイスを設定し得る９１６。定期的に送
信された信号は、ＵＥ－リレー間のリンク品質を測定するために使用され得る。信号は、
例えば、パイロット信号であり、リンク品質の測定は、パイロット信号に基づき得る。
【００７３】
　[0081]　定期報告のために設定された後、カバレッジエリア（複数を含む）の外側のワ
イヤレスデバイスおよびリレーデバイスは、基地局にリンク品質を報告し得る９１８、９
２０。基地局は、別のデバイスがリレーデバイスとして使用されるべきかどうかを決定す
るためにこの情報を使用し得る。基地局は、その後、リレーＵＥにリレー関連付けを再開
始するよう指示し、リレーＵＥは、カバレッジエリアの外側のＵＥにカバレッジを再開始
するよう指示するメッセージを送り得る。
【００７４】
　[0082]　ＵＥは、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して基地局からメッセージ
を受信し得る。メッセージは、第２のＵＥにリレー検索プロシージャを再開始するよう指
示し得る９２２。リレー検索プロシージャを再開始することは、別のリレー検索メッセー
ジを送信することを含み得る。
【００７５】
　[0083]　さらに、ＵＥは、第２のＵＥにリレー検索プロシージャを再開始するよう指示
するメッセージを第２のＵＥに送信し得る９２４。第２のＵＥは、このメッセージに基づ
く別の検索プロシージャを実行し得る。通常、ＵＥは、規定の閾値以下のように信号品質
が低すぎると基地局が決定したとき、第２のＵＥにリレー検索プロシージャを再開始する
よう指示するメッセージを第２のＵＥに送信し得る。そのような閾値と比較したリンク品
質は、第２のＵＥ－リレー間からのリンク品質、リレーから基地局へのリンク品質、第２
のＵＥから基地局へのリンク品質、またはこれらの１つ以上であり得る。
【００７６】
　[0084]　図６Ａ－６Ｃは、ワイヤレス通信の方法を例示するフローチャート１０００で
ある。方法は、ＵＥ（例えば、図４のワイヤレスデバイス８０６）によって実行され得る
。１００２において、ＵＥ（ワイヤレスデバイス８０６）は、リレー検索メッセージを受
信する（９０２）。リレー検索メッセージは、カバレッジエリア８１８、８２０内には存
在しない、第２のＵＥ、ワイヤレスデバイス８１６からのものであり得る。さらに、リレ
ー検索メッセージは、ワイヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥ（
ワイヤレスデバイス８０６）に要求し得る。接続は、リレーＵＥ、ワイヤレスデバイス８
０６を通じるものである。
【００７７】
　[0085]　１００４において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６は、メッセージを基地局
８０２に送信する（９０４）。メッセージは、基地局８０２に第２のＵＥ、ワイヤレスデ
バイス８１６からのリレー検索メッセージを通知する。基地局は、その後、可能性のある
リレー（基地局８０２についてはワイヤレスデバイス８０６および基地局８１２について
はワイヤレスデバイス８１４）を選択し、可能性のあるリレーにリレーが選択されたこと
を通知し得る。基地局８０２、８１２はまた、選択されたリレーに選択されたリレーがリ
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レー関連付けプロシージャを実行すべきであると指示し得る。
【００７８】
　[0086]　１００６において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６、８１４は、基地局８０
２、８１２からリレー関連付けプロシージャ開始メッセージを受信する（９０６）。リレ
ー関連付けプロシージャメッセージは、第２のＵＥ、ワイヤレスデバイス８１６とリレー
関連付けプロシージャを開始するために、基地局８０２、８１２によって第１のＵＥが選
択されたことを第１のＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６、８１４に通知し得る。
【００７９】
　[0087]　１００８において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６、８１４は、リレー関連
付けメッセージを第２のＵＥ、ワイヤレスデバイス８１６に送信し得る（９０８）。リレ
ー関連付けメッセージは、第２のＵＥのためのリレーＵＥとなるよう求める要求を含み得
る。リレー関連付けメッセージは、特定のデバイス、リレー関連メッセージを送るデバイ
スが、第２のＵＥのための可能なリレーデバイスとして基地局８０２、８１２によって選
択されたと第２のＵＥに通知する。複数のＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６、８１４は、
リレー関連付けメッセージを、通常、基地局８０２、８１２につき１つ、送信し得る。
【００８０】
　[0088]　１０１０において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６は、第２のＵＥ、ワイヤ
レスデバイス８０６から確認応答を受信し得る（９１０）。第２のＵＥからの確認応答は
