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(57)【要約】
本発明は、通信システムにおける方法を提供し、通信シ
ステムにおいて、複数のユーザ装置は、リレーノードを
介してドナーノードにデータを送信し、複数のユーザ装
置は、リレーノードへの送信の前に、それ自身のＵＥバ
ッファにデータをそれぞれ記憶し、リレーノードは、ド
ナーノードへの送信の前に、リレーバッファに複数のユ
ーザ装置から受信されたデータを記憶する。本方法は、
リレーノードで、バッファリングされたデータ値が閾値
を超えるときに、リレーノードからドナーノードにリレ
ーバッファの状態の報告を送出する。バッファリングさ
れたデータ値は、ＵＥバッファに記憶されているデータ
、又はリレーバッファに記憶されているデータの何れか
を表す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザ装置がリレーノードを介してアップリンクにあるドナーノードにデータを
送信する通信システムにおける方法であって、
　前記複数のユーザ装置は、前記リレーノードへの送信の前に、それ自身のＵＥバッファ
に前記データをそれぞれ記憶し、前記リレーノードは、前記ドナーノードへの送信の前に
、リレーバッファに前記複数のユーザ装置から受信されたデータを記憶し、
　当該方法は、
　リレーノードが、バッファリングされたデータ値が閾値を超えたときに、前記リレーノ
ードから前記ドナーノードに前記リレーバッファの状態の報告を送出するステップを含み
、前記バッファリングされたデータ値は、前記ＵＥバッファに記憶されているデータ、又
は前記リレーバッファに記憶されているデータを表す、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記バッファリングされたデータ値は、前記ＵＥバッファに記憶されているデータと前
記リレーバッファに記憶されているデータとの組み合わせを表す、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ドナーノードが、前記リレーバッファの状態の報告を受信し、受信されたリレーバ
ッファの状態の報告に基づいて、前記リレーノードから前記ドナーノードへのデータの送
信を定義するリレー－ドナー送信特性を調節するステップを更に含む、
請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のユーザ装置のそれぞれから前記リレーノードに送信されるデータは、サービ
ス品質の要件を含む、データストリームのＵＥ送信特性のセットを有して確立されたデー
タストリームで伝送され、
　当該方法は、
　それぞれ新たなデータストリームについて、前記ＵＥ送信特性のセットを定義するステ
プと、
　定義されたＵＥ送信特性のセットを表す情報を前記リレーノードから前記ドナーノード
に送信するステップと、
を更に含む請求項１乃至３の何れか記載の方法。
【請求項５】
　前記リレーノードが、前記ＵＥ送信特性のそれぞれのセットについて、前記新たなデー
タストリームのサービス品質の要件に従うＱｏＳラベルをＱｏＳラベルのセットから選択
するステップと、
　前記ＱｏＳラベルを前記定義されたＵＥ送信特性のセットを表す情報として前記リレー
ノードから前記ドナーノードに送信するステップと、
を更に含む請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記ドナーノードが、前記リレーノードでの閾値として使用するため、現在確立されて
いるデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供するステップと、
　前記閾値を前記リレーノードに送信するステップと、
を更に含む請求項５記載の方法。
【請求項７】
　それぞれのユーザ装置は、それぞれのユーザ装置から前記リレーノードへのそれぞれデ
ータストリームに専用とされるＵＥバッファを有し、
　前記リレーノードは、現在確立されるデータストリームのそれぞれの異なるＱｏＳラベ
ルについてバッファを有する、
請求項５記載の方法。
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【請求項８】
　前記リレーノードのそれぞれのバッファについて、前記ドナーノードが、現在確立され
ているデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供し、前記閾値を前記リレー
ノードに送信するステップを更に含み、
　前記バッファの状態の報告は、ＱｏＳラベルに固有のバッファリングされたデータ値が
同じＱｏＳラベルを有する前記リレーバッファについて提供された閾値を超えるとき、前
記リレーノードから前記ドナーノードに送信され、前記ＱｏＳに固有のバッファリングさ
れたデータ値は、特定のＱｏＳラベルを有するデータストリームに専用にされる前記ＵＥ
データバッファに記憶されるデータ、前記同じＱｏＳラベルを有する前記リレーバッファ
に記憶されるデータ、又はこれら２つのデータの組み合わせを表す、
請求項７記載の方法。
【請求項９】
　ＵＥバッファをそれぞれ有する複数のユーザ装置と、
　リレーバッファを有するリレーノードと、
　ドナーノードとを有する通信システムであって、
　前記複数のユーザ装置のそれぞれは、前記リレーノードを介して前記ドナーノードにデ
ータをアップリンクに送信し、前記リレーノードへの送信の前に、それ自身のＵＥバッフ
ァに前記データを記憶し、
　前記リレーノードは、前記ドナーノードへの送信の前に、前記リレーバッファに前記複
数のユーザ装置から受信されたデータを記憶し、バッファリングされたデータ値が閾値を
超えるとき、バッファの状態の報告を前記ドナーノードに送出し、前記バッファリングさ
れたデータ値は、前記ＵＥバッファにおけるデータ、又は前記リレーバッファにおけるデ
ータを表す、
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１０】
　通信システムにおいて使用されるリレーノードであって、
　前記通信システムは、アップリングにある当該リレーノードに送信する前に、データを
記憶するＵＥバッファをそれぞれ有する複数のユーザ装置と、ドナーノードとを有してお
り、
　当該リレーノードは、リレーバッファを有しており、前記ドナーノードへの送信のため
に前記複数のユーザ装置のそれぞれからデータを受信し、前記ドナーノードへの送信の前
に、前記リレーバッファに前記データを記憶し、バッファリングされたデータ値が閾値を
超えるとき、バッファの状態の報告を前記ドナーノードに送出し、前記バッファリングさ
れたデータの値は、前記ＵＥバッファにおけるデータ又は前記リレーバッファにおけるデ
ータの何れかを表す、
ことを特徴とするリレーノード。
【請求項１１】
　通信システムで使用されるドナーノードであって、
　前記通信システムは、アップリンクにあるリレーノードに送信する前に、データを記憶
するＵＥバッファをそれぞれ有する複数のユーザ装置と、前記ドナーノードへの送信の前
に前記データを記憶するリレーバッファを有するリレーノードとを有し、
　前記ドナーノードは、バッファリングされたデータ値により超えられたとき、前記ドナ
ーノードにバッファの状態の報告を送出するために前記リレーノードをトリガする閾値を
提供して前記リレーノードに送出し、前記バッファリングされたデータ値は、前記ＵＥバ
ッファにおけるデータ、前記リレーバッファにおけるデータ又はこれら２つのデータの組
み合わせの何れかを表す、
ことを特徴とするドナーノード。
【請求項１２】
　通信システムにおける方法であって、
　前記通信システムにおいて、ドナーノードは、ダウンリンクにある複数のユーザ装置の
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うちの定義されたユーザ装置にリレーノードを介してデータを送信し、前記リレーノード
は、前記定義されたユーザ装置への送信の前に、ダウンリンクバッファに前記ドナーノー
ドから受信されたデータを記憶し、
　当該方法は、
　前記リレーノードが、前記ダウンリンクバッファに記憶されているデータを表すダウン
リンクのバッファリングされたデータ値が閾値を超えるとき、前記リレーノードから前記
ドナーノードにダウンリンクバッファの状態の報告を送出するステップを含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記ドナーノードが、前記ダウンリンクバッファの状態の報告を受信するステップと、
受信されたダウンリンクバッファの状態の報告に基づいて、前記ドナーノードから前記リ
レーノードへのデータの送信を定義するドナー－リレー送信特性を調節するステップと、
を更に含む請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記ドナーノードから前記リレーノードに送信されるデータは、前記データの目的地と
してのユーザ装置の示唆とサービス品質の要件とを含むドナー－ＵＥ送信特性のセットを
有する確立されたデータストリームで伝送され、
　それぞれのデータストリームには、それぞれのデータストリームを定義するドナー－Ｕ
Ｅ送信特性に含まれるサービス品質の要件に従うＱｏＳラベルがＱｏＳラベルのセットの
うちから割り当てられる、
請求項１２又は１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記ドナーノードが、前記リレーノードで閾値として使用するため、現在の確立された
データストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供するステップと、
　前記閾値を前記リレーノードに送信するステップと、
を更に含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記リレーノードは、現在確立されているデータストリームのそれぞれ異なるＱｏＳラ
ベルのダウンリンクバッファを有し、
　前記リレーノードは、それぞれ現在確立されているデータストリームのダウンリンクバ
ッファを有する、
請求項１４又は１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記リレーノードのそれぞれのバッファについて、前記ドナーノードで、現在確立され
ているデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供し、前記閾値を前記リレー
ノードに送信するステップと、
　前記ダウンリンクバッファの状態の報告は、ＱｏＳのラベルに固有のダウンリンクのバ
ッファリングされたデータ値が同じＱｏＳのラベルを有する前記リレーバッファについて
提供された閾値を超えるとき、前記リレーノードから前記ドナーノードに送出され、前記
ＱｏＳのラベルに固有のダウンリンクのバッファリングされたデータ値は、特定のＱｏＳ
のラベルを有する前記ダウンリンクバッファに記憶されるデータを表す、
請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　複数のユーザ装置と、
　ダウンリンクバッファを有するリレーノードと、
　ドナーノードとを備える通信システムであって、
　前記ドナーノードは、前記複数のユーザ装置のうちの１つにデータをダウンリンクに送
