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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス・ツー・デバイス無線接続をネットワーク支援を用いて確立するためのユーザ
機器（ＵＥ）によって実行される方法であって、
　前記ＵＥが、前記ＵＥにより予め定められた間隔で予め定められたタイミングに従って
、３ＧＰＰロングタームエボシューションまたは３ＧＰＰロングタームエボリューション
進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）無線ネットワークの１つである第１無線ネットワークの進
化型パケットコア（ＥＰＣ）に、前記ＥＰＣと通信するＵＥの位置情報を提供する段階と
、
　前記ＵＥが、前記ＥＰＣと通信する第２ＵＥと接続するための情報を含むデバイス・ツ
ー・デバイス接続情報を前記ＥＰＣに提供して、前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間のデバイ
ス・ツー・デバイス無線接続を確立する段階と、
　前記ＵＥが、前記ＥＰＣからの応答に基づいて、第２無線ネットワークを介して送信さ
れたデバイス・ツー・デバイス通信を用いて前記第２ＵＥの発見を実行し、前記第２ＵＥ
との前記デバイス・ツー・デバイス無線接続を確立する段階と
を備え、
　前記デバイス・ツー・デバイス接続情報は、前記ＵＥが接続を要求した、前記第２ＵＥ
を含む複数のＵＥを示す位置要求を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥが、前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間の前記デバイス・ツー・デバイス無線接続
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を通して通信を実行する段階をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＥＰＣにデバイス・ツー・デバイス接続情報を提供する段階は、前記デバイス・ツ
ー・デバイス無線接続を確立するための要求を前記ＵＥから前記ＥＰＣに送信する段階を
含む、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥの位置情報を前記ＥＰＣに提供する段階は、予め定められた間隔で実行され、
前記位置情報は、前記ＵＥの既知の位置の地理的エリアに関連づけられたデータを含む、
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記デバイス・ツー・デバイス無線接続を確立するための前記ＥＰＣからの前記応答は
、前記ＵＥが前記第２ＵＥに近いことを前記ＥＰＣが確認することに応答して、前記ＥＰ
Ｃから提供され、前記ＵＥが近いことは、前記ＵＥおよび前記第２ＵＥが共通の進化型Ｎ
ｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）に接続することに少なくとも部分的に基づいて、決定される、
請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　前記デバイス・ツー・デバイス通信は、前記ＵＥから前記第２ＵＥに送信されて、ダイ
レクトなデバイス・ツー・デバイス無線接続である前記デバイス・ツー・デバイス無線接
続を確立し、前記ダイレクトなデバイス・ツー・デバイス無線接続は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１６規格フ
ァミリー、またはブルートゥース（登録商標）特別利益団体規格ファミリーからの規格に
従って通信を実行する、請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　３ＧＰＰロングタームエボリューションまたは３ＧＰＰロングタームエボリューション
進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）ネットワーク内の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）とＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク接続を介して無線通信を実行し、かつデバイス・ツー・デ
バイス接続を介して第２ＵＥと無線通信を実行する回路を有するマルチモード送受信機を
備え、
　前記回路は、さらに、
　前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでの通信で、予め定められたタイミングおよび前
記ＵＥにより予め定められた間隔に従って前記ＵＥの位置データを、前記ＵＥから進化型
パケットコア（ＥＰＣ）に送信し、