、第２のＵＥがリレーデバイスとして第１のＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６を選択した
ことを示し得る。よって、例えば、図４のワイヤレスデバイス８１６は、ワイヤレスデバ
イス８０６に確認応答を送り得る。
【００８１】
　[0089]　１０１２において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８１４は、第２のＵＥのための
リレーとなるよう求める、第１のＵＥ、ワイヤレスデバイス８１４からの要求を拒否する
メッセージを第２のＵＥ、ワイヤレスデバイス８１６から受信し得る（９１２）。このス
テップは、オプションである。いくつかの例において、第２のＵＥのためのリレーとなる
よう求める、第１のＵＥからの要求を拒否するメッセージは第２のＵＥから送られない。
【００８２】
　[0090]　１０１４において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６は、定期報告を要求する
メッセージを基地局８０２から受信する（９１４）。定期報告は、基地局がリレーワイヤ
レスデバイスを介して通信するワイヤレスデバイスについてのリンク品質を追跡すること
を可能にする。定期報告は、第２のＵＥ－リレー間からのリンク品質、リレーから基地局
へのリンク品質、第２のＵＥから基地局へのリンク品質、またはこれらの１つ以上であり
得る。
【００８３】
　[0091]　１０１６において、ＵＥは、リンク品質の定期報告を要求するメッセージを第
２のＵＥに送信する（９１６）。再び、定期報告は、第２のＵＥ－リレー間からのリンク
品質、リレーから基地局へのリンク品質、第２のＵＥから基地局へのリンク品質、または
これらの１つ以上であり得る。リンク品質は、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期
報告を要求する基地局からのメッセージに基づき得る。要求は、ＵＥ－リレー間のリンク
品質の測定のためにＰｒｏＳｅの定期送信についての要求を含み得る。
【００８４】
　[0092]　１０１８において、ＵＥ、ワイヤレスデバイス８０６は、ディスカバリメッセ
ージと同時に基準信号を受信し得る（９１６）。いくつかの例では、メッセージは、Ｐｒ
ｏＳｅ測定チャネルと並存する（concurrent）ものであり得る。基準信号またはＰｒｏＳ
ｅ測定チャネルは、信号品質を測定するために使用され得る。
【００８５】
　[0093]　１０２０において、ＵＥは、受信された基準信号に基づいて、基準信号受信電
力（ＲＳＲＰ）または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）のうちの少なくとも１つを決定し得
る。メッセージは、基地局に送信され得る。基地局へのメッセージは、決定されたＲＳＲ
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ＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００８６】
　[0094]　１０２２において、ＵＥは、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の定期報告を
要求する第２のＵＥへのメッセージに応答して、リンク品質に関する情報を含むメッセー
ジを受信し得る（９１８）。上述したように、定期報告は、第２のＵＥ－リレー間からの
リンク品質、リレーから基地局へのリンク品質、第２のＵＥから基地局へのリンク品質、
またはこれらの１つ以上であり得る。通常、ＵＥと基地局が直接的に通信しているという
理由で基地局はＵＥと基地局との間の信号品質を既に知っているため、ＵＥは、第２のＵ
ＥとリレーＵＥとの間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを受信し得る。
【００８７】
　[0095]　１０２４において、ＵＥは、第２のＵＥから受信された第２のＵＥ－リレー間
のリンク品質に関する情報を含むメッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー間のリンク
品質のようなリンク品質に関する情報を含むメッセージを基地局に送信し得る（９２０）
。しかしながら、上述したように、定期報告は、第２のＵＥ－リレー間からのリンク品質
、リレーから基地局へのリンク品質、第２のＵＥから基地局へのリンク品質、またはこれ
らの１つ以上であり得る。
【００８８】
　[0096]　１０２６において、ＵＥは、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して基
地局からメッセージを受信し得る。メッセージは、第２のＵＥにリレー検索プロシージャ
を再開始するよう指示し得る（９２２）。リレー検索プロシージャを再開始することは、
別のリレー検索メッセージを送信することを含み得る。
【００８９】
　[0097]　１０２８において、ＵＥは、第２のＵＥにリレー検索プロシージャを再開始す
るよう指示するメッセージを第２のＵＥに送信し得る（９２４）。第２のＵＥは、このメ
ッセージに基づく別の検索プロシージャを実行し得る。通常、ＵＥは、規定の閾値以下の
ように信号品質が低すぎると基地局が決定したとき、第２のＵＥにリレー検索プロシージ