信し、
　前記リレーノードは、前記複数のユーザ装置のうちの前記１つへの送信の前に、ダウン
リンクバッファに前記ドナーノードから受信されたデータを記憶し、前記ダウンリンクバ
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ッファに記憶されているデータを表すダウンリンクのバッファリングされたデータ値が閾
値を超えるとき、ダウンリンクバッファの状態の報告を前記ドナーノードに送出する、
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１９】
　通信システムにおけるリレーノードであって、
　前記通信システムは、複数のユーザ装置とドナー装置とを有し、
　当該リレーノードは、ダウンリンクバッファを有しており、前記複数のユーザ装置のう
ちの１つについて、前記ドナーノードからデータを受信し、前記複数のユーザ装置のうち
の前記１つへの送信の前に、前記ダウンリンクバッファに前記データを記憶し、前記ダウ
ンリンクバッファに記憶されているデータを表すダウンリンクのバッファリングされたデ
ータ値が閾値を超えるとき、ダウンリンクバッファの状態の報告を前記ドナーノードに送
出する、
ことを特徴とするリレーノード。
【請求項２０】
　通信システムにおいて使用されるドナーノードであって、
　前記通信システムは、複数のユーザ装置と、前記複数のユーザ装置のうちの１つへの送
信の前に、ダウンリンクバッファにデータを記憶するリレーノードとを有し、
　ドナーノードは、ダウンリンクにある前記複数のユーザ装置のうちの１つに前記リレー
ノードを介してデータを送信し、
　前記ダウンリンクバッファにおけるデータを表すダウンリンクのバッファリングされた
データ値により超えられたとき、前記ドナーノードにダウンリンクバッファの状態の方向
を送出するために前記リレーノードをトリガする閾値を提供して前記リレーノードに送信
する、
ことを特徴とするドナーノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル通信システムに関し、特にリレーを使用してデータを送信及び受信
する方法に関する。リレーは、従来の基地局と同じ機能を提供するが、例えばリレーに接
続する移動体装置により使用されるのと同じ無線インタフェースを使用することで、ネッ
トワークへのリンクが提供される。
【０００２】
　本発明は、ＷｉＭＡＸ、ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunication　System）
、ＣＤＭＡ（Code　Division　Multiple　Access）プロトコル、ＧＥＲＡＮ（GSM(登録商
標)　EDGE　Radio　Access　Network）又は他の電気通信プロトコルで使用されるようなO
FDMAシステムに従って動作する通信システムで使用される場合がある。特に、本発明は、
データの伝送においてユーザ装置と基地局との間で中継局が使用される電気通信プロトコ
ルで使用される場合がある。
【背景技術】
【０００３】
　１つの特定の応用は、３Ｇとしても知られるＵＭＴＳである。ＵＭＴＳ無線通信システ
ムは、世界的規模で開発されている。ＵＭＴＳシステムの将来の開発は、プロジェクト名
ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）と一般的に呼ばれる、いわゆるｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴ
ＲＡＮ又はｅＵＴＲＡＮ（evolved　UMTS　Terrestrial　Radio　Access　Network）に集
中している。
【０００４】
　ＬＴＥは、ユーザの増加されたデータレートをもつ高速データサービスの伝達のための
技術である。ＵＭＴＳ又は前の世代のモバイル通信規格と比較して、ＬＴＥは低減された
遅延、増加されたセルエッジカバレッジ、低減されたビット当たりのコスト、フレキシブ
ルなスペクトルの使用を提供をも提供し、マルチラジオアクセス（multi-radio　access
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）ＬＴＥが設計されており、１００Ｍｂｐｓを超える、基地局（ＢＳ）からユーザ装置へ
のダウンリンク（ＤＬ）方向の通信においてピークデータレートを与える一方、５０Ｍｂ
ｐｓを超える、ユーザ装置からＢＳへのアップリンク（ＵＬ）方向の通信においてピーク
データレートを与える。
【０００５】
　現在標準化されている開発であるＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）は、ダウンリンクにおい
て最大で１ＧＢｐｓを可能にし、アップリンクにおいて５００Ｍｂｐｓを可能にするＬＴ
Ｅシステムを更に改善する。ＬＴＥ－Ａは、特に高いデータレートの伝送及びセルエッジ
のカバレッジの改善のため、既存のＬＴＥシステムを通してパフォーマンスを改善するた
めの新たな技術を使用する。
【０００６】
　ＬＴＥ－Ａ及びＬＴＥは、共通の基本的なアーキテクチャ及びネットワークプロトコル
を共有する。現在のＵＭＴＳシステムにおけるように、ＬＴＥ向けに提案された基本アー
キテクチャは、基地局として機能するアクセスノードにユーザ（より正確にはユーザ装置
）を接続する無線アクセスネットワーク（ｅＵＴＲＡＮ）から構成され、これらのアクセ
スノードは、コアネットワークにリンクされる。ｅＵＴＲＡＮの専門用語において、アク
セスノードは、拡張ノード基地局又はｅＮＢ（enhanced　Node　Base-station）と呼ばれ
る。先に提案されたシステムで使用される個別の無線ネットワークコントローラ（RNC:　
Radio　Network　Controller）はもはや必要とされず、その機能の幾つかは、ｅＮＢに組
み込まれ、幾つかはＭＭＥ（Mobility　Management　Entity）に組み込まれ、幾つかはＳ
ＡＥ　ＧＷ（System　Architecture　Evolution　Gateways）に組み込まれる。ｅＮＢは
、進化したパケットコア（EPC:　Evolved　Packet　Core）とＬＴＥにおいて呼ばれるコ
アネットワークに接続する。
【０００７】
　図１は、ＬＴＥのプロトコルレイヤ間の関係を示す。ＰＤＣＰ（Packet　Data　Conver
ge　Protocol）は、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）レイヤの上にある、ＬＴＥレイヤ２
の上位サブレイヤ（ＩＰレイヤと物理レイヤとの間にあるプロトコルスタックのレイヤ）
である。PDCPレイヤは、制御プレーンにおいて、ＲＲＣ（Radio　Resource　Control）メ
ッセージのような制御プレーンメッセージを処理し、ユーザプレーンにおいて、ＩＰ（In
ternet　Protocol）パケットのようなユーザプレーンパケットを処理する。無線ベアラ（
radio　bearer）に依存して、ＰＤＣＰレイヤの主要な機能は、ヘッダ圧縮、セキュリテ
ィ（保全性保護及び暗号化）であり、ハンドオーバの間の異なる順序への配置換え（reor
dering）及び再送信（retransmission）をサポートする。ＰＤＣＰパケットは、シーケン
ス番号（SN）を含み、このシーケンス番号は、上位レイヤへのパケットの順序正しい伝達
及び欠けているパケットの潜在的な再送信により欠けているパケットの識別を可能にする
。また、シーケンス番号は、ユーザプレーン及び制御プレーンの暗号化におけるセキュリ
ティのため、更には制御プレーンにおけるＲＲＣデータの保全性保護のために使用される
。等価なプロトコル構造は、ＵＭＴＳプロトコルにおいて存在する。
【０００８】
　図２は、ユーザ装置１１０、２つの拡張ノード基地局１２０，１２１及びサービスゲー
トウェイ１３０（SGW又はS-GW）の間のネットワークトポロジーを示す。図１において“
Ｕｕ”でマークされる破線に対応するＵｕ無線インタフェースがマークされており、同様
に、図２でマークされるＳ１－Ｕは、図１において“Ｓ１－Ｕ”でマークされる破線に対
応する。ユーザ装置１１０及びｅＮＢ１２０は、Ｕｕ無線インタフェースを通して伝達す
る。２つのｅＮＢ１２０及び１２１は、有線Ｘ２インタフェースを介して互いに通信する
。
【０００９】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、セルエッジでのユーザ装置へのデータスループットを改
善するツールとして中継（relaying）のサポートを提供することでＬＴＥ　Ｒｅｌ－８を
拡張する。また、中継は、グループモビリティ（group　mobility）及びテンポラリネッ
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トワークデプロイメント（temporary　network　deployment）を改善し、新たな領域にお
けるカバレッジを提供する。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄは、例として使用されるが、他の
通信プロトコルにおいて中継がサポートされ、例えば類似の中継技術がＩＥＥＥ規格８０
２．１６ｊにおいて存在する。
【００１０】
　図３は、ユーザ装置１１０がリレーノード１４０を介してドナー拡張ノード基地局（Ｄ
ｅＮＢ）１２０と通信する構成におけるネットワークトポロジーを示す。ユーザ装置１１
０は、Ｕｕ無線インタフェースを通してリレーノード１４０と通信する。リレーノード１
４０は、Ｕｎ無線インタフェースを通してＤｅＮＢ１２０と通信する。ＤｅＮＢ１２０と
ｅＮＢ１２１は、Ｘ２インタフェースを介して通信する。ＤｅＮＢ１２０及びｅＮＢ１２
１は、Ｓ１－Ｕインタフェースを介してｓＧＷ１３０とそれぞれ通信する。
【００１１】
　２つの無線インタフェース（Ｕｕ及びＵｎ）を通して、ユーザデータのトラフィックは
、ユーザプレーン（ＰＤＣＰ（Packet　Data　Converge　Protocol）、ＲＬＣ（Radio　L
ink　Control）、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）及びＰＨＹ（PHYsical）プロトコ
ルレイヤから構成される）を使用して伝達される。
【００１２】
　リレーノード１４０は、ドナーセルに給仕するドナーノード１２０を介して無線アクセ
スネットワークに無線で接続する。ＬＴＥ－Ａは、特に、インバンド接続（in-band　con
nection）によりリレーノードへのサポートを提供する。インバンド接続では、ネットワ
ーク－リレー間のリンクは、ドナーノードにより給仕されるドナーセル内においてダイレ
クトのネットワーク－ＵＥ間のリンクと同じ周波数帯域を共有する。また、他の電気通信
プロトコルは、「アウトバンド」接続をサポートし、アウトバンド接続では、ネットワー
ク－リレー間のリンクは、ドナーノードにより給仕されるドナーセル内においてダイレク
トのネットワーク－ＵＥ間のリンクと同じ帯域で動作しない。特に、ＬＴＥ－Ａは、「タ
イプ１」リレーノードをサポートする。タイプ１リレーノードは、ＴＲ３６．９１２（Fe
asibility　Study　for　Further　Enhancements　for　E-UTRA　(LTE-Advanced)）で述