　前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに確立されたネットワーク接続を有する前記第２
ＵＥの識別子を含むデバイス・ツー・デバイス接続要求を、前記ＵＥから前記ＥＰＣに送
信し、
　前記第２ＵＥについての接続情報および前記第２ＵＥの発見を実行するためのタイミン
グ情報を含むデバイス・ツー・デバイス接続応答を、前記ＥＰＣから受信し、
　前記タイミング情報を用いて決定された接続確立期間中に、前記第２ＵＥについての前
記接続情報を用いて前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための１または複数の
デバイス・ツー・デバイス通信を、前記ＵＥから前記第２ＵＥに送信することにより、
　前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間で直接通信するための前記デバイス・ツー・デバイス接
続を促進し、
　前記ＥＰＣに送信される前記デバイス・ツー・デバイス接続要求は、前記デバイス・ツ
ー・デバイス接続を試みるための前記第２ＵＥを含む複数のＵＥの識別子を含む、ＵＥ。
【請求項８】
　前記回路は、さらに、前記接続確立期間中に前記第２ＵＥの発見および認証の成功に応
答して、前記デバイス・ツー・デバイス接続を介して、前記第２ＵＥと、デバイス・ツー
・デバイス・データを直接送受信する、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項９】
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　前記位置データは、前記ＵＥの決定された地理的位置を含む、請求項７または請求項８
に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記ＵＥは、ディスプレイ画面をさらに含み、
　前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間の前記１または複数のデバイス・ツー・デバイス通信を
促進するための動作は、前記ディスプレイ画面を介して提示されるユーザインタフェース
上の１または複数の対話型ディスプレイを提供して、前記デバイス・ツー・デバイス接続
の確立のためのユーザ制御を可能にすることを含む、請求項７から請求項９のいずれか１
つに記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記マルチモード送受信機は、さらに、前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークとは異な
る無線ネットワークを介して前記１または複数のデバイス・ツー・デバイス通信を実行し
、
　前記１または複数のデバイス・ツー・デバイス通信は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格ファミ
リー、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１６規格ファミリー、ま
たはブルートゥース（登録商標）特別利益団体規格ファミリーからの規格に関連して前記
ＵＥと前記第２ＵＥとの間で実行される、請求項７から請求項１０のいずれか１つに記載
のＵＥ。
【請求項１２】
　ユーザ機器（ＵＥ）と第２ＵＥとの間に確立される直接デバイス・ツー・デバイス接続
を介したデータフローを促進するためにＵＥによって実行される方法であって、
　前記ＵＥが、前記第２ＵＥへのデバイス・ツー・デバイス接続を確立するための要求を
受信する段階であって、前記要求は、前記第２ＵＥの識別子および発見期間の識別子を含
み、前記要求は、前記ＵＥが前記第２ＵＥの近くにいることを検出することに応答して３
ＧＰＰロングタームエボリューションまたは３ＧＰＰロングタームエボリューション進化
型ネットワーク（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク）の進化型パケットコア（ＥＰＣ）か
ら提供される、段階と、
　前記ＵＥが、前記第２ＵＥへのデバイス・ツー・デバイス接続を確立するための前記要
求に対する応答を、前記ＥＰＣに送信する段階と、
　前記ＵＥが、前記第２ＵＥの前記識別子を用いて、前記発見期間中に前記第２ＵＥへの
前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立する段階であって、前記デバイス・ツー・デバ
イス接続を介した前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間のデータフローは、前記ＥＰＣを介して
存在する前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間のデータフローを入れ替えるために構築される、
段階と
を備え、