ャを再開始するよう指示するメッセージを第２のＵＥに送信し得る。そのような閾値と比
較したリンク品質は、第２のＵＥ－リレー間からのリンク品質、リレーから基地局へのリ
ンク品質、第２のＵＥから基地局へのリンク品質、またはこれらの１つ以上であり得る。
【００９０】
　[0098]　１０３０において、ＵＥは、ＵＥ能力情報メッセージを基地局に送り得る（９
２０）。能力情報メッセージは、ＵＥの様々な能力、例えば、このリレーＵＥによって同
時にサポートされることができるいくつかのＵＥ、ＭＢＭＳトラフィックをリレーするリ
レーＵＥの能力、等を基地局に通知し得る。能力情報メッセージは、例えば、第１のＵＥ
でサポートされるリレー容量または第１のＵＥにおけるＵＥリレー能力のうちの少なくと
も１つを示し得る。リレー能力に基づいて、ｅＮＢは、ＲＳＲＰ閾値を設定する、または
、リレーＵＥがリレーディスカバリおよび選択を支援するためのディスカバリメッセージ
の送信をいつ開始しなければならないかを示すために、リレーＵＥにコマンドを送ること
ができる。このメッセージ（ＲＲＣメッセージであり得る）において、ｅＮＢは、リレー
ＵＥに、グループＩＤによって表されるある特定のグループのリストのためだけに動作す
るよう指示することができる。
【００９１】
　[0099]　図７は、基地局８０２、８１２においてワイヤレス通信ネットワークにおける
リレー接続を管理する方法を例示する別のフローチャート１１００である。方法は、基地
局、ｅＮＢ（例えば、図４の基地局８０２）によって実行され得る。１１０２において、
基地局８０２、８１２は、基地局８０２、８１２に第１のＵＥ、例えば、ワイヤレスデバ
イス８１４からのリレー検索メッセージを通知するメッセージを少なくとも１つのリレー
ＵＥから受信し得る（９０４）。
【００９２】
　[00100]　１１０４において、各基地局８０２、８１２は、リレー関連付けプロシージ
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ャを開始するために少なくとも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵＥ（例えば、そ
れぞれ、ワイヤレスデバイス８０６、８１４）を選択する。いくつかの例では、選択は、
リレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデバイス８１６と第１のＵＥ、例えば、ワイヤレスデバ
イス８１４と間のダイレクトリンク品質、リレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデバイス８１
４と基地局８０２、８１２との間のアクセスリンク品質、またはリレーＵＥと第１のＵＥ
、例えば、ワイヤレスデバイス８１４とのダイレクトリンク品質、リレーＵＥ、例えば、
ワイヤレスデバイス８１４と基地局８０２、８１２との間のアクセスリンク品質の組み合
わせのうちの少なくとも１つに基づき得る。
【００９３】
　[00101]　１１０６において、基地局８０２、８１２は、それぞれ、リレー関連付けプ
ロシージャ開始メッセージを１つのリレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデバイス８１４に送
信する（９０６）。リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、リレー関連付けプロ
シージャを開始するために基地局８０２、８１２によって１つのリレーＵＥ、例えば、ワ
イヤレスデバイス８１４が選択されたことを１つのリレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデバ
イス８１４に通知する。
【００９４】
　[00102]　１１０８において、基地局８０２、８１２は、第２のＵＥ－リレー間のリン
ク品質の定期報告を要求するメッセージを選択されたリレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデ
バイス８１４に送信する（９１４）。いくつかの例では、信号品質は、基地局８０２から
リレーとして機能するワイヤレスデバイス８０６へのものであり得る。いくつかの例では
、信号品質は、ワイヤレスデバイス８０６からワイヤレスデバイス８１６へのものであり
得る。いくつかの例では、信号品質は、ワイヤレスデバイス８０６を通した基地局８０２
からワイヤレスデバイス８１６へのものであり得る。
【００９５】
　[00103]　１１１０において、基地局８０２、８１２は、第２のＵＥ－リレー間のリン
ク品質の要求された定期報告を受信する（９２０）。品質情報は、例えば、使用されるリ
レーが変更されるべきかどうかを決定する等、様々な目的なのために使用され得る。
【００９６】
　[00104]　１１１２において、基地局８０２、８１２は、第２のＵＥ－リレー間のリン
ク品質の要求された定期報告を通じて決定された信号品質に基づいて、別のリレーＵＥ、
例えば、ワイヤレスデバイス８１４に第２のＵＥのためのリレーが移動されるべきかどう
かを決定する。その後、基地局８０２、８１２は、リレーＵＥ、例えば、ワイヤレスデバ
イス８１４に再開始するよう指示し得る（９２２）。
【００９７】
　[00105]　図８は、例示的な装置１２０２における異なる手段／コンポーネント間での