べられるに、以下により特徴付けられる。
【００１３】
　タイプ１リレーノードは、１以上のセルを制御し、１以上のセルのそれぞれは、ドナー
セルとは異なる個別のセルとしてユーザ装置に見える。　
　１以上のセルは、それら自身の物理セルＩＤ（ＬＴＥ　Ｒｅ－８で定義される）を有し
、それら自身の同期チャネル、参照シンボル及び他のパラメータを送信する。　
　単一セルの動作の環境において、ユーザ装置は、リレーノードからダイレクトにスケジ
ューリング情報とＨＡＲＱフィードバックを受信し、その制御チャネル（ＳＲ／ＣＱ／Ａ
ＣＫ）をリレーノードに送出する。
【００１４】
　本明細書において、用語「ベアラ“bearer”」とは、パラメータのセットにより定義さ
れる２つのポイント間のデータのストリームを意味する。ベアラは、パラメータのセット
により定義される２つのポイント間の無線ストリームを意味する「無線ベアラ」を包含す
る。ベアラは、それらのエンドポイントにより、及びＱｏＳラベルのようなそれら定義す
るパラメータを表すラベルにより互いに区別される。ベアラは、例えばデータストリーム
が共通のＱｏＳラベルを有する場合に１を超えるデータストリームを含む。
【００１５】
　典型的に、複数のアプリケーションがユーザ装置において同時に実行される場合があり
、それぞれのアプリケーションは、リレーノードを介してドナーノードにデータが送信さ
れるのを必要とし、リレーノードを介してドナーノードからデータが受信されるのを必要
とする。例えば、ユーザは、ＶｏＩＰ（Voice　over　IP）に従事しているのと同時に、
ウェブページをブラウジングしているか又はＦＴＰ（File　Transfer　Protocol）アプリ
ケーション（確認メッセージがユーザ装置からドナーノードに送出されるのを必要とする
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）を使用してファイルをダウンロードする。ＶｏＩＰは、遅延及び遅延のジッタの観点で
、ウェブブラウジング及びＦＴＰよりも厳しいサービス品質（QOS:　Quality　of　Servi
ce）の要件を有する一方、後者は、非常に低いパケット損失率を必要とする。多数のＱｏ
Ｓの要件をサポートするため、異なるベアラは、ネットワークアーキテクチャにおいてユ
ーザ装置のためにセットアップされ、それぞれのベアラは、特定のＱｏＳセルと関連され
る。概して、ベアラは、ＱｏＳの性質に基づいて２つのカテゴリに分類される。　
　最小ＧＢＲ（Minimum　GBR）ベアラは、ＶｏＩＰのような応用向けに使用される。これ
らは、ベアラの確立／変更の手順の間に（例えばeNodeBにおける受付制御機能により）専
用の送信リソースが永続的に割り当てられる。ＧＢＲよりも高いビットレートは、リソー
スが利用可能である場合にＧＢＲベアラについて許容される。係るケースで、ＭＢＲ（Ma
ximum　Bit　Rate）パラメータは、ＧＢＲベアラと関連付けされ、ＧＢＲベアラから期待
されるビットレートに上限を設定する。　
　非ＧＢＲベアラは、特定のビットレートを保証しない。これらのベアラは、ウェブブラ
ウジング又はＦＴＰ転送のような応用向けに使用される。これらのベアラについて、帯域
幅のリソースがベアラに永続的に割り当てられない。アクセスネットワークにおいて、無
線インタフェースを通してベアラにとって必要なＱｏＳを保証することが、ｅＮｏｂｅＢ
の役割である。それぞれのベアラは、関連するＱＣＩ（QoS　Class　Identifier）及びＡ
ＲＰ（Allocation　and　Retention　Priority）を有する。それぞれＱＣＩは、優先度、
パケット遅延割当量及び許容可能なパケット損失率により特徴付けられる。ベアラのＱＣ
Ｉラベルは、ｅＮｏｄｅＢでどのように処理されるかを決定する。（ＥＰＳにおけるＰＣ
ＲＦ（Policy　Charging　Rule　Function）が選択することができる）標準化されたＱＣ
Ｉ及びしれらの特性のセットは、（3GPP　Technical　Specification　23.203,　Policy
　and　charging　control　architecture　(Release　8)におけるsection　6.1.7におけ
る）表１で提供される。ＱＣＩの表は、それぞれのＱＣＩラベル（ＱｏＳ分類識別子）に
ついて、優先処理の値、許容可能な遅延割当量及びパケットエラー損失率を指定する。
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【表１】

【００１６】
　ＱＣＩラベルからの優先度及びパケット遅延割当量（及びある程度、許容可能なパケッ
ト損失率）は、ＲＬＣモードコンフィギュレーションを決定し、（例えばスケジュールポ
リシー、キュー管理ポリシー及びレートシェーピング（rate　shaping）ポリシーの観点
で）ＭＡＣにおけるスケジューラがベアラを通して送出されたパケットをどのように処理
するかを決定する。ＲＬＣモードは、ＲＬＣオーバヘッドを有さず、例えばブロードキャ
ストＳＩメッセージのために使用されるトランスペアレントモード、データパケットを受
信するネットワークコンポーネントが受信を確認する確認モード（ＡＭ）、及びデータパ
ケットの受信が確認されていない非確認モード（ＵＭ）、の何れかである。
【００１７】
　例えば、高い優先度をもつパケットは、低い優先度をもつパケットの前にスケジュール
されることが期待される。低い許容可能な損失率を持つベアラについて、確認モード（Ａ
Ｍ）は、パケットが無線インタフェースにわたり上手く伝送されることを保証するため、
ＲＬＣプロトコルレイヤ内で使用される。ベアラのＡＲＰは、コネクション受付制御（ca
ll　admission　control）のために使用され、すなわち、無線の混雑状態の場合に要求さ
れたベアラが確立されるべきか否かを判定するために使用される。また、ＡＲＰのベアラ
は、新たなベアラの確立の要求に関して、プリエンプションのためにベアラの優先度を支
配する。ひとたび上手く確立されると、ベアラのＡＲＰは、（例えばスケジューリング及
びレート制御のために）ベアラレベルのパケット転送処理に影響を及ぼさない。係るパケ
ット転送処理は、ＱＣＩ，ＧＢＲ及びＭＢＲのような他のベアラレベルのＱｏＳパラメー
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タによってのみ決定される。
【００１８】
　図４は、従来のＬＴＥ／ＳＡＥ（System　Architecture　Evolution）システムにおけ
るベアラの使用を例示する。この例では、リレーノードが存在しない。異なるネットワー
クコンポーネント又はノード間のインタフェースは、破線により示される。ＥＰＳ（Evol
ved　Packet　System）ベアラは、複数のインタフェース、すなわちＰ－ＧＷ（Packet　G
ateWay）からＳ－ＧＷへのＳ５／Ｓ８インタフェース、Ｓ－ＧＷからｅＮｏｄｅＢへのＳ
１インタフェース、ｅＮｏｄｅＢからＵＥへの（Ｕｕインタフェースとしても知られる）
無線インタフェースを横断する必要がある。それぞれのインタフェースにわたり、ＥＰＳ
ベアラは、それらが自身のベアラのアイデンティティをもつ、低いレイヤのベアラにマッ
ピングされる。それぞれのノードは、その異なるインタフェースにわたりベアラのＩＤ間
の結合の経過を追跡する。例えばＳ５／Ｓ８ベアラは、Ｐ－ＧＷとＳ－ＧＷとの間でＥＰ
Ｓベアラのパケットを伝送する。Ｓ－ＧＷは、Ｓ１ベアラとＳ５／Ｓ８ベアラとの間の１
対１のマッピングを記憶する。ベアラは、両方のインタフェースにわたりＧＴＰトンネル
ＩＤにより識別される。
【００１９】
　エンドツーエンドサービスは、Ｐ－ＧＷにより外部ベアラに接続されるＥＰＳベアラに
より提供される。ＥＰＳベアラは、Ｓ－ＧＷによりＥ－ＲＡＢ（E-UTRAN　Radio　Access
　Bearer）に接続されるＳ５／Ｓ８ベアラにより提供される。Ｅ－ＲＡＢは、ｅＮｏｄｅ
Ｂにより無線ベアラに接続されるＳ１ベアラにより提供される。ＬＴＥアーキテクチャは
、ベアラの概念を例示するために、この例において使用されるが、類似のアーキテクチャ
が他の通信規格又はプロトコルにおいて存在することを理解されたい。
【００２０】
　図５は、例として、従来のＬＴＥ／ＳＡＥベアラの確立プロセスを使用した、ベアラを
セットアップするために必要とされるメッセージングを例示する。この例ではリレーノー
ドが存在しない。ＭＭＥは、ＵＬ　ＴＦＴ（Traffic　Flow　Template）及びＥＰＳベア
ラアイデンティティを含むセッション管理フォンフィギュレーション情報のセットを構築
し、構築したセットをベアラセットアップ要求（Bearer　Setup　request）メッセージに
含め、ＭＭＥは、このメッセージをｅＮｏｄｅＢに送出する（図５におけるメッセージ４
）。セッション管理コンフィギュレーションは、ＮＡＳ（Non-Access　Stratum）情報で
あり、従ってｅＮｏｄｅＢからＵＥにトランスペアレントに送出される。また、ベアラセ
ットアップ要求は、ベアラのＱｏＳの要件をｅＮｏｄｅＢに提供し、この情報は、コネク
ション受付制御のため、及びユーザのＩＰパケットの適切なスケジューリングにより必要
なＱｏＳを保証するためにｅＮｏｄｅＢにより使用される。ｅＮｏｄｅＢは、ＥＰＳベア
ラのＱｏＳを無線ベアラのＱｏＳにマッピングする。次いで、ｅＮｏｄｅＢは、無線ベア
ラをセットアップするため、ＲＲＣ接続リコンフィギュレーションメッセージ（無線ベア
ラのＱｏＳ、セッション管理コンフィギュレーション及びＥＰＳ無線ベアラのアイデンテ
ィティを含む）をＵＥに伝達する。ＲＲＣ接続リコンフィギュレーションメッセージは、
無線インタフェースについて全てのコンフィギュレーションパラメータを含む。これは、
主にレイヤ２のコンフィギュレーションについて（PDCP,　RLC及びMACパラメータ）であ
るが、プロトコルスタックを初期化するためにＵＥについて要求されるレイヤ１パラメー
タについても同じである。
【００２１】
　本明細書では、ユーザ装置がリレー又はリレーノードを介して基地局と通信している通
信システムにおけるベアラの処理が考慮される。特に、本明細書は、リレーに接続される
ユーザ装置の迅速に変化するＱｏＳの要件が、リレーと基地局との間のインタフェースの
ＱｏＳの要件においてどのように収容することができるかに対処する。
【００２２】
　Ｒ２－０９４６３４（3GPP　TSG-RAN　WG2#67，24th-29th　AUG　2009,　Shenzhen,　C
hina,　Discussion　on　alternative　on　Relay,　LG　Electronics）は、LTE-A規格の
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確立での議論の一部を形成しており、ベアラのＧＢＲ及びＭＢＲパラメータの使用を説明
している。Ｒ２－０９４６３４は、所与のＵＥについて、ＱｏＳパラメータがコールの間
にセミスタティックである場合があることを開示している。しかし、到来及び出力するＵ
Ｅを連続して管理するＲＮについて、（ＲＮとｅＮｏｄｅＢとの間の）動作しているＵｎ
ベアラのＱｏＳパラメータは、セミスタティックではない。ＲＮの制御下にある新たなＵ