　前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための前記要求は、前記ＵＥが接続を要
求した、前記第２ＵＥを含む複数のＵＥを示す位置要求を含み、
　前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための第２要求は、前記ＥＰＣから前記
第２ＵＥに送信され、前記第２要求は、前記ＵＥの識別子を含み、前記ＵＥおよび前記第
２ＵＥは、前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための前記第２要求に対する肯
定応答に応答して、前記デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための複数の動作を実
行する、方法。
【請求項１３】
　前記ＵＥの前記識別子は、前記ＵＥの発見および認証に用いられる前記第２ＵＥからの
情報を含み、前記第２ＵＥの前記識別子は、前記第２ＵＥの発見および認証に用いられる
前記ＵＥからの情報を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥが前記第２ＵＥの近くにいることを前記検出することは、前記ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａネットワーク内の共通の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）への前記ＵＥおよび前記
第２ＵＥの接続に基づく、請求項１２または１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　進化型パケットコア（ＥＰＣ）であって、
　前記ＥＰＣは、３ＧＰＰロングタームエボリューションまたは３ＧＰＰロングタームエ
ボリューション進化型無線ネットワーク（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワーク）のため
のコンポーネントの処理を実行し、
　前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワークは、第１ユーザ機器（第１ＵＥ）と第２ＵＥ
との間のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク通信リンクを１または複数の進化型ＮｏｄｅＢ
（ｅＮｏｄｅＢ）を介して確立し、
　前記ＥＰＣは、
　前記第１ＵＥと前記第２ＵＥとの間の前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク通信リンク
の確立を決定し、
　前記第１ＵＥと前記第２ＵＥとの間の近接を決定し、前記第１ＵＥの前記第２ＵＥへの
近接の前記決定は、前記第１ＵＥおよび前記第２ＵＥの各位置に基づき、前記近接は、デ
バイス・ツー・デバイス通信リンクの最大通信範囲と比較して前記ＥＰＣにより決定され
、
　第２無線ネットワークを介した前記デバイス・ツー・デバイス通信リンクの確立に用い
るために、前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワークを介して、前記第１ＵＥおよび前記
第２ＵＥに、識別情報および発見タイミングを送信するための動作を実行することにより
、
　前記第２無線ネットワーク上の前記第１ＵＥと前記第２ＵＥとの間の前記デバイス・ツ
ー・デバイス通信リンクの確立を促進する１または複数のコンポーネントを含み、
　前記第１ＵＥと前記第２ＵＥとの間の前記デバイス・ツー・デバイス通信リンクの前記
確立を決定するための複数の動作は、前記第１ＵＥからのデバイス・ツー・デバイス接続
要求を受信することに応答して実行され、
　前記第１ＵＥからの前記デバイス・ツー・デバイス接続要求は、前記デバイス・ツー・
デバイス接続を試みるための前記第２ＵＥを含む複数のＵＥの識別子を含む、ＥＰＣ。
【請求項１６】
　前記第１ＵＥと前記第２ＵＥとの間の近接を決定することは、前記ＥＰＣへ通信された
前記第１ＵＥおよび前記第２ＵＥの位置情報に基づいて実行される、請求項１５に記載の
ＥＰＣ。
【請求項１７】
　デバイス・ツー・デバイス通信リンクの前記確立は、前記ＥＰＣ内で提供される通知に
応答して、または前記第１ＵＥから提供される通知から開始される、請求項１５または請
求項１６に記載のＥＰＣ。
【請求項１８】
　前記ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワークを介して前記識別情報および前記発見タイミ
ングを前記第１ＵＥおよび前記第２ＵＥに送信するための前記複数の動作は、
　前記発見タイミングと前記第１ＵＥの識別子を含む前記識別情報とを含む、前記ＥＰＣ
から前記第２ＵＥへの第２デバイス・ツー・デバイス接続要求を発行すること、および
　前記第２デバイス・ツー・デバイス接続要求の確認に応答して、前記第１ＵＥへのデバ
