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(57)【要約】
　本開示は、リモートＵＥと無線基地局との間でプロト
コルデータユニットを中継するためのリレーＵＥに関す
る。制御パケットが、リレーＵＥによって第１のサイド
リンクベアラを介してリモートＵＥから受信され、これ
は第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機
器によって送信されるプロトコルデータユニットと関連
づけられる優先度指標を含む。リレーＵＥは、優先度指
標とリレーＵＥによってプロトコルデータパケットを中
継するために使用される無線ベアラとの間の関連を記憶
する。リレーＵＥは、第１の無線ベアラを介して基地局
から受信されたプロトコルデータユニットがリモートＵ
Ｅに送信されるべきである優先度を、記憶した関連に基
づいて決定し、そして決定した優先度に対応する第２の
サイドリンクベアラを使用してリモートユーザ機器に受
信したプロトコルデータユニットを中継する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニット
を中継するためのリレーユーザ機器であって、前記リレーユーザ機器が、無線基地局に接
続され、前記リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通
信を中継し、かつ前記リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じて前記プロトコル
データユニットを交換し、
　動作中、第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユーザ機器から制御パケット
を受信し、前記制御パケットが、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユ
ーザ機器によって送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の指標を
含む、受信器と、
　動作中、前記制御パケットで受信された前記優先度指標と前記リモートユーザ機器から
受信される前記プロトコルデータパケットを前記無線基地局に中継するために前記リレー
ユーザ機器によって使用される第１の無線ベアラとの間の関連を記憶するプロセッサであ
って、
　動作中、前記第１の無線ベアラを介して前記無線基地局から受信されたプロトコルデー
タユニットが前記リモートユーザ機器に送信されるべきである前記優先度を、前記記憶し
た関連に基づいて決定するプロセッサと、
　動作中、前記決定した優先度に対応する第２のサイドリンクベアラを使用して前記リモ
ートユーザ機器に前記受信したプロトコルデータユニットを中継する送信器とを備える、
リレーユーザ機器。
【請求項２】
　前記制御パケットが、前記優先度の前記指標を通知するために意図されるパケットデー
タ収束プロトコル（ＰＤＣＰ）制御ＰＤＵであり、前記ＰＤＣＰ制御ＰＤＵが、フォーマ
ットインジケータをさらに備え、
　前記プロセッサが、動作中、前記受信したＰＤＣＰ制御ＰＤＵに備えられる前記フォー
マットインジケータに基づいて、前記受信したＰＤＣＰ制御ＰＤＵが前記優先度の前記指
標を通知するために意図されると決定する、請求項１に記載のリレーユーザ機器。
【請求項３】
　前記プロセッサが、動作中、前記リモートユーザ機器から受信された前記プロトコルデ
ータユニットに含まれる情報および前記リレーユーザ機器に記憶される対応するパケット
フィルタ規則に基づいて、前記無線基地局に前記プロトコルデータユニットを中継するた
めに使用されることになる前記第１の無線ベアラを決定し、
　前記送信器が、動作中、前記決定した第１の無線ベアラを使用して前記無線基地局に前
記プロトコルデータユニットを送信し、かつ、
　好ましくは、前記プロセッサが、動作中、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記
リモートユーザ機器から受信される複数のプロトコルデータユニットの最初の１つのため
の前記第１の無線ベアラを決定した後にのみ、前記制御パケットで受信された前記優先度
指標と前記第１の無線ベアラとの間の前記関連を生成および記憶する、請求項１または２
に記載のリレーユーザ機器。
【請求項４】
　前記リレーユーザ機器が、前記無線基地局から前記プロトコルデータユニットを受信し
た上で、
　前記リモートユーザ機器に前記受信したプロトコルデータユニットを中継するように、
　前記決定した優先度を持つサイドリンクベアラが利用可能でない場合、前記決定した優
先度を持つ新たな第２のサイドリンクベアラを設定するか、または、
　前記決定した優先度を持つサイドリンクベアラが利用可能である場合、前記決定した優
先度に対応する前記第２のサイドリンクベアラを選択する、請求項１～３のいずれか一項
に記載のリレーユーザ機器。
【請求項５】
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　移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニット
を中継するためのリレーユーザ機器を動作させるための方法であって、前記リレーユーザ
機器が、無線基地局に接続され、前記リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前
記無線基地局との間の通信を中継し、かつ前記リモートユーザ機器とサイドリンクベアラ
を通じて前記プロトコルデータユニットを交換し、前記リレーユーザ機器によって行われ
る、
　第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユーザ機器から制御パケットを受信し
、前記制御パケットが、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユーザ機器
によって送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の指標を含む、ス
テップと、
　前記制御パケットで受信された前記優先度指標と前記リモートユーザ機器から受信され
る前記プロトコルデータパケットを前記無線基地局に中継するために前記リレーユーザ機
器によって使用される第１の無線ベアラとの間の関連を記憶するステップと、
　前記第１の無線ベアラを介して前記無線基地局から受信されたプロトコルデータユニッ
トが前記リモートユーザ機器に送信されるべきである前記優先度を、前記記憶した関連に
基づいて決定するステップと、
　前記決定した優先度に対応する第２のサイドリンクベアラを使用して前記リモートユー
ザ機器に受信したプロトコルデータユニットを中継するステップとを含む、方法。
【請求項６】
　移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデー
タユニットを送信するためのリモートユーザ機器であって、前記リレーユーザ機器が、前
記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通信を中継し、かつ前記リレーユーザ機
器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換し、
　動作中、第１のサイドリンクベアラを介して前記リレーユーザ機器に制御パケットを送
信し、前記制御パケットが、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユーザ
機器によって前記リレーユーザ機器に送信されるプロトコルデータユニットと関連づけら
れる優先度の指標を含む、送信器を備える、リモートユーザ機器。
【請求項７】
　前記送信器が、動作中、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記リレーユーザ機器
に送信されることになるプロトコルデータユニットの前記優先度が変更すると、前記リレ
ーユーザ機器に制御パケットを送信する、請求項６に記載のリモートユーザ機器。
【請求項８】
　動作中、プロトコルデータユニットが前記リモートユーザ機器に送信されることになる
と決定し、前記プロトコルデータユニットが、優先度と関連づけられる、プロセッサをさ
らに備え、
　前記プロセッサが、動作中、前記プロトコルデータユニットが前記リレーユーザ機器に
送信されることになる優先度に対応するサイドリンクベアラがないと決定し、前記決定の
上で、前記プロセッサが、前記優先度に対応する前記リレーユーザ機器へのサイドリンク
ベアラを設定し、前記送信器が、前記設定したサイドリンクベアラを介して前記リモート
ユーザ機器に前記プロトコルデータユニットを送信する前に、前記設定したサイドリンク
ベアラを介して前記リモートユーザ機器に前記優先度を含む前記制御パケットを送信する
、請求項７に記載のリモートユーザ機器。
【請求項９】
　移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデー
タユニットを送信するためのリモートユーザ機器を動作させるための方法であって、前記
リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通信を中継し、
かつ前記リレーユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交
換し、前記リモートユーザ機器によって行われる、
　第１のサイドリンクベアラを介して前記リレーユーザ機器に制御パケットを送信し、前
記制御パケットが、前記第１のサイドリンクベアラを介して前記リモートユーザ機器によ
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って前記リレーユーザ機器に送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先
度の指標を含む、ステップを含む、方法。
【請求項１０】
　移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニット
を中継するためのリレーユーザ機器であって、前記リレーユーザ機器が、無線基地局に接
続され、前記リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通
信を中継し、かつ前記リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じて前記プロトコル
データユニットを交換し、
　動作中、所定の優先度と関連づけられるアプリケーションレベルシグナリングメッセー
ジを受信する受信器と、
　動作中、前記所定の優先度に基づいて、デフォルトベアラを使用して前記無線基地局に
前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信すると、かつ前記アプリケー
ションレベルシグナリングメッセージが前記無線基地局に送信されることになる優先度を
上げると決定するプロセッサと、
　動作中、前記デフォルトベアラを介して前記無線基地局に前記アプリケーションレベル
シグナリングメッセージを前記上昇した優先度で送信する送信器とを備える、リレーユー
ザ機器。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、動作中、前記所定の優先度を前記デフォルトベアラと関連して記憶
せず、
　前記プロセッサが、動作中、前記デフォルト無線ベアラを介して前記無線基地局から受
信されるさらなるアプリケーションレベルシグナリングメッセージを前記リモートユーザ
機器に送信するために使用されることになるサイドリンクベアラを決定し、好ましくは前
記決定したサイドリンクベアラが、高優先度を有し、かつ、
　前記送信器が、動作中、前記決定したサイドリンクベアラを使用して前記リモートユー
ザ機器に前記さらなるアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信する、請求
項１０に記載のリレーユーザ機器。
【請求項１２】
　個別無線ベアラが、前記リレーユーザ機器と前記無線基地局との間に設定されて、さら
なるアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信するために使用され、
　前記個別シグナリング無線ベアラを設定した上で、前記リレーユーザ機器が、前記所定
の優先度と異なるさらなる優先度と関連づけられるさらなるサイドリンクベアラを使用し
て前記リモートユーザ機器にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信する
、請求項１０または１１に記載のリレーユーザ機器。
【請求項１３】
　移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニット
を中継するためのリレーユーザ機器を動作させるための方法であって、前記リレーユーザ
機器が、無線基地局に接続され、前記リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前
記無線基地局との間の通信を中継し、かつ前記リモートユーザ機器とサイドリンクベアラ
を通じて前記プロトコルデータユニットを交換し、前記リレーユーザ機器によって行われ
る、
　所定の優先度と関連づけられるアプリケーションレベルシグナリングメッセージを受信
するステップと、
　デフォルトベアラを使用して前記無線基地局に前記アプリケーションレベルシグナリン
グメッセージを送信すると、かつ前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージが
前記無線基地局に送信されることになる優先度を上げると、前記所定の優先度に基づいて
決定するステップと、
　前記デフォルトベアラを介して前記無線基地局に前記アプリケーションレベルシグナリ
ングメッセージを前記上昇した優先度で送信するステップとを含む、方法。
【請求項１４】
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　移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデー
タユニットを送信するためのリモートユーザ機器であって、前記リレーユーザ機器が、前
記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通信を中継し、かつ前記リモートユーザ
機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換し、
　動作中、前記リレーユーザ機器に送信されることになるアプリケーションレベルシグナ
リングメッセージと関連づけられることになる所定の優先度を決定するプロセッサと、
　動作中、前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージが前記無線基地局に送信
されることになる優先度を上げるように前記リレーユーザ機器に示すように、前記リレー
ユーザ機器に前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージおよび前記関連する所
定の優先度を送信する送信器とを備える、リモートユーザ機器。
【請求項１５】
　移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデー
タユニットを送信するためのリモートユーザ機器を動作させるための方法であって、前記
リレーユーザ機器が、前記リモートユーザ機器と前記無線基地局との間の通信を中継し、
かつ前記リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを
交換し、前記リモートユーザ機器によって行われる、
　前記リレーユーザ機器に送信されることになるアプリケーションレベルシグナリングメ
ッセージと関連づけられることになる所定の優先度を決定するステップと、
　前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージが前記無線基地局に送信されるこ
とになる優先度を上げるように前記リレーユーザ機器に示すように、前記リレーユーザ機
器に前記アプリケーションレベルシグナリングメッセージおよび前記関連する所定の優先
度を送信するステップとを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、リレーユーザ機器とリモートユーザ機器との間でプロトコルデータユニット
を中継するための方法に関する。本開示は、本明細書に記載される方法に関与するための
リレーユーザ機器およびリモートユーザ機器も提供している。
【背景技術】
【０００２】
　＜ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）＞
　ＷＣＤＭＡ（登録商標）無線アクセス技術に基づく第３世代移動システム（３Ｇ）が世
界中至る所で広範に展開されている。この技術を強化または進化させる際の第１段階は、
ＨＳＤＰＡ（High-Speed Downlink Packet Access）およびＨＳＵＰＡ（High Speed Upli
nk Packet Access）とも称される拡張アップリンクを導入し、競争力の高い無線アクセス
技術を提供する。
【０００３】
　さらに増加するユーザ需要に備え、かつ新たな無線アクセス技術に対して競争力を備え
るよう、３ＧＰＰは、ＬＴＥと呼ばれる新たな移動通信システムを導入した。ＬＴＥは、
次の１０年間、高速データおよびメディア転送の他に大容量音声サポートの通信事業者要
求を満たすように設計されている。高ビットレートを提供できる能力がＬＴＥにとっての
主要な方策である。
【０００４】
　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（UMTS Terrestrial Radio Access）およびＵＴＲＡＮ（UMT
S Terrestrial Radio Access Network）と呼ばれるＬＴＥに関する作業項目（ＷＩ：work
 item）仕様がＲｅｌｅａｓｅ８（ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８）として完成されている。ＬＴＥ
システムは、低遅延および低コストでフルＩＰベースの機能性を提供する効率的なパケッ
トベースの無線アクセスおよび無線アクセスネットワークを表している。ＬＴＥでは、所
与のスペクトルを用いて柔軟なシステム展開を達成するために、１．４、３．０、５．０
、１０．０、１５．０および２０．０ＭＨｚなどのスケーラブルな複数の送信帯域幅が設
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定される。ダウンリンクでは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing）ベースの無線アクセスが、低シンボルレートによるマルチパス干
渉（ＭＰＩ）に対するその固有の耐性、サイクリックプレフィックス（ＣＰ：Cyclic Pre
fix）の使用、および異なる送信帯域幅の配置に対するその親和性のために採用された。
ユーザ機器（ＵＥ：User Equipment）の制限される送信電力を考慮すると、ピークデータ
レートの向上よりも広域カバレッジを備えることが優先されるため、アップリンクではシ
ングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Single-Carrier Frequency Divis
ion Multiple Access）ベースの無線アクセスが採用された。ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９で
は、多くの主要なパケット無線アクセス技法が、ＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Ou
tput）チャネル送信技術を含めて利用され、高効率の制御シグナリング構造が達成される
。
【０００５】
　＜ＬＴＥアーキテクチャ＞
　全体的なＬＴＥアーキテクチャを図１に示す。Ｅ－ＵＴＲＡＮはｅＮｏｄｅＢから構成
され、ユーザ機器（ＵＥ）に向けたＥ－ＵＴＲＡユーザプレーン（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ／Ｍ
ＡＣ／ＰＨＹ）プロトコルの終端および制御プレーン（ＲＲＣ）プロトコルの終端を提供
する。ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）は、物理（ＰＨＹ）、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）、
無線リンク制御（ＲＬＣ）および、ユーザプレーンヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む
パケットデータ制御プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤをホストする。ｅＮｏｄｅＢは、制御
プレーンに対応する無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）機能も提供す
る。ｅＮｏｄｅＢは、無線リソース管理、アドミッションコントロール、スケジューリン
グ、ネゴシエートされたアップリンクサービス品質（ＱｏＳ：Quality of Service）の実
施、セル情報ブロードキャスト、ユーザおよび制御プレーンデータの暗号化／解読、なら
びにダウンリンク／アップリンクユーザプレーンパケットヘッダの圧縮／解凍を含む多く
の機能を行う。ｅＮｏｄｅＢは、Ｘ２インタフェースを用いて相互接続される。
【０００６】
　ｅＮｏｄｅＢはまた、Ｓ１インタフェースを用いてＥＰＣ（Evolved Packet Core）に
、より詳細には、Ｓ１－ＭＭＥを用いてＭＭＥ（Mobility Management Entity）に接続さ
れ、Ｓ１－Ｕを用いてサービングゲートウェイ（ＳＧＷ：Serving Gateway）に接続され
る。Ｓ１インタフェースは、ＭＭＥ／サービングゲートウェイとｅＮｏｄｅＢとの間の多
対多の関係をサポートする。ＳＧＷは、ユーザデータパケットをルーティングおよび転送
する一方で、ｅＮｏｄｅＢ間でのハンドオーバ中にユーザプレーンのためのモビリティア
ンカとして、および、（Ｓ４インタフェースを終端し、２Ｇ／３ＧシステムとＰＤＮ　Ｇ
Ｗとの間のトラヒックを中継する）ＬＴＥと他の３ＧＰＰ技術との間のモビリティのため
のアンカとして機能する。アイドル（Idle）状態のユーザ機器に対しては、ＳＧＷはダウ
ンリンクデータを終端し、ユーザ機器に対してダウンリンクデータが到着するとページン
グをトリガする。ＳＧＷはユーザ機器コンテキスト、例えば、ＩＰベアラサービスのパラ
メータ、またはネットワーク内部ルーティング情報を管理および記憶する。ＳＧＷは、合
法的傍受の場合にはユーザトラヒックの複製も行う。
【０００７】
　ＭＭＥは、ＬＴＥアクセスネットワークにとって主要な制御ノードである。ＭＭＥは、
再送を含むアイドルモードのユーザ機器のトラッキングおよびページングプロシージャに
対する役割を担う。ＭＭＥはベアラアクティブ化／非アクティブ化プロセスに関与し、か
つ初期アタッチ時およびコアネットワーク（ＣＮ：Core Network）ノード再配置を伴うＬ
ＴＥ内ハンドオーバ時にユーザ機器に対するＳＧＷを選択する役割も担う。ＭＭＥは、（
ＨＳＳと対話することによって）ユーザを認証する役割を担う。非アクセス層（ＮＡＳ：
Non-Access Stratum）シグナリングはＭＭＥで終端し、ＭＭＥは一時的な識別子の生成お
よびユーザ機器への割当ての役割も担う。ＭＭＥは、サービスプロバイダのＰＬＭＮ（Pu
blic Land Mobile Network）にキャンプするためにユーザ機器の認証を確認し、ユーザ機
器のローミング制限を実施する。ＭＭＥは、ＮＡＳシグナリングに対する暗号化／整合性
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保護のためのネットワークにおける終端点であり、セキュリティキー管理を扱う。シグナ
リングの合法的傍受もＭＭＥによってサポートされる。ＭＭＥは、Ｓ３インタフェースが
ＳＧＳＮからＭＭＥで終端して、ＬＴＥおよび２Ｇ／３Ｇアクセスネットワーク間のモビ
リティのための制御プレーン機能も提供する。ＭＭＥは、ローミングユーザ機器に対して
ホームＨＳＳに向けたＳ６ａインタフェースも終端する。
【０００８】
　＜ＬＴＥにおけるコンポーネントキャリア構造＞
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、時間－周波数領
域で、いわゆるサブフレームに分割される。３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、図２に図示するよう
に、各サブフレームは２つのダウンリンクスロットに分割され、ここでは第１のダウンリ
ンクスロットは第１のＯＦＤＭシンボル内に制御チャネル領域（ＰＤＣＣＨ領域）を備え
る。各サブフレームは時間領域で所与の数のＯＦＤＭシンボル（３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅ
ｌｅａｓｅ８）では１２または１４個のＯＦＤＭシンボル）から成り、ここでは各ＯＦＤ
Ｍシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に渡る。ＯＦＤＭシンボルは、したが
って各々、それぞれのサブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルから成る。ＬＴ
Ｅでは、各スロットでの送信信号は、ＮＤＬ

ＲＢ×ＮＲＢ
ＳＣ個のサブキャリアとＮＤＬ

ｓｙｍｂ個のＯＦＤＭシンボルのリソースグリッドによって描写される。ＮＤＬ
ＲＢは帯

域幅内のリソースブロックの数である。量ＮＤＬ
ＲＢはセルに構成されるダウンリンク送

信帯域幅に依存し、
Ｎｍｉｎ，ＤＬ

ＲＢ≦ＮＤＬ
ＲＢ≦Ｎｍａｘ，ＤＬ

ＲＢ

を満たすものとし、式中、Ｎｍｉｎ，ＤＬ
ＲＢ＝６およびＮｍａｘ，ＤＬ

ＲＢ＝１１０は
それぞれ、仕様の現行バージョンによってサポートされる最小および最大ダウンリンク帯
域幅である。ＮＲＢ

ＳＣは１つのリソースブロック内のサブキャリアの数である。通常サ
イクリックプレフィックスサブフレーム構造の場合、ＮＲＢ

ＳＣ＝１２およびＮＤＬ
ｓｙ

ｍｂ＝７である。
【０００９】
　例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥに使用されるような、ＯＦＤＭを利用するマルチキャリア通
信システムを前提とすると、スケジューラによって割り当てられることができるリソース
の最小単位は１つの「リソースブロック」である。物理リソースブロック（ＰＲＢ：Phys
ical Resource Block）は、時間領域では連続するＯＦＤＭシンボル（例えば７つのＯＦ
ＤＭシンボル）、および、周波数領域では図２に例示するように連続するサブキャリア（
例えばコンポーネントキャリアにとして１２個のサブキャリア）として定義される。３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ８）では、物理リソースブロックはリソースエレメントか
ら成り、時間領域では１つのスロットに、また周波数領域では１８０ｋＨｚに対応する（
ダウンリンクリソースグリッドに関するさらなる詳細については、例えばｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで入手可能であり、かつ参照により本明細書に援用される非特
許文献１の６．２節を参照のこと）。
【００１０】
　１つのサブフレームは２つのスロットから成り、その結果、いわゆる「通常（normal）
」ＣＰ（サイクリックプレフィックス）が使用されるときにはサブフレームに１４個のＯ
ＦＤＭシンボルがあり、いわゆる「拡張（extended）」ＣＰが使用されるときにはサブフ
レームに１２個のＯＦＤＭシンボルがある。専門用語のために、以下では、サブフレーム
全体に渡る同じ連続するサブキャリアに相当する時間－周波数リソースを、「リソースブ
ロックペア」または同意義の「ＲＢペア」もしくは「ＰＲＢペア」と呼ぶ。
【００１１】
　「コンポーネントキャリア」という用語は、周波数領域でのいくつかのリソースブロッ
クの組合せを指す。ＬＴＥの将来のリリースでは、「コンポーネントキャリア」という用
語はもはや使用されず、代わりに専門用語は、ダウンリンクおよび任意選択でアップリン
クリソースの組合せを指す「セル」に変更される。ダウンリンクリソースのキャリア周波
数とアップリンクリソースのキャリア周波数との間の関連づけ（リンキング）は、ダウン
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リンクリソースで送信されるシステム情報に示される。
　コンポーネントキャリア構造に対する同様の前提が、後のリリースにも当てはまること
になる。
【００１２】
　＜より広帯域幅のサポートのためのＬＴＥ－Ａでのキャリアアグリゲーション＞
　ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄのための周波数スペクトルがＷＲＣ－０７（World Radio co
mmunication Conference 2007）で決定された。ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄのための全周
波数スペクトルが決定されたとは言え、実際に利用可能な周波数帯域幅は各地域または国
によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトル概要に関する決定に続いて
、無線インタフェースの標準化が第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：3r
d Generation Partnership Project）で始まった。３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ＃３９会合
で、「Ｅ－ＵＴＲＡに対するさらなる向上（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）」に関する検討
項目明細が承認された。その検討項目は、Ｅ－ＵＴＲＡの進化が、例えばＩＭＴ－Ａｄｖ
ａｎｃｅｄに関する要件を満たすために考慮すべき技術要素を包含する。
【００１３】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムがサポートすることができる帯域幅が１００ＭＨｚ
である一方で、ＬＴＥシステムは２０ＭＨｚしかサポートすることができない。最近では
、電波スペクトルの不足がワイヤレスネットワークの発展のボトルネックになっており、
結果として、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのために十分に広いスペクトル帯を見つ
けることは困難である。結果的に、より広い電波スペクトル帯を得る方途を見つけること
が急務であり、ここで考え得る解答がキャリアアグリゲーション機能である。
【００１４】
　キャリアアグリゲーションでは、１００ＭＨｚまでのより広い送信帯域幅をサポートす
るために、２つ以上のコンポーネントキャリアがアグリゲートされる。ＬＴＥシステムで
のいくつかのセルがアグリゲートされて、たとえＬＴＥでのこれらのセルが異なる周波数
帯にあるとしても、１００ＭＨｚに対して十分に広いＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステム
での１つのより広いチャネルになる。
【００１５】
　すべてのコンポーネントキャリアは、少なくともコンポーネントキャリアの帯域幅がＬ
ＴＥ　Ｒｅｌ．８／９セルのサポートされる帯域幅を超えない場合、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８
／９互換性があるように構成されることができる。ユーザ機器によってアグリゲートされ
るすべてのコンポーネントキャリアが必ずしもＲｅｌ．８／９互換性があるわけではなく
てもよい。現存のメカニズム（例えば禁止（ｂａｒｒｉｎｇ））を使用して、Ｒｅｌ－８
／９ユーザ機器がコンポーネントキャリアにキャンプすることを回避してもよい。
【００１６】
　ユーザ機器は、その能力に応じて１つまたは複数のコンポーネントキャリア（複数のサ
ービングセルに対応する）を同時に受信または送信してもよい。キャリアアグリゲーショ
ンのための受信および／または送信能力を持つＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌ．１０ユーザ機器は、
複数のサービングセルで同時に受信および／または送信することができる一方で、ＬＴＥ
　Ｒｅｌ．８／９ユーザ機器は、コンポーネントキャリアの構造がＲｅｌ．８／９仕様に
従うとの条件で、単一のサービングセルのみで受信および送信することができる。
【００１７】
　キャリアアグリゲーションは連続および非連続コンポーネントキャリア両方に対してサ
ポートされるが、各コンポーネントキャリアは（３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ８／
９）のニューメロロジー（numerology）を用いて）周波数領域で最大で１１０個のリソー
スブロックに制限される。
【００１８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０）互換のユーザ機器を、同じｅＮｏｄｅＢ
（基地局）から発信し、かつ場合によりアップリンクおよびダウンリンクで異なる帯域幅
の異なる数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするように構成することが可能であ