データフローを例示する概念的なデータフロー図１２００である。装置は、ＵＥまたはｅ
ＮＢであり得る。装置は、様々なメッセージを受信し得るコンポーネント１２０４を含む
。メッセージは、データメッセージおよび基準信号を含み得る。コンポーネント１２０４
は、リレー検索メッセージ、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージ、確認応答、要
求を拒否するＵＥからのメッセージ、基準信号、ディスカバリメッセージ、定期報告を要
求するメッセージ、リンク品質に関する情報を含むメッセージ、またはリンク品質の指示
に応答するメッセージ、ＰｒｏＳｅ測定チャネルメッセージを受信し得る。装置はまた、
様々なメッセージを送信し得るコンポーネント１２０６を含む。メッセージは、基地局に
ＵＥからのリレー検索メッセージを通知するメッセージ、リレー関連付けメッセージ、Ｕ
Ｅ能力情報を送るメッセージ、リレー検索プロシージャを再開始するよう指示するメッセ
ージ、決定されたＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを含むＵＥ－リレー間
のリンク品質に関する情報を含むメッセージ、リレー検索プロシージャを再開始するよう
指示するメッセージ、またはＵＥ－リレー間のリンク品質の測定のためにＰｒｏＳｅチャ
ネルの定期的な送信を要求する第２のＵＥへのメッセージを含み得る。メッセージ品質決
定コンポーネント１２０８は、メッセージ品質に関する様々な決定を下し得る。例えば、
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決定コンポーネントは、受信コンポーネント１２０４によって受信され、決定コンポーネ
ント１２０８にパスされ得る、受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲＱの
うちの少なくとも１つを決定し得る。コンポーネント１２０８は、コンポーネント１２０
８によってなされた決定、例えば、受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲ
Ｑのうちの少なくとも１つの決定に関連しているＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱのよう
なデータをコンポーネント１２０６に送り得る。コンポーネント１２０４は、コンポーネ
ント１２０６にメッセージデータを送り得る。例えば、コンポーネント１２０４は、受信
されたデータが送信され得るようにコンポーネント１２０６に受信されたデータを送り得
る。
【００９８】
　[00106]　装置は、図６Ａ－６Ｃおよび８の前述のフローチャートにおけるアルゴリズ
ムのブロックの各々を実行する更なるコンポーネントを含み得る。したがって、図６Ａ－
６Ｃおよび８の前述のフローチャートにおける各ブロックは、コンポーネントによって実
行され得、装置はこれらのコンポーネントのうちの１つ以上を含み得る。コンポーネント
は、述べられたプロセス／アルゴリズムを実施するように特に構成された１つ以上のハー
ドウェアコンポーネントであるか、述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように
構成されたプロセッサによって実現されるか、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るか、またはこれらの何らかの組み合わせであり得る。
【００９９】
　[00107]　図９は、処理システム１３１４を用いる装置１２０２のためのハードウェア
実現の一例を例示する図１３００である。処理システム１３１４は、概してバス１３２４
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得る。バス１３２４は、処理シ
ステム１３１４の特定のアプリケーションおよび全体的な設計制約に依存して、任意の数
の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス１３２４は、プロセッサ１３０４、コン
ポーネント１２０４、１２０６、１２０８、およびコンピュータ可読媒体／メモリ１３０
６によって表される、１つ以上のプロセッサおよび／またはハードウェアコンポーネント
を含む様々な回路を互いにリンクさせる。バス１３２４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得る
が、これらは当該技術分野において周知であるため、これ以上は説明されない。
【０１００】
　[00108]　処理システム１３１４は、トランシーバ１３１０に結合され得る。トランシ
ーバ１３１０は、１つ以上のアンテナ１３２０に結合される。トランシーバ１３１０は、
送信媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ１３１
０は、１つ以上のアンテナ１３２０から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し
、処理システム１３１４に抽出された情報を提供し、特に、受信コンポーネントは、リレ
ーＵＥを通じてワイヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求す