イス・ツー・デバイス接続応答を発行すること
を含む、請求項１５から請求項１７のいずれか１つに記載のＥＰＣ。
【請求項１９】
　前記第１ＵＥに提供された前記識別情報は、前記第２無線ネットワークを介して送信さ
れたデバイス・ツー・デバイス通信を用いて前記第２ＵＥを認証するための認証情報を含
み、前記第２ＵＥに提供された前記識別情報は、前記第２無線ネットワークを介して送信
された前記デバイス・ツー・デバイス通信を用いて前記第１ＵＥを認証するための認証情
報を含む、請求項１５から請求項１８のいずれか１つに記載のＥＰＣ。
【請求項２０】
　前記デバイス・ツー・デバイス通信は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格ファミリー、ＩＥＥＥ
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８０２．１１規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１６規格ファミリー、またはブルートゥ
ース（登録商標）特別利益団体規格ファミリーからの規格の使用に関連して、前記第２無
線ネットワークで前記ＵＥと前記第２ＵＥとの間で、実行される、請求項１９に記載のＥ
ＰＣ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権出願］
　本願は、２０１２年１２月１８日に出願された米国特許出願シリアル番号１３／７１８
，７４５および２０１２年８月３日に出願された米国仮特許出願シリアル番号６１／６７
９，６２７についての優先権の利益を主張し、それらの全体において参照することにより
本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　複数の実施形態は、無線ネットワーク内の通信デバイスによって実行される動作および
通信に関する。いくつかの実施形態は、無線ネットワークによって促進されるデバイス間
のデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信および認証技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　Ｄ２Ｄ無線通信技術は、様々な状況でモバイルデバイスおよびネットワーク間のピア・
ツー・ピア／ポイント・ツー・ポイント（Ｐ２Ｐ）通信を実行するために用いられてよい
。モバイルデバイス間のＤ２Ｄ通信は、無線基地局からの集中通信、例えば、３ＧＰＰロ
ングタームエボリューション／３ＧＰＰロングタームエボリューション進化型（ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ）規格ファミリーからの規格で動作するキャリアネットワーク内の進化型ノー
ドＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から、またはＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリーからの規格で動
作するＷｉ－Ｆｉネットワーク内のアクセスポイント（ＡＰ）からの集中ステーション・
ツー・モバイル通信の使用を補完するように設計されてよい。
【０００４】
　複数のＤ２Ｄ直接通信は、無線プロトコルの通信範囲または用いられるネットワーク構
成内にあるデバイスに限定される。しかし、特定のユーザは、Ｄ２Ｄ通信可能なデバイス
またはＤ２Ｄ通信可能なデバイスに関連する既知のユーザが通信範囲内にいるかどうか、
またはそのようなデバイスまたはユーザが現在いるか、または予め特定のユーザに近接し
ているかどうかを知らないかもしれない。近くのＤ２Ｄ可能なデバイスを探して見つけ出
すために用いられる既存の発見技術は、概して、デバイスを発見するために詳細にわたる
処理、応答、およびデータ交換を利用するブロードキャストおよび応答スキームの使用を
伴う。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】さらに記載される例に従ってオペレータ管理のネットワークを介してＤ２Ｄ通信
を促進するためのネットワーク構成を示す。
【０００６】
【図２】さらに記載される例に従ってモバイルデバイス間のＤ２Ｄ通信を確立するために
オペレータ管理のネットワークを介して送信されるデータ動作を示す。
【０００７】
【図３】さらに記載される例に従ってネットワークオペレータを介してＤ２Ｄ接続を確立
するためのデータシーケンスを示す。
【０００８】
【図４】さらに記載される例に従って既存のデータフローを有するデバイス間のネットワ
ークオペレータを介したＤ２Ｄ接続を確立するためのデータシーケンスを示す。
【０００９】
【図５】さらに記載される例に従って接続されたＵＥ間のＤ２Ｄ接続を促進するための進
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化型パケットコアで実行される一例の動作フローのフローチャートを示す。