(9) JP 2018-533235 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

る。構成することができるダウンリンクコンポーネントキャリアの数はＵＥのダウンリン
クアグリゲーション能力に依存する。反対に、構成することができるアップリンクコンポ
ーネントキャリアの数はＵＥのアップリンクアグリゲーション能力に依存する。移動端末
をダウンリンクコンポーネントキャリアよりアップリンクコンポーネントキャリアが多く
なるように構成することは、現在、可能でなくてもよい。典型的なＴＤＤ展開では、アッ
プリンクおよびダウンリンクでのコンポーネントキャリアの数および各コンポーネントキ
ャリアの帯域幅は同じである。同じｅＮｏｄｅＢから発信するコンポーネントキャリアが
同じカバレッジを提供する必要はない。
【００１９】
　連続してアグリゲートされるコンポーネントキャリアの中心周波数間の間隔は３００ｋ
Ｈｚの倍数であるものとする。これは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ８／９）の１
００ｋＨｚ周波数ラスタ（raster）と互換性があり、かつ同時に１５ｋＨｚ間隔を持つサ
ブキャリアの直交性を保持するためである。アグリゲーションシナリオに応じて、ｎ×３
００ｋＨｚ間隔は、連続したコンポーネントキャリア間への少数の未使用サブキャリアの
挿入によって容易にされることができる。
【００２０】
　複数のキャリアのアグリゲーションの性質は、ＭＡＣレイヤまでしか明らかにされてい
ない。アップリンクおよびダウンリンク両方に関して、各アグリゲートされるコンポーネ
ントキャリアごとにＭＡＣで１つのＨＡＲＱエンティティが必要とされる。（アップリン
クに対するＳＵ－ＭＩＭＯの不在下では）コンポーネントキャリア当たり多くとも１つの
トランスポートブロックがある。トランスポートブロックおよびその潜在的なＨＡＲＱ再
送信は同じコンポーネントキャリアにマッピングされる必要がある。
【００２１】
　キャリアアグリゲーションが構成されるとき、移動端末は、ネットワークとは１つのＲ
ＲＣ接続しか有しない。ＲＲＣ接続確立／再確立時に、１つのセルが、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．
８／９と同様に、セキュリティ入力（１つのＥＣＧＩ、１つのＰＣＩおよび１つのＡＲＦ
ＣＮ）ならびに非アクセス層モビリティ情報（例えばＴＡＩ）を提供する。ＲＲＣ接続確
立／再確立後に、そのセルに対応するコンポーネントキャリアはダウンリンクプライマリ
セル（ＰＣｅｌｌ：Primary Cell）と称される。接続状態のユーザ機器当たり常に１つで
あり、１つだけのダウンリンクＰＣｅｌｌ（ＤＬ　ＰＣｅｌｌ）および１つのアップリン
クＰＣｅｌｌ（ＵＬ　ＰＣｅｌｌ）が構成される。構成された一組のコンポーネントキャ
リア内で、他のセルはセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Secondary Cell）と称され、ＳＣｅ
ｌｌのキャリアはＤＬ　ＳＣＣ（Downlink Secondary Component Carrier）およびＵＬ　
ＳＣＣ（Uplink Secondary Component Carrier）である。ＰＣｅｌｌを含めて最大５つの
サービングセルが１つのＵＥに対して構成されることができる。
【００２２】
　ダウンリンクおよびアップリンクＰＣｅｌｌの特性は：
　１．各ＳＣｅｌｌごとに、ダウンリンクリソースに加えてＵＥによるアップリンクリソ
ースの使用が構成可能である（構成されるＤＬ　ＳＣＣの数は、したがって常にＵＬ　Ｓ
ＣＣの数以上であり、そしてどのＳＣｅｌｌも、アップリンクリソースのみの使用のため
に構成することはできない）
　２．ダウンリンクＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌとは異なり、非アクティブ化することはで
きない
　３．ダウンリンクＳＣｅｌｌがレイリーフェージング（ＲＬＦ）を経験するときではな
く、ダウンリンクＰＣｅｌｌがＲＬＦを経験するときに、再確立がトリガされる
　４．非アクセス層情報がダウンリンクＰＣｅｌｌから取得される
　５．ＰＣｅｌｌは、ハンドオーバ手順につれて（すなわちセキュリティキー変更および
ＲＡＣＨ手順につれて）のみ変更することができる
　６．ＰＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨの送信のために使用される
　７．アップリンクＰＣｅｌｌは、レイヤ１アップリンク制御情報の送信のために使用さ
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れる
　８．ＵＥ観点から、各アップリンクリソースは、１つのサービングセルにのみ帰属する
【００２３】
　コンポーネントキャリアの構成および再構成の他に、追加および削除はＲＲＣによって
行われることができる。アクティブ化および非アクティブ化は、ＭＡＣ制御要素を介して
行われる。ＬＴＥ内ハンドオーバ時に、ＲＲＣは、ターゲットセルでの使用のためにＳＣ
ｅｌｌを追加、削除または再構成することもできる。新たなＳＣｅｌｌを追加するとき、
ＳＣｅｌｌのシステム情報を送るために個別ＲＲＣシグナリングが使用されるが、情報は
（Ｒｅｌ－８／９でのハンドオーバのためと同様に）送受信のために必要である。各ＳＣ
ｅｌｌには、ＳＣｅｌｌが１つのＵＥに追加されるときにサービングセルインデックスが
設定されるが、ＰＣｅｌｌは常にサービングセルインデックス０を有する。
【００２４】
　ユーザ機器にキャリアアグリゲーションが構成されると、少なくとも一対のアップリン
クおよびダウンリンクコンポーネントキャリアが常にアクティブである。その対のダウン
リンクコンポーネントキャリアは「ＤＬアンカキャリア」とも称されることがある。同じ
ことがアップリンクに関しても当てはまる。
【００２５】
　キャリアアグリゲーションが構成されると、ユーザ機器は、複数のコンポーネントキャ
リアに同時にスケジュールされてもよいが、多くとも１つのランダムアクセス手順がいか
なる時にも進行中であるものとする。クロスキャリアスケジューリングは、コンポーネン
トキャリアのＰＤＣＣＨが別のコンポーネントキャリア上のリソースをスケジュールする
のを許容する。この目的で、コンポーネントキャリア識別フィールドがそれぞれのＤＣＩ
（Downlink Control Information）フォーマットに導入され、ＣＩＦと呼ばれている。
【００２６】
　アップリンクおよびダウンリンクコンポーネントキャリア間の、ＲＲＣシグナリングに
よって確立される関連づけは、クロスキャリアスケジューリングがないときに、グラント
が適用されるアップリンクコンポーネントキャリアを特定することを許容する。アップリ
ンクコンポーネントキャリアへのダウンリンクコンポーネントキャリアの関連づけは、必
ずしも１対１である必要はない。言い換えると、２つ以上のダウンリンクコンポーネント
キャリアが、同じアップリンクコンポーネントキャリアに関連することができる。同時に
、ダウンリンクコンポーネントキャリアは、１つのアップリンクコンポーネントキャリア
にしか関連することができない。
【００２７】
　＜レイヤ２－ＭＡＣレイヤ／エンティティ、ＲＲＣレイヤ＞
　ＬＴＥレイヤ２ユーザプレーン／制御プレーンプロトコルスタックは、４つのサブレイ
ヤ（ＲＲＣ、ＰＤＣＰ、ＲＬＣおよびＭＡＣ）を備える。ＭＡＣ（Medium Access Contro
l）レイヤはＬＴＥ無線プロトコルスタックのレイヤ２アーキテクチャにおける最下位サ
ブレイヤであり、例えば非特許文献２によって規定される。下位の物理レイヤへの接続は
トランスポートチャネルを通じてであり、上位のＲＬＣレイヤへの接続は論理チャネルを
通じてである。ＭＡＣレイヤはしたがって、論理チャネルとトランスポートチャネルとの
間の多重化および逆多重化を行い、送信側のＭＡＣレイヤは、論理チャネルを通じて受け
取られるＭＡＣ　ＳＤＵから、トランスポートブロックとして知られるＭＡＣ　ＰＤＵを
構築し、受信側のＭＡＣレイヤは、トランスポートチャネルを通じて受け取られるＭＡＣ
　ＰＤＵからＭＡＣ　ＳＤＵを復元する。
【００２８】
　ＭＡＣレイヤは、制御データ（例えばＲＲＣシグナリング）を通知する制御論理チャネ
ルか、またはユーザプレーンデータを通知するトラヒック論理チャネルかである論理チャ
ネルを通じてＲＬＣレイヤにデータ転送サービス（参照により本明細書に援用される非特
許文献２の５．４および５．３項を参照のこと）を提供する。以下の制御論理チャネルが
規定される：ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ：broadcast control channel）
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、ページング制御チャネル（ＰＣＣＨ：paging control channel）、共通制御チャネル（
ＣＣＣＨ：common control channel）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ：multic
ast control channel）および個別制御チャネル（ＤＣＣＨ：dedicated control channel
）。トラヒック論理チャネルは個別トラヒックチャネル（ＤＴＣＨ：dedicated traffic 
channel）およびマルチキャストトラヒックチャネル（ＭＴＣＨ：multicast traffic cha
nnel）である。
【００２９】
　論理チャネルは、例えば、バッファ状況報告の目的で、ＬＣＧ　ＩＤ０～３を持つ４つ
の異なる論理チャネルグループ（ＬＣＧ：Logical Channel Group）のうちの１つと関連
づけられる。
【００３０】
　他方で、ＭＡＣレイヤからのデータは、ダウンリンクまたはアップリンクと分類される
トランスポートチャネルを通じて物理レイヤと交換される。データは、それがどのように
無線で送信されるかに応じてトランスポートチャネルに多重化される。以下のダウンリン
クトランスポートチャネルが規定される：ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ：Broadcas
t channel）、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ：downlink shared channel）、
ページングチャネル（ＰＣＨ：paging channel）およびマルチキャストチャネル（ＭＣＨ
：multicast channel）。以下のアップリンクトランスポートチャネルが規定される：ア
ップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ：uplink shared channel）およびランダムアク
セスチヤネル（ＲＡＣＨ）。論理チャネルおよびトランスポートチャネルおよびそれらの
間のマッピングに関するさらなる情報は、参照により本明細書にその全体が援用される非
特許文献２の４．５節「Channel Structure」に見られることができる。
【００３１】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤは、無線インタフェースでのＵＥとｅＮＢとの間の
通信、およびいくつかのセルを渡って移動するＵＥのモビリティを制御する。ＲＲＣプロ
トコルはＮＡＳ情報の転送もサポートする。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥのＵＥに対して、ＲＲＣは
、着呼のネットワークからの通知をサポートする。ＲＲＣ接続制御は、ページング、測定
構成および報告、無線リソース構成、初期セキュリティアクティブ化、ならびにシグナリ
ング無線ベアラ（ＳＲＢ：Signalling Radio Bearer）の、およびユーザデータを通知す
る無線ベアラ（データ無線ベアラ（ＤＲＢ：Data Radio Bearer））の確立を含む、ＲＲ
Ｃ接続の確立、修正および解除に関連したすべての手順を包含する。
【００３２】
　個別ＲＲＣメッセージはシグナリング無線ベアラを渡って輸送されて、論理チャネル－
接続確立中に共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）か、またはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤで個
別制御チャネル（ＤＣＣＨ）かに、ＰＤＣＰおよびＲＬＣレイヤを介してマッピングされ
る。システム情報およびページングメッセージは論理チャネル、それぞれブロードキャス
ト制御チャネル（ＢＣＣＨ）およびページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）に直接マッピン
グされる。
【００３３】
　ＬＴＥ（Long Term Evolution）アーキテクチャを使用する移動ネットワークでは、ベ
アラは、ユーザ機器をインターネットなどのパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Pack
et Data Network）に接続するために使用される「トンネル」である。ＬＴＥネットワー
クでは、ＱｏＳがＵＥとＰＤＮゲートウェイとの間に実装され、一組のベアラに適用され
る。「ベアラ」は基本的に仮想概念であり、かつ一組のトラヒックに特別な処理を提供す
る一組のネットワーク構成であり、例えばＶｏＩＰパケットはウェブブラウザトラヒック
と比較してネットワークによって優先される。本質的に、異なる特性（例えば遅延、配信
時間、スループット、ＳＮＲ、誤り率ジッタなど）の各ストリームが異なるベアラにマッ
ピングされる。したがって、ベアラはＱｏＳ制御の単位であり、一組のＱｏＳ要件を満た
すために１つのベアラが使用される。ＬＴＥでは、ＱｏＳは、総称的に図３に図示するＥ
ＰＳベアラと呼ばれる、無線ベアラ、Ｓ１ベアラおよびＳ５／Ｓ８ベアラに適用される。
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図３は、リレーＵＥとリレーＵＥによって応対されるリモートＵＥとの間のサイドリンク
無線ベアラも例示する（ＰｒｏＳｅサイドリンクに関する情報については後節を参照のこ
と）。
【００３４】
　ＬＴＥ移動ネットワークでは、ユーザ機器装置がアクティブ化される（これは、ユーザ
機器がオンであり、かつ認証を行ったことを意味する）ときはいつでも、デフォルトＰ－
ＧＷに対して１つのデフォルトベアラが確立される。１つのデフォルトＰ－ＧＷに対して
少なくとも１つのデフォルトベアラがなければならないが、単一のユーザ機器装置に対し
て同じまたは他のＰ－ＧＷに対する１１個までの他のベアラがアクティブであることがで
きる。ベアラは、ＧＰＲＳトンネリングプロトコル、ユーザプレーン（ＧＴＰ－Ｕ：GPRS
 tunneling protocol, user plane）でユーザデータをカプセル化する。ＧＴＰ－Ｕ情報
は、次いでＵＤＰで、かつＩＰパケット内で送られる。あらゆるユーザ機器装置が、それ
が接続する各Ｐ－ＧＷに対して「常にオンである」デフォルトベアラを有する。例えば、
ユーザ機器が１つのＰ－ＧＷを通してインターネットに、および別のＰ－ＧＷを通して企
業イントラネットに接続する場合、２つのデフォルトベアラがアクティブであることにな
る。加えて、ユーザ機器は、サービス品質（ＱｏＳ）要件に基づいて、他のＰＤＮに対し
て他の個別ベアラを確立することができる。例えば、インターネットを通じてストリーミ
ングビデオを見ることは、個別ベアラを通じて行われることができる。個別ベアラが帯域
保証（保証ビットレート、もしくはＧＢＲ：guaranteed bit rate）を使用することがで
きるか、またはユーザ機器が非ＧＢＲベアラを確立することができる。
【００３５】
　ＬＴＥには２種類の無線ベアラがある：制御シグナリング、例えばＲＲＣシグナリング
／ＮＡＳ情報を通知するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）（ＬＴＥには数種類のＳＲＢ
がある：ＳＲＢ０、ＳＲＢ１およびＳＲＢ２）、ならびにユーザプレーントラヒック／デ
ータを通知するデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）。ＵＥは８つまでのＤＲＢをサポートする。
【００３６】
　ＥＰＳベアラ自体は、以下の順に確立される、（非ローミング状況で）３つの部分から
成る連結トンネルである。
　－　Ｓ５ベアラ－このトンネルはサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）をＰ－ＧＷに接
続する。（トンネルはＰ－ＧＷからＰＤＮサービスネットワークまで延長することができ
るが、これはここでは考慮されない。）
　－　Ｓ１ベアラ－このトンネルは進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢ）無線
セルをＳ－ＧＷと接続する。ハンドオーバがエンドツーエンド接続のために新たなＳ１ベ
アラを確立する。
　－　無線ベアラ－このトンネルはユーザ機器をｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）に接続する。こ
のベアラは、移動ユーザが１つのセルから別のセルに移動するときに無線ネットワークが
ハンドオーバを行うにあたり、ＭＭＥ（Mobile Management Entity）の指示の下でユーザ
に追従する。
【００３７】
　以上列記されたすべての異なる種類のベアラに関して、１対１マッピングの関係がある
。言い換えると、ＥＰＳベアラとＥ－ＲＡＢとの間、Ｅ－ＲＡＢと無線ベアラとの間、お
よび無線ベアラとＳ１ベアラとの間に、固有の対応がある。
【００３８】
　各ベアラは一組のＱｏＳパラメータを使用して、ビットレート、パケット遅延、パケッ
トロス、ビット誤り率およびスケジューリングポリシーなどの、トランスポートチャネル
のプロパティを記述する。４つのキーパラメータがここで概説される。
【００３９】
　ＱｏＳクラスインジケータ（ＱＣＩ：QoS class indicator）：ＱＣＩは基本的にベア
ラの固有の期待される処理を規定し、たとえネットワークノードが異なるベンダによって
開発されるとしても、同じＱＣＩのベアラの同様の取扱いを提供するものと意図される。
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受信されるＱＣＩ値に基づいて、各ネットワークノードが対応する関連ベアラの取扱い方
を知ることになり、すなわちＱＣＩ値がベアラに関連づけられている。現行の規定された
ＱＣＩ値の一覧が非特許文献３の６．１．７節に見られることができる。
【００４０】
　割当ておよび保持優先度（ＡＲＰ：allocation and retention priority）：ＡＲＰは
、ベアラが受け取る制御プレーントラヒックに対する転送処理を特定する。ＡＲＰは、ベ
アラ確立および修正の他に、接続設定および解除を可能にする。例えば、ＡＲＰは、リソ
ース限界またはトラヒック輻輳中にどのベアラが解除されるべきかを決定するためにＥＰ
Ｓによって使用されることができる。
【００４１】
　最大ビットレート（ＭＢＲ：maximum bit rate）：ＭＢＲは、リアルタイムサービスに
対してのみ適用可能であり、ＧＢＲベアラに対して規定される。ＭＢＲは、ベアラ上のト
ラヒックが超えてはいけないビットレートである。
【００４２】
　保証ビットレート（ＧＢＲ）：ＧＢＲは、ネットワークがそのベアラに対して（例えば
アドミッションコントロール機能の使用を通じて）保証するビットレートを特定する。３
ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ８以降では、ＭＢＲはＧＢＲに等しく設定されなければならず、
すなわち保証レートはシステムによって許容される最大レートでもある。
【００４３】
　＜論理チャネル優先順位付け（ＬＣＰ：Logical Channel Prioritization）手順＞
　アップリンクについて、ＵＥが、割り当てられた無線リソースを使用して送信されるこ
とになるＭＡＣ　ＰＤＵを作成するプロセスは完全に標準化されるが、ＬＣＰ手順は、最
適でかつ異なるＵＥ実装間で一貫した方途でＵＥが各構成された無線ベアラのＱｏＳを充
足することを保証するように設計される。ＰＤＣＣＨでシグナリングされるアップリンク
送信リソースグラントメッセージに基づいて、ＵＥは、新たなＭＡＣ　ＰＤＵに含まれる
べき各論理チャネルに対するデータ量を決定しなければならず、必要ならば、ＭＡＣ制御
要素のためにスペースも割り当てなければならない。
【００４４】
　複数の論理チャネルからのデータでＭＡＣ　ＰＤＵを構築する際、最も単純かつ最も直
観的な方法は絶対優先度ベースの方法であり、この方法ではＭＡＣ　ＰＤＵスペースは論
理チャネル優先度の降順に論理チャネルに割り当てられる。つまり、最高優先度の論理チ
ャネルからのデータがＭＡＣ　ＰＤＵで最初に扱われ、次の最高優先度の論理チャネルか
らのデータが後続し、ＭＡＣ　ＰＤＵスペースが尽きるまで続く。絶対優先度ベースの方
法はＵＥ実装の点で非常に単純であるとは言え、その方法は時には低優先度の論理チャネ
ルからのデータの枯渇につながる。枯渇は、高優先度の論理チャネルからのデータがすべ
てのＭＡＣ　ＰＤＵスペースを占めるために低優先度の論理チャネルからのデータが送信
されることができないことを意味する。
【００４５】
　ＬＴＥでは、重要性の順にデータを送信するが、しかしより低い優先度を持つデータの
枯渇を回避もするために、優先ビットレート（ＰＢＲ：Prioritized Bit Rate）が各論理
チャネルに対して規定される。ＰＢＲは、論理チャネルに対して保証される最小データレ
ートである。たとえ論理チャネルが低優先度を有するとしても、ＰＢＲを保証するために
、少なくとも小量のＭＡＣ　ＰＤＵスペースが割り当てられる。したがって、ＰＢＲを使
用することによって、枯渇の問題は回避されることができる。
【００４６】
　ＰＢＲを持つＭＡＣ　ＰＤＵを構築することは、２つのラウンドから成る。第１のラウ
ンドでは、各論理チャネルは論理チャネル優先度の降順に扱われるが、ＭＡＣ　ＰＤＵに
含まれる各論理チャネルからのデータ量は、最初、論理チャネルの設定されたＰＢＲ値に
対応する量に制限される。すべての論理チャネルがそれらのＰＢＲ値まで扱われた後、Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵに残された余地があれば、第２のラウンドが行われる。第２のラウンドでは
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、各論理チャネルは優先度の降順に再び扱われる。第１のラウンドと比較した第２のラウ
ンドについての大きな違いは、より高い優先度のすべての論理チャネルがもはや送信する
データを有しない場合だけ、より低い優先度の各論理チャネルがＭＡＣ　ＰＤＵスペース
を割り当てられることができることである。
【００４７】
　ＭＡＣ　ＰＤＵは、各設定された論理チャネルからのＭＡＣ　ＳＤＵだけでなくＭＡＣ
　ＣＥも含んでもよい。パディングＢＳＲを除いて、ＭＡＣ　ＣＥは、それがＭＡＣレイ
ヤの動作を制御するので、論理チャネルからのＭＡＣ　ＳＤＵより高い優先度を有する。
したがって、ＭＡＣ　ＰＤＵが構成されるとき、ＭＡＣ　ＣＥが存在すれば、それが含ま
れるべき最初のものであり、残りのスペースが論理チャネルからのＭＡＣ　ＳＤＵのため
に使用される。次いで、追加のスペースが残され、それがＢＳＲを含むのに十分大きけれ
ば、パディングＢＳＲがトリガされてＭＡＣ　ＰＤＵに含められる。
【００４８】
　論理チャネル優先順位付けは、例えば参照によって本明細書に援用される非特許文献２
の５．４．３．１項に標準化される。
【００４９】
　論理チャネル優先順位付け（ＬＣＰ：Logical Channel Prioritization）手順は、新た
な送信が行われるときに適用される。
　ＲＲＣは、各論理チャネルに対するシグナリングによって、アップリンクデータのスケ
ジューリングを制御する：
　－　大きい優先度値ほど低い優先度レベルを示すpriority、
　－　優先ビットレート（ＰＢＲ：Prioritized Bit Rate）を設定するprioritisedBitRa
te、
　－　バケットサイズ継続時間（ＢＳＤ：Bucket Size Duration）を設定するbucketSize
Duration。
【００５０】
　ＵＥは、各論理チャネルｊのための変数Ｂｊを維持するものとする。Ｂｊは、関連した
論理チャネルが確立されるときにゼロに初期化され、各ＴＴＩごとに積ＰＢＲ×ＴＴＩ継
続時間だけインクリメントされるものとし、ここでＰＢＲは論理チャネルｊの優先ビット
レートである。しかしながら、Ｂｊの値は決してバケットサイズを超えることができず、
Ｂｊの値が論理チャネルｊのバケットサイズより大きければ、Ｂｊの値はバケットサイズ
に設定されるものとする。論理チャネルのバケットサイズはＰＢＲ×ＢＳＤに等しく、こ
こでＰＢＲおよびＢＳＤは上位のレイヤによって設定される。
【００５１】
　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、新たな送信が行われるときに以下の論理チャネル優先
順位付け手順を行うものとする：
　－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、以下のステップで論理チャネルにリソースを割り
当てるものとする：
　－－　ステップ１：Ｂｊ＞０のすべての論理チャネルが優先度降順にリソースを割り当
てられる。無線ベアラのＰＢＲが「無限大」に設定されれば、ＵＥは、より低い優先度無
線ベアラのＰＢＲを満たす前に、無線ベアラでの送信のために利用可能であるすべてのデ
ータのためにリソースを割り当てるものとする。
　－－　ステップ２：ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、ステップ１で論理チャネルｊに分
配されるＭＡＣ　ＳＤＵの総サイズだけＢｊをデクリメントするものとする。
　注：Ｂｊの値は負でありえる。
【００５２】
　－－　ステップ３：任意のリソースが残れば、どちらが先にせよその論理チャネルのた
めのデータかまたはＵＬグラントかいずれかが尽きるまで、すべての論理チャネルが（Ｂ
ｊの値に関係なく）厳密な優先度降順に扱われる。等しい優先度が設定される論理チャネ
ルは等しく扱われるべきである。