Ｅがあるコールを開始又は終了したとき、ＧＢＲ及びＭＢＲパラメータは、ＲＮとＤｅＮ
Ｂとの間だけでなく、ＤｅＮＢとＥＰＣとの間で更新される。
【００２３】
　Ｒ２－０９４６３４は、（ＬＴＥ）Ｒｅｌ－８において提供されるように、ＶｏＩＰサ
ービスについて提供される。更なるホップのため、無線インタフェースにわたる遅延は、
ＲＮによるＶｏＩＰにとってより重要である。従って、ＲＮが処理するＶｏＩＰコールの
数が変化するときはいつでも、この変化は、Ｕｎインタフェースを通してパラメータの変
化に即座に反映されるべきである。
【００２４】
　Ｒ２－０９４６１９（3GPP　TSG　RAN　WG2　#67,　24-28　August　2009,　Shenzhen,
　China,　Consideration　on　MAC　procedures　for　Un　interface,　ETRI）は、Ｕ
Ｅのアップリンクバッファにおけるデータ量に関する情報を提供するため、ＢＳＲ（Buff
er　Status　Report）の手順が実行されることを提案している。Ｕｎインタフェースでの
通常のＭＡＣ（Media　Access　Control）手順は、アップリンクのバックホーリングのた
め、リレーが、それらのバッファ状態をＤｅＮＢに提供するのを可能にする。しかし、こ
の手順は、ＵＥ　ＵＬデータがリレーのアップリンクバッファに到達し、リレーがバッフ
ァリングされているデータのサイズを計算することでバッファの状態を報告した後にのみ
トリガされる。報告から生じるアップリンクデータ送信の中継の遅延を最小にするため、
Ｒ２－０９４６１９は、現在のＭＡＣ仕様に従って許容されるよりも早期に、リレーがＢ
ＳＲ手順を開始することを提案している。
【００２５】
　Ｒ２－０９４６１９は、リレーがＵＥからＢＳＲを受信した直後に、ＢＳＲ手順をトリ
ガすることを提案している。また、リレーは、バッファリングされているデータに関する
情報だけでなく、ＵＥから受信されたＢＳＲ情報をも含むＢＳＲを送信する。ＢＳＲに関
連されるＵＥのデータは、リレーがＤｅＮＢからアップリングの許可を受けたときに、リ
レーのアップリングのバッファに到達する。ＢＳＲは、送信のために利用可能なＵＥデー
タの量を示すので、リレーは、例外的なエラーが生じない限り、送信の処理を保証する。
従って、リレーは、ＤｅＮＢスケジューリングと協働して、ＵＥのアップリングデータを
送出する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の第一の態様の実施の形態によれば、通信システムにおける方法が提供され、こ
の通信システムにおいて、複数のユーザ装置は、リレーノードを介してドナーノードにデ
ータをアップリングに送信し、複数のユーザ装置は、それぞれ、リレーノードへの送信前
に、それ自身のＵＥバッファにデータを記憶し、リレーノードは、ドナーノードへの送信
前に、リレーバッファにおいて、複数のユーザ装置から受信されたデータを記憶する。当
該方法は、リレーノードで、バッファリングされているデータ値が閾値を超えたときに、
リレーノードからドナーノードに、リレーバッファの状態の報告を送出する。バッファリ
ングされているデータ値は、ＵＥバッファに記憶されているデータ又はリレーバッファに
記憶されているデータの何れかを表す。
【００２７】
　有利なことに、ひとたび閾値を超えたときにドナーノードにリレーバッファの状態の報
告を送出することで、シグナリングのオーバヘッドを節約することができる。バッファリ
ングされているデータ値が、送信特性、又はリレーノードからドナーノードにデータを送
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信するために割り当てられる無線リソースを変えることを必要であるか又は臨まれるポイ
ントにあるように、閾値が設定される。
【００２８】
　通信システムは、有線又は無線通信システムであるが、更なる実施の形態では、幾つか
の特徴は、無線通信システムにおいて使用することに制限される場合がある。特に、通信
システムは、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ通信プロトコルに従って動作することに適してい
る。ＬＴＥ－Ａｄｖａｃｅｄプロトコルの場合、ドナーノードは、ｅＮＢアクセスノード
である。更なる代替として、通信システムは、ＬＴＥ　ｅＮＢＳ及びＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢ
を含む混成ネットワークで動作する場合がある。
【００２９】
　好適な実施の形態では、リレーノードとドナーノードとの間、複数のユーザ装置のそれ
ぞれとリレーノードとの間に無線インタフェースが存在し、これらのコンポーネント間の
データ伝送は電波による。
【００３０】
　ユーザ装置は、電話又はＰＤＡのような移動体端末であるが、係る装置に制限されない
。例えば、デスクトップタイプのパーソナルコンピュータは、係る通信システムにユーザ
装置として加わる場合がある。
【００３１】
　リレーノードは、ドナーノードにより給仕されるドナーセルにおいて、ドナーノードか
らユーザ装置へのダイレクトリンクと同じ周波数帯域を共有する。このように、ドナーノ
ードは、リレーノードによる使用向けに幾つかの帯域を効果的に提供する。ユーザ装置の
視点から、リレーノードは、基地局又は他のアクセスノードと同じ又は類似の機能を提供
するが、ネットワークへのリンクは、そのリレーに接続するユーザ装置により使用される
のと同じ無線インタフェースを使用することで提供される。ドナーノードは、リレー又は
リレーノードを介してユーザ装置と通信する基地局である。
【００３２】
　それぞれのユーザ装置は、ドナーノードへの送信前にデータを記憶するべき少なくとも
１つのＵＥデータを有する。ユーザ装置は、例えば、ＶｏＩＰ（Voice　over　IP）デー
タ、及びダウンロードされた電子メールのパケット確認応答といった、２つの異なるタイ
プのデータがリレーノードに送出される。
【００３３】
　特定の実施の形態に依存して、バッファリングされたデータ値は、ＵＥのデータバッフ
ァに記憶されているデータ量又はリレーデータバッファに記憶されているデータ量の何れ
かを表す。何れかのケースにおいて、リレーノードにより閾値との比較が実行される。任
意に、リレーノードは、複数のユーザ装置からリレーノードに送信されるＵＥのバッファ
状態の報告に基づいて、ＵＥのデータバッファに記憶されているデータ量を表すバッファ
リングされたデータ量の値を保持する。ユーザ装置は、特定のイベントのトリガにより、
ＵＥのバッファの状態の報告をリレーノードに送出し、例えば、特定のユーザ装置でのＵ
Ｅのデータバッファのうちの１つに記憶されているデータ量が、リレーノードに送信する
ために予め決定された時間量を超える時間量を要するため、特定のＵＥは、ＵＥのバッフ
ァの状態の報告を送出する。代替的に、ＵＥのバッファの状態の報告は、特定のユーザ装
置でＵＥのデータバッファのそれぞれにおけるデータ量の示唆をリレーノードに提供する
ため、周期的に送出される場合がある。係る周期的なＵＥのバッファの状態の報告間の期
間は、固定されているか、又は通信システムにおける環境に従って動的である場合がある
。
【００３４】
　代替的に、バッファリングされたデータ値は、データ量を表さないが、所与の時間長を
通してバッファリングされたデータの量における増加又は減少、又は世代のようなバッフ
ァリングされているデータの他の特性を表す場合がある。
【００３５】
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　バッファの状態の報告は、リレーバッファ、ＵＥのバッファ又はこれらの両者の組み合
わせにおけるバッファリングされているデータの量に関する情報を含む。
【００３６】
　好ましくは、ユーザ装置は、周期的且つトリガイベントの発生の両者で、ＵＥのバッフ
ァの状態の報告をリレーノードに送信する。さらに、ＵＥのバッファの状態の報告にとっ
て、それぞれのＵＥのデータバッファにおけるデータ量の示唆を含むことが好ましく、そ
の示唆について、特定のＵＥのデータバッファを識別することに伴って行われることが好
ましい。例えば、このバッファを識別する方法は、あるＵＥのアプリケーションセッショ
ンについてＵｕインタフェースを通してのＤＲＢ（data　radio　bearer）のＩＤ又は場
合によっては論理チャネルＩＤである。
【００３７】
　任意に、バッファリングされたデータ値がある下側の閾値よりも下がったとき、下側の
閾値が超えられ、バッファリングされたデータ値が上側の閾値を超えるとき、上側の閾値
が超えられるように、上側の閾値と下側の閾値がある。代替的に、閾値は、超えることが
できないバッファリングされたデータ値の変化の割合（スカラー又は方向）を定義する。
変化の割合は、時間に関するものであるか、通信システムにおけるユーザ装置の数に関す
るものである。
【００３８】
　好ましくは、バッファリングされたデータ値は、ＵＥバッファに記憶されているデータ
とリレーバッファに記憶されているデータとの組み合わせを表す。これらのデータ量の組
み合わせ（又はそのスケーリング／正規化された表現）は、リレーノードからドナーノー
ドに送信されるべき到来するデータのボリュームの正確な示唆を提供し、結合された値が
閾値を超えるときにのみ、バッファの状態の報告のメッセージをドナーノードに送出する
ことは、より効果的な広告の手順となる。
【００３９】
　２つの値を結合することは、ＵＥのバッファにおける全体のデータ量とリレーバッファ
におけるデータ量とを加えることである。代替的に、値は、データ量のスケーリングされ
た表現として結合される。リレーノードは、ＵＥのバッファにおけるデータ量に関する情
報について、複数のユーザ装置からの報告に依存する場合があり、従って、リレーノード
は、ＵＥのバッファにおけるデータ量について、正確な同時の値を有さない場合がある。
しかし、本明細書では、ＵＥバッファにおけるデータ量としてリレーノードにより保持さ
れる値は、ＵＥバッファにおけるデータ量であると考えられる。
【００４０】
　任意に、ＵＥバッファにおけるデータ量について、及びリレーバッファにおけるデータ
量について、データ量の何れか又は両者が閾値を超えたときに、バッファの状態の報告が
送出されるように、個別の閾値が存在する場合がある。
【００４１】
　任意に、リレーノードは、ＵＥバッファにおけるデータ量、リレーバッファにおけるデ
ータ量の何れか、又は２つの組み合わせであるバッファリングされたデータ値を含む報告
を生成し、ひとたび閾値を超えたときにのみ、ドナーノードに報告を送信する。報告に含
まれる値は、関連するバッファの報告がユーザ装置から受信されたとき、周期的に又は他
のトリガに従って更新される。
【００４２】
　好ましくは、本方法は、ドナーノードで、リレーバッファの状態の報告を受信すること
、受信されたリレーバッファの状態の報告に基づいて、リレーノードからドナーノードへ
のデータの送信を定義するリレー－ドナー送信特性を調節することを更に含む。
【００４３】
　有利なことに、本発明により提案される報告スキームは、閾値を超えたときにのみバッ
ファの状態の報告がリレーノードからドナーノードに送出され、従って送信特性における
変化が必要とされる点で、シグナリングのオーバヘッドの使用の観点で効率的である。例