【００１０】
【図６】さらに記載される例に従って進化型パケットコアを用いた他のＵＥへのＤ２Ｄ接
続を開始するためにＵＥで実行される一例の動作フローのフローチャートを示す。
【００１１】
【図７】本明細書で記載される構成および技術が展開される一例のモバイルデバイスを示
す。
【００１２】
【図８】本明細書で記載されるコンピューティングまたはネットワーキングデバイスのた
めのコンピューティングプラットフォームとして用いられることができる例示的なコンピ
ュータシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の説明および図面は、当業者が特定の実施形態を実行できるように特定の実施形態
について十分に説明する。他の複数の実施形態は、構造的、論理、電気、処理およびその
他の変更を組み込むことができる。いくつかの実施形態の部分および機能は、他の複数の
実施形態において、または代用として包含されることができる。特許請求の範囲に記載さ
れた複数の実施形態は、特許請求の範囲について利用可能な等価物をすべて包含する。
【００１４】
　本明細書で記載される様々な技術および構成は、モバイルデバイス間のＤ２Ｄ通信リン
クを確立するためのネットワークアウェアネスおよび発見技術を提供する。これらの発見
技術は、ネットワーク内の様々なＤ２Ｄ可能なデバイスの探索、およびデバイス間の認証
を促進するために用いられることができる。近接のＤ２Ｄデバイスを発見および認証する
と、近接のＤ２Ｄデバイス間のＤ２Ｄ通信リンクが、無線Ｄ２Ｄ通信リンクでのデータ交
換を促進するために確立されることができる。Ｄ２Ｄ通信リンクは、様々な位置または近
接ベースサービスに関連して、およびサービス管理およびリソースオフロードに関連して
、展開されることができる。Ｄ２Ｄ通信リンクは、異なる無線ネットワーク（例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉネットワーク）で生じ得る、またはＬＴＥベースの直接デバイス通信の変形であ
り得る。
【００１５】
　いくつかの実施例において、キャリアネットワーク（例えば、セルラー無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ））での通信におけるユーザ機器（ＵＥ）が、キャリアネットワーク
の進化型パケットコア（ＥＰＣ）からのＵＥ発見支援を要求できる。支援から得られる情
報は、発見するＵＥに近接する他のＵＥの発見詳細に従って、Ｄ２Ｄ接続発見処理を支援
するための情報を含みうる。ＥＰＣは、また、認証、セキュリティ、および識別情報を通
信し、Ｄ２Ｄ発見および接続動作を調整するための期間を確立することができる。
【００１６】
　Ｄ２Ｄ接続を確立するために用いられる既存の技術において、デバイスは、手動で（お
よび多くの場合、継続的に）、近くのＤ２Ｄ可能なデバイスを探索すべく、無線媒体を介
して接続の有用性をスキャンまたはブロードキャストする。そのような技術は、多くの場
合、絶えず続くスキャンおよび関連する電力使用を伴う。さらに、近接のＤ２Ｄ可能なデ
バイスを発見したとしても、識別子および認証の問題が、Ｄ２Ｄ接続の確立を阻む。本明
細書で記載される技術は、接続するＵＥへのキャリアネットワークから通信されたデータ
を介した共通の発見および識別メカニズムがＤ２Ｄ接続確立処理を促進することを可能に
する。
【００１７】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク環境において、ＥＰＣは、どのＵＥが公衆ランドモバ
イルネットワーク（ＰＬＭＮ）および特定のｅＮｏｄｅＢに関連していること、またはど
のＵＥがアイドルモードで動作しているかを知っている。同様に、ＥＰＣは、また、ＵＥ
の領域をトラッキングすること、およびＵＥが複数の異なるｅＮｏｄｅＢを含むトラッキ
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ング領域で通信しているかどうかを知っている。ＥＰＣは、また、様々なＵＥの近接位置
を維持するための位置サービスを維持することができる。本明細書で記載された技術を用
いることで、ＵＥのこのトラッキングおよび位置情報が、直接通信のためのＤ２Ｄ接続の
構築およびＤ２Ｄ可能なデバイスの発見の支援で使用されるために適用される。さらに、
本明細書で記載される技術は、ＥＰＣによって管理されるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワー
クのサービスエリアにわたって展開されることができ、単一無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイントを超えた発見動作およびＤ２Ｄ接続の確立を拡張する
。
【００１８】
　図１は、一例に従ったキャリア管理ネットワークを介した直接Ｄ２Ｄ通信を促進するた