(15) JP 2018-533235 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

　－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、以上のスケジューリング手順の間、以下の規則に
も従うものとする：
　－－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、全体のＳＤＵ（または部分的に送信されるＳＤ
Ｕもしくは再送信されるＲＬＣ　ＰＤＵ）が残りのリソースに収まれば、ＲＬＣ　ＳＤＵ
（または部分的に送信されるＳＤＵもしくは再送信されるＲＬＣ　ＰＤＵ）をセグメント
化するべきでない。
　－－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）が論理チャネルからのＲＬＣ　ＳＤＵをセグメント
化する場合、ＵＥは、可能な限りグラントを満たすようにセグメントのサイズを最大化す
るものとする。
　－－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）はデータの送信を最大化するべきである。
　－－　ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）が、送信のために利用可能なデータを有しつつ、４
バイト以上であるＵＬグラントサイズを与えられれば、ＵＥ（ＭＡＣエンティティ）は、
パディングＢＳＲおよび／またはパディングのみを送信することはしないものとする（Ｕ
Ｌグラントサイズが７バイト未満であり、かつＡＭＤ　ＰＤＵセグメントが送信される必
要がある場合を除く）。
【００５３】
　ＵＥは、停止されている無線ベアラに対応する論理チャネルのためのデータを送信しな
いものとする（無線ベアラが停止されていると考えられるときの条件は、TS 36.211に規
定される）。
【００５４】
　論理チャネル優先順位付け手順に関して、ＵＥは以下の相対的優先度を降順に考慮する
ものとする：
　－　Ｃ－ＲＮＴＩに関するＭＡＣ制御要素またはＵＬ－ＣＣＣＨからのデータ；
　－　パディングのために含まれるＢＳＲを除くＢＳＲに関するＭＡＣ制御要素；
　－　ＰＨＲもしくは拡張ＰＨＲまたは二重接続ＰＨＲに関するＭＡＣ制御要素；
　－　ＵＬ－ＣＣＣＨからのデータを除く、任意の論理チャネルからのデータ；
　－　パディングのために含まれるＢＳＲに関するＭＡＣ制御要素。
【００５５】
　ＵＥが１つのＴＴＩに複数のＭＡＣ　ＰＤＵを送信するように要求されるとき、ステッ
プ１～３および関連する規則が各グラントに独立してか、またはグラントの容量の和にか
いずれかで適用されてもよい。また、グラントが処理される順序は、ＵＥ実装次第である
。ＵＥが１つのＴＴＩに複数のＭＡＣ　ＰＤＵを送信するように要求されるとき、どのＭ
ＡＣ　ＰＤＵにＭＡＣ制御要素が含まれるか決定することはＵＥ実装次第である。
【００５６】
　＜ＬＴＥデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ：Device to Device）近接サービス（ＰｒｏＳ
ｅ：Proximity Services）＞
　近接ベースのアプリケーションおよびサービスが、新興の社会的技術的傾向を表してい
る。特定される領域は、事業者およびユーザにとって関心があろう商用サービスおよび公
衆安全（Public Safety）に関連したサービスを含む。ＬＴＥへの近接サービス（Ｐｒｏ
Ｓｅ）能力の導入は、３ＧＰＰ業界がこの発展市場に応対するのを許容するであろうし、
同時に、ＬＴＥに共同で関与するいくつかの公衆安全地域の急務を満たすであろう。
【００５７】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ：Device to Device）通信は、セルラネットワークに対
するアンダーレイとしてのＤ２Ｄがスペクトル効率を上昇させるのを許容するＬＴＥ－Ｒ
ｅｌ．１２により導入される技術要素である。例えば、セルラネットワークがＬＴＥであ
れば、すべてのデータ通知用物理チャネルはＤ２ＤシグナリングのためにＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用する。Ｄ２Ｄ通信では、ユーザ機器は、無線基地局を通しての代わりにセルラリソ
ースを使用する直接リンクを通じて互いにデータ信号を送信する。本開示を通して、「Ｄ
２Ｄ」、「ＰｒｏＳｅ」および「サイドリンク」という用語は交換可能である。
【００５８】
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　＜ＬＴＥでのＤ２Ｄ通信＞
　ＬＴＥでのＤ２Ｄ通信は２つの領域：発見および通信に重点を置いている。
　ＰｒｏＳｅ（近接ベースのサービス）直接発見（Direct Discovery）が、ＰｒｏＳｅ対
応ＵＥによって、ＰＣ５インタフェースを介してＥ－ＵＴＲＡ直接無線信号を使用してそ
の近接の他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥを発見するために使用される手順として規定され、後に
より詳細に記載することになる。
【００５９】
　Ｄ２Ｄ通信では、ＵＥは、基地局（ＢＳ：Base Station）を通しての代わりにセルラリ
ソースを使用する直接リンクを通じて互いにデータ信号を送信する。Ｄ２Ｄユーザは、Ｂ
Ｓ下で制御されたまま、すなわち少なくともｅＮＢのカバレッジにいるときに直接通信す
る。したがって、Ｄ２Ｄは、セルラリソースを再使用することによってシステム性能を向
上させることができる。
【００６０】
　Ｄ２Ｄは、（ＦＤＤの場合）アップリンクＬＴＥスペクトル、または、（カバレッジ外
の場合を除き、ＴＤＤの場合）カバレッジを与えるセルのアップリンクサブフレームで動
作することを前提とする。さらには、Ｄ２Ｄ送信／受信は所与のキャリアで全二重を使用
しない。個々のＵＥの観点から、所与のキャリアで、Ｄ２Ｄ信号受信およびＬＴＥアップ
リンク送信は全二重を使用しない、すなわちＤ２Ｄ信号受信およびＬＴＥ　ＵＬ送信の同
時は不可能である。
【００６１】
　Ｄ２Ｄ通信では、１つの特定のＵＥ１が送信の役割を有するとき（送信ユーザ機器また
は送信端末）、ＵＥ１はデータを送信し、別のＵＥ２（受信ユーザ機器）がそのデータを
受信する。ＵＥ１およびＵＥ２はそれらの送信および受信役割を交換することができる。
ＵＥ１からの送信は、ＵＥ２のような１つまたは複数のＵＥによって受信されることがで
きる。
【００６２】
　ユーザプレーンプロトコルに関して、Ｄ２Ｄ通信の観点からの取決めの一部を以下に挙
げる（参照により本明細書に援用される非特許文献４の９．２．２節も参照のこと）。
　－ＰＤＣＰ：
　－－　１：Ｍ　Ｄ２Ｄブロードキャスト通信データ（すなわちＩＰパケット）は、通常
のユーザプレーンデータとして取り扱われるべきである。
　－－　ＰＤＣＰでのヘッダ圧縮／伸長は、１：Ｍ　Ｄ２Ｄブロードキャスト通信に適用
可能である。
　－－－　Ｕモードは、公共安全（public safety）のためのＤ２Ｄブロードキャスト動
作のためのＰＤＣＰでのヘッダ圧縮のために使用される。
【００６３】
　－　ＲＬＣ：
　－－　ＲＬＣ　ＵＭは１：Ｍ　Ｄ２Ｄブロードキャスト通信のために使用される。
　－－　セグメンテーションおよび再構築はＲＬＣ　ＵＭによってＬ２でサポートされる
。
　－－　受信ＵＥは、送信ピアＵＥ当たり少なくとも１つのＲＬＣ　ＵＭエンティティを
維持する必要がある。
　－－　ＲＬＣ　ＵＭ受信側エンティティは、最初のＲＬＣ　ＵＭデータユニットの受信
前に設定される必要はない。
　－－　ここまで、ユーザプレーンデータ送信のためのＤ２Ｄ通信のためのＲＬＣ　ＡＭ
またはＲＬＣ　ＴＭの必要性は確認されていない。
【００６４】
　－ＭＡＣ：
　－－　１：Ｍ　Ｄ２Ｄブロードキャスト通信に対して、ＨＡＲＱフィードバックは前提
とされない。
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　－－　受信ＵＥは、受信側ＲＬＣ　ＵＭエンティティを識別するためにソースＩＤを知
る必要がある。
　－－　ＭＡＣヘッダは、ＭＡＣレイヤでパケットをフィルタリングすることを許容する
Ｌ２ターゲットＩＤを備える。
　－－　Ｌ２ターゲットＩＤはブロードキャスト、グループキャストまたはユニキャスト
アドレスでもよい。
　－－－　Ｌ２グループキャスト／ユニキャスト：ＭＡＣヘッダで通知されるＬ２ターゲ
ットＩＤは、受信ＲＬＣ　ＵＭ　ＰＤＵをＲＬＣ受信側エンティティに送る前にさえそれ
を破棄することを許容するであろう。
　－－－　Ｌ２ブロードキャスト：受信ＵＥは、すべての送信機からのすべての受信ＲＬ
Ｃ　ＰＤＵを処理し、ＩＰパケットを再構築して上位のレイヤに送ろうとするであろう。
　－－　ＭＡＣサブヘッダは、複数の論理チャネルを区別するＬＣＩＤを含む。
　－－　少なくとも多重化／逆多重化、優先度処理およびパディングはＤ２Ｄに対して有
用である。
【００６５】
　＜ＰｒｏＳｅ直接通信レイヤ２リンク＞
　要するに、２つのＵＥ間にＰＣ５上の安全なレイヤ２リンクを確立することによって、
ＰｒｏＳｅ直接１対１通信が実現される。各ＵＥは、それがレイヤ２リンクで送信するあ
らゆるフレームのソースレイヤ２ＩＤフィールドに、およびそれがレイヤ２リンクで受信
するあらゆるフレームの宛先レイヤ２ＩＤに含まれるユニキャスト通信のためのレイヤ２
ＩＤを有する。ＵＥは、ユニキャスト通信のためのレイヤ２ＩＤが少なくともローカルで
一意であることを保証する必要がある。そこで、ＵＥは、不特定のメカニズムを使用して
隣接するＵＥとのレイヤ２ＩＤ競合を取り扱う（例えば、競合が検出されると、ユニキャ
スト通信のための新たなレイヤ２ＩＤを自己割り当てする）備えができているべきである
。ＰｒｏＳｅ１対１直接通信のためのレイヤ２リンクは、２つのＵＥのレイヤ２ＩＤの組
合せによって識別される。これは、ＵＥが、同じレイヤ２ＩＤを使用してＰｒｏＳｅ１対
１直接通信のための複数のレイヤ２リンクに係わることができることを意味する。
【００６６】
　ＰｒｏＳｅ１対１直接通信は、参照により本明細書に援用される非特許文献８の７．１
．２節に詳細に説明される以下の手順で構成される。
　－　ＰＣ５上の安全なレイヤ２リンクの確立。
　－　ＩＰアドレス／プレフィックス割当て。
　－　ＰＣ５上のレイヤ２リンク維持。
　－　ＰＣ５上のレイヤ２リンク解除。
【００６７】
　図４は、ＰＣ５インタフェース上の安全なレイヤ２リンクの確立のさせ方を開示する。
　１. ＵＥ－１が、相互認証をトリガするためにＵＥ－２に直接通信要求（Direct Commu
nication Request）メッセージを送信する。リンクイニシエータ（ＵＥ－１）は、ステッ
プ１を実行するためにピア（ＵＥ－２）のレイヤ２ＩＤを知る必要がある。例として、リ
ンクイニシエータは、最初に発見手順を実行することによって、またはピアを含むＰｒｏ
Ｓｅ一対多通信に関与したことによってピアのレイヤ２ＩＤを学習してもよい。
　２. ＵＥ－２が、相互認証のための手順を開始する。認証手順の完了成功が、ＰＣ５上
の安全なレイヤ２リンクの確立を完了する。
【００６８】
　少なくとも以下の標準ＩＥＴＦメカニズムが、ＩＰアドレス／プレフィックス割当ての
ために使用されることができる：
　－　ＩＰｖ４アドレスの割当てのためのＤＨＣＰベースのＩＰアドレス設定。
　－　ＩＰｖ６プレフィックスの割当てのためのＲＦＣ４８６２に明記されるＩＰｖ６ス
テートレスアドレス（Stateless Address）自動設定。
【００６９】
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　２つのＵＥの一方は、ＤＨＣＰサーバまたはＩＰｖ６デフォルトルータとして機能する
。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ＮＷリレーの場合には（ＰｒｏＳｅリレーに関する後章も参照のこ
と）、リレーは、ＰＣ５上の安全なレイヤ２リンクを通じてそれに接続するすべてのリモ
ートＵＥに対してＤＨＣＰサーバまたはＩＰｖ６デフォルトルータとして機能する。
　独立した（非リレー）１対１通信に係わるＵＥは、リンクローカルアドレスも使用して
もよい。
【００７０】
　ＰＣ５シグナリングプロトコル（Signalling Protocol）は、ＵＥがＰｒｏＳｅ通信距
離でなくなる時を検出するために使用されるキープアライブ機能をサポートするものとし
、その結果ＵＥは黙示のレイヤ２リンク解除を始めることができる。
【００７１】
　ＰＣ５上のレイヤ２リンク解除は、他方のＵＥに送信される切断要求（Disconnect Req
uest）メッセージを使用することによって行われることができ、これはすべての関連する
コンテキストデータも削除する。切断要求メッセージの受信に応じて、他方のＵＥは、切
断応答（Disconnect Response）メッセージで応答し、レイヤ２リンクと関連づけられる
すべてのコンテキストデータを削除する。
【００７２】
　＜ＰｒｏＳｅ直接通信関連識別情報＞
　非特許文献５の現行バージョン１３．３．０が、ＰｒｏＳｅ直接通信のために使用する
以下の識別情報を８．３項に規定する：
　－　ＳＬ－ＲＮＴＩ：ＰｒｏＳｅ直接通信スケジューリングのために使用される固有の
識別；
　－　ソースレイヤ２ＩＤ：サイドリンクＰｒｏＳｅ直接通信でデータの送信側を識別す
る。ソースレイヤ２ＩＤは長さ２４ビットであり、受信側でのＲＬＣ　ＵＭエンティティ
およびＰＤＣＰエンティティの識別のためのＰｒｏＳｅレイヤ２宛先ＩＤおよびＬＣＩＤ
と共に使用される；
　－　宛先レイヤ２ＩＤ：サイドリンクＰｒｏＳｅ直接通信でデータのターゲットを識別
する。宛先レイヤ２ＩＤは長さ２４ビットであり、ＭＡＣレイヤで２つのビット列に分割
される：
　－－　１つのビット列は宛先レイヤ２ＩＤのＬＳＢ部（８ビット）であり、サイドリン
ク制御レイヤ１ＩＤとして物理レイヤに転送される。これはサイドリンク制御の意図され
たデータのターゲットを識別し、物理レイヤでパケットフィルタリングのために使用され
る。
　－－　第２のビット列は宛先レイヤ２ＩＤのＭＳＢ部（１６ビット）であり、ＭＡＣヘ
ッダ内で通知される。これはＭＡＣレイヤでパケットフィルタリングのために使用される
。
【００７３】
　アクセス層シグナリングは、グループ形成のために、ならびにＵＥでソースレイヤ２Ｉ
Ｄ、宛先レイヤ２ＩＤおよびサイドリンク制御Ｌ１ＩＤを設定するために必要とされない
。これらの識別情報は上位レイヤによって提供されるか、または上位レイヤによって提供
される識別情報から導出されるかいずれかである。グループキャストおよびブロードキャ
ストの場合には、上位レイヤによって提供されるＰｒｏＳｅ　ＵＥ　ＩＤはソースレイヤ
２ＩＤとして直接使用され、上位レイヤによって提供されるＰｒｏＳｅレイヤ２グループ
ＩＤはＭＡＣレイヤで宛先レイヤ２ＩＤとして直接使用される。
【００７４】
　＜近接サービスのための無線リソース割当て＞
　送信ＵＥの観点から、近接サービス対応ＵＥ（ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ）は、リソース割当
てのための２つのモードで動作することができる。
【００７５】
　モード１はｅＮＢスケジュールリソース割当てを指し、ここでＵＥがｅＮＢ（またはリ
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リース１０中継ノード）に送信リソースを要求し、ｅＮｏｄｅＢ（またはリリース１０中
継ノード）は次いで直接データおよび直接制御情報を送信するためにＵＥによって使用さ
れるリソースをスケジュールする（例えばスケジューリング割当て）。ＵＥは、データを
送信するためにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである必要がある。特に、ＵＥはｅＮＢにス
ケジューリング要求（Ｄ－ＳＲまたはランダムアクセス）を送信し、通例のようにバッフ
ァ状況報告（ＢＳＲ：Buffer Status Report）が後続する（以下の章「Ｄ２Ｄ通信のため
の送信手順」も参照のこと）。ＢＳＲに基づいて、ｅＮＢは、ＵＥがＰｒｏＳｅ直接通信
送信のためのデータを有すると判定することができ、送信のために必要とされるリソース
を推定することができる。
【００７６】
　他方では、モード２はＵＥ自律リソース選択を指し、ここでＵＥが、直接データおよび
直接制御情報を送信するためにリソースプールからリソース（時間および周波数）を単独
で選択する（すなわちＳＡ）。１つのリソースプールが、例えばＳＩＢ１８の内容によっ
て、すなわちフィールドｃｏｍｍＴｘＰｏｏｌＮｏｒｍａｌＣｏｍｍｏｎによって規定さ
れ、この特定のリソースプールはセルでブロードキャストされ、次いでなおＲＲＣ＿Ｉｄ
ｌｅ状態のセルにおけるすべてのＵＥに共通に利用可能である。実際上、ｅＮＢは、上記
プールの４つまでの異なるインスタンス、それぞれＳＡメッセージおよび直接データの送
信のための４つのリソースプールを規定してもよい。しかしながら、たとえ複数のリソー
スプールを設定されたとしても、ＵＥは列記に規定される第１のリソースプールを常に使
用するものとする。
【００７７】
　代替策として、別のリソースプールがｅＮＢによって規定され、ＳＩＢ１８で、すなわ
ちフィールドｃｏｍｍＴｘＰｏｏｌＥｘｃｅｐｔｉｏｎａｌを使用することによってシグ
ナリングされることができ、そのリソースプールは例外的な場合にＵＥによって使用され
ることができる。
【００７８】
　ＵＥがどのリソース割当てモードを使用する予定かは、ｅＮＢによって設定可能である
。さらには、ＵＥがＤ２Ｄデータ通信のためにどのリソース割当てモードを使用する予定
かは、また、ＲＲＣ状態、すなわちＲＲＣ＿ＩＤＬＥまたはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
、およびＵＥのカバレッジ状態、すなわちカバレッジ内、カバレッジ外に依存してもよい
。ＵＥは、それがサービングセルを有する（すなわちＵＥがＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
であるかまたはＲＲＣ＿ＩＤＬＥのセルにキャンプしている）とすれば、カバレッジ内と
考えられる。
【００７９】
　図５は、オーバーレイ（ＬＴＥ）およびアンダーレイ（Ｄ２Ｄ）システムのための送信
／受信リソースの使用を例示する。
　基本的に、ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥがモード１またはモード２送信を適用してもよいかど
うかを制御する。一旦ＵＥが、それがＤ２Ｄ通信を送信（または受信）することができる
そのリソースを知ると、ＵＥは対応する送信／受信のための対応するリソースのみを使用
する。例えば、図５で、Ｄ２Ｄサブフレームは、Ｄ２Ｄ信号を受信または送信するために
のみ使用されることになる。Ｄ２ＤデバイスとしてのＵＥは半二重モードで動作するであ
ろうから、ＵＥは任意の時点でＤ２Ｄ信号を受信かまたは送信かいずれかすることができ
る。同様に、図５に例示するその他のサブフレームは、ＬＴＥ（オーバーレイ）送信およ
び／または受信のために使用することができる。
【００８０】
　＜Ｄ２Ｄ通信のための送信手順＞
　Ｄ２Ｄデータ送信手順は、リソース割当てモードに応じて異なる。モード１について上
記したように、ｅＮＢは、ＵＥからの対応する要求後、スケジューリング割当ておよびＤ
２Ｄデータ通信のためのリソースを明示的にスケジュールする。特に、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通
信が通常許容されるが、しかしモード２リソース（すなわちリソースプール）は提供され
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ないことをｅＮＢによって通知されてもよく；これは、例えばＵＥによるＤ２Ｄ通信関心
インジケーションおよび対応する応答（Ｄ２Ｄ通信応答）の交換で行われてもよく、ここ
で、上述した対応する例示的なＰｒｏｓｅＣｏｍｍＣｏｎｆｉｇ情報要素はｃｏｍｍＴｘ
ＰｏｏｌＮｏｒｍａｌＣｏｍｍｏｎを含まないであろうから、送信を伴う直接通信を開始
したいＵＥがＥ－ＵＴＲＡＮに各個々の送信のためのリソースを割り当てるように要求し
なければならないことを意味する。したがって、そのような場合に、ＵＥは各個々の送信
のためのリソースを要求しなければならず、以下に要求／グラント手順の異なるステップ
がこのモード１リソース割当てに関して例示的に列記される：
【００８１】
　－　ステップ１：ＵＥがＰＵＣＣＨを介してｅＮＢにＳＲ（スケジューリング要求）を
送信する；
　－　ステップ２：ｅＮＢがＰＤＣＣＨを介して（ＵＥがＢＳＲを送信するための）ＵＬ
リソースを、Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルして許可する；
　－　ステップ３：ＵＥがＰＵＳＣＨを介してバッファ状況を示すＤ２Ｄ　ＢＳＲを送信
する；
　－　ステップ４：ｅＮＢがＰＤＣＣＨを介して（ＵＥがデータを送信するための）Ｄ２
Ｄリソースを、Ｄ２Ｄ－ＲＮＴＩによってスクランブルして許可する。
　－　ステップ５：Ｄ２Ｄ　Ｔｘ　ＵＥがステップ４で受信したグラントに従ってＳＡ／
Ｄ２Ｄデータを送信する。
【００８２】
　ＳＣＩ（Sidelink Control Information：サイドリンク制御情報）とも名付けられるス
ケジューリング割当て（ＳＡ：Scheduling Assignment）は、制御情報、例えば対応する
Ｄ２Ｄデータ送信のための時間／周波数リソースへのポインタ、変調および符号体系なら
びにグループ宛先ＩＤ（Group Destination ID）を含むコンパクトな（低ペイロード）メ
ッセージである。ＳＣＩは、１つの（ＰｒｏＳｅ）宛先ＩＤに対するサイドリンクスケジ
ューリング情報を搬送する。ＳＡ（ＳＣＩ）の内容は基本的に、上記ステップ４で受信し
たグラントに従う。Ｄ２ＤグラントおよびＳＡ内容（すなわちＳＣＩ内容）は、参照によ
り本明細書に援用される非特許文献６の５．４．３項に規定され、特にＳＣＩ　ｆｏｒｍ
ａｔ０を規定する。
【００８３】
　他方では、モード２リソース割当てに関して、上記ステップ１～４は基本的に必要でな
く、ＵＥは、ｅＮＢによって設定および提供される送信リソースプールからＳＡおよびＤ
２Ｄデータ送信のためのリソースを自律的に選択する。
【００８４】
　図６は、２つのＵＥ（ＵＥ－ＡおよびＵＥ－Ｂ）に対するスケジューリング割当ておよ
びＤ２Ｄデータの送信を例示的に示し、ここでスケジューリング割当てを送信するための
リソースは周期的であり、Ｄ２Ｄデータ送信のために使用されるリソースは対応するスケ
ジューリング割当てによって示される。
【００８５】
　＜ＰｒｏＳｅネットワークアーキテクチャおよびＰｒｏＳｅエンティティ＞
　図７は、それぞれのＵＥ　ＡおよびＢにおける異なるＰｒｏＳｅアプリケーションの他
に、ネットワークにおけるＰｒｏＳｅアプリケーションサーバおよびＰｒｏＳｅ機能を含
む、非ローミングケースについての高レベルの例示的なアーキテクチャを例示する。図７
のアーキテクチャ例は、参照により本明細書に援用される非特許文献７のバージョン１３
．０．０の４．２章「Architectural Reference Model」から取られている。
【００８６】
　機能エンティティは、参照により本明細書に援用される、上記引用した非特許文献７の
４．４項「Functional Entities」に詳細に提示および説明されている。ＰｒｏＳｅ機能
は、ＰｒｏＳｅのために必要とされるネットワーク関連行動のために使用される論理機能
であり、ＰｒｏＳｅの特徴の各々のための異なる役割を果たす。ＰｒｏＳｅ機能は３ＧＰ
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ＰのＥＰＣの一部であり、近接サービスに関連した、許可、認証、データ操作などのよう
なすべての関連するネットワークサービスを提供する。ＰｒｏＳｅ直接発見および通信に
関して、ＵＥは、ＰＣ３基準点を通じてＰｒｏＳｅ機能から、特定のＰｒｏＳｅ　ＵＥ識
別情報、他の構成情報の他に許可を得てもよい。ネットワークには複数のＰｒｏＳｅ機能
を展開することができるが、例解の容易さのために、単一のＰｒｏＳｅ機能を提示する。
ＰｒｏＳｅ機能は、ＰｒｏＳｅ特徴に応じて異なる役割を行う３つの主な副機能：直接供
給機能（ＤＰＦ：Direct Provision Function）、直接発見名管理機能およびＥＰＣレベ
ル発見機能から成る。ＤＰＦは、ＰｒｏＳｅ直接発見およびＰｒｏＳｅ直接通信を使用す
るために、ＵＥに必要なパラメータを供給するために使用される。
【００８７】
　上記関連で使用される用語「ＵＥ」は、以下などのＰｒｏＳｅ機能性をサポートするＰ
ｒｏＳｅ対応ＵＥを指す。
【００８８】
　ＰｒｏＳｅアプリケーションサーバは、ＥＰＣ　ＰｒｏＳｅユーザＩＤおよびＰｒｏＳ
ｅ機能ＩＤの記憶、ならびにアプリケーションレイヤユーザＩＤおよびＥＰＣ　ＰｒｏＳ
ｅユーザＩＤのマッピングをサポートする。ＰｒｏＳｅアプリケーションサーバ（ＡＳ：
Application Server）は３ＧＰＰの範囲外のエンティティである。ＵＥにおけるＰｒｏＳ
ｅアプリケーションは、アプリケーションレイヤ基準点ＰＣ１を介してＰｒｏＳｅ　ＡＳ
と通信する。ＰｒｏＳｅ　ＡＳはＰＣ２基準点を介して３ＧＰＰネットワークに接続され
る。
【００８９】
　＜Ｄ２ＤのためのＵＥカバレッジ状態＞
　既に前述したように、Ｄ２Ｄ通信のためのリソース割当て方法は、ＲＲＣ状態、すなわ
ちＲＲＣ＿ＩＤＬＥおよびＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤとは別に、ＵＥのカバレッジ状態
、すなわちカバレッジ内、カバレッジ外にも依存する。ＵＥは、それがサービングセルを
有する（すなわちＵＥがＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであるかまたはＲＲＣ＿ＩＤＬＥの
セルにキャンプしている）とすれば、カバレッジ内と考えられる。
【００９０】
　ここまで述べた２つのカバレッジ状態、すなわちカバレッジ内（ＩＣ：in-coverage）
およびカバレッジ外（ＯＯＣ：out-of-coverage）は、Ｄ２Ｄに関して下位状態にさらに
区別される。図８は、Ｄ２Ｄ　ＵＥが関連づけられることができる４つの異なる状態を示
し、それらは以下の通りに要約されることができる：
【００９１】
－　状態１：ＵＥ１はアップリンクおよびダウンリンクカバレッジを有する。この状態で
は、ネットワークは各Ｄ２Ｄ通信セッションを制御する。さらには、ネットワークは、Ｕ
Ｅ１がリソース割当てモード１かまたはモード２かどちらを使用するべきかを設定する。
－　状態２：ＵＥ２はアップリンクを除いたダウンリンクカバレッジ、すなわちＤＬカバ