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えば、ユーザ装置及び／又はリレーにおける送信のためにバッファリングされる所定のタ
イプのデータ量は大きい場合があり、従って、余分の無線リソース及び送信特性における
調節が要求される。代替的に、バッファリングされるデータ量は小さい場合があり、その
場合、割り当てられる無線リソースは低減され、送信パラメータはこれに応じて調節され
る。
【００４４】
　ドナーノードは、バッファの状態の報告の内容に基づいてリレー－ドナー送信特性を調
整する場合がある。コンテンツは、ＵＥバッファにおけるデータ量、又はリレーバッファ
におけるデータ量、或いは両者を示す場合がある。調整された送信特性は、例えばドナー
ノードからリレーノードへの送信に専用とされる帯域幅であるか、又は、２つのノード間
の保証されたビットレートが調整され、割り当てられた無線リソースにおける変化につな
がる。
【００４５】
　好適な実施の形態では、複数のユーザ装置のそれぞれからリレーノードに送信されるデ
ータは、サービス品質の要件を含めて、データストリームについてＵＥの送信特性のセッ
トを有して確立されたデータストリームで送信される。この場合、本方法は、それぞれ新
たなデータストリームについて、ＵＥの送信特性のセットを定義し、ＵＥの送信特性の定
義されたセットを表す情報をリレーノードからドナーノードに送信することを含む。
【００４６】
　データストリームは、それらのエンドポイントにより、又はサービス品質の要件のよう
なデータストリームを定義する他の特性により互いに区別される。データストリームにお
けるデータは、一連の連続してマークされるパケットである。あるストリームで送信され
るデータパケットは、幾つかのラベル又はストリームを定義する特性の示唆を含む。デー
タストリームは、ひとたび確立されると、例えばＶｏＩＰコールの終了又はＦＴＰを通し
てのファイル転送の終了といった、関連するデータ転送のセッションの終わりまで確立さ
れたままである。
【００４７】
　ＵＥの送信特性は、１以上のサービス品質の要件を含む。サービス品質の要件は、例え
ばエンドポイントからエンドポイントといった最小の遅延時間、優先度レベル、許容可能
なパケット損失率、保証されたビットレート、最大のビットレート、最小の遅延の変動又
は最小の平均遅延である。
【００４８】
　確立されたＵＥの特性を表す情報は、確立されたＵＥの特性の全体のセットであるか、
又は、概要或いはラベルを含む低減されたバージョンである場合がある。例えば、リレー
ノード及びドナーノードの両者が知っている予め定義された特性のセットが所定の方式で
ラベル付けされる。代替的に、特定の実施の形態に依存して、ドナーノードは、ＧＢＲ及
びＭＢＲのような所定の情報のみを必要とする場合がある。
【００４９】
　代替的に、リレーノードは、データストリームに含まれる所定のラベルを、既知の送信
特性又は送信特性のセットと関連付けし、それに応じて関連する情報をドナーノードに送
信する。
【００５０】
　データストリームが幾つかのインタフェースを横断すると考えられる間、データストリ
ームは、例えば無線ベアラであるベアラを介して特定のインタフェースを通して送信され
、次いで、データストリームは、他の類似のデータストリームと共に、次のインタフェー
スを通しての送信のために別のベアラとグループ化される。無線ベアラは、１以上のデー
タストリームと同じサービス品質の要件を有する。１つの無線ベアラがデータストリーム
毎に使用されるか、又は、例えばリレーノードとドナーノードとの間で、同じサービス品
質の要件を有する幾つかのデータストリームは、同じ無線ベアラにグループ化又は多重化
される場合がある。これらのデータストリームは、それらのそれぞれのユーザ装置から、
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個々の無線ベアラにおけるリレーノードに到達する。
【００５１】
　特に、本発明の実施の形態は、リレーノードで、ＵＥの送信特性のそれぞれのセットに
ついて、新たなデータストリームのサービス品質の要件に従ってＱｏＳラベルのセットか
らＱｏＳラベルを選択し、ＵＥの送信特性の定義されたセットを表す情報としてＱｏＳラ
ベルをリレーノードからドナーノードに送信することを更に含む。
【００５２】
　有利なことに、これは、通信システムにおいて現在アクティブなデータストリームの構
成をドナーノードに信号伝達する効率的な方式を提供する。勿論、ドナーノードは、ユー
ザ装置が通信システムを離れるとき、又は、例えばコールの終わりで又はＦＴＰを介して
ファイルをダウンロードした後といった、データストリームが終了するときに認識させら
れ、それに応じてアクティブなデータストリームの全体のビューを調節することができる
。
【００５３】
　ドナーノードでアクティブなデータストリームの及び送信特性を表す統計値又は統計値
のセットにより、ドナーノードがリソースを割り当て、リレーノードとユーザ装置との間
のデータストリームの数及びタイプに従って送信特性を変更するのを可能にする。
【００５４】
　データストリームは、それらデータストリームの特定のサービス品質の要件を要約する
ために使用されるＱｏＳラベルに従って、リレーノードからドナーノードに無線ベアラを
介して送信される場合がある。次いで、類似のサービス品質の要件を有するデータストリ
ームは、データストリームのＱｏＳの要件に適切である送信特性を有する無線ベアラを介
してノードからノードに送信される。
【００５５】
　好ましくは、本発明を実施する方法は、ドナーノードで、リレーノードで閾値として使
用するために現在確立されているデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供
すること、閾値をリレーノードに送信することを含む。
【００５６】
　リレーノードでの閾値は、上述された異なるタイプの閾値の何れかである。例えば、上
側又は下側の閾値とすることができるか、又は変化の割合に関する閾値とすることができ
る。閾値は、例えば割合又は量といった何れかのタイプのバッファリングされたデータ値
と比較されるか、或いは、ＵＥのバッファとリレーバッファの一方又は両方を表すバッフ
ァリングされたデータ値と比較されることが意図される。
【００５７】
　現在確立されているデータストリームは、確立されており、データを送信しているデー
タストリームであり、又は、送信特性は、未だに確立され、データ送信において幾つかの
中断が存在する。データストリームは、たとえばＶｏＩＰコールの終わり又はＦＴＰを通
してのファイル転送が終了したときといった、データストリームが確立されたセッション
の終わりで確立が終わる。ドナーノードは、現在確立されているデータストリームの正確
な全体の画像が維持されるように、データストリームの確立が終わったときに認識させら
れる。
【００５８】
　ドナーノードが現在確立されているデータストリームの数における変化が通知されるた
びに閾値が提供されることが好ましい。例えば、データストリームの数が増加した場合、
ドナーノードに送出されるようにバッファの状態の報告について超えられる必要がある、
ＵＥバッファにおけるデータ量に関する上側の閾値は、増加される。
【００５９】
　好適な実施の形態では、それぞれのユーザ装置は、そのユーザ装置からリレーノードへ
のそれぞれのデータストリームに専用とされるＵＥのバッファを有し、リレーノードは、
現在確立されているデータストリームのそれぞれ異なるＱｏＳラベルについてバッファを
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有する。
【００６０】
　それぞれのユーザ装置は、データがリレーノードに送信される、１を超える確立された
データストリームを有する場合がある。例えば、ユーザは、ＶｏＩＰコールに参加して、
音声データのデータストリームを有する場合があり、サーバから電子メールをダウンロー
ドして、パケット確認のデータストリームを有する場合がある。更なる例として、ユーザ
は、音声電話を行う／受信するのと同時にビデオをストリーミングしているか、デフォル
トのＩＰネットワークの他の従来のアプリケーション（例えばインターネットサーフィン
）を使用すること又は音声電話を行う／受信することを同時にモバイルＴＶを見ている場
合がある。従って、ユーザ装置は、それぞれのデータストリームについてＵＥバッファを
有する場合がある。これらのデータストリームが異なるサービス品質の要件を有する場合
、異なる無線ベアラは、それぞれの、従って異なるバッファについて使用される場合があ
る。それぞれのユーザバッファは、関連する送信特性を有しており、これらの特性は、バ
ッファからのデータが送出されるデータストリームの送信特性の確立されたセットである
。従って、ＱｏＳラベル又は他の分類がそれら送信特性に適用される場合があり、従って
、それぞれのユーザバッファは、ＱｏＳラベルを有すると考えられる。
【００６１】
　好適な実施の形態は、リレーノードでのそれぞれのバッファについて、ドナーノードで
、現在確立されているデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供し、閾値を
リレーノードに送信することを更に含む。この場合、ＱｏＳのラベルに固有のバッファリ
ングされたデータ値が同じＱｏＳラベルを有するリレーバッファについて提供された閾値
を超えるとき、バッファの状態の報告はリレーノードからドナーノードに送信され、Ｑｏ
Ｓのラベルに固有のバッファリングされたデータ値は、特定のＱｏＳラベルを有するデー
タストリームに専用とされるＵＥのデータバッファに記憶されるデータ、同じＱｏＳラベ
ルを有するリレーバッファに記憶されるデータ、或いは両者の組み合わせを表す。
【００６２】
　有利なことに、それぞれのリレーバッファに専用とされる閾値を提供することは、異な
る閾値がそれぞれのＱｏＳラベルについて提供されることを意味する。例えば上述された
ように、上側及び下側の閾値が存在するといった、１を超える閾値がそれぞれのＱｏＳラ
ベルについて提供される場合がある。それぞれのＱｏＳラベルについて１以上の閾値を提
供することで、ドナーノードは、閾値を設定するとき、ＱｏＳラベルのそれぞれにより表
される特定の要件又は特性を考慮することができる。例えば、データストリームがドナー
ノードへのリレーノードの送信のため、ＱｏＳラベルに従って無線ベアラにグループ化さ
れる場合、その無線ベアラに供給するバッファを表す値が閾値を超えるときに、所与の無
線ベアラに専用とされる帯域幅を調節することが好ましい。所定のＱｏＳラベルは、リレ
ーノードとドナーノードとの間の帯域幅の頻繁な調節を必要とし、その場合、バッファに
おける典型的なデータのレベルからの少量の増加又は減少のみが検出されるときに閾値が
超えられるように、閾値が設定される。
【００６３】
　ＱｏＳのラベルに特化したバッファリングされたデータ値は、データ量を表すか、又は
例えば割合を表す場合がある。ＱｏＳのラベルに固有のバッファリングされたデータ値と
関連する閾値との間の関係は、任意のオプション又は先に説明された代替も適用可能であ
るように、バッファリングされたデータ値と上述された閾値との間の関係と同じ用語であ
ると考えられるべきである。先に記載されたように、ドナーノードは、送信特性、又はデ