るリレー検索メッセージを第２のＵＥから受信し、基地局からリレー関連付けプロシージ
ャ開始メッセージを受信し、リレー関連付けプロシージャ開始メッセージは、第２のＵＥ
とリレー関連付けプロシージャを開始するために第１のＵＥが基地局によって選択された
ことを第１のＵＥに通知する、または基地局に第１のＵＥからのリレー検索メッセージを
通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受信する。
【０１０１】
　[00109]　さらに、トランシーバ１３１０は、処理システム１３１４から情報を受信し
、特に、送信コンポーネントは、基地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知
するメッセージを基地局に送信し、第２のＵＥのためのリレーＵＥとなるよう求める要求
を含むリレー関連付けメッセージを第２のＵＥに送信し、またはリレー関連付けプロシー
ジャ開始メッセージを１つのリレーＵＥに送信することができ、リレー関連付けプロシー
ジャ開始メッセージは、受信された情報に基づき、リレー関連付けプロシージャを開始す
るために基地局によって１つのリレーＵＥが選択されたことを１つのリレーＵＥに通知し
、トランシーバ１３１０は、１つ以上のアンテナ１３２０に適用されるべき信号を生成す



(26) JP 2018-514998 A 2018.6.7

10

20

30

40

50

る。処理システム１３１４は、コンピュータ可読媒体／メモリ１３０６に結合されたプロ
セッサ１３０４を含む。プロセッサ１３０４は、コンピュータ可読媒体／メモリ１３０６
に記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセ
ッサ１３０４によって実行されたとき、処理システム１３１４に、任意の特定の装置に関
して上記に説明された様々な機能を実行させる。プロセッサ１３０４は、リレー関連付け
プロシージャを開始するために少なくとも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵＥを
選択し得る。コンピュータ可読媒体／メモリ１３０６はまた、ソフトウェアを実行すると
き、プロセッサ１３０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理
システム１３１４はさらに、コンポーネント１２０４、１２０６、１２０８のうちの少な
くとも１つを含む。コンポーネントは、プロセッサ１３０４において実行中の、コンピュ
ータ可読媒体／メモリ１３０６中に存在する／記憶されたソフトウェアコンポーネント、
プロセッサ１３０４に結合された１つ以上のハードウェアコンポーネント、またはこれら
の何らかの組み合わせであり得る。処理システム１３１４は、ｅＮＢ３１０のコンポーネ
ントであり得、メモリ３７６および／またはＴＸプロセッサ３１６、ＲＸプロセッサ３７
０、およびコントローラ／プロセッサ３７５のうちの少なくとも１つを含み得る。処理シ
ステム１３１４は、ＵＥ３５０のコンポーネントであり得、メモリ３６０および／または
ＴＸプロセッサ３６８、ＲＸプロセッサ３５６、およびコントローラ／プロセッサ３５９
のうちの少なくとも１つを含み得る。
【０１０２】
　[00110]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、リレーＵＥを通じて
ワイヤレス通信ネットワークへの接続を確立するようリレーＵＥに要求するリレー検索メ
ッセージを第２のＵＥから受信するための手段を含む。さらに、ワイヤレス通信のための
装置１２０２は、基地局に第２のＵＥからのリレー検索メッセージを通知するメッセージ
を基地局に送信するための手段を含む。さらに、ワイヤレス通信のための装置１２０２は
、基地局からリレー関連付けプロシージャ開始メッセージを受信するための手段を含む。
また、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥのためのリレーＵＥとなるよ
う求める要求を含むリレー関連付けメッセージを第２のＵＥに送信するための手段を含み
得る。
【０１０３】
　[00111]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第１のＵＥでサポー
トされるリレー容量または第１のＵＥにおけるＵＥリレー能力のうちの少なくとも１つを
示すＵＥ能力情報メッセージを基地局に送るための手段を含み得る。一構成では、ワイヤ
レス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥがリレーデバイスとして第１のＵＥを選択
したことを示す確認応答を第２のＵＥから受信するための手段を含み得る。一構成では、
ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥのためのリレーとなるよう求める、
第１のＵＥからの要求を拒否するメッセージを第２のＵＥから受信するための手段を含み
得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、ディスカバリメッセージと