レッジのみを有する。ネットワークは（競合ベースの）リソースプールをブロードキャス
トする。この状態では、送信ＵＥは、ネットワークによって設定されるリソースプールか
らＳＡおよびデータのために使用されるリソースを選択するが、リソース割当ては、その
ような状態のＤ２Ｄ通信のためのモード２に従って可能であるのみである。
【００９２】
－　状態３：ＵＥ３はアップリンクおよびダウンリンクカバレッジを有しないので、ＵＥ
３は厳密に言えば、既にカバレッジ外（ＯＯＣ：out-of-coverage）として考えられる。
しかしながら、ＵＥ３は、それら自体（例えばＵＥ１）セルのカバレッジ内であるいくつ
かのＵＥのカバレッジ内であり、すなわちそれらのＵＥはＣＰ中継ＵＥまたは単にリレー
ＵＥとも称されることができる（ＰｒｏＳｅリレーに関する後章も参照のこと）。したが
って、図８における状態３ＵＥの領域は、ＣＰ　ＵＥ中継カバレッジ範囲として示される
ことができる。この状態３のＵＥはＯＯＣ状態３ＵＥとも称される。この状態では、ＵＥ
は、ｅＮＢ（ＳＩＢ）によって送信してもよく、セルのカバレッジ内のＣＰ　ＵＥ中継Ｕ
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ＥによってＰＤ２ＤＳＣＨを介してＯＯＣ状態３ＵＥに転送される何らかのセル固有情報
を受信してもよい。（競合ベースの）ネットワーク制御リソースプールがＰＤ２ＤＳＣＨ
によってシグナリングされる。
－　状態４：ＵＥ４はカバレッジ外であり、セルのカバレッジ内である他のＵＥからＰＤ
２ＤＳＣＨを受信しない。状態４ＯＯＣとも称されるこの状態では、送信ＵＥは、リソー
スの予め設定されたプールからデータ送信のために使用されるリソースを選択する。
【００９３】
　状態３ＯＯＣと状態４ＯＯＣとの間で区別する理由は、主にカバレッジ外デバイスから
のＤ２Ｄ送信とレガシーＥ－ＵＴＲＡ送信との間の潜在的に強い干渉を回避するためであ
る。概して、Ｄ２Ｄ可能ＵＥは、カバレッジ外の間に使用するためにＤ２Ｄ　ＳＡおよび
データの送信のためのリソースプールを予め設定しているだろう。これらのカバレッジ外
ＵＥがセル境界付近でこれらの予め設定されたリソースプールで送信する場合、Ｄ２Ｄ送
信とカバレッジ内レガシー送信との間の干渉がセル内の通信に悪影響を及ぼすはずである
。カバレッジ内のＤ２Ｄ対応ＵＥがセル境界付近でそれらのカバレッジ外デバイスにＤ２
Ｄリソースプール設定を転送するとすれば、カバレッジ外ＵＥはｅＮｏｄｅ　Ｂによって
特定されるリソースにそれらカバレッジ外ＵＥの送信を限定し、したがってカバレッジ内
のレガシー送信との干渉を最小化することができるだろう。したがって、ＲＡＮ１は、カ
バレッジ内ＵＥがカバレッジ範囲すぐ外のそれらのデバイス（状態３ＵＥ）にリソースプ
ール情報および他のＤ２Ｄ関連設定を転送するメカニズムを導入した。
【００９４】
　物理Ｄ２Ｄ同期チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ：Physical D2D synchronization channel）
を使用してネットワーク近接のＵＥにカバレッジ内Ｄ２Ｄリソースプールについてのこの
情報を通知し、その結果ネットワーク近接内のリソースプールは同調される。
【００９５】
　＜Ｄ２Ｄ発見－モデルおよびリソース割当て＞
　ＰｒｏＳｅ直接発見は、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥによって、ＰＣ５を介してＥ－ＵＴＲＡ直
接無線信号を使用してその近接の他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥを発見するために使用される手
順として規定される。上位のレイヤが、発見情報のアナウンスおよびモニタリングのため
の許可を取り扱う。この目的のため、ＵＥは、「発見信号」と称される所定の信号を交換
しなければならない。発見信号を周期的に確認することによって、ＵＥは、必要とされる
ときに通信リンクを確立するために近接ＵＥの一覧を維持する。発見信号は、低信号対雑
音比（ＳＮＲ：Signal-to-Noise Ratio）環境でさえ、確実に検出されるべきである。発
見信号が周期的に送信されるのを許容するために、発見信号のためのリソースが割り当て
られるべきである。
【００９６】
　二種類のＰｒｏＳｅ直接発見がある：無制限および制限付。無制限は、発見されている
ＵＥから明示的な許可が必要とされない場合である一方で、制限付発見は、発見されてい
るＵＥからの明示的な許可を伴ってのみ生じる。
【００９７】
　ＰｒｏＳｅ直接発見は、例えば発見されるＵＥからの情報を、この情報、例えば「近く
でタクシーを見つけて」、「私にコーヒー店を見つけて」を使用するのを許可されるＵＥ
における一定のアプリケーションのために使用することがありえるスタンドアロンサービ
スを可能にすることであることができる。付加的に、得られた情報に応じて、ＰｒｏＳｅ
直接発見は、例えばＰｒｏＳｅ直接通信を開始する後続の行動のために使用されることが
できる。
【００９８】
　ＰｒｏＳｅ直接発見のための以下のモデルが、参照により本明細書に援用される非特許
文献７の５．３節およびそのすべての項に規定される。
【００９９】
　モデルＡ（「私はここにいます」）：
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　このモデルは、ＰｒｏＳｅ直接発見に関与しているＰｒｏＳｅ対応ＵＥのための２つの
役割を規定する。
　－　アナウンスＵＥ（Announcing UE）：ＵＥは、発見する許可を有する近接のＵＥに
よって使用されることがありえる一定の情報をアナウンスする。
　－　モニタリングＵＥ（Monitoring UE）：アナウンスＵＥの近接の関心を引く一定の
情報をモニタリングするＵＥ。
【０１００】
　このモデルでは、アナウンスＵＥは所定の発見間隔で発見メッセージをブロードキャス
トし、これらのメッセージに関心があるモニタリングＵＥはそれらを読み、それらを処理
する。このモデルは、アナウンスＵＥがそれ自体についての情報、例えばそのＰｒｏＳｅ
アプリケーションコードを発見メッセージでブロードキャストすることになるので、「私
はここにいます」と称されてもよい。
【０１０１】
　モデルＢ（「誰がそこにいますか？」／「あなたはそこにいますか？」）：
　このモデルは、ＰｒｏＳｅ直接発見に関与しているＰｒｏＳｅ対応ＵＥのための２つの
役割を規定する。
　－　発見者ＵＥ（Discoverer UE）：ＵＥは、それが何を発見することに関心があるか
についての一定の情報を含む要求を送信する。
　－　被発見者ＵＥ：要求メッセージを受信するＵＥは、発見者の要求に関連した何らか
の情報で応答することができる。
【０１０２】
　それは、発見者ＵＥが応答を受信することを望む他のＵＥに対する情報を送信する、例
えば、情報がグループに対応するＰｒｏＳｅアプリケーション識別情報についてであるこ
とができ、かつグループのメンバーが応答することができるので、「誰がそこにいますか
／あなたはそこにいますか」と称されることができる。
【０１０３】
　発見情報の内容はアクセス層（ＡＳ：Access Stratum）にとって透過的であり、ＡＳで
はＰｒｏＳｅ直接発見モデルおよびＰｒｏＳｅ直接発見の種類に関して区別はなされない
。ＰｒｏＳｅプロトコルは、それが、アナウンスの場合、有効な発見情報のみをＡＳに送
出することを保証する。
【０１０４】
　ＵＥは、ｅＮＢ構成に従ってＲＲＣ＿ＩＤＬＥおよびＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態
の両方で発見情報のアナウンスおよびモニタリングに関与することができる。ＵＥは、半
二重制約を条件としてその発見情報をアナウンスおよびモニタリングする。
【０１０５】
　概して、デバイス発見は周期的に必要とされる。さらに、Ｄ２Ｄデバイスは、発見メッ
セージシグナリングプロトコルを利用してデバイス発見を行う。例えば、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ
がその発見メッセージを送信することができ、別のＤ２Ｄ対応ＵＥがこの発見メッセージ
を受信し、その情報を使用して直接通信リンクを確立することができる。ハイブリッドネ
ットワークの利点は、Ｄ２Ｄデバイスがネットワークインフラの通信距離にもあれば、ｅ
ＮＢのようなネットワークエンティティが発見メッセージの送信または設定を付加的に支
援することができるということである。発見メッセージの送信または設定でのｅＮＢによ
る協調／制御も、Ｄ２ＤメッセージングがｅＮＢによって制御されるセルラトラヒックと
の干渉を引き起こさないことを保証するために重要である。付加的に、たとえデバイスの
いくつかがネットワークカバレッジ範囲の外であるとしても、カバレッジ内デバイスがア
ドホック発見プロトコルを支援することができる。
【０１０６】
　少なくとも以下の二種類の発見手順が、記載にさらに使用される専門用語定義の目的で
規定される。
　－　ＵＥ自律リソース選択（以降１型と呼ばれる）：発見情報をアナウンスするための
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リソースが非ＵＥ特定ベースで割り当てられるリソース割当て手順であり、以下によって
さらに特徴付けられる。
　－－　ｅＮＢは、発見情報のアナウンスのために使用されるリソースプール設定をＵＥ
に提供する。設定は例えばＳＩＢでシグナリングされてもよい。
　－－　ＵＥは、示されたリソースプールから無線リソースを自律的に選択し、発見情報
をアナウンスする。
　－－　ＵＥは、各発見期間の間、ランダムに選択された発見リソースで発見情報をアナ
ウンスすることができる。
【０１０７】
　－スケジュールリソース割当て（以降２型と呼ばれる）：発見情報をアナウンスするた
めのリソースがＵＥ特定ベースで割り当てられるリソース割当て手順であり、以下によっ
てさらに特徴付けられる。
　－－　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥは、ＲＲＣを介してｅＮＢに発見情報のアナ
ウンスのためのリソースを要求してもよい。ｅＮＢはＲＲＣを介してリソースを割り当て
る。
　－－　リソースは、モニタリングのためにＵＥに設定されるリソースプール内で割り当
てられる。
【０１０８】
　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥのＵＥに対して、ｅＮＢは以下のオプションの１つを選択してもよい
。
　－　ｅＮＢは、発見情報アナウンスのための１型リソースプールをＳＩＢで提供しても
よい。ＰｒｏＳｅ直接発見に許可されているＵＥが、これらのリソースを、ＲＲＣ＿ＩＤ
ＬＥで発見情報をアナウンスするために使用する。
　－　ｅＮＢは、それがＤ２Ｄをサポートするが、しかし発見情報アナウンスのためのリ
ソースは提供しないことをＳＩＢで示してもよい。ＵＥは、発見情報アナウンスのための
Ｄ２Ｄリソースを要求するためにＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄに入る必要がある。
【０１０９】
　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥに対して：
　－　ＰｒｏＳｅ直接発見アナウンスを行う許可を与えられているＵＥが、それがＤ２Ｄ
発見アナウンスを行いたいことをｅＮＢに示す。
　－　ｅＮＢは、ＭＭＥから受信されるＵＥコンテキストを使用して、ＵＥがＰｒｏＳｅ
直接発見アナウンスに許可されているかどうかを確認する。
　－　ｅＮＢは、個別ＲＲＣシグナリングを介して、発見情報アナウンスのために１型リ
ソースプールまたは個別２型リソースを使用するようにＵＥを構成してもよい（またはリ
ソースなし）。
　－　ｅＮＢによって割り当てられるリソースは、ａ）ｅＮＢがＲＲＣシグナリングによ
ってリソースを構成解除する、またはｂ）ＵＥがＩＤＬＥに入るまで有効である。
【０１１０】
　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥおよびＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤの受信ＵＥが、許可されるように
、１型および２型発見リソースプール両方をモニタリングする。ｅＮＢは、発見情報モニ
タリングのために使用されるリソースプール設定をＳＩＢで提供する。ＳＩＢは、隣接セ
ルでのアナウンスのために使用される発見リソースも含んでもよい。
【０１１１】
　＜Ｄ２Ｄ（サイドリンク）論理チャネルのためのＬＣＰ手順＞
　Ｄ２ＤのためのＬＣＰ手順は、「通常の」ＬＴＥデータのための以上提示したＬＣＰ手
順とは異なることになる。以下の情報は、非特許文献２の、ＰｒｏＳｅのためのＬＣＰを
記載する５．１４．１．３．１項から取られており、それは参照によりその全体が本明細
書に援用される。
【０１１２】
　すべてのＤ２Ｄ（サイドリンク）論理チャネル、例えばＳＴＣＨ（Sidelink Traffic C
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Hannel：サイドリンクトラヒックチャネル）が、ＬＣＧＩＤが「１１」に設定される同じ
論理チャネルグループ（ＬＣＧ）に割り当てられる（非特許文献２の５．１４．１．４項
「Buffer Status Reporting」を参照のこと）。Ｒｅｌ－１２では、Ｄ２Ｄ（サイドリン
ク）論理チャネル／グループのための優先順位付けメカニズムはない。本質的に、すべて
のサイドリンク論理チャネルはＵＥの観点から同じ優先度を有し、すなわちサイドリンク
論理チャネルが扱われる順序はＵＥ実装次第である。
【０１１３】
　＜ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー（ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｒｏｋ　Ｒｅｌａｙ
）＞
　ＵＥはまた、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーとして作用して、その結果リモー
トＵＥがＰＣ５基準点を通じてＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーと通信するように
、機能性および手順をサポートしてもよい。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー動作
は、３ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ１３内で明記されるであろう。ここまで、初期取決めのみ
が３ＧＰＰ　ＲＡＮ作業グループでなされてきたが、そのいくつかが、例えば、参照によ
り本明細書に援用される非特許文献７および非特許文献８から理解されることができる。
それらの取決めのいくつかが以下列記されることになる。しかしながら、この作業項目が
ごく最近導入され、したがって依然標準化の最中であることに留意するべきである。結果
的に、以下に前提とされるいかなる取決めも依然変更または破棄される可能性があり、考
察目的で前提とされる以下の取決めは、しかしながら、標準化のこの非常に初期段階で本
開示をこの特定の３ＧＰＰ実装に限定するとは理解されないものとする。
【０１１４】
　－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー発見およびＰｒｏＳｅリレー（再）選択に
関して、リモートＵＥがカバレッジ内およびカバレッジ外である両シナリオが対処される
ことができる。
　－　リレーＵＥは常にカバレッジ内であろう。ｅＮＢが無線レベルで、ＵＥがリレーと
して作用することができるかどうかを制御することができる一方で、ネットワーク制御が
リレーＵＥごと、セル（ブロードキャスト設定）ごと、もしくは両方、または何か他のこ
とであるかどうかは依然未決定である。
　－　リモートＵＥがリレー発見目的でカバレッジ内であるとき、発見のためのモニタリ
ングおよび送信リソースは、例えばＲｅｌ－１２メカニズム（アイドルモード用のブロー
ドキャストおよび接続モード用の個別シグナリング）を使用してｅＮＢによって提供され
ることができる。リモートＵＥは、いつモニタリングを開始するべきかを決定することが
できる。
　－　リモートＵＥがカバレッジ外であるとき、発見および通信（実際のデータ転送）の
ためのモニタリングおよび送信リソースは、例えば、ＵＥがどのリソースを使用するべき
かを正確に知るように、事前設定によって、すなわち仕様／オペレータ設定（ＵＳＩＭで
など）を通じて提供されることができる。
【０１１５】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー（再）選択：
　－　リモートＵＥは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー選択手順に対して、ＰＣ
５無線リンク品質の無線レベル測定値を考慮に入れることができる。
　－　リモートＵＥがカバレッジ外である場合に関して、無線レベル測定値は、他の上位
レイヤ判定基準と共にリモートＵＥによって使用されてリレー選択を行うことができる。
　－　リモートＵＥがカバレッジ外である場合に関して、再選択のための判定基準は、Ｐ
Ｃ５測定値（ＲＳＲＰまたは他のＲＡＮ１約定測定値）および上位レイヤ判定基準に基づ
く。リレー再選択はリモートＵＥによってトリガされることができる。
　－　リモートＵＥがカバレッジ内である場合に関して、これらの測定値（ＰＣ５測定値
）が使用されるかどうか、およびどのように使用されるかはまだ決定されていない（例え
ば、測定値はＵＥによって使用されてカバレッジ外の場合と同様の選択を行うことができ
る、またはそれらはｅＮＢに報告されることができる）。
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【０１１６】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーはレイヤ３パケット転送を使用してもよい。Ｐ
ｒｏＳｅ　ＵＥ間の制御情報が、例えばＵＥ－ネットワークリレー検出およびＰｒｏＳｅ
直接発見のために、ＰＣ５基準点を通じて交換されることができる。
【０１１７】
　ＰｒｏＳｅ対応ＵＥがまた、ＰＣ３基準点を通じた別のＰｒｏＳｅ対応ＵＥとＰｒｏＳ
ｅ機能との間のＰｒｏＳｅ制御情報の交換をサポートするであろう。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－
ネットワークリレーの場合には、リモートＵＥはＰＣ５ユーザプレーンを通じてこの制御
情報を送信し、ＰｒｏＳｅ機能に向けてＬＴＥ－Ｕｕインタフェースを通じて中継される
ことになる。
【０１１８】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーエンティティは、ｅＮＢのカバレッジ範囲内で
ない、すなわちＥ－ＵＴＲＡＮに接続されていないリモートＵＥに、「ユニキャスト」サ
ービスへの接続性をサポートする機能性を提供する。図９は、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネット
ワークリレーシナリオを示す。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーは、リモートＵＥ
とネットワークとの間のユニキャストトラヒック（ＵＬおよび／またはＤＬ）を中継する
ものとする。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーは、公衆安全通信に関連するいかな
る種類のトラヒックも中継することができる一般的な機能を提供するものとする。
【０１１９】
　リモートＵＥとＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーとの間の１対１直接通信は以下
の特性を有する。
　－　ＰＣ５基準点を通じた通信はコネクションレスである。
　－　ＰｒｏＳｅベアラは双方向である。所与のＰｒｏＳｅベアラ上の無線レイヤに渡さ
れるＩＰパケットは、関連するＬ２宛先アドレスを持つ物理レイヤによって送信されるで
あろう。同じＰｒｏＳｅベアラ上の無線レイヤから上方へ渡されるＩＰパケットは、同じ
Ｌ２宛先にアドレス指定される無線で受信されるであろう。
【０１２０】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーは以下の機能を含んでもよい。
　－　モデルＡまたはモデルＢに従うＰｒｏＳｅ直接発見は、リモートＵＥが近接のＰｒ
ｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーを発見するのを許容するために使用されることができ
る。
　－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーのＬ２アドレスがＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネッ
トワークリレーによってサポートされる特定のＰＤＮ接続に対応するＩＰアドレス割当て
およびユーザプレーントラヒックのためにリモートＵＥによって使用されるのをリモート
ＵＥが発見するのを許容するために使用されることができるＰｒｏＳｅ直接発見。
　－　直接発見をサポートするＰＣ５基準点上の「アナウンス」または「被発見者」ＵＥ
として作用する。
　－ＵＥ－ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーポイントツーポイントリンクと対応す
るＰＤＮ接続との間でＩＰパケットを転送する、リモートＵＥに対するデフォルトルータ
として作用する。
　－　ＩＥＴＦ　ＲＦＣ４８６１に規定されるルータ要請およびルータ広告メッセージを
取り扱う。
　－　ＤＨＣＰｖ４サーバおよびステートレスＤＨＣＰｖ６リレーエージェントとして作
用する。
　－　ＩＰｖ４が使用される場合ＮＡＴとして作用し、リモートＵＥのローカルに割り当
てられたＩＰｖ４アドレスをそれ自体のものに置き換える。
　－　宛先レイヤ２ＩＤとしてリモートＵＥによって使用されるＬ２リンクＩＤを、Ｐｒ
ｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーによってサポートされる対応ＰＤＮ接続にマッピング
する。
【０１２１】
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　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーのためのユーザプレーンプロトコルアーキテク
チャが図１０に示される。
　２つのＰｒｏＳｅ　ＵＥ間の通例のＲｅｌ．－１２直接発見に関して上述したように、
モデルＡおよびモデルＢ発見の両方がサポートされ、ここでモデルＡは単一の発見プロト
コルメッセージ（ＵＥ－ネットワークリレー発見アナウンス）を使用し、モデルＢは２つ
の発見プロトコルメッセージ（ＵＥ－ネットワークリレー発見要請およびＵＥ－ネットワ
ークリレー発見応答）を使用する。リレー発見に関する詳細は、参照により本明細書に援
用される非特許文献８の６節に見られることができる。
【０１２２】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見
　２つのＰｒｏＳｅ　ＵＥ間の通例のＲｅｌ．－１２直接発見に関して上論したように、
モデルＡおよびモデルＢの両発見がサポートされ、ここでモデルＡは単一の発見プロトコ
ルメッセージ（ＵＥ対ネットワークリレー発見アナウンス）を使用し、モデルＢは２つの
発見プロトコルメッセージ（ＵＥ対ネットワークリレー発見要請およびＵＥ対ネットワー
クリレー発見応答）を使用する。リレー発見に関する詳細は、参照により本明細書に援用
される非特許文献８の６節に見られることができる。
【０１２３】
　以下のパラメータは、ＵＥ対ネットワークリレー発見、グループメンバー発見およびＵ
Ｅ対ＵＥリレー発見のすべてに共通である。
　－　メッセージ型：アナウンス（モデルＡ）または要請／応答（モデルＢ）、リレー発
見追加情報（モデルＡ）。
　－　発見型：これがＵＥ対ネットワークリレー発見であるか、グループメンバー発見で
あるか、またはＵＥ対ＵＥリレー発見であるかを示す。
【０１２４】
　以下のパラメータは、ＵＥ対ネットワークリレー発見アナウンスメッセージ（モデルＡ
）に使用される。
　－　ＰｒｏＳｅリレーＵＥ　ＩＤ：直接通信のために使用され、かつＰｒｏＳｅ　ＵＥ
対ネットワークリレーが確立したＰＤＮ接続と関連づけられるリンクレイヤ識別子。
　－　アナウンサｉｎｆｏ：アナウンスユーザについての情報を提供する。
　－　リレーサービスコード：ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーが公共安全アプリ
ケーションに提供する接続サービスを識別するパラメータ。リレーサービスコードは、そ
れらが接続を提供する特定のＡＰＮに対するＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーにお
ける広告およびマップのためにＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーに設定される。付
加的に、リレーサービスコードは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーがサービスを
提供するであろう許可ユーザも識別し、例えばリモートＵＥとＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネット
ワークリレーとの間の認証および許可のために必要な関連したセキュリティポリシーまた
は情報を選択してもよい（例えば、警察メンバーのみに対するリレーのためのリレーサー
ビスコードは、消防士のみに対するリレーのためのリレーサービスコードとは異なるもの
であり、たとえ可能性として両方とも、例えばインターネットアクセスをサポートするた
めに同じＡＰＮに接続を提供したとしてもである）。
　－　無線レイヤ情報：リモートＵＥが適当なＵＥ対ネットワークリレーを選択するのを
支援するために、無線レイヤ情報、例えばｅＮＢとＵＥ対ネットワークリレーとの間の無
線状態についての情報を含む。
　以下のパラメータは、ＵＥ対ネットワークリレー発見要請メッセージ（モデルＢ）に使
用される。
－　発見者ｉｎｆｏ：発見者ユーザについての情報を提供する。
－　リレーサービスコード：発見者ＵＥが関心がある接続についての情報。リレーサービ
スコードは、関連した接続サービスに関心があるＰｒｏＳｅリモートＵＥに設定される。
－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ　ＩＤ：直接通信（モデルＢ）のために使用される発見者のリンク