めの一例のネットワーク構成１００の例を提供する。ネットワーク構成１００内で、一連
のマルチモードモバイルデバイス（モバイルデバイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１
０２Ｂ）が、キャリア管理ネットワークおよびＤ２Ｄネットワークで通信するために構成
される。キャリア管理ネットワークは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは他の適した
無線広域ネットワーク（ＷＷ　ＡＮ）プロトコルに従って動作でき、ＩＰネットワーク１
０８へのデータの通信に向けて、ＥＰＣ１０６での動作中に、ｅＮｏｄｅＢ１０４からの
無線ネットワーク通信を提供するための構成を含むことができる。キャリアネットワーク
は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信リンク１１２Ａ、１１２Ｂのそれぞれを用いて、モバイルデ
バイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１０２Ｂへのネットワーク通信を促進するために
構成されてよい。
【００１９】
　モバイルデバイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１０２Ｂ間の通信は、インフラ通信
リンク１１４を通じたＩＰネットワーク１０８を介して促進されるように説明される。イ
ンフラ通信リンク１１４は、モバイルデバイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１０２Ｂ
が公衆キャリアネットワークに加入し、公衆ｅＮｏｄｅＢ１０４との通信を実行できるよ
うに確立される。しかし、インフラ通信リンク１１４は、別個の複数のｅＮｏｄｅＢまた
は複数のキャリアネットワークの使用を伴って確立されることもできる。
【００２０】
　モバイルデバイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１０２Ｂとの間のＤ２Ｄ通信は、Ｄ
２Ｄ通信リンク１１０を介して促進される。Ｄ２Ｄ通信リンク１１０は、（ＩＥＥＥ８０
２．１１規格ファミリーからの規格に従って動作する）ＷＬＡＮ　Ｗｉ－Ｆｉ直接ネット
ワークプロトコル、または（ブルートゥース（登録商標）利益団体規格によって定義され
るブルートゥース（登録商標）規格に従って動作する）ＷＰＡＮブルートゥース（登録商
標）プロトコルなどのあらゆるＷＷ　ＡＮ、ＷＬＡＮ、または無線パーソナルエリアネッ
トワーク（ＷＰＡＮ）プロトコルを利用できる。図示されるようにＤ２Ｄ通信リンク１１
０は、デバイス間の直接ポイント・ツー・ポイント通信に対して構成されてよいが、間接
的ピア・ツー・ピアおよびマルチモード接続を介して促進されてもよい。
【００２１】
　Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するためのキャリアネットワークでの動作は、キャリアネット
ワークのシステム内、例えばＥＰＣ１０６内で実行されてよい。ＥＰＣ１０６の動作は、
モバイルデバイス１０２Ａの観点からのモバイルデバイス１０２Ｂの発見を支援すること
、およびモバイルデバイス１０２Ｂの観点からのモバイルデバイス１０２Ａの発見を支援
することを含んでよい。例えば、モバイルデバイス１０２Ａは、モバイルデバイス１０２
Ｂが近くにいる（例えば、通信範囲内にいる）のではないかいと疑う、さもなければ通知
され、あるいは、さもなければ、モバイルデバイス１０２Ｂへの接続を試みることを望ん
だ場合、モバイルデバイス１０２Ａは、ＥＰＣ１０６からのＤ２Ｄ発見支援を要求できる
。一例として、ＥＰＣ１０６は、デバイスがＤ２Ｄ接続の確立を許可するかどうか、モバ
イルデバイス１０２Ｂに確認するための動作を実行し、Ｄ２Ｄ発見および接続動作を支援
するための情報を交換してよい。他の実施例として、オペレータは、データベースにこれ
らの種類の許可も格納し、ユーザが許可に関する実際の問合せをする前に他のユーザによ
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ってアクセスを許可するかどうかを調べるためにそれらをチェックしてよい。（ユーザは
、例えば、ネットワークに登録する場合、これらのＤ２Ｄ許可のネットワークを通知して
よい。）したがって、Ｄ２Ｄ接続の確立が許可されているかどうかを確認するための動作
は、Ｄ２Ｄ接続の確立または特定のＤ２Ｄ接続タイプを検証するためのポリシーの組み合
わせまたはユーザの意思疎通を含んでよい。
【００２２】
　図２は、一例に従ってモバイルデバイス１０２Ａとモバイルデバイス１０２Ｂとの間の
Ｄ２Ｄ通信リンク１１０を確立するためにキャリア管理ネットワークを介して送信される
例のデータ動作２００の図を提供する。モバイルデバイスは、ｅＮｏｄｅＢ１０４との様