ータストリームが確立されたときにデータストリームのＱｏＳラベルが通知され、従って
、それぞれのＱｏＳラベルを有する現在確立されているデータストリームの数を認識する
。この情報が変化するたび、ドナーノードは、閾値の一部又は全部を定義し直し、これら
の新たな値をリレーノードに送信する。
【００６４】
　本発明の別の態様の実施の形態によれば、それぞれがＵＥバッファを有する複数のユー
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ザ装置、リレーバッファを有するリレーノード及びドナーノードを備える通信システムが
提供される。それぞれのユーザ装置は、リレーノードを介してドナーノードにデータをア
ップリンクに送信し、リレーノードへの送信前に、それ自身のＵＥバッファにデータを記
憶する。リレーノードは、ドナーノードへの送信前に、リレーバッファにおいて複数のユ
ーザ装置から受信されたデータを記憶し、バッファリングされたデータ値が閾値を超える
とき、バッファの状態の報告をドナーノードに送出する。バッファリングされたデータ値
は、ＵＥにおけるバッファにおけるデータ、又はリレーバッファにおけるデータの何れか
を表す。
【００６５】
　本発明の別の態様の実施の形態によれば、リレーノードは、通信システムにおける使用
向けに提供され、通信システムは、それぞれがＵＥバッファを有する複数のユーザ装置も
有し、ＵＥバッファにおいて、リレーノード及びドナーノードへのアップリンクへの送信
前にデータが記憶される。リレーノードは、リレーバッファを有し、ドナーノードへの送
信のために複数のユーザ装置のそれぞれからデータを受信し、ドナーノードへの送信前に
リレーバッファにデータを記憶し、バッファリングされたデータ値が閾値を超えるとき、
バッファの状態の報告をドナーノードに送出する。バッファリングされたデータ値は、Ｕ
Ｅバッファにおけるデータ、又はリレーバッファにおけるデータの何れかを表す。
【００６６】
　本発明の別の態様の実施の形態によれば、通信システムにおける使用向けにドナーノー
ドが提供され、通信システムは、リレーノードへのアップリンクの送信前に、データを記
憶するＵＥバッファをそれぞれ有する複数のユーザ装置、及びドナーノードへの送信前に
データを記憶するリレーバッファを有するリレーノードを有する。ドナーノードは、バッ
ファリングされたデータ値が閾値を超えたときに、バッファの状態の報告をドナーノード
に送出するためにリレーノードをトリガする閾値を提供してリレーノードに送信する。バ
ッファリングされたデータ値は、ＵＥバッファにおけるデータ、又はリレーバッファにお
けるデータの何れかを表す。
【００６７】
　本発明の別の態様の実施の形態によれば、通信システムにおける方法が提供され、通信
システムは、ドナーノードは、複数のユーザ装置のうちの定義された１つにリレーノード
を介してダウンリンクにデータを送信し、リレーノードは、定義されたユーザ装置への送
信前にダウンリンクのバッファにドナーノードから受信されたデータを記憶する。本方法
は、リレーノードで、ダウンリンクのバッファに記憶されているデータを表すダウンリン
クのバッファリングされたデータ値が閾値を超えるとき、リレーノードからドナーノード
にダウンリンクのバッファの状態の報告を送出することを含む。
【００６８】
　有利なことに、閾値が超えられたときにダウンリンクのバッファの状態の報告を送出す
ることは、報告の送出に係る信号伝達プロセスに制御のレベルを導入し、これにより、周
期的なダウンリンクのバッファの状態の報告を送出する必要が緩和される。例えば、閾値
は、ダウンリンクバッファが過剰な負荷の状態に近いときにのみ送出されるように設定さ
れ、この場合、ドナーノードにとってデータがリレーノードに送出される割合を低減する
ことが望まれる。
【００６９】
　ダウンリンクのバッファリングされたデータ値は、ダウンリンクバッファにおけるデー
タ量を表す。それに応じて、閾値は、ダウンリンクのバッファにおけるデータ量が上回る
か又は下回るとき、ドナーノードに送出されるようにダウンリンクのバッファの状態の報
告をトリガする最大又は最小のデータ量の何れかを表す。１を超える閾値が存在する場合
があり、そのうちの何れかは、ダウンリンクのバッファの状態の報告がトリガするために
超えられる。
【００７０】
　代替的に、ダウンリンクのバッファリングされたデータ値は、ダウンリンクのバッファ
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における変化の割合を表す。それに応じて、閾値は、時間に関するダウンリンクのバッフ
ァにおけるデータ量の、変化の最大の割合、正又は負の何れかを表す場合がある。ダウン
リンクのバッファにおけるデータ量が迅速に増加する場合、ダウンリンクのバッファの状
態の情報をドナーノードに送出することが望まれる。
【００７１】
　ダウンリンクのバッファの状態の報告は、ダウンリンクのバッファにおけるデータ量を
表す情報を含むか、報告が送出された理由に関する示唆を含む場合がある。例えば、示唆
は、上側の閾値を超えるダウンリンクのバッファの充填の割合である。
【００７２】
　ドナーノードに送出されるようにダウンリンクのバッファの状態の報告をトリガするた
めに超えられる多数の閾値が存在するように、これらの閾値とダウンリンクのバッファリ
ングされたデータ値との間の組み合わせが使用される場合がある。
【００７３】
　好ましくは、本発明のこの態様の実施の形態は、ドナーノードで、ダウンリンクのバッ
ファの状態の報告を受信し、受信されたダウンリンクのバッファの状態の報告に基づいて
、ドナーノートからリレーノードへのデータの送信を定義するドナー－リレー送信特性を
調整する。
【００７４】
　例えば、それぞれ定義されたユーザ装置に送信されているデータよりも速い速度でドナ
ーノードからデータを受信することで、ダウンリンクのバッファが過剰な負荷の状態であ
る場合がある。バッファのオーバフローを回避するため、送信特性を調節するか、係る送
信に割り当てられた帯域幅を低減することで、リレーノードにデータを送信する割合を低
減することがドナーノードについて望まれる。
【００７５】
　好ましくは、本発明のこの態様の実施の形態では、ドナーノードからリレーノードに送
信されるデータは、データの目的地としてユーザ装置の示唆及びサービス品質の要件を含
む、ドナー－ＵＥ送信特性のセットを有して確定されたデータストリームで送信され、そ
れぞれのデータストリームは、そのデータストリームを定義するドナー－ＵＥ送信特性に
含まれるサービス品質の要件に従うＱｏＳラベルが、ＱｏＳのラベルのセットから割り当
てられる。
【００７６】
　ＱｏＳラベルは、送信特性の類似のセットをもつデータストリームをグループ化する方
法である。これは、信号伝達の効率を増加するラベリングを簡略化することができる。こ
のようにデータストリームをラベリングすることで、リレーノード及びドナーノードは、
異なる伝送特性を有するデータストリームを個別に扱うことができる。
【００７７】
　ＱｏＳラベルは、例えば表１のＱＣＩラベルであり、表１に従うサービス品質の要件を
示す。
【００７８】
　データストリームは、ドナーノードで確立される場合がある。
【００７９】
　データストリームは、ベアラによりインタフェースを通して送信され、それらのエンド
ポイントにより互いに区別されるか、サービス品質の要件のようなデータストリームを定
義する幾つかの他の特性により互いに区別される。データストリームを搬送するベアラは
、ベアラ自身の送信特性により互いに区別されるか、又はデータストリームの送信特性に
より互いに区別される。データストリームにおけるデータは、一連の連続するマークされ
たパケットである。あるストリームで伝送されるデータパケットは、幾つかのラベル、又
はそのストリームを定義する特性の示唆を含む。データストリームは、ひとたび確立され
ると、例えばＶｏＩＰコールの終わり、ＦＴＰを通したファイル転送の終わりといった、
関連するデータ伝送セッションの終わりまで確立されたままとなる。
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【００８０】
　同じＱｏＳラベルを有するデータストリームは、（Ｕｎインタフェースにわたり）ドナ
ーノードからリレーノードに単一の無線ベアラで送出される。
【００８１】
　有利なことに、この態様の実施の形態は、ドナーノードで、リレーノードで閾値として
使用するために現在確立されているデータストリームのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提
供すること、閾値をリレーノードに送信することを更に含む。
【００８２】
　ドナーノードは、データストリームを確立する役割を果たし、それぞれのＱｏＳラベル
を有する現在確立されているデータストリームの数を表す情報を有する。閾値は、この情
報に基づいて計算される。例えば、保証されたビットレートを示すＱｏＳラベルを有する
複数のデータストリームが存在する場合、ドナーノードは、データがリレーノードに送信
される割合を減少するのを控える場合があるので、ダウンリンクのバッファの状態の報告
が送出される必要がある前に、リレーバッファにおける閾値となるデータ量は、比較的大
きく設定される。
【００８３】
　ドナーノードは、アルゴリズムに従って現在確立されているデータストリームの数に変
化があるたびに、１以上の閾値を計算する。代替的に、ドナーノードには、所定のＱｏＳ
ラベルを有するデータストリームの数のそれぞれの組み合わせに対応する閾値をもつルッ
クアップテーブルが予めロードされる。
【００８４】
　本発明のこの態様の実施の形態では、リレーノードは、現在確立されているデータスト
リームのそれぞれ異なるＱｏＳラベルについてダウンリンクバッファを有するか、代替的
に、リレーノードは、それぞれ現在確立されているデータストリームについてダウンリン
クバッファを有する。
【００８５】
　この態様を実施する好適な方法は、リレーノードのそれぞれのバッファについて、現在
確立されているデータストリムのＱｏＳラベルに基づいて閾値を提供すること、閾値をリ
レーノードに送信することを更に含む。この場合、ＱｏＳラベルに固有のダウンリンクの
バッファリングされたデータ値が同じＱｏＳラベルを有するリレーバッファについて提供
された閾値を超えるとき、ダウンリンクのバッファの状態の報告は、リレーノードからド
ナーノードに送信され、ＱｏＳラベルに固有のダウンリンクのバッファリングされたデー
タ値は、特定のＱｏＳラベルを有するダウンリンクバッファに記憶されているデータを表
す。
【００８６】
　ＱｏＳラベルに固有のダウンリンクのバッファリングされたデータ値は、関連するダウ
ンリンクのバッファにおけるデータ量を表すか、又は、例えばバッファにおけるデータ量
における変化の割合を表す。ＱｏＳラベルに固有のバッファリングされたデータ値、バッ
ファリングされたデータ値及びダウンリンクのバッファリングされたデータ値と同様に、
値が何を表すかに関する選択は、比較されている閾値に依存する。当業者であれば、ある
タイプのバッファリングされたデータ値及び関連する閾値に適用可能な実現の選択は、多
にも適用可能であることを理解されるであろう。
【００８７】
　データストリームは、送信のＱｏＳラベルに基づいて無線ベアラにグループ化されるの