レイヤ識別子。
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【０１２５】
　以下のパラメータは、ＵＥ対ネットワークリレー発見応答メッセージ（モデルＢ）に使
用される。
　－　ＰｒｏＳｅリレーＵＥ　ＩＤ：直接通信のために使用され、かつＰｒｏＳｅ　ＵＥ
対ネットワークリレーが確立したＰＤＮ接続と関連づけられるリンクレイヤ識別子。
　－　被発見者ｉｎｆｏ：被発見者についての情報を提供する。
　－　無線レイヤ情報：リモートＵＥが適当なＵＥ対ネットワークリレーを選択するのを
支援するために、無線レイヤ情報、例えばｅＮＢとＵＥ対ネットワークリレーとの間の無
線状態についての情報を含む。
【０１２６】
　＜ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーを介するＰｒｏＳｅ方向通信＞
　ＵＥ－ネットワークリレー機能は、上述した非特許文献７に既に文書化されたＰｒｏＳ
ｅ機能性の進化に基づいて明記されることになる。
【０１２７】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレー可能ＵＥがネットワークにアタッチし（それが
既に接続されていない場合）、必要なリレートラヒックを可能にするＰＤＮ接続に接続し
てもよく、またはそれは、リモートＵＥに向けてリレートラヒックを提供するために追加
のＰＤＮ接続に接続する必要があってもよい。ＵＥ－ネットワークリレーをサポートする
ＰＤＮ接続は、リモートＰｒｏＳｅ　ＵＥリレートラヒックのためにのみ使用されるもの
とする。
【０１２８】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーは、リモートＵＥとネットワークとの間のいか
なる種類のＩＰトラヒックも中継することができる一般的なＬ３転送機能を提供する。１
対１ＰｒｏＳｅ直接通信は、リモートＵＥとＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーとの
間で使用される。リモートＵＥは、上位のレイヤによって許可され、ＵＥ対ネットワーク
リレー発見、選択および通信に関してＥＵＴＲＡＮのカバレッジ内またはカバレッジ外で
あることができる。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーＵＥは常にＥＵＴＲＡＮのカ
バレッジ内である。
【０１２９】
　ｅＮＢは、ＵＥがＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーとして機能することができる
かどうかを制御する。
　－　ｅＮＢがＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー動作に関連づけられる何らかの情
報をブロードキャストすれば、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー動作がセルでサポ
ートされる。
　－　ｅＮＢは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー動作がサポートされることを示
してもよく、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見のための送信および受信リソー
スプールをブロードキャストシグナリングで提供してもよい。
　－　ｅＮＢは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーＵＥがブロードキャストされた
閾値を使用してＵＥ対ネットワークリレー発見手順を自律的に開始／停止するために尊重
する必要がある最低および／または最高Ｕｕリンク品質（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）閾値をブ
ロードキャストしてもよい。ｅＮＢは、閾値のいずれも設定しなくても、その一方でも、
または両閾値を設定してもよい。
　－　ｅＮＢが、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー動作がサポートされるとブロー
ドキャストするが、しかしＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見のための送信リソ
ースプールをブロードキャストしなければ、ＵＥは個別シグナリングによってＰｒｏＳｅ
　ＵＥ対ネットワークリレー発見リソースの要求を開始することができる。ｅＮＢは、個
別シグナリングによって、ＵＥをＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーになるように構
成してもよい。
　－　ｅＮＢが、ＵＥが送信リレー発見リソースを要求する前に尊重する必要がある最低
および／または最高Ｕｕリンク品質（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）閾値を任意選択でブロードキ
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ャストすることができるかどうか、ならびにモデルＡとモデルＢとの間の行動の区別が必
要とされるかどうかがまだ明らかでないことに留意すべきである。
　－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーがブロードキャストシグナリングによって
開始される場合、それは、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥであるときにＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワー
クリレー発見を行うことができる。ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーが個別シグナ
リングによって開始される場合、それは、自身がＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである間リ
レー発見を行うことができる。
【０１３０】
　プールが中継動作のためのみであるか、または他のＰＳ発見サービスのためでもあるか
、ならびにプールがＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーのみによって使用されること
ができるか、またはＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーおよびリモートＵＥの両方に
よって使用されることができるかがまだ明らかでないことに留意すべきである。
【０１３１】
　ｅＮＢがリレー発見リソースをブロードキャストしている場合、それがＵＥを個別で制
御することができるかどうか、および接続モードのＵＥがブロードキャストされたリレー
発見リソースを使用することができるかどうかがまだ明らかでないことに留意すべきであ
る。
【０１３２】
　ＵＥがカバレッジ内からカバレッジ外へ、およびカバレッジ外からカバレッジ内へ移動
している場合に関して、サービス中断の潜在的な最小化が何であるかはまだ明らかでない
ことに留意すべきである。
【０１３３】
　１対１サイドリンク通信を行うＵＥ対ネットワークリレーはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄでなければならない。リモートＵＥからレイヤ２リンク確立要求（上位のレイヤメッセ
ージ）を受信した後に、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーは、それがＰｒｏＳｅ　
ＵＥ対ネットワークリレー１対１通信を行うつもりであることをｅＮＢに示す。ｅＮＢは
、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー１対１通信のためのリソースを提供してもよい
。
【０１３４】
　リモートＵＥは、ＰＣ５インタフェースで無線測定を行い、それを上位レイヤ判定基準
と共にＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー選択および再選択のために使用する。Ｐｒ
ｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーは、ＰＣ５リンク品質が（予め設定される、またはｅ
ＮＢによって提供される）設定閾値を超えれば、無線判定基準の点で適切であると考えら
れる。リモートＵＥはまた、それがＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーからレイヤ２
リンク解除メッセージ（上位のレイヤメッセージ）を受信すると、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネ
ットワークリレー再選択をトリガしてもよい。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態では、Ｐ
ｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーを選択した後に、リモートＵＥは、それがＰｒｏＳ
ｅ　ＵＥ対ネットワークリレー１対１通信を使用するつもりであることをｅＮＢに通知す
る。ｅＮＢは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー１対１通信のためのリソースを提
供してもよい。
【０１３５】
　Ｕｕリンク品質が選択／再選択目的で必要とされるかどうかはまだ決定されていない。
さらに、新たなＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーを選択する詳細な判定基準および
ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーの順位付けも決定されていない。
　リモートＵＥがカバレッジ内であるとき、
　－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見のための送信リソースは、ＲＲＣ＿Ｉ
ＤＬＥ状態に対してブロードキャストおよびＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に対して個
別シグナリングを使用してｅＮＢによって提供される。
　－　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見のためのモニタリングリソースは、ブ
ロードキャストシグナリングを使用してｅＮＢによって提供される。
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【０１３６】
　リモートＵＥは、いつＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見のためにモニタリン
グを開始するべきかを決定することができる。リモートＵＥは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネッ
トワークリレー発見のためのリソースの設定に応じてＲＲＣ＿ＩＤＬＥである、またはＲ
ＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである間、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見要請メ
ッセージを送信することができる。ｅＮＢは、閾値をリモートＵＥからのＰｒｏＳｅ　Ｕ
Ｅ対ネットワークリレー発見要請メッセージの送信を制御するように設定してもよい。閾
値が設定されれば、リモートＵＥは、リモートＵＥでのＵｕリンク品質が設定された閾値
を下回る場合だけＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレー発見要請メッセージを送信する
のを許容される。
【０１３７】
　ＰｒｏＳｅのためのＱｏＳサポート
　Ｒｅｌ－１３では、ＱｏＳは一般にＰｒｏＳｅ一対多通信のためにサポートされる。そ
の理由で、例えば非特許文献７で、いわゆるＰｒｏＳｅパケット単位優先度（ＰＰＰＰ：
ProSe Per-Packet Priority）が導入された。ＰｒｏＳｅパケット単位優先度は、プロト
コルデータユニット、例えばＩＰパケットの送信のために適用されることになる優先度処
理、すなわちＰＣ５インタフェース上の送信に対する優先度処理を規定される、そのプロ
トコルデータユニットと関連づけられるスカラー値である。言い換えると、ＰｒｏＳｅ　
ＰＰＰは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ＵＥのため、およびＰｒｏＳｅリレーのためも含むＰｒｏ
Ｓｅ直接通信を使用するときにパケットの優先順位付けを許容するために使用されるメカ
ニズムである。
【０１３８】
　ＰｒｏＳｅ上位レイヤ（すなわちＰＣ５アクセス層より上）がＰＣ５アクセス層に送信
のためのプロトコルデータユニットを渡すとき、ＰｒｏＳｅ上位レイヤは、８つの可能な
値の範囲からＰｒｏＳｅパケット単位優先度を提供する。
【０１３９】
　ＰｒｏＳｅパケット単位優先度は宛先レイヤ２ＩＤから独立し、１対１および一対多の
両ＰｒｏＳｅ直接通信に当てはまる。ＰｒｏＳｅパケット単位優先度は、例えば（音声パ
ケット伝送のようなサービスまたはフロア制御関連シグナリングのような制御シグナリン
グの遅延要件など）本明細書の範囲外である様々な判定基準に基づいてアプリケーション
レイヤによって選択される。
【０１４０】
　ＰｒｏＳｅパケット単位優先度は、ＵＥが媒体にアクセスするモード、すなわちＰｒｏ
Ｓｅ通信のためのスケジュールかまたは自律かいずれのリソース割当てモードが使用され
るかから独立している。ＰｒｏＳｅアクセス層は、上位のレイヤから受信されるプロトコ
ルデータユニットと関連づけられるＰｒｏＳｅパケット単位優先度を使用して、他のＵＥ
内送信（すなわち同じＵＥ内で送信を待っている、異なる優先度と関連づけられるプロト
コルデータユニット）およびＵＥ間送信（すなわち異なるＵＥ内で送信を待っている、異
なる優先度と関連づけられるプロトコルデータユニット）に関して送信に優先順位付けす
る。
【０１４１】
　優先度付き待ち行列（ＵＥ内およびＵＥ間の両方）は厳密な優先度順に扱われるのを予
期され、すなわちＵＥまたはｅＮＢは、優先度Ｎ＋１と関連づけられるパケットを扱う前
にＰｒｏＳｅパケット単位優先度Ｎと関連づけられるすべてのパケットを扱う（より低い
番号がより高い優先度を意味する）。
【０１４２】
　ＰＣ５インタフェースそのものへの優先度処理は非特許文献２、すなわち論理チャネル
優先順位付け（ＬＣＰ）手順に明記されることになる。たとえすべての詳細がまだ決定さ
れているわけではないとしても、各サイドリンク論理チャネルに対して、例えばレガシー
ＬＴＥ　ＵＬ動作の論理チャネル優先度と同様の関連する優先度がおそらくあることにな
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る。論理チャネルの作成は、Ｒｅｌ－１２と同様、ＵＥ実装次第であろう。論理チャネル
を作成するときにパケットのソース／宛先ＩＤを考慮することに加えて、ＵＥはパケット
の優先度も考慮することになる。本質的に、同じＰＰＰＰ値（および何らかのソース／宛
先ＩＤ）を有するプロトコルデータユニットは、ある関連する論理チャネル優先度を持つ
１つのサイドリンク論理チャネルによって扱われることになる。ＰＰＰＰと論理チャネル
優先度との間の詳細な関係／マッピングはまだ決定されておらず、標準化においてさらに
論じられることになる。
【０１４３】
　論理チャネル優先順位付け手順の間、ＵＥがＳＬグラントを受信すると、ＵＥは、ＳＬ
データを有するサイドリンク論理チャネルの中で最高のＰＰＰＰを持つサイドリンク論理
チャネルを有するＰｒｏＳｅグループを選択し、次いで選択したＰｒｏＳｅ宛先グループ
に帰属するすべてのサイドリンク論理チャネルを優先度降順に扱う。
【０１４４】
　ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーのためのＱｏＳサポート
　リモートＵＥがＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーを介してＰＤＮと通信している
ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーシナリオに関して、ＱｏＳに備えるためのさらな
る具体的な態様がある。ＰＰＰがリモートＵＥとリレーＵＥとの間でのみ適用可能である
一方、通例の優先順位付けメカニズム（ＱＣＩ、ＥＰＳベアラ）が残りの部分で使用され
ることができ、図１０は、ネットワークにおける異なる優先順位付けメカニズムを例示す
る。一定の優先度、すなわちＰＰＰＰでＰＣ５インタフェース上で扱われるデータパケッ
トは、ｅＮＢとＰｒｏＳｅリレーＵＥとの間のＵｕインタフェースより優先される必要も
ある。これはアップリンクおよびダウンリンクの両送信に当てはまる。たとえすべての詳
細が標準化のこの段階で明らかであるわけではないとしても、以下は現在共通の前提であ
る。
【０１４５】
　－　アップリンク：ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーＵＥは、アップリンクＴＦ
Ｔ（traffic flow template：トラヒックフローテンプレート）を使用して、ＰＣ５イン
タフェースを通じて適用されるＰｒｏＳｅパケット単位優先度（ＰＰＰＰ）と独立して、
中継されるアップリンクパケットのためのアップリンクＥＰＳベアラを選択する。
　－　ダウンリンク：ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーＵＥは、ＥＰＳベアラＱｏ
Ｓパラメータを、ＰＣ５を通じたダウンリンク中継ユニキャストパケットに適用されるこ
とになるＰｒｏＳｅパケット単位優先度（ＰＰＰＰ）値にマッピングする。アップリンク
送信のためのＰｒｏＳｅパケット単位優先度とＥＰＳベアラＩＤまたはＩＰ５タプルとの
間のマッピングに基づいて、適切なマッピング規則がリレーＵＥにおいて決定されてもよ
い。
【０１４６】
　リレーは、ｅＮＢへのアップリンクで適当なＱｏＳを選択することができるためにサイ
ドリンク上の着信パケットのＰＰＰを知る必要がある。これを達成するために、各ユーザ
プレーンＰＤＣＰ　ＰＤＵは関連するＰＰＰＰ情報を、すなわちＰＤＣＰヘッダに含むも
のとする。リレーＵＥは、ＳＬＲＢ（Sidelink Radio Bearer：サイドリンク無線ベアラ
）でリモートＵＥから受信されるＰＤＣＰパケットのＰＰＰＰとそれがＵＬ　ＴＦＴに基
づいてマッピングされることになるＵｕベアラとの間のマッピングを記憶しなければなら
ない。
【０１４７】
　上述したように、ＵＥ対ネットワークリレーシナリオのためのＱｏＳをサポートするた
めに、リレーＵＥは、Ｕｕインタフェースに渡って使用されるベアラのＱｏＳパラメータ
（例えばＱＣＩ値）からＰＣ５インタフェースに渡って使用されるＰｒｏＳｅ　ＰＰＰ値
へダウンリンク方向にマッピングを行う。これは、基本的にリレーＵＥとＰＧＷとの間の
適切な個別ベアラの確立を必要とする。図１１は、これを達成する１つの例証的な手順を
描く。
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【０１４８】
　１．リモートＵＥがリレーＵＥを発見し、それら間のＰｒｏＳｅ　Ｄ２Ｄ接続がＰＣ５
を通じて確立される。（リモートＵＥはステップの結果としてＩＰアドレス／プレフィッ
クスを受信する。）
　２．リレーＵＥがリレートラヒックのためのＰＤＮ接続を確立する。
　注：ステップ１および２の順序は規定されていない。
　３．シグナリングのための個別ベアラが作成される。これは、何らかのアプリケーショ
ンレベルシグナリング（例えばリモートＵＥからの登録要求）を受信した後にＧＣＳ－Ａ
Ｓ（ステップ３ａおよびステップ３ｂ）によってトリガされることがあり、またはシグナ
リングのための個別ベアラの作成をトリガするデフォルトＰＣＣ規則があることができる
。
　４．リモートＵＥが、アプリケーションレベルシグナリングを使用してアプリケーショ
ンレベルグループに加わる。シグナリングベアラはこのトラヒックのために使用されるこ
とができる。
　５．ある時点で、ＧＣＳ－ＡＳが、メディアベアラが必要とされることをＰＣＲＦに示
す。
　注：ＭＣＰＴＴの場合には、ＰＣＲＦを制御するのがＭＣＰＴＴ－ＡＳであるかＩＭＳ
（Ｐ－ＣＳＣＦ）であるかはＳＡ６に依存する。この決定は描かれる手順の原理を変化さ
せない。
【０１４９】
　６．ＰＣＲＦがＩＰＣＡＮセッション変更を開始する。それはメディアベアラのための
詳細（ＴＦＴ、ＱＣＩ、ＢＷ）を提供する。
　７．メディアトラヒックのための個別ベアラが作成されるか、または同じＱＣＩを持つ
ベアラが存在すれば、現存のものが変更される（ＢＷパラメータが変更される）。
　８．メディアトラヒックが、メディアのために作成される個別ベアラを通じてルーティ
ングされる。アップリンクパケットの場合、リモートＵＥは（アプリケーションレベルで
）ＰＣ５を通じてＰｒｏＳｅ　ＰＰＰを設定し、次いで、リレーＵＥはアップリンクＴＦ
Ｔに基づいて適切なＥＰＳベアラを使用する。ダウンリンクパケットの場合、ＰＧＷはダ
ウンリンクＴＦＴに基づいて適切なＥＰＳベアラを選択し、次いで、リレーＵＥは、パケ
ットのために使用されたＥＰＳベアラのＱＣＩ（および／または他のＱｏＳパラメータ）
およびリモートＵＥからリレーＵＥへのアップリンク送信のためのＰＰＰＰとＥＰＳベア
ラとの間のマッピングｉｎｆｏに基づいて、ＰＣ５を通じてＰｒｏＳｅ　ＰＰＰを設定す
る。
【０１５０】
　上述したように、第１のアプリケーションレベルシグナリングメッセージは、アプリケ
ーションレベルシグナリングのための個別ベアラがまだ確立されていないため、デフォル
トベアラを使用しなければならないことがある。図１２は、対応する例証的なメッセージ
交換を開示する。
【０１５１】
　１．リモートＵＥがリレーＵＥを発見し、それら間のＰｒｏＳｅ　Ｄ２Ｄ接続がＰＣ５
を通じて確立される。（リモートＵＥはこのステップ内でＩＰアドレス／プレフィックス
を受信する。）
　２．リモートＵＥが、ＧＣＳ－ＡＳとアプリケーションレベルシグナリングを開始する
（例えば登録を開始する）。
　３．ＧＣＳ－ＡＳが、シグナリングのための個別ベアラが必要とされると決定する。Ｇ
ＣＳ－ＡＳは、ＨＰＬＭＮ＿ＲｅｍｏｔｅにあるＰＣＲＦ２にシグナリングベアラのため
のベアラＩｎｆｏを送る。ＰＣＲＦ２は、それをＨＰＬＭＮ＿ＲｅｌａｙにあるＰＣＲＦ
１に転送し、リレーＵＥのＩＰＣＡＮセッションを制御する。リモートＵＥのパブリック
ＩＰアドレスはユーザセッション識別子として使用される。
　４．ＰＣＲＦ１は、リモートＵＥのパブリックＩＰアドレスに基づいてリレーＵＥのＩ
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ＰＣＡＮセッションを識別する。ＩＰＣＡＮセッション変更はベアラパラメータで行われ
る。ＱＣＩ、ＢＷおよびＴＦＴはベアラＩｎｆｏから来ている。
　５．ＰＧＷが与えられたＱＣＩを持つ個別ベアラを有しなければ、ステップ４で受信し
たＢＷおよびＴＦＴを使用して与えられたＱＣＩに対してＰＧＷとリレーＵＥとの間に新
たな個別ベアラが確立される。ＰＧＷが与えられたＱＣＩを持つ個別ベアラを有すれば、
現存の個別ベアラが変更される：ＢＷが更新され、新たなＴＦＴが追加される。
【０１５２】
　以上説明したように、３ＧＰＰは、主要な作業項目として、リレー発見およびリレー直
接通信を含むＰｒｏＳｅリレー機能性を導入する。ＰｒｏＳｅリレーのための現在規定さ
れているメカニズムのいくつかはかなり非効率的である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０１５３】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-
UTRA); Physical Channels and Modulation」、version 12.6.9
【非特許文献２】3GPP TS 36.321、version 12.6.0
【非特許文献３】3GPP TS 23.203、version 13.4.0
【非特許文献４】3GPP TR 36.843、version 12.0.1
【非特許文献５】3GPP TS 36.300、version 13.3.0
【非特許文献６】3GPP TS 36.212、version 12.4.0
【非特許文献７】3GPP TS 23.303、version 13.0.0
【非特許文献８】3GPP TR 23.713、version 1.4.0
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０１５４】
　非限定的かつ例証的な実施形態が、プロトコルデータユニットを中継するための改善さ
れた方法を提供する。独立請求項は非限定的かつ例証的な実施形態を提供する。有利な実
施形態は従属請求項に従う。
【０１５５】
　本明細書に記載するいくつかの態様によれば、リレー可能ユーザ機器のリレー機能性、
特にリレーＵＥとリモートＵＥとの間のインタフェースを通じて送信されるプロトコルデ
ータユニットの優先順位付けが改善される。
【０１５６】
　これらの態様を論ずるために、以下の前提が立てられる。特に、リレーユーザ機器が他
のリモートユーザ機器と直接通信を（すなわち直接サイドリンクベアラを介して）行うこ
とが可能であることを前提とする。リモートＵＥと（リレーＵＥが接続される）無線基地
局との間の通信が、リモートユーザ機器と確立された直接サイドリンクベアラを介してプ
ロトコルデータユニットを交換することを含むリレーＵＥによって中継される。
【０１５７】
　第１の態様は、以下に説明することになる、リレーＵＥで行われ、かつリモートＵＥに
よって支援されるリレー機能性の改善に関する。特に、リレーＵＥは、プロトコルデータ
ユニットをダウンリンクおよびアップリンクの両方向に、すなわち無線基地局から受信さ
れてリモートＵＥに中継されることになるプロトコルデータユニットの他にリモートＵＥ
から受信されて無線基地局に中継されることになるプロトコルデータユニットを中継しな
ければならない。さらには、リレー機能性は、プロトコルデータユニットが適切な優先度
（例えば送信優先度としてＱｏＳ）で両方向に中継／送信されることを確認しなければな
らず、すなわちリレーＵＥは、適切な優先度を持つサイドリンクベアラを使用してリモー
トＵＥにプロトコルデータユニットを転送しなければならず、かつ同様に適切な優先度（
例えばＱｏＳ）を持つ無線ベアラを使用して無線基地局にプロトコルデータユニットを転
送しなければならない。結果的に、これは、リレーＵＥが、受信したプロトコルデータユ