々な通信を介してキャリア管理ネットワークと接続する。さらに後述および図３－６の動
作フローおよびフローチャートの参照のとおり、ｅＮｏｄｅＢ１０４を介したキャリア管
理ネットワーク内で送信されたデータ動作２００は、Ｄ２Ｄ接続の確立に関連する様々な
データ更新、要求および応答の交換および調整を含む。
【００２３】
　図２に図示されるように、一連の位置更新メッセージ２０２Ａ、２０２Ｂは、モバイル
デバイス（モバイルデバイス１０２Ａおよびモバイルデバイス１０２Ｂ）のそれぞれから
提供されてよい。位置更新メッセージ２０２Ａ、２０２Ｂは、キャリア管理ネットワーク
によって管理される既存の位置サービスまたは位置管理データと組み合わせられてよい（
またはＥＰＣ１０６に通信された位置データに組み込まれる）。位置更新メッセージ２０
２Ａ、２０２Ｂからの位置情報は、例えば、モバイルデバイスが互いに近接しているかど
うかおよびＤ２Ｄ通信リンク１１０を確立するための範囲内にいるかどうかを決定するた
めに、キャリアネットワークによって用いられてよい。位置更新メッセージ２０２Ａ、２
０２Ｂからの位置情報は、また、ＥＰＣ１０６の位置サービス（例えば、位置サーバ）、
またはＵＥの近接または正確な位置をトラッキングするキャリアベースネットワークの他
の部分に関連して調整されてよい。
【００２４】
　位置更新メッセージ２０２Ａ、２０２Ｂからの位置情報は、Ｄ２Ｄ通信リンク１１０を
確立するための通信範囲内の近接するモバイルデバイスのペアを検出し認証するために用
いられてよい。例えば、モバイルデバイス１０２Ａが、モバイルデバイス１０２Ｂが近接
している（または、さもなくばモバイルデバイス１０２ＡへのＤ２Ｄ接続を開始すること
を決定する）のではないかと判断すると、モバイルデバイス１０２Ａは、モバイルデバイ
ス１０２Ｂに対するオペレータネットワーク（例えば、ＥＰＣ１０６）からのデバイス発
見支援を要求する。デバイス発見支援の要求は、ｅＮｏｄｅＢ１０４を介してモバイルデ
バイス１０２Ａからオペレータネットワークへ送信される１または複数のＵＥ位置要求２
０４を介してモバイルデバイス１０２Ａから送信されてよい。
【００２５】
　ＵＥ位置要求２０４などのＵＥ位置要求に応答して、キャリア管理ネットワークは、モ
バイルデバイス１０２Ｂが、発見可能か（例えば、他のデバイスがモバイルデバイス１０
２Ｂを発見することを許可しているか）どうか、またはさもなくばモバイルデバイス１０
２ＡとのＤ２Ｄ接続を確立することに興味があるかどうかを検証してよい。検証は、ネッ
トワークレベルのデータベース内のＤ２Ｄの許可（許可はＵＥ登録の間にまたは事前の問
い合わせを介して確立される）を確認することにより実行されてよく、検証は、モバイル
デバイス１０２ＢへのＤ２Ｄ接続要求２０８の送信、およびモバイルデバイス１０２Ｂか
らのＤ２Ｄ接続応答２１０の受信を含む。ユーザインタフェースプロンプトまたはポリシ
ー検証などの動作は、Ｄ２Ｄ接続を確立するための許可を得るためにモバイルデバイス１
０２Ｂで、またはモバイルデバイス１０２Ｂの代わりに実行されてよい。
【００２６】
　一度、キャリア管理ネットワークが、モバイルデバイス１０２Ａがモバイルデバイス１
０２Ｂに直接接続することの許可を検証すると、キャリアベースネットワークは、Ｄ２Ｄ
接続確立を支援するための情報を１または両方のＵＥに提供してよい。例えば、これは、
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ｅＮｏｄｅＢ１０４を介して受信されたＵＥ位置応答２０６で通信されるモバイルデバイ
ス１０２Ａへ通信されるデバイス発見情報を含んでよい。このデバイス発見情報は、発見
が有効な間の期間などの接続を確立するための複数のパラメータも含んでよい。
【００２７】
　発見が有効である期間の間に、Ｄ２Ｄ通信リンク１１０を開始するＵＥ（発見するＵＥ
、例えばモバイルデバイス１０２Ａ）は、ＥＰＣ１０６から得られるデバイス発見情報に
よって支援される発見されるＵＥへの接続を探索および確立するための発見動作を実行し
てよい。例えば、互いに近接しているようなＥＰＣ１０６によって特定されるＵＥは、ブ
ルートゥース（登録商標）「デバイス発見」またはＷｉ－Ｆｉ「Ｐ２Ｐ発見」モードなど
の複数の規格ネットワークスキャン手順を利用したＤ２Ｄ通信プロトコルを用いて特定さ
れてよい。さらなる例において、ＵＥ位置要求２０４およびＵＥ位置応答２０６は、発見
されるＵＥへの接続を探索および確立するために発見するデバイスによって用いられる通
信パラメータに関する情報、認証情報、セキュリティ情報または他の情報を得るために用
いられてよい。
【００２８】
　図３は、ネットワークオペレータによって管理されるＥＰＣ３０６のデータ動作２００
と協調して、ユーザデバイス（ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４）のペアの間のＤ２
Ｄ接続を確立するためのデータシーケンス３００の例示的な図示を提供する。データシー