同時に基準信号を受信するための手段と、受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたは
ＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを決定するための手段と、を含み得る。一構成では、ワ
イヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥ－リレー間のリンクの品質の定期報告
を要求するメッセージを基地局から受信するための手段と、第２のＵＥ－リレー間のリン
クの品質の定期報告を要求する基地局からのメッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー
間のリンクの品質の定期報告を要求するメッセージを第２のＵＥに送信するための手段と
、を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥ－リレ
ー間のリンク品質の定期報告を要求する第２のＵＥへのメッセージに応答して、第２のＵ
Ｅから第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを受信するため
の手段と、第２のＵＥから受信された第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を
含むメッセージに基づいて、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッ
セージを基地局に送信するための手段と、を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のた
めの装置１２０２は、リレー検索プロシージャを再開始するよう第２のＵＥに指示するメ
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ッセージを第２のＵＥ－リレー間のリンク品質に応答して基地局から受信するための手段
を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥに、リレ
ー検索プロシージャを再開始するようそれに指示するメッセージを送信するための手段を
含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、ＰｒｏＳｅ測定チャネ
ルと同時に基準信号を受信するための手段を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のた
めの装置１２０２は、受信された基準信号に基づいてＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少
なくとも１つを決定するための手段を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装
置１２０２は、決定されたＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つを含む第２の
ＵＥ－リレー間のリンク品質に関する情報を含むメッセージを基地局に送信するための手
段を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、リレー検索プロシ
ージャを再開始するよう第２のＵＥに指示するメッセージを第２のＵＥ－リレー間のリン
ク品質に応答して基地局から受信するための手段を含み得る。一構成では、ワイヤレス通
信のための装置１２０２は、第２のＵＥに、リレー検索プロシージャを再開始するようそ
れに指示するメッセージを送信するための手段を含み得る。
【０１０４】
　[00112]　前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を実行するように構成さ
れた装置１２０２の前述のコンポーネントのうちの１つ以上であり得る。上記に説明され
たように、処理システム１３１４は、ＴＸプロセッサ３１６、ＲＸプロセッサ３７０、お
よびコントローラ／プロセッサ３７５を含み得る。したがって、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実行するよう構成されたＴＸプロセッサ３１６
、ＲＸプロセッサ３７０、およびコントローラ／プロセッサ３７５であり得る。
【０１０５】
　[00113]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、基地局に第１のＵＥ
からのリレー検索メッセージを通知するメッセージを少なくとも１つのリレーＵＥから受
信するための手段を含む。さらに、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、リレー関連
付けプロシージャを開始するために少なくとも１つのリレーＵＥのうちの１つのリレーＵ
Ｅを選択するための手段を含む。さらに、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、リレ
ー関連付けプロシージャ開始メッセージを１つのリレーＵＥに送信するための手段を含む
。
【０１０６】
　[00114]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥ－リレー