(34) JP 2018-533235 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

ニットの優先度に応じて、中継のためにどのサイドリンク／無線ベアラを使用するべきか
を知ることを必要にする。アップリンクでは、すなわちリモートＵＥから受信されるプロ
トコルデータユニットを無線基地局に中継するとき、ベアラ選択は、例えば宛先アドレス
、ソースアドレス、ポート番号およびプロトコルデータユニットに存在する他の情報など
、転送されることになるプロトコルデータユニット（例えばそのヘッダ）に含まれる情報
に基づいてリレーＵＥが適切な無線ベアラを選択するのを許容した特定のパケットフィル
タリング規則（ＬＴＥ実装ではトラヒックフローテンプレートとしても知られる）を使用
することによって行われる。言い換えると、アップリンクでのベアラ選択は、リモートＵ
ＥとリレーＵＥとの間で実際に使用される優先度と独立して行われるが、但しパケットフ
ィルタリング規則が、例えば高優先度プロトコルデータユニットが同じく高優先度（例え
ばＱｏＳ属性）を保証する無線基地局に無線ベアラを介して送信されることを保証するよ
うに、対応があるべきである。
【０１５８】
　他方で、ダウンリンクでは、すなわち無線基地局から受信されるプロトコルデータユニ
ットをリモートＵＥに中継するとき、そのようなパケットフィルタリング規則は適用可能
でない。代わりに、優先度を使用して、サイドリンクインタフェースに渡る適切なサイド
リンクベアラを選択し、そしてサイドリンクインタフェースを通じて必要とされる送信優
先度を持つデータパケットを送信するものとする。リレーＵＥのリレー機能性は、リモー
トＵＥによって送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の指標をリ
モートＵＥがリレーＵＥに提供するという点で支援される。優先度指標はリモートＵＥか
らリレーＵＥへ制御パケット内で送信される。リモートＵＥによってリレーＵＥにプロト
コルデータユニットを送信するために使用されることになる異なるサイドリンクベアラ間
で優先度が異なることを考慮して、リモートＵＥはサイドリンクベアラごとに対応する優
先度を持つ制御パケットを送信する。換言すれば、以下では態様を１つのサイドリンクベ
アラのみを参照しつつ記載することになるとはいえ、ベアラ選択、またはリレーＵＥでの
ダウンリンクのサイドリンクインタフェースに対するプロトコルデータユニットの優先度
の選択は、利用可能なサイドリンクベアラの各々に対して行われ、したがってこれらのパ
ケットと関連づけられる優先度に関する対応する情報を提供するリモートＵＥによって支
援される。
【０１５９】
　リレーＵＥは、プロトコルデータユニットのそれぞれのサイドリンクベアラの受信した
優先度を、優先度指標が無線基地局に関係させる対応するプロトコルデータユニットを送
信するためにリレーＵＥによって使用される対応する無線ベアラ（例えばベアラＩＤ）と
関連づける。受信した優先度と使用されるアップリンク無線ベアラとの間の関連をこのよ
うに確立することによって、リレーＵＥは後に、無線ベアラを介して無線基地局から受信
されるプロトコルデータユニットの優先度を、正しい優先度を持つ対応するサイドリンク
ベアラを使用してリモートＵＥにプロトコルデータユニットを転送／送信するように決定
してもよい。
【０１６０】
　上記の点で、無線基地局にプロトコルデータユニットを転送する適切な無線ベアラの選
択は、リモートＵＥから対応するプロトコルデータユニットを受信した上でリレーＵＥに
よって行われることに留意すべきである。プロトコルデータユニットのいずれかがリモー
トＵＥによってリレーＵＥに送信される前に制御パケットがリモートＵＥによって送信さ
れることを前提として、リレーＵＥは、優先度と無線基地局にプロトコルデータユニット
を中継するための選択した無線ベアラとの間の関連を作ることができるために、リレーＵ
Ｅが上記サイドリンクベアラを介して第１のプロトコルデータユニットを続いて受信する
まで、受信した優先度を記憶しなければならない。
【０１６１】
　前述したように、リモートＵＥは、リモートＵＥによってリレーＵＥにプロトコルデー
タユニットを送信するために使用されるサイドリンクベアラの各々に対して優先度指標を
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持つ対応する制御パケットを送信する。制御パケットの送信は、サイドリンクベアラがリ
モートＵＥに作成される時になされることができ；例えば、制御パケットは、何らかのデ
ータプロトコルデータユニットが上記新たに作成されたサイドリンクベアラを介して送信
される前に、対応する優先度を持つリモートＵＥに送信される。優先度を持つ制御パケッ
トを最初に送信することによって、リレーＵＥが、無線基地局から受信されるダウンリン
クＰＤＵの適当な優先順位付けがリモートＵＥに転送されるのを許容するように可能な限
り早く上述した関連を作成することができることが保証される。
【０１６２】
　さらには、リレーＵＥに記憶される優先度情報は、リモートＵＥとリレーＵＥとの間の
適当な優先順位付けを保証するように更新されて保たれるべきである。上記理由で、リモ
ートＵＥは、サイドリンクベアラの優先度が変更されるたびにリモートＵＥにさらなる制
御パケットを送信するものとする。言い換えると、リモートＵＥの実装に応じて、新たな
サイドリンクベアラを作成して新たな優先度に対応する代わりに、上記サイドリンクベア
ラのために新たな優先度を設定することによって、現存のサイドリンクベアラが変更され
てもよい。この場合にも、リモートＵＥはリレーＵＥにさらなる制御パケットを送信して
もよく、そのためリレーＵＥは、この新たな優先度とその変更されたサイドリンクベアラ
を介して受信されるプロトコルデータユニットを無線基地局に送信するためにリレーＵＥ
によって選択される対応する無線ベアラとの間のさらなる関連を確立（または古い関連を
更新）することができる。
【０１６３】
　第１の態様の特定の実装では、制御パケットは、詳細には優先度指標を通知する目的で
規定されるＰＤＣＰ（パケットデータ収束プロトコル）制御ＰＤＵである。対応して、Ｐ
ＤＣＰ制御ＰＤＵは、上論した優先度指標を通知する制御パケットとしてのＰＤＣＰ制御
ＰＤＵの識別を許容するように新たなフォーマットおよび対応するフォーマットインジケ
ータを有することができる。
【０１６４】
　その上、リレーＵＥは、適切なサイドリンクベアラを使用して、無線ベアラで無線基地
局から受信されたプロトコルデータユニットをリモートＵＥに転送するために、記憶した
関連を参照する。必要な優先度を持つ適切なサイドリンクベアラが既に存在しない場合、
リレーＵＥは、決定された優先度を持つ対応するサイドリンクベアラを最初に確立しなけ
ればならなくてもよく、その後それを使用してリモートＵＥにプロトコルデータユニット
を転送することができる。他方で、必要な優先度を持つ適切なサイドリンクベアラが既に
存在すれば（例えば第１のプロトコルデータユニットがその無線ベアラで受信されたとき
にサイドリンクベアラが既に確立された）、リレーＵＥは、それを最初に作成する必要な
く、単にそれを選択しなければならなくてもよい。
【０１６５】
　第１の態様のさらなる変形では、リモートＵＥは、制御パケットがリレーＵＥで成功裏
に受信されることを確認するように制御パケット送信の様々な繰返し（例えば所定の回数
）を行うだろう。
【０１６６】
　代替の解決策では、優先度指標は制御パケットではなく、むしろデータパケットで送信
される。より詳細には、優先度指標のための対応するフィールドを含む新たなデータパケ
ットフォーマット、例えばＰＤＣＰデータＰＤＵフォーマットが規定される。したがって
、この新たなデータパケットフォーマットに係るデータパケットは、通例のデータおよび
他の情報（例えばソース、シーケンス番号）を含むのみではなく、加えて優先度指標を含
むことになる。さらには、優先度指標を持つこのデータパケット（例えばＰＤＣＰデータ
ＰＤＵ）は、常にリモートＵＥによって送信されることになるのではなく、優先度指標を
含む制御パケットと同様にして、新たな優先度関連がリレーＵＥに設定または更新されな
ければならないときにのみ送信されてもよい。例えば、新たなサイドリンクベアラがリモ
ートＵＥによって設定されることを前提として、リモートＵＥは、第１のデータと、かつ
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対応する新たなサイドリンクベアラと関連づけられる対応する優先度を付加的に含むこと
ができるように新たなデータパケットフォーマットを使用して、この新たなサイドリンク
ベアラを通じてこのデータを送信することになる。以上説明したように、リレーＵＥは次
いで、受信した優先度とリレーＵＥによって無線基地局に対応するデータを転送するため
に使用される対応する無線ベアラ（ＩＤ）との間の適切な関連を作ることになる。その上
、新たなデータパケットフォーマットは、データパケットに同じく含まれてもよい対応す
る新たなデータフォーマットインジケータによって識別および区別されてもよい。
【０１６７】
　第２の態様は、リレーＵＥによってリモートＵＥに提供されるリレー機能性を同様に扱
い、特にリレーＵＥから無線基地局への初期アプリケーションレベルシグナリングメッセ
ージの中継を改善する。第１の態様に対してと同様の前提が第２の態様に対して立てられ
ることができる。さらには、アプリケーションレベルシグナリングがリモートＵＥによっ
て（例えばリモートＵＥの上位レイヤによって）開始され、次いでリレーＵＥを介してネ
ットワークに送信されることになるシナリオが前提とされる。背景で説明したように、ア
プリケーションレベルシグナリング交換におけるこの初期段階では、アプリケーションレ
ベルシグナリングのための個別無線ベアラがリレーＵＥと無線基地局との間に上記の点で
まだ設定されておらず、そのためリレーＵＥから無線基地局へ初期アプリケーションレベ
ルシグナリングメッセージを転送するために、デフォルトベアラが使用される。第２の態
様によれば、アプリケーションレベルシグナリングメッセージは、リモートＵＥおよびリ
レーＵＥの両方に知られている所定の優先度値と関連づけられ、所定の優先度は、例えば
アプリケーションレベルシグナリングが無線基地局に送信されることになる優先度を上げ
ることによって、対応するアプリケーションレベルシグナリングが優先して扱われるもの
とすることをリレーＵＥに示す。対応して、初期アプリケーションレベルシグナリングメ
ッセージの他に対応する所定の優先度はリレーＵＥに送信される。例えば、特定の（高優
先度）サイドリンクベアラが、リモートＵＥによってリレーＵＥに両方とも送信するため
に使用されてもよい。その受信に応じて、リレーＵＥは、次いで所定の優先度を識別し、
したがって無線基地局にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを上昇した優先
度で、例えば最高優先度で扱って送信するようにデフォルト無線ベアラを使用し続けても
よい。
【０１６８】
　さらには、所定の優先度値を識別した上で、リレーＵＥは、所定の優先度を、リレーＵ
Ｅによって無線基地局にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを転送するため
に使用される対応するデフォルト無線ベアラと関連して記憶しないことになる。したがっ
て、対応するダウンリンクアプリケーションレベルシグナリングメッセージの誤った優先
順位付けがリレーＵＥで行われることが回避される。代わりに、リレーＵＥは、リモート
ＵＥに転送されることになる対応するダウンリンクアプリケーションレベルシグナリング
メッセージを受信すると、リモートＵＥへの中継のための高優先度サイドリンクベアラを
優先して選択することになる。言い換えると、リレーＵＥでベアラマッピングを行う代わ
りに、リレーＵＥは、ダウンリンクアプリケーションレベルシグナリングメッセージを取
り扱うために設定される適切な関連を有しないことになり、したがって何らかの適切なサ
イドリンクベアラを使用してリモートＵＥにメッセージを提供することになり、ここでは
上記サイドリンクベアラは任意選択で高優先度であるために適当かつ安全な送信を保証す
る。
【０１６９】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニットを中継するためのリ
レーユーザ機器を特徴とする。リレーユーザ機器は無線基地局に接続される。リレーユー
ザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器
とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。リレーＵＥの受信
器が、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器から制御パケットを受信し
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、制御パケットは、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器によって送信
されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の指標を含む。リレーＵＥのプ
ロセッサが、制御パケットで受信された優先度指標とリモートユーザ機器から受信される
プロトコルデータパケットを無線基地局に中継するためにリレーユーザ機器によって使用
される第１の無線ベアラとの間の関連を記憶する。プロセッサは、第１の無線ベアラを介
して無線基地局から受信されたプロトコルデータユニットがリモートユーザ機器に送信さ
れるべきである優先度を、記憶した関連に基づいて決定する。リレーＵＥの送信器が、決
定した優先度に対応する第２のサイドリンクベアラを使用してリモートユーザ機器に受信
したプロトコルデータユニットを中継する。
【０１７０】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニットを中継するためのリ
レーユーザ機器を動作させるための方法を特徴とする。リレーユーザ機器は無線基地局に
接続される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継
し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換
する。方法は以下のステップを含む。リレーＵＥが、第１のサイドリンクベアラを介して
リモートユーザ機器から制御パケットを受信し、制御パケットは、第１のサイドリンクベ
アラを介してリモートユーザ機器によって送信されるプロトコルデータユニットと関連づ
けられる優先度の指標を含む。リレーＵＥが、制御パケットで受信した優先度指標とリモ
ートユーザ機器から受信されるプロトコルデータパケットを無線基地局に中継するために
リレーユーザ機器によって使用される第１の無線ベアラとの間の関連を記憶する。リレー
ＵＥが、第１の無線ベアラを介して無線基地局から受信されたプロトコルデータユニット
がリモートユーザ機器に送信されるべきである優先度を、記憶した関連に基づいて決定す
る。リレーＵＥが、決定した優先度に対応する第２のサイドリンクベアラを使用してリモ
ートユーザ機器に受信したプロトコルデータユニットを中継する。
【０１７１】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデータユニットを送信す
るためのリモートユーザ機器を特徴とする。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と
無線基地局との間の通信を中継し、リレーユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロ
トコルデータユニットを交換する。リモートＵＥの送信器が、第１のサイドリンクベアラ
を介してリレーユーザ機器に制御パケットを送信し、制御パケットは、第１のサイドリン
クベアラを介してリモートユーザ機器によってリレーユーザ機器に送信されるプロトコル
データユニットと関連づけられる優先度の指標を含む。
【０１７２】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデータユニットを送信す
るためのリモートユーザ機器を動作させるための方法を特徴とする。リレーユーザ機器は
、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リレーユーザ機器とサイドリ
ンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。方法は以下のステップを含む
。リモートＵＥが、第１のサイドリンクベアラを介してリレーユーザ機器に制御パケット
を送信し、制御パケットは、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器によ
ってリレーユーザ機器に送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の
指標を含む。
【０１７３】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニットを中継するためのリ
レーユーザ機器を特徴とする。リレーユーザ機器は無線基地局に接続される。リレーユー
ザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器
とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。リレーＵＥの受信
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器が、第１の所定の優先度と関連づけられるアプリケーションレベルシグナリングメッセ
ージを受信する。リレーＵＥのプロセッサが、第１の所定の優先度に基づいて、デフォル
トベアラを使用して無線基地局にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信
すると、かつアプリケーションレベルシグナリングメッセージが無線基地局に送信される
ことになる優先度を上げると決定する。リレーＵＥの送信器が、デフォルトベアラを介し
て無線基地局にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを上昇した優先度で送信
する。
【０１７４】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロトコルデータユニットを中継するためのリ
レーユーザ機器を動作させるための方法を特徴とする。リレーユーザ機器は無線基地局に
接続される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継
し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換
する。方法は以下のステップを含む。リレーＵＥが、所定の優先度と関連づけられるアプ
リケーションレベルシグナリングメッセージを受信する。リレーＵＥが、所定の優先度に
基づいて、デフォルトベアラを使用して無線基地局にアプリケーションレベルシグナリン
グメッセージを送信すると、かつアプリケーションレベルシグナリングメッセージが無線
基地局に送信されることになる優先度を上げると決定する。リレーＵＥが、デフォルトベ
アラを介して無線基地局にアプリケーションレベルシグナリングメッセージを上昇した優
先度で送信する。
【０１７５】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデータユニットを送信す
るためのリモートＵＥを特徴とする。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基
地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコ
ルデータユニットを交換する。リモートＵＥのプロセッサが、リレーユーザ機器に送信さ
れることになるアプリケーションレベルシグナリングメッセージと関連づけられることに
なる所定の優先度を決定する。リモートＵＥの送信器が、アプリケーションレベルシグナ
リングメッセージが無線基地局に送信されることになる優先度を上げるようにリレーユー
ザ機器に示すように、リレーユーザ機器にアプリケーションレベルシグナリングメッセー
ジおよび関連する所定の優先度を送信する。
【０１７６】
　対応して、１つの一般的な第１の態様では、ここで開示する技法は、移動通信ネットワ
ーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ機器にプロトコルデータユニットを送信す
るためのリモートユーザ機器を動作させるための方法を特徴とする。リレーユーザ機器は
、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイド
リンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換し、方法は以下のステップを含む
。リモートＵＥが、リレーユーザ機器に送信されることになるアプリケーションレベルシ
グナリングメッセージと関連づけられることになる所定の優先度を決定する。リモートＵ
Ｅが、アプリケーションレベルシグナリングメッセージが無線基地局に送信されることに
なる優先度を上げるようにリレーユーザ機器に示すように、リレーユーザ機器にアプリケ
ーションレベルシグナリングメッセージおよび関連する所定の優先度を送信する。
【０１７７】
　開示した実施形態の追加の利益および利点は本明細書および図から明らかだろう。利益
および／または利点は、明細書および図面の開示の様々な実施形態および特徴によって個
々に提供されてもよく、同利益および／または利点の１つまたは複数を得るためにすべて
提供される必要があるわけではない。
【０１７８】
　これらの一般的なおよび特定の態様はシステム、方法およびコンピュータプログラム、
ならびにシステム、方法およびコンピュータプログラムの任意の組合せを使用して実装さ
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れてもよい。
【０１７９】
　以下では、例示的な実施形態が添付の図および図面を参照しつつより詳細に記載される
。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの例示的なアーキテクチャを示す図である。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ８／９）に定義されるサブフレームのダウン
リンクスロットの例示的なダウンリンクリソースグリッドを示す図である。
【図３】ＰＣ５インタフェースを通じたＰｒｏＳｅ通信を含む、ＬＴＥのためのベアラア
ーキテクチャの図である。
【図４】ＰｒｏＳｅ通信のためのＰＣ５上のレイヤ２リンクの確立のさせ方を概略的に示
す図である。
【図５】オーバーレイ（ＬＴＥ）およびアンダーレイ（Ｄ２Ｄ）システムのための送信／
受信リソースの使用を示す図である。
【図６】２つのＵＥに対するスケジューリング割当ておよびＤ２Ｄデータの送信を示す図
である。
【図７】非ローミングシナリオについてのＰｒｏＳｅのための例示的なアーキテクチャモ
デルを示す図である。
【図８】Ｄ２Ｄ　ＵＥが関連づけられることができる４つの異なる状態に関するセルカバ
レッジを示す図である。
【図９】ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーシナリオを示す図である。
【図１０】ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ネットワークリレーのためのユーザプレーンプロトコルア
ーキテクチャを示す図である。
【図１１】ＰｒｏＳｅセッション確立のためのシグナリング図である。
【図１２】リモートＵＥとアクセスネットワークとの間のアプリケーションシグナリング
の交換を例示するシグナリング図である。
【図１３】第１の実施形態の１つの実装に係るリモートＵＥでの処理のシーケンス図であ
る。
【図１４】第１の実施形態の１つの実装に係るリレーＵＥでの処理のシーケンス図である
。
【図１５】第１の実施形態の１つの実装に係るＰＰＰ　ｉｎｆｏを通知する例証的なＰＤ
ＣＰ制御ＰＤＵフォーマットの図である。
【図１６】第１の実施形態の１つの実装に係る様々な信号および処理ステップを例示する
シグナリング図である。
【図１７】ＰＤＣＰデータＰＤＵフォーマットの図である。
【図１８】第１の実施形態の１つの実装に係るＰＰＰ　ｉｎｆｏを通知する例証的なＰＤ
ＣＰデータＰＤＵフォーマットの図である。
【図１９】第２の実施形態の１つの実装に係るリモートＵＥでの処理のシーケンス図であ
る。
【図２０】第２の実施形態の１つの実装に係るリレーＵＥでの処理のシーケンス図である
。
【図２１】第２の実施形態の１つの実装に係る様々な信号および処理ステップを例示する
シグナリング図である。
【発明を実施するための形態】
【０１８１】
　移動局または移動ノードまたはユーザ端末またはユーザ機器は、通信ネットワーク内の
物理エンティティである。１つのノードがいくつかの機能エンティティを有してもよい。
機能エンティティは、所定の機能の集合をノードの他の機能エンティティまたはネットワ
ークに実装および／または提供するソフトウェアまたはハードウェアモジュールを指す。
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ノードは、ノードが通信するために介することができる通信機構または媒体にノードを取
り付ける１つまたは複数のインタフェースを有してもよい。同様に、ネットワークエンテ
ィティは、機能エンティティが他の機能エンティティまたは対応ノードと通信するために
介してもよい通信機構または媒体に機能エンティティを取り付ける論理インタフェースを
有してもよい。
【０１８２】
　「リレーユーザ機器」は、本願の請求項でおよび本出願で使用する場合、（「リモート
ユーザ機器」と名付けられる）別のユーザ機器に対するリレーとして働くことが可能であ
るユーザ機器を指すとして広く理解しなければならない。これは、直接に２つのユーザ機
器間の直接通信送信をサポートする能力も伴う（以下Ｄ２ＤまたはＰｒｏＳｅを参照のこ
と）。３ＧＰＰ専門用語では、リレーユーザ機器はＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレ
ーとも称される。１つの実装によれば、リレーユーザ機器は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａに規
定されるように、および背景に記載したようにリレー機能性をサポートするものとする。
上記の関連で、用語「リモートユーザ機器」は単に、リレーユーザ機器のピアである、す
なわち直接通信を確立するリレーを探しているとしてのユーザ機器の役割を示すだけのも
のとする。より詳細には、「リモートユーザ機器」は、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワーク
リレーを介してＰＤＮと通信するＰｒｏＳｅ対応公共安全ＵＥである。
【０１８３】
　用語「無線リソース」は、本願の請求項でおよび本出願で使用する場合、時間－周波数
リソースなどの物理無線リソースを指すとして広く理解しなければならない。
【０１８４】
　用語「直接通信送信」は、本願の請求項でおよび本出願で使用する場合、直接に２つの
ユーザ機器間の、すなわち無線基地局（例えばｅＮＢ）を介さない送信として広く理解し
なければならない。対応して、直接通信送信は「直接サイドリンク接続」を通じて行われ
、これは直接に２つのユーザ機器間に確立される接続のために使用される用語である。例
えば、３ＧＰＰでは、Ｄ２Ｄ（デバイスツーデバイス）通信またはＰｒｏＳｅ通信または
サイドリンク通信の専門用語が使用される。用語「直接サイドリンク接続」は、本願の請
求項でおよび本出願で使用する場合、背景に記載したＰＣ５インタフェースとして広く理
解しなければならず、かつ３ＧＰＰコンテキストで理解することができる。
【０１８５】
　用語「リレー機能性」は、本願の請求項でおよび本出願で使用する場合、ＰｒｏＳｅ　
ＵＥ対ネットワークリレーとして作用するユーザ機器の能力として広く理解しなければな
らない。１つの例示的な実装では、リレー機能性は、背景で詳細に説明したように３ＧＰ
Ｐ作業項目で現在標準化されている機能性である。
【０１８６】
　用語「アプリケーションレベルシグナリング」は、一組の請求項でおよび本出願で使用
する場合、アプリケーション関連制御シグナリング、例えば図７に図示するようにＰＣ１
インタフェースを通じたＵＥでのＰｒｏＳｅアプリケーションとＰｒｏＳｅアプリケーシ
ョンサーバとの間のシグナリングとして広く理解しなければならない。例えばＰｒｏＳｅ
対応ＵＥがアプリケーションレベルグループに加わるときに、アプリケーションレベルシ
グナリングが使用される。
【０１８７】
　３ＧＰＰは、現在ＰｒｏＳｅ可能ユーザ機器のためのリレー機能性を導入する最中であ
る。いくつかの初期取決めが既になされた（そのいくつかは背景で詳細に説明される）。
リレーＵＥでの優先度メカニズムを支援するために、各ＰＤＣＰデータＰＤＵがＰｒｏＳ
ｅパケット単位優先度（ＰＰＰＰ）情報で拡張されることが決定されたが、それは次いで
リレーＵＥでＵｕ無線ベアラを適切なＰＣ５ベアラ（ＳＬＲＢ）にマッピングするために
使用することができる。対応して、ＰＤＣＰデータＰＤＵヘッダは、ＰＤＣＰ　ＳＤＵに
関連づけられるＰＰＰＰ値を含んでもよい。ＰＰＰＰは８つの可能な値を有し、４ビット
を介して区別可能である。ＰＤＣＰヘッダは、ＰＤＵフォーマットをバイトアラインさせ
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て保つようにフルオクテットだけ拡大されることになる。これは、次いでシグナリングオ
ーバーヘッドの有意な増加、事実上ＰＣ５インタフェースで送信される各ＰＤＣＰデータ
ＰＤＵに対して１バイトのオーバーヘッドにつながる。
【０１８８】
　サイドリンク無線ベアラの優先度が基本的に半静的であり、したがって動的に変更され
ないことをさらに考慮すると、これは特に不利である。
【０１８９】
　以上説明した１つまたは複数の課題を軽減するために、以下の例示的な実施形態が発明
者らによって考えられる。
【０１９０】
　様々な実施形態の特定の実装が、様々な実施形態に関連して以下で説明するように特定
の主要な特徴を追加しつつ、３ＧＰＰ規格によって与えられ、かつ背景で部分的に説明し
たような広範な仕様で実装されるものである。実施形態は、例えば上記技術背景に記載し
たように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０／１１／１２／１３）通信システ
ムなどの移動通信システムに有利に使用されることができるが、しかし実施形態はこの特
定の例示的な通信ネットワークでのその使用に限定されないことに留意するべきである。
【０１９１】
　説明は、本開示の範囲を限定するとしてではなく、本開示をよりよく理解するための実
施形態の単なる例として理解するべきである。当業者は、請求項に述べるような本開示の
一般的な原理が異なるシナリオに、かつ本明細書に明記しない方途で適用されることがで
きることを認識しているべきである。例示目的で、いくつかの前提が立てられるが、しか
しながら、それらは以下の実施形態の範囲を限定するものではない。
【０１９２】
　さらには、上述したように、以下の実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１２
／１３）環境で実装されてもよい。様々な実施形態は、主にリレーＵＥにおける改善され
たリレー機能性、すなわちＰｒｏＳｅ　ＵＥ対ネットワークリレーケースのための改善さ
れたＱｏＳサポートを提供し、そのため他の機能性（すなわち様々な実施形態によって変
更されない機能性）は、背景で説明したのと厳密に同じままでもよいし、または様々な実
施形態へのいかなる影響もなしで変更されてもよい。
【０１９３】
　ユーザ機器がＰｒｏＳｅ通信（ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ）、すなわちｅＮｏｄｅＢを介する
迂回のない直接にＵＥ間の直接Ｄ２Ｄ送信を行うことを可能にされるシナリオを前提とし
てもよい。さらには、シナリオにおけるこれらの（ＰｒｏＳｅ対応）ＵＥの少なくとも１
つが、例えば３ＧＰＰ規格のリリース１３における具体的な実装に関して背景で説明した
リレー機能性をサポートするものとし、かつ以下でリモートＵＥと称される少なくとも１
つのＰｒｏＳｅ対応ＵＥに対するＰｒｏＳｅリレーとして働くものとする。データは、リ
モートＵＥとリレーＵＥとの間のサイドリンクベアラを介して対応して交換され、リレー
ＵＥによってアップリンクおよびダウンリンクの両方向に中継されることになる。
【０１９４】
　第１の実施形態
　以下に、上述した課題を解決するための第１の実施形態を詳細に記載することにする。
第１の実施形態の異なる実装を以下に詳細に説明することにする。第１の実施形態によれ
ば、以下に説明することになるように、リレーＵＥによって行われるリレー機能性が改善
される。
【０１９５】
　リレーＵＥにおけるリレー機能性は、異なる優先度を持つデータを適当に取り扱うこと
を必要とする。背景で説明したように、レガシー優先度メカニズムはＱｏＳ／ＱＣＩ属性
に基づき、リレーＵＥとコアネットワークとの間に適用されるものとする。対応して、各
無線／ＥＰＳベアラは特定のＱＣＩと関連づけられ、特定の一組のＱｏＳ要件を満たす。
【０１９６】