で、ドナーノードは、それぞれの無線ベアラの送信特性を個々に調節することができる。
従って、特定のＱｏＳラベルを有するデータストリームのバッファがオーバフローしてい
るか、又は十分に利用されていないときにリレーノードからの報告を受信することで、ド
ナーノードは、関連する無線ベアラに専用とされる無線リソースを調節することができる
。
【００８８】
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　本発明の別の態様の実施の形態によれば、複数のユーザ装置、ダウンリンクバッファを
有するリレーノード、及びドナーノードを有する通信システムが提供される。このシステ
ムでは、ドナーノードは、複数のユーザ装置のうちの１つにデータをダウンリンクに送信
し、リレーノードは、複数のユーザ装置のうちの１つへの送信前に、ダウンリンクバッフ
ァにドナーノードから受信されたデータを記憶し、ダウンリンクバッファに記憶されてい
るデータを表すダウンリンクのバッファリングされたデータ値が閾値を超えるとき、リレ
ーノードは、ドナーノードにダウンリンクバッファの状態の報告を送出する。
【００８９】
　本発明の別の態様の実施の形態によれば、リレーノードは、複数のユーザ装置及びドナ
ーノードをも有する通信システムにおける使用向けに設けられ、リレーノードは、ダウン
リンクバッファを有し、複数のユーザ装置のうちの１つについてドナーノードからデータ
を受信し、複数のユーザ装置のうちの１つへの送信前に、ダウンリンクバッファにデータ
を記憶し、ダウンリンクバッファに記憶されているデータを表すダウンリンクのバッファ
リングされたデータ値が閾値を超えるとき、ドナーノードにダウンリンクバッファの状態
の報告を送出する。
【００９０】
　本発明の別の態様によれば、複数のユーザ装置及び複数のユーザ装置のうちの１つへの
送信前にダウンリンクバッファにデータを記憶するリレーノードをも有する通信システム
における使用向けのドナーノードが提供され、ドナーノードは、リレーノードを介して複
数のユーザ装置のうちの１つにデータをダウンリンクに送信し、ドナーノードは、ダウン
リンクにリレーバッファにおけるデータを表すダウンリンクのバッファリングされたデー
タ値により超えられるとき、ドナーノードにダウンリンクバッファの状態の報告を送出す
るためにリレーノードをトリガする閾値を提供して、リレーノードに送出する。
【００９１】
　当該技術分野に精通している読者は、記載又は特許請求される本発明の実施の形態の特
徴は、他の実施の形態の特徴と容易に組み合わされることを理解されるであろう。特に、
記載された通信システム、リレーノード、ドナーノード又は他の装置は、記載された方法
を実行する手段又は機能を有する。
【００９２】
　本発明の好適な特徴は、添付図面を参照して、例示を通して記載される。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】ＬＴＥ向けのプロトコルレイヤ間の関係を示す図である。
【図２】ＬＴＥ向けのシンプルなネットワークアーキテクチャを示す図である。
【図３】リレーノードを含むＬＴＥ－Ａネットワークアーキテクチャを示す図である。
【図４】従来のＬＴＥ／ＳＡＥ（System　Architecture　Evolution）システムにおける
ベアラの使用を示す図である。
【図５】ＬＴＥ／ＳＡＥシステムにおけるベアラの確立におけるメッセージの交換を示す
図である。
【図６】本発明を実施する方法に係る報告の概念的な表現を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態を表現するフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態における無線ベアラの概念的な表現である。
【図９】本発明の実施の形態を表現するフローチャートである。
【図１０】本発明における報告の概念的な表現を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
　図６において、２つのユーザ装置２１１，２１２、リレー２４０（リレーノード）、Ｄ
ｅＮＢ２２０（ドナーノード）及び給仕するゲートウェイ２３０を有する通信システムが
示される。第一のユーザ装置２１１は、ＱｏＳラベル’１’が与えられた送信特性のセッ
トにより確立されているデータストリームのＵＥバッファ２１１１、及びＱｏＳラベル’
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２’が与えられる送信特性のセットにより確立されているデータストリームのＵＥバッフ
ァ２１１２を有する。これに応じて、第二のユーザ装置２１２は、ＱｏＳラベル’１’が
与えられる送信特性のセットにより確立されているデータストリームのＵＥバッファ２１
２１、及びＱｏＳラベル’２’が与えられる送信特性のセットにより確立されているデー
タストリームのＵＥバッファ２１２２を有する。バッファにおけるブロックは、バッファ
に記憶されるデータを表す。
【００９５】
　リレーノード２４０は、ＱｏＳラベル’１’が与えられた送信特性により確立されてい
るデータストリームにおけるデータのためのリレーバッファ２４０１、及びＱｏＳラベル
’２’が与えられた送信特性により確立されているデータストリームにおけるデータのた
めのリレーバッファ２４０２を有する。さらに、バッファにおけるブロックは、バッファ
に記憶されているデータを表す。
【００９６】
　この例では、データストリームは、ユーザ装置２１１，２１２で生成され、それらの送
信特性は、それらの目的地としてドナーノード２２０を指定する。しかし、データのスト
リームは、例えばリレーノード２４０からドナーノード２２０へのデータの送信のため、
より大きなストリームに多重化される場合がある。データストリームは、該データストリ
ームが発生されたユーザ装置を示す情報を含み、ドナーノード２２０で、個々のデータス
トリームは、受信された多重化されたデータストリームで識別される。同じことが、デー
タストリームが無線ベアラを介して送信される実施の形態にも当てはまる。
【００９７】
　図６において、Ｕｎ無線インタフェースは、Ｕｎでマークされたベアラにより横断され
る（crossed）。このＵｎベアラは、幾つかのデータストリームを組み合わせて、多重化
されて、或いはその他のやり方で含む。しかし、異なるＱｏＳラベルをもつデータストリ
ームの送信に割り当てられる無線リソースが互いに独立に調節されるように、個別の無線
ベアラがそれぞれのＱｏＳラベルについて存在することが好ましい。
【００９８】
　Ｕｕインタフェースは、Ｕｕ１及びＵｕ２とマークされ、Ｕｕインタフェースは、ユー
ザ装置毎に考慮される。第一のユーザ装置２１１におけるデータストリームは異なるＱｏ
Ｓラベル、従って異なるＱｏＳの要件を有するので、個別のＵｕ無線ベアラは、リレーノ
ード２４０へのデータの送信においてそれぞれのデータストリームについて使用される。
無線ベアラの送信特性は、データストリームの送信特性を反映するが、スタートポイント
及びエンドポイントが異なる場合がある。同じことが、第二のユーザ装置２１２からのデ
ータストリームにも当てはまる。個々のデータストリームは、ＵＥバッファ２１１１，２
１１２，２１２１，２１２２及びリレーバッファ２４０１，２４０２以外で、図６で表現
されない。
【００９９】
　リレーノードで、ユーザ装置２１１，２１２のそれぞれからのデータストリームは、Ｑ
ｏＳラベルに従ってバッファに記憶される。しかし、それぞれのユーザ装置からのデータ
は、データストリームは該データストリームが発生されたユーザ装置の示唆を含むので、
互いに異なる。次いで、データは、ＱｏＳラベル毎に、Ｕｎ無線ベアラを介してＵｎイン
タフェースを通してドナーノードに送信される。Ｕｎ無線ベアラについて使用される送信
特性は、現在確立されているデータストリームのＱｏＳラベルに依存する。
【０１００】
　ＢＳＲの高さである、図６における矢印は、それぞれのバッファから全体のバッファリ
ングされているデータ値／送信値への寄与を表し、高さが高くなると、値が大きくなる。
【０１０１】
　ＵＥバッファの状態の報告は、ユーザ装置のそれぞれのバッファにおけるデータ量をリ
レーノード２４０に報告するため、ユーザ装置２１１，２１２の何れかから送出される。
次いで、リレーノードは、閾値との比較のためにバッファリングされているデータ値を生
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成するため、これらのＵＥバッファの状態の報告を、リレーバッファ２４０１，２４０２
のそれぞれにおけるデータ量を示す値と結合する。ひとたび閾値を超えると、リレーノー
ドは、リレーバッファの状態の報告をドナーノード２２０に送出する。
【０１０２】
　図７は、本発明を実施する方法を表すフローチャートである。ステップＳ１は、データ
ストリームは、特定のユーザ装置２１１，２１２及びサービスについてリレーノード２４
０で確立される。データストリームは、送信特性のセットを定義することで確立され、こ
の送信特性のセットは、データストリームのエンドポイントとしてドナーノード２２０を
示す。
【０１０３】
　ステップＳ２で、確立されたデータストリームのそれぞれについて、（ＱｏＳ分類識別
子（ＱＣＩ）情報と同じである）ＱｏＳラベルは、リレーノード２４０から、リレーノー
ドがＵｎインタフェースを介して接続されるドナーノード２２０に送信される。従って、
リ例２４０に接続されるユーザ装置２１１，２１２と通信するためにリレーで必要とされ
る情報は、ドナーノード２２０に対して幾つかのやり方（もしかすると低減されたサイズ
）において利用可能である。例えば、リレーノード２４０は、リレーノード２４０を介し
て進行している、それぞれ現在確立されているデータストリームについて送信特性の完全
なセットを認識している場合があり、ドナーノード２２０は、それらデータストリームの
ＱｏＳラベルのみを認識している場合がある。
【０１０４】
　ステップＳ３で、異なるＱｏＳラベルについてバッファリングされているデータ量の報
告の閾値のセットは、ドナーノード２２０がリレーバッファの閾値の報告について閾値を
定義するように、ドナーノード２２０からリレーノード２４０に送出される。閾値は、幾
つかの予め決定されたアルゴリズムに従って計算されるか、又はドナーノードは、ルック
アップテーブルを記憶し、ルックアップテーブルでは、ＱｏＳラベル当たりのデータスト
リームの数の組み合わせは、特定の閾値のセットにリンクされる。閾値のセットは、現在
確立されているデータストリームの異なるＱｏＳラベルのそれぞれについて１以上の閾値
を含む。代替的に、通信システムにおける現在確立されているデータストリームがそのＱ
ｏＳラベルを有するか否かに係らず、閾値のセットは、それぞれ可能なＱｏＳラベルにつ
いて１以上の閾値を含む。
【０１０５】
　ステップＳ３は、プロセスにおける別のポイントで実行することもでき、他のステップ
に関して定石にない場合がある。例えば、閾値は、ドナーノードで保持される現在の情報
に基づいて周期的に設定される場合がある。代替的に、閾値は、リレーがネットワークで
インストールされたときに一度だけ設定される場合がある。特定のＱｏＳラベルにリンク
される閾値は、そのＱｏＳラベルを有するデータストリームの数における変化があるとき