間のリンク品質の定期報告を要求するメッセージを選択されたリレーＵＥに送信するため
の手段を含み得る。一構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥ－
リレー間のリンク品質の要求された定期報告を受信するための手段を含み得る。一構成で
は、ワイヤレス通信のための装置１２０２は、第２のＵＥ－リレー間のリンク品質の要求
された定期報告に基づいて、第２のＵＥのためのリレーが別のリレーＵＥに移動されるべ
きかどうかを決定するための手段を含み得る。前述の手段は、前述の手段によって記載さ
れた機能を実行するように構成された装置１２０２の前述のコンポーネントのうちの１つ
以上であり得る。上記に説明されたように、処理システム１３１４は、ＴＸプロセッサ３
６８、ＲＸプロセッサ３５６、およびコントローラ／プロセッサ３５９を含み得る。した
がって、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実行するよう
構成されたＴＸプロセッサ３６８、ＲＸプロセッサ３５６、およびコントローラ／プロセ
ッサ３５９であり得る。いくつかの例では、プロセッサ１３０４は、決定コンポーネント
１２０８を実現し得る。
【０１０７】
　[00115]　開示されたプロセス／フローチャートにおけるブロックの特定の順序または
階層は例示的なアプローチの例示であるということが理解される。設計の選好に基づいて
、プロセス／フローチャートにおけるステップの特定の順序または階層は再配置され得る
ということが理解される。さらに、いくつかのステップは、組み合わされ得るか、または
省略され得る。添付の方法の請求項は、サンプルの順序において、様々なブロックの要素
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【０１０８】
　[00116]　先の説明は、いかなる当業者であっても、本明細書で説明された様々な態様
を実施することを可能にするように提供される。これらの態様への様々な修正は、当業者
にとって容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般的な原理は、他の態様に適用さ
れ得る。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ことを意
図するものではなく、特許請求の範囲における文言と一致する全範囲を付与されるべきも
のであり、単数形での要素への言及は、そうであるとの明確な記載がない限り、「１つ、
および１つのみ」を意味することは意図せず、「１つ以上」を意味するものとする。「例
示的」という用語は、本明細書では、「例、実例、または例示としての役割を果たす」と
いう意味で使用され得る。「例示的な」ものとして、本明細書に説明された任意の態様は
、他の態様に対して好ましいまたは有利なものとして必ずしも解釈されるべきではない。
そうではないと明確に記載されていない限り、用語「いくつかの」は、１つ以上を意味す
る。「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、またはＣの１つ以上」、
「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣの１つ以上」、およ
び「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはこれらの任意の組み合わせ」のような組み合わせは、Ａ、Ｂ、お
よび／またはＣの任意の組み合わせを含み、複数のＡ、複数のＢ、または、複数のＣを含
み得る。特に、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、またはＣの１
つ以上」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣの１つ以
上」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはこれらの任意の組み合わせ」のような組み合わせは、
Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、またはＡとＢとＣであり、ここで、
このような任意の組み合わせが、Ａ、Ｂ、またはＣのメンバーあるいは１つ以上のメンバ
ーを含み得る。当業者には既知の、または後に既知となる本開示の全体にわたって説明さ
れた様々な態様の要素に対する全ての構造的および機能的な均等物は、参照により本明細
書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲により包含されるように意図されている。さらに
、本明細書で開示されたものはいずれも、そのような開示が特許請求の範囲において明示
的に記載されているかどうかにかかわらず、公共に捧げられるように意図されていない。
「モジュール」、「機構」、「要素」、「デバイス」等の用語は、「手段」という用語の
代わりとなるものではない。よって、要素が「～のための手段」という表現を使用して明
記されていない限り、どの請求項の要素もミーンズプラスファンクションとして解釈され
るべきではない。
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