(42) JP 2018-533235 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

　他方で、ＰＣ５インタフェースを介する優先度処理は、ＰｒｏＳｅパケット単位優先度
（ＰＰＰＰ）（または単にパケット単位優先度、ＰＰＰ）に基づくものとする。対応する
サイドリンクベアラは、特定の優先度ＰＰＰＰ要件を満たすように確立される。背景で説
明したように、現在ＰＰＰＰ当たり１つのサイドリンクベアラがあることを前提とする。
より詳細には、サイドリンクベアラは、ソースＩＤ／宛先ＩＤ／ＰＰＰの組合せに対して
ＰＤＣＰ／ＲＬＣエンティティを確立し、そしてサイドリンクベアラの論理チャネルにＬ
ＣＩＤ（論理チャネルＩＤ）を割り当てることによって設定される。例えば、ＰｒｏＳｅ
アプリケーションレイヤがリモートＵＥにおける下位レイヤ（例えばＰＤＣＰレイヤ）に
データパケットを提供するとき、それは、優先度に従って適切なサイドリンクベアラを選
択／確立してリレーＵＥにデータパケットを送信するために使用されることになる対応す
るパケット単位優先度も提供する。
【０１９７】
　結果的に、ＰＣ５インタフェースを介する優先度処理は、無線およびコアネットワーク
の残りに渡る優先度処理と異なる。リレーＵＥは、データパケットが正しい優先度（ＰＰ
ＰＰであろうと、またはＱＣＩ／ＱｏＳであろうと）で送信されることを確認する必要が
あり、したがってＱｏＳ／優先度要件を満たす適切なサイドリンク／無線ベアラを使用し
てデータを送信しなければならない。
【０１９８】
　リレーＵＥでの優先度処理がアップリンクおよびダウンリンクデータ間で有意に異なっ
てもよいことにさらに留意すべきである。特に、リレーＵＥがリモートＵＥからデータを
受信すると、リレーＵＥは、ｅＮｏｄｅＢにデータを転送するためにどの無線ベアラを使
用するべきかを決定する必要がある。この決定は、例えばこの目的でリレーＵＥに記憶／
設定されるトラヒックフローテンプレート（ＴＦＴ）に基づいてなされ；すなわち、トラ
ヒックフローテンプレートは、データがｅＮＢに送信されるために介することになる（対
応するＱＣＩ属性を持つ）無線ベアラをリレーＵＥが決定するために従うことができるパ
ケットフィルタリング規則を提供する。例えば、データのＩＰ宛先アドレス、ＩＰソース
アドレス、ポート番号および／または他の情報がトラヒックフローテンプレートと比較さ
れて、適切な無線ベアラを決定することができる。１つの実装では、ＴＦＴはＰＣＲＦに
よって提供され、ＰＣＲＦは、例えばベアラがアクティブ化されるときに加入者プロファ
イルリポジトリ（ＳＰＲ：Subscriber Profile Repository）から受信される加入情報に
基づいてベアラのためのＱｏＳパラメータを決定する。
【０１９９】
　このデータ情報をリレーＵＥでのアップリンクベアラマッピングのためのトラヒックフ
ローテンプレートに対して検討することによって、リレーＵＥは、ＱｏＳ要件を満足させ
る無線ベアラが使用されることを確認する。
【０２００】
　他方で、リレーＵＥがｅＮｏｄｅＢからデータを受信すると、リレーＵＥは、リモート
ＵＥにデータを転送するために使用するのに適するサイドリンクベアラを決定する必要が
ある。上述したように、ＰＣ５インタフェースへの優先度処理は、（リモートＵＥが、上
位ＰｒｏＳｅアプリケーションレイヤによって提供されるＰＰＰＰに基づいてリレーＵＥ
へのサイドリンクベアラを選択／確立する必要があるときとは対照的に）しかしながらｅ
ＮｏｄｅＢからのダウンリンクデータと共には送信されないパケット単位優先度に基づく
。代わりに、リレーＵＥは、ＰＰＰＰとＵｕインタフェースでデータを送信するために使
用される無線ベアラとの間の以前に確立および記憶した関連に基づいてベアラマッピング
を行うことになる。この関連は特定のＰＰＰＰを無線ベアラ（例えばそのベアラＩＤ）と
関連づけ、そのためリレーＵＥは、無線ベアラを介してダウンリンクデータを受信すると
、データがｅＮｏｄｅＢから受信された上記無線ベアラと関連づけられる対応する優先度
（ＰＰＰＰ）を決定してもよい。ＰＰＰＰを決定した上で、リレーＵＥは、リモートＵＥ
にダウンリンクデータを送信するための適切なサイドリンクベアラを使用してもよく、適
切なサイドリンクベアラは、決定したＰＰＰＰの要件に対応する。上記の点で、適切なサ



(43) JP 2018-533235 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

イドリンクベアラがまだ利用可能でなければ、リレーＵＥが、決定したＰＰＰＰに対する
そのようなサイドリンクベアラを最初に確立しなければならなくてもよいことに留意すべ
きである。
【０２０１】
　上記の点で、リモートＵＥによってリレーＵＥにデータを送信するために使用されるサ
イドリンクベアラがリレーＵＥによってリモートＵＥにデータを送信するために使用され
るサイドリンクベアラと異なってもよいことも留意すべきである。言い換えると、送信さ
れることになるそれぞれのデータが同じＰＰＰＰを有するにもかかわらず、異なるサイド
リンクベアラがそれぞれの送信方向のためにリモートＵＥおよびリレーＵＥによって使用
されてもよい。１つの理由は、一般にサイドリンクベアラが必ずしも双方向ではなく、単
に単方向でもよいということである。
【０２０２】
　リレーＵＥにおいてダウンリンクベアラマッピング（または優先度処理）の目的で優先
度（ＰＰＰＰ）と無線ベアラとの間の関連を確立するために、リモートＵＥは、それがリ
レーＵＥにサイドリンクベアラを介して送信するデータのＰＰＰＰについてリレーＵＥに
通知することになる。リレーＵＥは次いで、それがｅＮｏｄｅＢに上記データを転送する
ために介する特定の無線ベアラを決定してもよく、そして決定した無線ベアラと対応する
ＰＰＰＰとの間のマッピングを確立してもよい。
【０２０３】
　上記のために、リモートＵＥは、対応する優先度ＰＰＰＰを含むＰＤＣＰ制御ＰＤＵパ
ケットを生成し、リレーＵＥに送信する。この新たなＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、詳細にはリ
レーＵＥにサイドリンク無線ベアラと関連づけられる優先度（ＰＰＰＰ）を通知するよう
に規定される。１つの実装によれば、新たなＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、具体的なＰＤＣＰ　
ＳＤＵ型によって識別されることになる。特に、以下の表から明らかなように、これまで
２つの異なるＰＤＣＰ　ＳＤＵ型のみが規定されている。
【０２０４】
【表１】

【０２０５】
　明らかなように、３ビットＳＤＵ型フィールドが、ＩＰパケットとアドレス解決プロト
コル（ＡＲＰ：Address Resolution Protocol）パケットとの間を区別することを許容す
る。ＩＰアドレスが設定されなければ、アドレス解決プロトコル（ＡＲＰ）は、例えばＩ
Ｐｖ４アドレスの動的設定のためのＤ２Ｄ通信に使用される。
【０２０６】
　第１の実施形態の例証的な実装によれば、以下の表から明らかなように、新たなＳＤＵ
型が導入される（下線部参照のこと）。
【０２０７】
【表２】
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【０２０８】
　新たなＳＤＵ型は例証的に「ＰＰＰ　ｉｎｆｏ」と命名され、対応してＰＰＰ　ｉｎｆ
ｏ、すなわちサイドリンク無線ベアラのパケットに関連づけられる優先度情報を通知する
ものと意図される。以上の表では、例証的に「ＰＰＰ　ｉｎｆｏ」ＰＤＣＰ制御ＰＤＵを
識別するためにビットパターン０１０が使用される。
【０２０９】
　この新たなＳＤＵ型に係るＰＤＣＰ制御ＰＤＵの例を図１５に例示する。そこから明ら
かなように、ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、例証的なビット「０１０」を通知してＰＤＵを型「
ＰＰＰ　ｉｎｆｏ」であると識別するものであるＳＤＵ型フィールドを含み、さらにＰＰ
Ｐ　ｉｎｆｏ自体を含む。オクテットを満たす残りのビットは予約済であると考えてもよ
く、将来使用可能でもよい。３ビットを有するＰＰＰ　ｉｎｆｏは単に例であり、したが
って代替的に、より多いまたはより少ないビットがＰＰＰ　ｉｎｆｏフィールドに与えら
れてもよい。ＰＤＣＰ制御ＰＤＵのこの例は、暗号化が適用されないことを前提とする。
対応して、ＰＤＣＰレイヤは、そのようなＰＤＣＰ制御ＰＤＵを送るようにトリガされる
と、それ自体をＰＤＣＰシーケンス番号と関連づけることも、暗号化を行うこともなくＰ
ＤＣＰ制御ＰＤＵを下位レイヤに提示する。
【０２１０】
　このＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、特定の時点でのみ、例えばこのＰＰＰ情報が実際にリレー
ＵＥで必要とされるときにのみ、リモートＵＥによってリレーＵＥに送信されることにな
る。例えば、ＰＰＰ　ｉｎｆｏを持つＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、新たなＰＰＰを持つデータ
がリモートＵＥによってリレーＵＥに送信されるときにリモートＵＥからリレーＵＥに送
信されるのみでもよい。これは、リモートＵＥがリレーＵＥにデータを送信するために利
用可能である適切な（すなわち特定の優先度を適切に有する）サイドリンクベアラがない
特定の優先度に従って上記データが送信されることになる場合でもよい。対応して、リモ
ートＵＥは、これが新たな優先度であると（言い換えると対応する優先度を持つ新たなサ
イドリンクベアラが必要とされると）決定すると、（完全に新たなサイドリンクベアラを
確立することによってか、または以前に確立したサイドリンクベアラを、この特定の優先
度を有するように変更することによってかいずれかで）この特定の優先度を有するそのよ
うなサイドリンクベアラを確立することになる。新たな優先度のためのこの新たなサイド
リンクベアラを確立した上で、リモートＵＥは、この新たな／変更した優先度についてリ
レーＵＥに通知して、対応する関連をリレーＵＥに有するものとする。上記のために、リ
モートＵＥは、「ＰＰＰ　ｉｎｆｏ」フィールドに新たな優先度値を含む新たなＰＤＣＰ
制御ＰＤＵを生成し、それを新たな／変更したサイドリンクベアラを介してリレーＵＥに
送信する。また、リモートＵＥは、上記新たな優先度を持つデータを送信するのに適する
新たな／変更したサイドリンクベアラを介して、上記優先度を持つデータを送信する。リ
レーＵＥ側では、リレーＵＥは、新たなＰＤＣＰ制御ＰＤＵで受信されるＰＰＰと（新た
な／変更されたサイドリンクベアラを介してリモートＵＥから受信される）データをｅＮ
Ｂに送信するためにリレーＵＥによって選択される無線ベアラとの間の関連を再び確立す
ることになる。
【０２１１】
　結果的に、ＰＤＣＰ制御ＰＤＵが実際にリレーＵＥで必要とされる特定の時点でのみそ
れを送信することによって、オーバーヘッドを最小に保つことができる。
【０２１２】
　ＰＰＰ　ｉｎｆｏはダウンリンクデータ優先順位付けを適当に処理する（すなわち正し
いＰＰＰを持つ適切なサイドリンクベアラを選択する）ようにリレーＵＥで必要とされる
ので、ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、例えば新たなサイドリンクベアラを確立した直後に、およ
び対応するデータの送信を始める前に、リモートＵＥによってできるだけ早く送信されて
もよい。他方で、リレーＵＥが対応する関連を確立することができるためには、その時点
でのみリレーＵＥが（上で説明したトラヒックフローテンプレートに基づいて）適切な無
線ベアラを決定することになるため、データパケットもリモートＵＥによって送信されな
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ければならない。したがって、ＰＰＰ　ｉｎｆｏを持つＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、データと
同様の時点で、すなわち新たな優先度を持つ新たに確立したサイドリンクベアラを通じて
最初のデータパケットを送信するすぐ前か後に送信されてもよい。
【０２１３】
　代替的に、最終的には後にデータを送信するために使用されるであろう無線ベアラを決
定するために最初のデータパケットがリレーＵＥで必要でないように、ＰＤＣＰ制御ＰＤ
Ｕは、データからの（例えばそのヘッダからの）必要な情報を付加的に含んでもよく、し
たがってこの拡張ＰＤＣＰ制御ＰＤＵを受信した直後に関連を確立することを許容する。
【０２１４】
　第１の実施形態の代替の実装では、ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、それがリレーＵＥで成功裏
に受信される可能性を上昇させるように、一度だけでなく所定の回数送信される。例えば
、所定の回数はｅＮｏｄｅＢによって特定されてもよく、または例えばカバレッジ外動作
に対して予め設定されてもよい。
【０２１５】
　図１３は、上論したように第１の実施形態の具体的な実装に係るリモートＵＥでの機能
性の一部の処理を例示するシーケンス図である。図１３から明らかなように、制御パケッ
ト送信の繰返しは、このステップが任意選択であることを示すように一点鎖線で例示する
。同様に、制御パケットを送信するステップとデータパケットの送信との間の破線矢印は
、任意選択で、データパケットの送信が優先度ｉｎｆｏを通知する制御パケットの送信の
後でもよいことを示すものとする。
【０２１６】
　図１４は、上論した第１の実施形態の具体的な実装に係るリレーＵＥでのリレー機能性
の一部の処理を例示するシーケンス図である。リレーＵＥ処理の例示は、対応するスレッ
ドが別々に保たれるように、アップリンクおよびダウンリンクデータパケットの並列処理
を前提とする。しかしながら、ダウンリンクデータパケットの優先度を決定することがで
きるように、リレーＵＥは、図１４の左側スレッドに従って行われる、既に記憶した対応
する関連を有しなければならない。他方では、ＰＤＣＰ制御ＰＤＵ（図１４で制御パケッ
ト）のリレーＵＥ処理は、少なくとも一度リレーＵＥが、アップリンクデータパケットの
中継のための無線ベアラを決定して、リレーが優先度ｉｎｆｏと対応する選択した（アッ
プリンク）無線ベアラとの間の関連を確立および記憶するのを許容する必要があることを
示すように、アップリンクデータ処理と連結される。
【０２１７】
　図１６は、上論した第１の実施形態の例証的な実装を例示するシグナリング図である。
図１６から明らかなように、値６を持つＰＰＰ優先度がＰＤＣＰ制御ＰＤＵによってリレ
ーＵＥに通知されることを前提とする。この特定の例は、制御パケットもデータもリモー
トＵＥによってＩＤ＝１を持つサイドリンク無線ベアラを介して送信されることを前提と
する。データを受信した上で、リレーＵＥは、適切な無線ベアラを選択して、例えば上で
説明したトラヒックフローテンプレートによって与えられる規則に基づいてｅＮｏｄｅＢ
にデータを送信することになる。この特定の場合には、ＩＤ＝１を持つ無線ベアラを使用
する前提とする。対応して、リレーＵＥによって確立される関連は、優先度値６を無線ベ
アラＩＤ１と関連づけることになる。結果的に、後にＩＤ＝１を持つ無線ベアラを介して
無線基地局からデータを受信すると、リレーＵＥは、記憶した関連を参照し、そして無線
ベアラＩＤ１と関連づけられる優先度を識別することによって上記データの対応して正し
い優先度を決定することができることになる。リレーＵＥは、したがってｅＮｏｄｅＢか
ら受信されるデータが優先度値６（すなわちＰＰＰＰ＝６）に従ってリモートＵＥに送信
されるものとすることを学習することになり、それに応じて優先度値６を持つ適切なサイ
ドリンクベアラを選択することになる。リレーＵＥが、したがってＩＤ＝３を持つサイド
リンク無線ベアラを介してリモートＵＥに上記データを送信することを前提とする。
【０２１８】
　第１の実施形態の以上の記載は、基本的にリモートＵＥによってリレーＵＥにデータを
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送信するために使用される単一のサイドリンクベアラに集中していた。しかしながら、第
１の実施形態（ならびにその変形および実装のいずれか）の以上の原理は、リモートＵＥ
によってリレーＵＥにデータを送信するために確立される複数のサイドリンクベアラの各
々に適用されることができる（所与のソース／宛先のためのサイドリンクベアラの各々は
異なる優先度ＰＰＰに対応している）。対応して、異なるサイドリンクベアラが異なる優
先度と関連づけられることになるので、リモートＵＥは、リレーＵＥにデータを送信する
ために使用するサイドリンクベアラ当たりリレーＵＥに少なくとも１つのＰＤＣＰ制御Ｐ
ＤＵを送信することができ、したがって上記異なるサイドリンクベアラを介して送信され
るデータは、それをｅＮｏｄｅＢに送信するためにどの無線ベアラを使用するべきかを決
定するときにリレーＵＥでも異なって処理されることになる。リレーＵＥは、対応して、
ｅＮｏｄｅＢから受信され、リモートＵＥに転送されることになるすべての異なるデータ
を処理するように、いくつかの異なる関連を記憶してもよい。
【０２１９】
　第１の実施形態の代替の実装によれば、制御パケットを使用してリモートＵＥからリレ
ーＵＥへＰＰＰ情報を通知する代わりに、上記の点でデータパケットを使用してもよい。
対応して、リモートＵＥは、対応するＰＰＰ要件を満たす対応するサイドリンクベアラを
介してリレーＵＥにデータと共にＰＰＰ情報を送信することになる。上記のために、１つ
の変形では、ＰＰＰ情報を通知するためのフィールドを付加的に含む新たなＰＤＣＰデー
タＰＤＵフォーマットが規定される。新たなＰＤＣＰ制御ＰＤＵフォーマットに関連して
既に論じたように、「通常の」ＰＤＣＰデータＰＤＵに対して規定される通例のフィール
ドに加えてＰＰＰ情報を通知することも許容する新たなＳＤＵ型が規定されてもよい。
【０２２０】
　図１７は、ＰＤＣＰデータＰＤＵを通知するために現在規定されているＰＤＣＰデータ
ＰＤＵフォーマットを開示する。そこから明らかなように、フォーマットは以下のフィー
ルドから成る：
　－　ＰＤＵがＩＰデータを通知することを示すためのＳＤＵ型（上記表ビットパターン
「０００」を参照のこと）、
　－　暗号化のためのＰＧＫ（ProSe Group Key：ＰｒｏＳｅグループキー）インデック
ス、
　－　暗号化のためのＰＴＫ（ProSe Traffic Key：ＰｒｏＳｅトラヒックキー）識別情
報、
　－　ＰＤＣＰシーケンス番号
　－　ＩＰデータ
【０２２１】
　図１８は、優先度情報を通知することもできるように拡張された（フィールド「ＰＰＰ
　ｉｎｆｏ」を参照のこと）新たなＰＤＣＰデータＰＤＵフォーマットを開示する。バイ
トアラインさせるために、オクテット番号６の残りのビットは予約済でもあることになる
ことに留意すべきである。この新たなＰＤＣＰデータＰＤＵフォーマットのＳＤＵ型は、
以下の例証的な表のように規定されてもよい。
【０２２２】
【表３】