は何時でも提供される場合がある。代替的に、閾値は、データストリーム自身の数ではな
く、データストリームの全体数の特定のＱｏＳラベルを有するデータストリームの割合に
基づく場合がある。
【０１０６】
　リレーノード２４０は、ＵＥ２１１１，２１１２，２１２１，２１２２におけるデータ
量と、リレーバッファ２４０１，２４０２におけるデータ量とを結合して、結合された値
を生成する。この例では、リレーノード２４０は、問題となっているＱｏＳラベルを有す
るデータストリームのバッファにおけるデータ量に基づいて、異なるＱｏＳラベルのそれ
ぞれについて結合された値を生成する。ステップＳ４で、結合された値は、（ＱｏＳラベ
ルに従って）閾値のセットからの関連する閾値と比較される。
【０１０７】
　ステップＳ５で、閾値うちの１つが超えられた場合、リレーバッファの状態の報告は、
リレーノード２４０からドナーノード２２０に送出される。リレーバッファの状態の報告
は、その閾値を超えた結合された値のアイデンティティ及び大きさの示唆を少なくとも含
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む。リレーバッファの状態の報告は、１を超える結合された値の詳細を含む場合がある。
【０１０８】
　ステップＳ６で、受信された報告は、閾値を超えたＱｏＳラベルを有するデータストリ
ームを搬送するＵｎ無線ベアラに割り当てられた無線リソースの量を調節するため、ドナ
ーノード２２０により使用される。
【０１０９】
　図８は、リレーノード２４０からドナーノード２２０へのデータの送信を定義する送信
特性のセットである、Ｕｎ無線ベアラに割り当てられた無線リソースにおける調節を例示
するものである。
【０１１０】
　図８における第一の構成において、矢印の左に、ユーザ装置２１１，２１２は、Ｕｕ無
線ベアラをそれぞれ有し、Ｕｕ無線ベアラを介して、リレーノード２４０にデータを送信
する。この例において明確さのため、それぞれのＵｕ無線ベアラが単一のデータストリー
ムのみにおいてデータを送信している場合を考え、それぞれの場合において単一のデータ
ストリームは、同じＱｏＳラベルを有する。従って、リレーノード２４０に到達する全て
のデータは、同じＱｏＳラベルを有し、単一のＵｎ無線ベアラのみが存在する。例えば、
ユーザ装置２１１，２１２のそれぞれは、音声電話に含まれる場合がある。リレーノード
２４０で、これらのデータストリームからのデータは、単一のバッファにバッファリング
される。これは、リレーノード２４０は、それぞれのＱｏＳラベルのリレーバッファを有
し、両方のデータストリームは同じＱｏＳラベルを有するためである。リレーバッファか
らのデータは、Ｕｎ無線ベアラを介してＵｎ無線インタフェースにわたりドナーノード２
２０に送信される。Ｕｎ無線ベアラは、特定のＱｏＳラベルをもつデータストリームを搬
送するために専用とされる送信特性の定義されたセットであり、第一のコンフィギュレー
ションにおいて小さな帯域幅を有する。
【０１１１】
　第二のコンフィギュレーションにおいて、矢印の右へ、第一のユーザ装置２１３は、通
信システムに加わり、音声データをドナーノード２２０に送信するデータストリームを確
立する。データは、はじめに、Ｕｕ無線ベアラを介してリレーノードに送信される。ユー
ザ装置２１３は、この例では、音声データを送信しているので、ユーザ装置２１３からの
音声データのデータストリームは、ユーザ装置２１１及び２１３からのデータストリーム
と同じＱｏＳラベルが与えられており、従ってドナーノード２２０に同じＵｎ無線ベアラ
で送出される。
【０１１２】
　図７のステップＳ２に戻り、ドナーノード２２０は、ユーザ装置２１３について確立さ
れたデータストリームのＱｏＳラベルが通知される。ドナーノード２２０は、同じＱｏＳ
ラベルを有する確立されたデータストリームをもつユーザ装置の数における増加に応答し
て、そのＱｏＳラベルに関して閾値を低減する。第一のコンフィギュレーションと第二の
コンフィギュレーションとの間で、閾値における低減により、閾値は超えられ、リレーバ
ッファの状態の報告は、リレーノード２４０からドナーノード２２０に送信される（図７
からのステップＳ４，Ｓ５）。次いで、図７のステップＳ６におけるように、ドナーノー
ド２２０は、Ｕｎ無線ベアラに専用とされる帯域幅を増加し、第一のコンフィギュレーシ
ョンに比較して、第二のコンフィギュレーションにおける問題となるＱｏＳラベルのＵｎ
無線ベアラのサイズにおける増加につながる。
【０１１３】
　図９は、本発明を実施する方法を表すフローチャートである。図９におけるステップは
、リレーノード２４０で実行される。ステップＳ１１で、バッファの状態値は、閾値と比
較される。先に説明されたように、バッファの状態値及び閾値は、多数の形式を取る。こ
の例では、バッファの状態値は、特定のＱｏＳラベルを有するデータストリームのＵＥバ
ッファ及びリレーバッファにおけるバッファリングされているデータの全体の量を表す。
閾値は、ドナーノード２２０により設定されており、例えばリレーバッファの状態の報告



(24) JP 2013-515420 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

がドナーノード２２０に送出される前に、バッファに記憶されているそのＱｏＳラベルを
有するデータストリームからのデータ量に関する上限である。
【０１１４】
　ステップＳ１２で、比較の結果（閾値を超えたか又は超えていないか）が確定され、否
定、すなわち閾値を超えていない場合、フローはステップＳ１１に戻り、閾値の継続した
モニタリングとなる。閾値を超えた場合、フローはステップＳ１３に進み、ステップＳ１
３で、リレーバッファの状態の報告は、ドナーノード２２０に送出される。リレーバッフ
ァの状態の報告は、送出される報告をトリガした特定のＱｏＳラベルを有するデータスト
リームのバッファにおけるデータ量の示唆を含む。
【０１１５】
　図１０は、本発明を実施する方法に係る幾つかの報告を例示する概念図である。図１０
に示されるシナリオは、図６におけるシナリオと概して同じであるので、２つの図の間の
違いの部分のみが、ここでは詳細に説明される。
【０１１６】
　リレーノード２４０は、ユーザ装置への送信前にデータを記憶するダウンリンクバッフ
ァ２４０３及び２４０４を有する。
【０１１７】
　ＤＬ　Ｕｎでマークされた矢印は、ドナーノード２２０からリレーノード２４０にＵｎ
インタフェースを通して送信されるデータの方法を示す。ユーザ装置にドナーノード２２
０から送信されるデータは、スタートポイント及びエンドポイント、並びにサービス品質
の要件のような定義された送信特性を有するデータストリームで送信される。サービス品
質の要件は、表１におけるＱＣＩラベルと同じであるＱｏＳラベルにより示されるか、Ｑ
ｏＳの要件を要約する幾つかの他のシステムに従うことができる。同じＱｏＳラベルを有
するデータストリームは、グループ化され、搬送しているデータストリームに対応する送
信特性を有する無線ベアラで、ドナーノード２２０からリレーノード２４０に送信される
。例えば、ユーザ装置２１１に向かう音声データ及びユーザ装置２１２に向かう音声デー
タは、個別のデータストリームで送信されるが、（データストリームがそれぞれの場合に
同じＱｏＳラベルを有すると仮定して）リレーノード２４０でドナーノード２２０から単
一のＵｎ無線ベアラで送信される。
【０１１８】
　リレーノード２４０で、ユーザ装置２１１に向かう音声データがユーザ装置２１２に向
かう音声データからの個別のバッファに記憶されるように、それぞれのデータストリーム
について個別のダウンリンクバッファが存在する。ユーザ装置２１１が、例えばＦＴＰを
介してファイルをダウンロードしている場合、これは、異なるＱｏＳラベルを有するデー
タストリームにおいてであり、従ってユーザ装置２１１への送信前に、リレーノード２４
０で個別のダウンリンクバッファを有する。
【０１１９】
　ダウンリンクは、ネットワークアーキテクチャにおけるデータの送信の方向、すなわち
ユーザ装置に向かう方向を示す。
【０１２０】
　閾値は、それぞれのＱｏＳラベルのダウンリンクバッファについて、ドナーノード２２
０により予め信号伝達され、リレーノード２４０に送信され、リレーで、ダウンリンクバ
ッファ２４０３，２４０４におけるデータと比較される。例えば、閾値が所定のＱｏＳラ
ベルのデータストリームのダウンリンクバッファに記憶することができるデータ量の上限
の閾値である場合、そのＱｏＳラベルのデータストリームのダウンリンクバッファ２４０
３，２４０４におけるデータ量は、閾値と比較される。閾値を超えている場合、ダウンリ
ンクバッファの状態の報告は、問題となるダウンリンクのバッファにおけるデータ量を示
して、リレーノード２４０からドナーノード２２０に送出される。
【０１２１】
　先に説明されたように、閾値は、下限の閾値であるか、又はバッファにおけるデータレ
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【０１２２】
　閾値は、ある閾値に適合するバッファがダウンリンクバッファの状態の報告をトリガす
るように、バッファ毎に送出される場合がある。代替的に、バッファは、特定のＱｏＳレ
ベルを有するデータストリームについて使用されるダウンリンクバッファの組み合わせに
ついて設定される。次いで、そのＱｏＳラベルを有するデータストリームでデータを搬送
する、ドナーノードからリレーノードに無線ベアラに専用とされる無線リソースが調節さ
れる。例えば、ＱｏＳラベル’１’を有するデータストリームについて使用されているバ
ッファの１つ又は全部におけるデータ量が多すぎる場合、バッファのオーバランの危険が
存在する。（ドナーノードにより設定された）閾値が超えられ、ダウンリンクバッファの
状態の報告がドナーノードに送出され、到達の割合を遅くするために低減される関連する
Ｕｎ無線ベアラに帯域幅が割り当てられる。
【０１２３】
　本発明の異なる態様が個別に与えられたが、異なる態様の特徴を組み合わせることがで
きることを理解されたい。例えば、リレーバッファにおけるデータについて説明された閾
値は、ダウンリンクバッファに適用可能である。さらに、特徴は方法として説明されたが
、方法を実行する手段及び機能を有する装置が暗黙的に開示されていることを理解された
い。
【０１２４】
　先の態様の何れかにおいて、様々な特徴は、ハードウェアで実現されるか、又は１以上
のプロセッサで実行するソフトウェアモジュールとして実現される場合がある。１態様の
特徴は、他の態様の何れかに適用される場合がある。
【０１２５】
　また、本発明は、本明細書で記載される方法の何れかを実行するコンピュータプログラ
ム又はコンピュータプログラムプロダクト、及び記載された方法の何れかを実行するプロ
グラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
【０１２６】
　本発明を実施するコンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に
記憶されるか、例えばインターネットのウェブサイトから提供されるダウンロード可能な
信号のような信号の形式であるか、或いは任意の多の形式である場合がある。
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