【０２２３】
　第１の実施形態に関連して既に上論したように、（最初のデータと共に）この新たなＰ
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ＤＣＰデータＰＤＵ内で送信されるＰＰＰ情報は、ＰＰＰ値とこの新たなＰＤＣＰデータ
ＰＤＵで同じく受信されるデータをｅＮｏｄｅＢに転送するために使用されると決定され
る無線ベアラとの間の対応する関連を生成するためにリレーＵＥによって使用されること
ができる。上論したのと同じように、リレーＵＥは次いで、確立した関連を使用して、ｅ
ＮｏｄｅＢから受信されるダウンリンクデータに適当に優先順位付けし、リモートＵＥに
中継するように、適切なダウンリンクベアラマッピングを行ってもよい。
【０２２４】
　第１の実施形態に関連して既に上論したように、ＰＰＰ　ｉｎｆｏを付加的に通知する
新たなＰＤＣＰデータＰＤＵは、常にではなく、ＰＰＰ　ｉｎｆｏが実際にリレーＵＥで
必要とされる特定の時点でのみ使用されてもよい。例えば、新たなＰＤＣＰデータＰＤＵ
フォーマットは、新たなサイドリンクベアラが確立されるときに、この新たなサイドリン
クベアラと関連づけられる新たな優先度およびそれを介して送信されるデータをリレーＵ
Ｅに通知するように（例えば最初の（ごく少ない）ＩＰパケットと共に）初めに使用され
るものとする。また、リモートＵＥからリレーＵＥへＰＰＰ　ｉｎｆｏを付加的に送信す
ることによって発生されるオーバーヘッドは、したがって最小に保たれることになる。
【０２２５】
　第２の実施形態
　以下では、第１の実施形態の根底にあるものと異なる課題を扱う第２の実施形態を提示
する。第２の実施形態はスタンドアロンで、または第１の実施形態と共に（すなわち組み
合わせて）使用することができ、第２の実施形態の以下の記載から明らかになるであろう
。
【０２２６】
　第１の実施形態に対して立てたのと同じ前提を第２の実施形態に対しても立てることが
できる。特に、ＰｒｏＳｅ対応リレーＵＥが、ＱｏＳ／ＱＣＩ属性および適切なトラヒッ
クフローテンプレート（ＴＦＴ）に基づいてアップリンクデータに適当に優先順位付けし
、かつＰｒｏＳｅパケット単位優先度（ＰＰＰＰ）および以前に確立した優先度対無線ベ
アラ関連に基づいてダウンリンクデータに優先順位付けすることができる前提とする。リ
レーＵＥは、データパケットを正しい優先度（ＰＰＰＰであろうと、または論理チャネル
優先度であろうと）で送信するものとし、したがってデータを送信するために優先度要件
を満たす適切なサイドリンク／無線ベアラを使用しなければならない。さらなる詳細につ
いては、第２の実施形態に適用可能であると等しく考えられるものとする第１の実施形態
に対して与えられた前提が参照される。
【０２２７】
　第１の実施形態に関して詳細に説明したように、無線ベアラとＰＰＰ（ＰＣ５インタフ
ェース上の優先度）、したがって（ダウンリンク）サイドリンクベアラとの間の適当なダ
ウンリンクマッピングを許容するように優先度対無線ベアラ関連がリレーＵＥに確立され
る。対応して、リレーＵＥには、サイドリンクベアラ（上記サイドリンクベアラを介して
送信されるデータも指す）に対する優先度情報（ＰＰＰＰ　ｉｎｆｏ）が提供され、その
ためリレーＵＥは次いで、受信した優先度値を、（優先度が指す上記サイドリンクベアラ
を介してリモートＵＥから受信される）上記データをｅＮＢに転送／送信するためにリレ
ーＵＥによって使用される無線ベアラ（例えばＩＤ）と関連づけてもよい。第１の実施形
態はこのＰＰＰ情報をリレーＵＥに提供する様々な方途を提案しており、したがって第１
の実施形態は第２の実施形態と組み合わせて使用することができる。しかしながら、第２
の実施形態は上記の点で制限されず、ＰＰＰ　ｉｎｆｏをリレーＵＥに提供する何らかの
他の（第１の実施形態と異なる）方途が想定されてもよく、したがって第２の実施形態は
スタンドアロンである。
【０２２８】
　図１２に関連して論じたように、アプリケーションレベルシグナリングがリモートＵＥ
によって初期送信されるとき、リレーＵＥがそれをｅＮｏｄｅＢに送信するために介して
もよいシグナリングのための個別無線ベアラは利用可能でなく；シグナリングのための個
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別ＥＰＳベアラはリレーＵＥとＳＧＷ／ＰＧＷとの間で利用可能でない。結果的に、リレ
ーＵＥは、上記の点で（基本的に常に確立しており、利用可能である）デフォルト無線ベ
アラを使用し、（実際には高優先度である）アプリケーションレベルシグナリングが無線
およびコアネットワークでより低い優先度で送信されるという不利点となる。言い換える
と、アプリケーションレベルシグナリングに対する実際に必要とされるＱｏＳは、デフォ
ルト無線／ＥＰＳベアラによってサポートされることはない。
【０２２９】
　別の課題は、リレーＵＥがどのように、対応する関連に基づいてダウンリンクデータの
ためにリレー機能性を行うかと関連する。前に説明したように、リレーＵＥでは、アプリ
ケーションレベルシグナリングおよび（リレーＵＥによってｅＮＢにアプリケーションレ
ベルシグナリングを送信するために使用される）デフォルト無線ベアラに与えられる優先
度（ＰＰＰＰ）を関連づけるダウンリンクベアラマッピングのために、関連が確立される
ものである。しかしながら、この関連は、アプリケーションレベルシグナリングの高優先
度がより低い優先度と関連づけられるデフォルト無線ベアラに関連づけられるものである
ので正しくない。むしろ、アプリケーションレベルシグナリングは、このアプリケーショ
ンレベルシグナリングに実際に対応する優先度、例えばＭＣＰＴＴの場合ＱＣＩ＝６９を
持つ個別（無線／ＥＰＳ）ベアラにマッピングされるべきである。
【０２３０】
　第２の実施形態によれば、最初のアプリケーションレベルシグナリングメッセージに関
連して、リモートＵＥによって所定の優先度（ＰＰＰＰ）値が使用され、所定の優先度は
、以下に説明することになるように、リレーＵＥでの優先処理をトリガする。アプリケー
ションレベルシグナリングが、例えばＧＣＳ－ＡＳ（グループ通信システムアプリケーシ
ョンサーバ）に登録を開始するために、リモートＵＥによって送信されることになること
を前提とする。アプリケーションレベルシグナリングを開始している対応するＰｒｏＳｅ
アプリケーションレイヤは、リレーＵＥとｅＮｏｄｅＢとの間でアプリケーションレベル
シグナリングを通知するために個別無線ベアラが利用可能であるか否かに応じて、アプリ
ケーションレベルメッセージに所定の優先度（ＰＰＰＰ値）を割り当てる。特に、アプリ
ケーションレベルシグナリングの初めに、リモートＵＥは、リレーＵＥで個別無線ベアラ
がまだ利用可能でないことを前提としてもよい。言い換えると、リモートＵＥ（特にＰｒ
ｏＳｅアプリケーションレイヤ）は、それが反対の指示を受信していない限り、アプリケ
ーションレベルシグナリングを通知するのにリレーＵＥで個別無線ベアラが利用可能でな
いことを前提とすることになる。
【０２３１】
　結果的に、特に最初のアプリケーションレベルシグナリングメッセージのために、リモ
ートＵＥは、所定の優先度値（ＰＰＰＰ）を選択して、さらにそれをＰＣ５インタフェー
スを介してリレーＵＥに送信する方法を決定することになる。対応して、所定の優先度値
も実際のアプリケーションレベルシグナリングメッセージもリレーＵＥに送信される。例
えば、いかなる利用可能なサイドリンクベアラを使用して、リレーＵＥにアプリケーショ
ンレベルメッセージを送信してもよい。任意選択で、リモートＵＥは、リレーＵＥにアプ
リケーションレベルシグナリングを通知するための高優先度を持つサイドリンクベアラを
選択／確立してもよい。
【０２３２】
　次いで、所定の優先度値もアプリケーションレベルシグナリングメッセージも受信する
リレーＵＥは、メッセージが優先して扱われることになることを所定の優先度値から学習
することになる。優先処理は、アプリケーションレベルシグナリングがｅＮｏｄｅＢにデ
フォルト無線ベアラを介して送信されるであろう優先度を上げることを伴う。例えば、ア
プリケーションレベルシグナリングメッセージに対して、論理チャネル優先度が（一時的
に）上げられる。１つの例証的な実装によれば、アプリケーションレベルシグナリングメ
ッセージの送信のために使用されるデフォルト無線ベアラは、アップリンク送信のために
リレーＵＥで行われるＬＣＰ手順の間、最高論理チャネル優先度で扱われることになる。
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より詳細には、デフォルトベアラに対して設定される論理チャネル優先度は一時的に、す
なわちアプリケーションレベルシグナリングメッセージの送信のために変更される。
【０２３３】
　したがって、アプリケーションレベルシグナリングメッセージがＬＣＰ手順の間、優先
して扱われるので、リレーＵＥはこれらのメッセージを、デフォルト無線ベアラを介して
であるが上昇した優先度で送信することになる。
【０２３４】
　さらには、リレーＵＥが所定の優先度値を識別すると、それは、その通常動作と反対に
、この（所定の）優先度値とデフォルト無線ベアラとの間の関連を作成しない。したがっ
て、リモートＵＥにダウンリンクアプリケーションレベルシグナリングを転送するのに適
切な優先度／サイドリンクベアラを識別するためにリレーＵＥで行われるダウンリンクベ
アラミラーリングは、少なくとも初めは、そのような関連に依存することができない。リ
レーＵＥが無線ベアラを介してｅＮｏｄｅＢからアプリケーションレベルシグナリングメ
ッセージを受信すると、リレーＵＥは、対応する優先度対無線ベアラ関連がリレーＵＥで
利用可能であるか否かを決定することになる。そのような関連が利用可能でない場合、リ
レーＵＥは、リモートＵＥにアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信する
のに利用可能なサイドリンクベアラのいずれかを選択してもよい。任意選択で、リレーＵ
Ｅは高優先度サイドリンクベアラを使用するものとし、そのようなベアラが利用可能でな
ければ、それは、リモートＵＥにアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信
する目的で１つ最初に確立するものとする。
【０２３５】
　図１２に関連して既に論じたように、アプリケーションレベルシグナリングの間、個別
無線／ＥＰＳベアラが最終的に確立されることになり、これは次いで、デフォルト無線／
ＥＰＳベアラを使用し続ける代わりに、残りのアプリケーションレベルシグナリングメッ
セージを搬送するために使用されるものとする。例えば、ＭＣＰＴＴ（ミッションクリテ
ィカルプッシュツートーク）を前提とすると、ＱＣＩパラメータはＱＣＩ＝６９でもよい
。第２の実施形態の目的で、リモートＵＥがシグナリングのための個別（データ）無線ベ
アラの確立成功について何とか知ることになることを前提とする。例えば、上記個別（デ
ータ）無線ベアラを成功裏に確立した上で、リレーＵＥは、リモートＵＥに（例えばＰＣ
５－Ｓプロトコルを介して）特定の指示を送信してもよい。代替的に、リモートＵＥにお
けるアプリケーションレイヤは、個別無線ベアラが確立されたことを受信した応答メッセ
ージに基づいて知ることになる。結果的に、リモートＵＥは、したがってリレーＵＥに利
用可能な新たな個別無線ベアラについて知ることになり、したがって所定の優先度値を使
用してリレーＵＥにアップリンクアプリケーションレベルシグナリングメッセージを送信
するのをやめることになる。代わりに、リモートＵＥは、通例アプリケーションレベルシ
グナリングに対応する必要とされる優先度値を使用することになる。結果的に、上記必要
とされる優先度をサポートする適切なサイドリンクベアラが、リレーＵＥに後続のアプリ
ケーションレベルシグナリングメッセージを送信するようにリモートＵＥによって選択／
確立されることになる。
【０２３６】
　前述のように、この新たな必要とされる優先度値も、アプリケーションレベルシグナリ
ングメッセージとは別に、またはそれと共にリモートＵＥによってリレーＵＥに送信され
ることになる。
【０２３７】
　次いで、リレーＵＥは、例えばＴＦＴに基づいて通例の無線ベアラ選択を行って、新た
に確立した個別無線ベアラを選択することになり、それを介してアプリケーションレベル
シグナリングメッセージは次いでリレーＵＥからｅＮｏｄｅＢへ送信される。また、ダウ
ンリンクでの適当なベアラマッピングをサポートするのを支援するために、アプリケーシ
ョンレベルシグナリングと関連づけられる受信した優先度は、前に詳細に説明したように
、記憶されて個別無線ベアラと関連づけられることになる。結果的に、無線ベアラを介し
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てｅＮｏｄｅＢからダウンリンクでアプリケーションレベルシグナリングを受信すると、
リレーＵＥは、特定の関連を識別することになり、したがって上記無線ベアラと関連づけ
られる正しい優先度（ＰＰＰＰ）を決定することになり、ＰＣ５インタフェースを介して
アプリケーションレベルシグナリングを送信するために使用されるものとなる。ＰＣ５イ
ンタフェースに渡って決定した優先度をサポートする対応するサイドリンクベアラが、ｅ
ＮｏｄｅＢから受信されたアプリケーションレベルシグナリングをリモートＵＥに通知す
るためにリレーＵＥによって選択および使用される。
【０２３８】
　図１９は、上論した第２の実施形態の特定の実装に係るリモートＵＥでの機能性の処理
の一部を例示するシーケンス図である。図２０は、上論した第２の実施形態の特定の実装
に係るリレーＵＥでのリレー機能性の処理の一部を例示するシーケンス図である。図２１
は、第２の実施形態の特定の実装に係るメッセージの交換および処理ステップを例示する
シグナリング図である。
【０２３９】
　所定の優先度は、優先度のために通例使用される有効値の範囲外であり、かつリモート
ＵＥおよびリレーＵＥの両方に知られている値を有する。例えば、現在８つの異なるＰＰ
Ｐ値が通常使用され、３ビットで区別可能である。所定の優先度値をさらに識別するため
に、８つのＰＰＰ値のすべてを使用し続けることができつつ、第２の実施形態に従って４
ビットを使用してＰＰＰ値を規定してもよい。結果的に、値０～７（例えば００００～０
１１１）が優先順位付け中に通常使用される値として考えられることができる一方、この
有効な値の範囲外の値８～１５（１０００～１１１１）のいずれかが第２の実施形態に係
る所定の優先度値として使用されることができる。
【０２４０】
　さらなる実施形態
　第１の態様によれば、移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロ
トコルデータユニットを中継するためのリレーユーザ機器が提供される。リレーユーザ機
器は無線基地局に接続される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局と
の間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデー
タユニットを交換する。リレーＵＥの受信器が、第１のサイドリンクベアラを介してリモ
ートユーザ機器から制御パケットを受信し、制御パケットは、第１のサイドリンクベアラ
を介してリモートユーザ機器によって送信されるプロトコルデータユニットと関連づけら
れる優先度の指標を備える。リレーＵＥのプロセッサが、制御パケットで受信された優先
度指標とリモートユーザ機器から受信されるプロトコルデータパケットを無線基地局に中
継するためにリレーユーザ機器によって使用される第１の無線ベアラとの間の関連を記憶
する。プロセッサは、第１の無線ベアラを介して無線基地局から受信されたプロトコルデ
ータユニットがリモートユーザ機器に送信されるべきである優先度を、記憶した関連に基
づいて決定する。リレーＵＥの送信器が、決定した優先度に対応する第２のサイドリンク
ベアラを使用してリモートユーザ機器に受信したプロトコルデータユニットを中継する。
【０２４１】
　第１の態様に加えて提供される第２の態様によれば、制御パケットは、優先度の指標を
通知するために意図されるパケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ）制御ＰＤＵである
。ＰＤＣＰ制御ＰＤＵは、フォーマットインジケータをさらに備える。対応して、リレー
ＵＥのプロセッサは、受信したＰＤＣＰ制御ＰＤＵに備えられるフォーマットインジケー
タに基づいて、受信したＰＤＣＰ制御ＰＤＵが優先度の指標を通知するために意図される
と決定する。
【０２４２】
　第１または第２の態様に加えて提供される第３の態様によれば、リレーＵＥのプロセッ
サは、リモートユーザ機器から受信されたプロトコルデータユニットに含まれる情報およ
びリレーユーザ機器に記憶される対応するパケットフィルタ規則に基づいて、無線基地局
にプロトコルデータユニットを中継するために使用されることになる第１の無線ベアラを
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決定する。リレーＵＥの送信器は、決定した第１の無線ベアラを使用して無線基地局にプ
ロトコルデータユニットを送信する。任意選択で、リレーＵＥのプロセッサは、第１のサ
イドリンクベアラを介してリモートユーザ機器から受信される複数のプロトコルデータユ
ニットの最初の１つのための第１の無線ベアラを決定した後にのみ、制御パケットで受信
された優先度指標と第１の無線ベアラとの間の関連を生成および記憶する。
【０２４３】
　第１～第３の態様の１つに加えて提供される第４の態様によれば、リレーユーザ機器は
、無線基地局からプロトコルデータユニットを受信した上で、
　リモートユーザ機器に受信したプロトコルデータユニットを中継するように、
　－　決定した優先度を持つサイドリンクベアラが利用可能でない場合、決定した優先度
を持つ新たな第２のサイドリンクベアラを設定するか、または、
　－　決定した優先度を持つサイドリンクベアラが利用可能である場合、決定した優先度
に対応する第２のサイドリンクベアラを選択する。
【０２４４】
　第１～第４の態様の１つに加えて提供される第５の態様によれば、リレーユーザ機器に
記憶された関連は、制御パケットで受信された優先度指標を、リレーユーザ機器によって
無線基地局に受信したプロトコルデータユニットを送信するために使用されているその無
線ベアラの識別情報と関連づける。
【０２４５】
　第１～第５の態様の１つに加えて提供される第６の態様によれば、リレーＵＥの受信器
は、さらなるサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器からさらなる制御パケット
を受信し、さらなる制御パケットは、さらなるサイドリンクベアラを介してリモートユー
ザ機器によって送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度のさらなる
指標を備える。リレーＵＥのプロセッサは、さらなる制御パケットで受信されたさらなる
優先度指標とリモートユーザ機器から受信されるプロトコルデータパケットを無線基地局
にさらなるサイドリンクベアラを介して中継するためにリレーユーザ機器によって使用さ
れる第２の無線ベアラとの間のさらなる関連を記憶する。リレーＵＥのプロセッサは、第
２の無線ベアラを介して無線基地局から受信されたさらなるプロトコルデータユニットが
リモートユーザ機器に送信されるべきである優先度を、記憶したさらなる関連に基づいて
決定する。リレーＵＥの送信器は、決定したさらなる優先度に対応するさらなるサイドリ
ンクベアラを使用してリモートユーザ機器に受信したプロトコルデータユニットを中継す
る。
【０２４６】
　第７の態様によれば、移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプロ
トコルデータユニットを中継するためのリレーユーザ機器を動作させるための方法が提供
される。リレーユーザ機器は無線基地局に接続される。リレーユーザ機器は、リモートユ
ーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラ
を通じてプロトコルデータユニットを交換する。方法は以下のステップを含む。リレーＵ
Ｅは、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器から制御パケットを受信し
、制御パケットは、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器によって送信
されるプロトコルデータユニットと関連づけられる優先度の指標を備える。リレーＵＥは
、制御パケットで受信された優先度指標とリモートユーザ機器から受信されるプロトコル
データパケットを無線基地局に中継するためにリレーユーザ機器によって使用される第１
の無線ベアラとの間の関連を記憶する。リレーＵＥは、第１の無線ベアラを介して無線基
地局から受信されたプロトコルデータユニットがリモートユーザ機器に送信されるべきで
ある優先度を、記憶した関連に基づいて決定する。リレーＵＥは、決定した優先度に対応
する第２のサイドリンクベアラを使用してリモートユーザ機器に受信したプロトコルデー
タユニットを中継する。
【０２４７】
　第８の態様によれば、移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユーザ
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機器にプロトコルデータユニットを送信するためのリモートユーザ機器が提供され、ここ
ではリレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リレ
ーユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。リモ
ートＵＥは、第１のサイドリンクベアラを介してリレーユーザ機器に制御パケットを送信
する送信器を備え、制御パケットは、第１のサイドリンクベアラを介してリモートユーザ
機器によってリレーユーザ機器に送信されるプロトコルデータユニットと関連づけられる
優先度の指標を含む。
【０２４８】
　第８の態様に加えて提供される第９の態様によれば、リモートＵＥの送信器は、第１の
サイドリンクベアラを介してリレーユーザ機器に送信されることになるプロトコルデータ
ユニットの優先度が変更すると、リレーユーザ機器に制御パケットを送信する。
【０２４９】
　第９の態様に加えて提供される第１０の態様によれば、リモートＵＥのプロセッサが、
プロトコルデータユニットがリモートユーザ機器に送信されることになると決定し、プロ
トコルデータユニットは優先度と関連づけられる。リモートＵＥのプロセッサは、プロト
コルデータユニットがリレーユーザ機器に送信されることになる優先度に対応するサイド
リンクベアラがないと決定する。この決定の上で、プロセッサは、上記優先度に対応する
リレーユーザ機器へのサイドリンクベアラを設定し、送信器は、設定したサイドリンクベ
アラを介してリモートユーザ機器にプロトコルデータユニットを送信する前に、設定した
サイドリンクベアラを介してリモートユーザ機器に優先度を備える制御パケットを送信す
る。
【０２５０】
　第８～第１０の態様の１つに加えて提供される第１１の態様によれば、送信器は、動作
中、制御パケットを所定の回数送信する。
【０２５１】
　第１２の態様によれば、移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユー
ザ機器にプロトコルデータユニットを送信するためのリモートユーザ機器を動作させるた
めの方法が提供される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の
通信を中継し、リレーユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニッ
トを交換する。方法は以下のステップを含む。リモートＵＥは、第１のサイドリンクベア
ラを介してリレーユーザ機器に制御パケットを送信し、制御パケットは、第１のサイドリ
ンクベアラを介してリモートユーザ機器によってリレーユーザ機器に送信されるプロトコ
ルデータユニットと関連づけられる優先度の指標を含む。
【０２５２】
　第１３の態様によれば、移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプ
ロトコルデータユニットを中継するためのリレーユーザ機器が提供される。リレーユーザ
機器は無線基地局に接続される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局
との間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデ
ータユニットを交換する。リレーＵＥの受信器が、第１の所定の優先度と関連づけられる
アプリケーションレベルシグナリングメッセージを受信する。リレーＵＥのプロセッサが
、第１の所定の優先度に基づいて、デフォルトベアラを使用して無線基地局にアプリケー
ションレベルシグナリングメッセージを送信すると、かつアプリケーションレベルシグナ
リングメッセージが無線基地局に送信されることになる優先度を上げると決定する。リレ
ーＵＥの送信器が、デフォルトベアラを介して無線基地局にアプリケーションレベルシグ
ナリングメッセージを上昇した優先度で送信する。
【０２５３】
　第１３の態様に加えて提供される第１４の態様によれば、リレーＵＥのプロセッサは、
第１の所定の優先度をデフォルトベアラと関連して記憶しない。リレーＵＥのプロセッサ
は、デフォルト無線ベアラを介して無線基地局から受信されるさらなるアプリケーション
レベルシグナリングメッセージをリモートユーザ機器に送信するために使用されることに
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なるサイドリンクベアラを決定し、好ましくはここでは、決定したサイドリンクベアラは
高優先度を有する。対応して、リレーＵＥの送信器は、決定したサイドリンクベアラを使
用してリモートユーザ機器にさらなるアプリケーションレベルシグナリングメッセージを
送信する。
【０２５４】
　第１３または第１４の態様に加えて提供される第１５の態様によれば、個別シグナリン
グ無線ベアラが、リレーユーザ機器と無線基地局との間に設定されて、さらなるアプリケ
ーションレベルシグナリングメッセージを送信するために使用される。個別シグナリング
無線ベアラを設定した上で、リレーユーザ機器は、所定の優先度と異なるさらなる優先度
と関連づけられるさらなるサイドリンクベアラを使用してリモートユーザ機器にアプリケ
ーションレベルシグナリングメッセージを送信する。
【０２５５】
　第１３～第１５の態様の１つに加えて提供される第１６の態様によれば、リレーＵＥの
プロセッサは、アプリケーションレベルシグナリングメッセージに関連して論理チャネル
優先順位付け手順の間に使用される優先度を上げることによって、アプリケーションレベ
ルシグナリングメッセージが無線基地局に送信される優先度を上げる。
【０２５６】
　第１７の態様によれば、移動通信ネットワーク内でリモートユーザ機器と交換されるプ
ロトコルデータユニットを中継するためのリレーユーザ機器を動作させるための方法が提
供される。リレーユーザ機器は無線基地局に接続される。リレーユーザ機器は、リモート
ユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベア
ラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。方法は以下のステップを含む。リレー
ＵＥは、所定の優先度と関連づけられるアプリケーションレベルシグナリングメッセージ
を受信する。リレーＵＥは、デフォルトベアラを使用して無線基地局にアプリケーション
レベルシグナリングメッセージを送信すると、かつアプリケーションレベルシグナリング
メッセージが無線基地局に送信されることになる優先度を上げると、所定の優先度に基づ
いて決定する。リレーＵＥは、デフォルトベアラを介して無線基地局にアプリケーション
レベルシグナリングメッセージを上昇した優先度で送信する。
【０２５７】
　第１８の態様によれば、移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユー
ザ機器にプロトコルデータユニットを送信するためのリモートユーザ機器が提供される。
リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の通信を中継し、リモート
ユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニットを交換する。リモー
トユーザ機器のプロセッサが、リレーユーザ機器に送信されることになるアプリケーショ
ンレベルシグナリングメッセージと関連づけられることになる所定の優先度を決定する。
リモートＵＥの送信器が、アプリケーションレベルシグナリングメッセージが無線基地局
に送信されることになる優先度を上げるようにリレーユーザ機器に示すように、リレーユ
ーザ機器にアプリケーションレベルシグナリングメッセージおよび関連する所定の優先度
を送信する。
【０２５８】
　第１８の態様に加えて提供される第１９の態様によれば、リモートユーザ機器は、高優
先度を持つサイドリンクベアラを使用して、関連する所定の優先度を持つアプリケーショ
ンレベルシグナリングメッセージをリレーユーザ機器に送信する。
【０２５９】
　第１８または第１９の態様に加えて提供される第２０の態様によれば、所定の優先度は
、リレーユーザ機器が第１の所定の優先度を、リレーユーザ機器によって無線基地局にア
プリケーションレベルシグナリングメッセージを送信するために使用されることになるデ
フォルトベアラと関連して記憶しないものとすることを示すように、アプリケーションレ
ベルシグナリングメッセージに対して設定される。
【０２６０】
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　第２１の態様によれば、移動通信ネットワーク内で無線基地局に接続されるリレーユー
ザ機器にプロトコルデータユニットを送信するためのリモートユーザ機器を動作させるた
めの方法が提供される。リレーユーザ機器は、リモートユーザ機器と無線基地局との間の
通信を中継し、リモートユーザ機器とサイドリンクベアラを通じてプロトコルデータユニ
ットを交換する。方法は以下のステップを含む。リモートＵＥは、リレーユーザ機器に送
信されることになるアプリケーションレベルシグナリングメッセージと関連づけられるこ
とになる所定の優先度を決定する。リモートＵＥは、アプリケーションレベルシグナリン
グメッセージが無線基地局に送信されることになる優先度を上げるようにリレーユーザ機
器に示すように、リレーユーザ機器にアプリケーションレベルシグナリングメッセージお
よび関連する所定の優先度を送信する。
【０２６１】
　＜本開示のハードウェアおよびソフトウェア実装＞
　他の例示的な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと協働し
たソフトウェアを使用する上記した様々な実施形態の実装に関する。これに関連して、ユ
ーザ端末（移動端末）およびｅＮｏｄｅＢ（基地局）が提供される。ユーザ端末および基
地局は、受信器、送信器、プロセッサなど、本明細書に記載した方法に適切に関与する対
応するエンティティを含め、同方法を行う。
【０２６２】
　様々な実施形態がコンピューティング装置（プロセッサ）を使用して実装されてもまた
は行われてもよいとさらに認識される。コンピューティング装置またはプロセッサは、例
えば汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：Digital Signal Processor）、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Application Specific Integrated Circuit）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Field Programmable Gate Array）また
は他のプログラマブル論理装置などでもよい。様々な実施形態はこれらの装置の組合せに
よって行われてもまたは具象化されてもよい。特に、上記した各実施形態の記載に使用さ
れる各機能ブロックは、集積回路としてのＬＳＩによって実現されることができる。それ
らはチップとして個々に形成されてもよいし、または１つのチップが、機能ブロックの一
部または全部を含むように形成されてもよい。それらは、そこに結合されるデータ入出力
を含んでもよい。ＬＳＩはここで、集積度の相違に応じて、ＩＣ、システムＬＳＩ、超Ｌ
ＳＩまたは極超ＬＳＩと称されてもよい。しかしながら、集積回路を実装する技術はＬＳ
Ｉに限定されず、専用回路または汎用プロセッサを使用することによって実現されてもよ
い。加えて、ＬＳＩの製造後にプログラムされることができるＦＰＧＡ（Field Programm
able Gate Array）、またはＬＳＩ内部に設けられる回路セルの接続および設定が再構成
されることができる再構成可能プロセッサが使用されてもよい。
【０２６３】
　さらに、様々な実施形態はソフトウェアモジュールを用いて実装されてもよく、ソフト
ウェアモジュールはプロセッサによってまたはハードウェアで直接実行される。また、ソ
フトウェアモジュールおよびハードウェア実装の組合せも可能だろう。ソフトウェアモジ
ュールは任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えばＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどに記憶
されてもよい。異なる実施形態の個々の特徴が個々にまたは任意の組合せで別の実施形態
の主題であることにさらに留意するべきである。
【０２６４】
　当業者によって、多数の変形および／または修正が具体的な実施形態に示すように本開
示になされてもよいことが認識されるであろう。本実施形態は、したがって、すべての点
で例示的であり限定的でないと考えられるべきである。
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