ケンス３００は、ペア間にＥＰＣ３０６を介して確立された前より存在するデータフロー
または接続がない場合、ＵＥ　Ａ３０２とＵＥ　Ｂ３０４との間のＤ２Ｄ接続の確立につ
いての説明として図示される。
【００２９】
　まず、ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４は、ＥＰＣ３０６とともに、断続的な位置
更新を実行する（動作３１０Ａ、３１０Ｂ）。位置更新は、ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　
Ｂ３０４のそれぞれに対する現在の位置についてＥＰＣ３０６が通知されることを可能に
する。いくつかの実施例において、位置更新で通信される情報は、ネットワーク対象エリ
アに関連する位置、ＵＥのより広い地理的エリアに関連する位置、または特定の決定され
た地理的位置を含む。他の実施例において、位置更新は、ＵＥと通信するネットワークの
部分に関連する情報を含む。　他の技術が、ＵＥが近接にいないかどうかを決定するため
に用いられてよい。例えば、ＵＥ　Ａ３０２は、ＵＥ　Ｂ３０４が取り付けられるＰＬＭ
Ｎと同じ場所に配置されていないＰＬＭＮに取り付けられる場合には、ＥＰＣ３０６はＤ
２Ｄ通信についてＵＥが近接していないことを結論付けることができる。
【００３０】
　次に、ＥＰＣ３０６は、ＵＥ　Ａ３０２がメッセージのリストに載っているＵＥと通信
したいという通知を受信する。この通知は、ＵＥ発見要求メッセージ内で送信されるＵＥ
　Ａ３０２からの直接要求を介して生じうる（動作３１２）、またはコアネットワークで
高レベル通知を介して生じうる。この通知は、１回のみの事象を示してよい、またはその
通知は、ＵＥが現在近接していなければ、多少の期間が経過するまで試みを継続すること
を示してもよい。ＵＥ発見要求メッセージは、１または複数の特定のＵＥ、ＵＥのグルー
プ、またはいずれかのＤ２Ｄ可能なＵＥの位置を検証するための指標を提供してよい。例
えば、図３に図示されるように、発見要求は、複数のＵＥ（ＵＥ　Ｂ、ＵＥ　Ｃ、ＵＥ　
Ｄ）に対して発行される。ＵＥ発見要求メッセージは、ＵＥがちょうど特定のＵＥ（また
はＵＥのタイプ）が近くにあるかどうかを知りたいかどうか、またはＵＥが（例えば、直
接Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための識別子および共通発見期間情報を得るために）、直
接発見処理においてキャリアネットワークから支援を受信したいかどうかを示してよい。
【００３１】
　ＥＰＣ３０６は、ＵＥ　Ａ３０２が通知内のいずれかのＵＥの近くにいるかどうかをチ
ェックする（動作３１４）。ＵＥ位置更新（動作３１０Ａ、３１０Ｂ）から得られる情報
は、この決定に対してＥＰＣ３０６によって用いられてよい。他の実施例において、ネッ
トワークオペレータは、例えば、複数のＵＥが同じｅＮｏｄｅＢに関連しているか、特定
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の複数のｅＮｏｄｅＢまたはネットワークサブシステムと通信しているかどうかを近接の
基準として用いてよい。
【００３２】
　１つのシナリオで、ＥＰＣ３０６は、ＵＥ　Ａ３０２がＵＥ位置更新が要求された複数
のＵＥと接続できるかどうかを検証するために、既存のＵＥ情報データベースをチェック
してよい。他のシナリオで、接続要求および応答交換は、通知内の接続について示される
ＥＰＣ３０６といずれかの候補となるデバイス（例えば、ＵＥ　Ｂ３０４）との間で実行
されてよい。これは、Ｄ２Ｄ接続の確立を試みるための確認を要求するためのＵＥ　Ｂ３
０４へのＤ２Ｄ接続要求（動作３１６）の送信を含んでよい。Ｄ２Ｄ接続の確立を試みる
ことの承認または否認は、ＥＰＣ３０６に戻ってくるＤ２Ｄ接続応答（動作３１８）の送
信で示されてよい。
【００３３】
　ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４が近接していること、およびＵＥ　Ｂ３０４への
接続要求が承認されたことを確認すると、ＥＰＣ３０６は、発見するデバイス（ＵＥ　Ａ
３０２）へＵＥ発見応答（動作３２０）を送信する。　ＥＰＣ３０６は、また、発見情報
のようなデバイス識別子を捜す発見動作を特定の時間で従事していることを両方のＵＥが
通知されるように、ＵＥ　Ｂ３０４にＵＥ発見応答を送信してよい。したがって、ＵＥ発
見応答は、ＵＥデバイスがＤ２Ｄ発見手順の間に互いを探すことができる相互特定情報を
含んでよい。ＵＥ発見応答は、また、発見処理を促進する、またはさもなくば発見タイミ
ングを調整する相互または共通の発見期間に関連する情報を含んでよい。いくつかの実施
例において、ＥＰＣ３０６は、ＵＥ　Ａ３０２に発見情報を送信する処理の前に、まず、
ＵＥ　Ｂ３０４がＤ２Ｄ接続要求（動作３１８）を確認するのを待ってよく、他の実施例
において、ポリシーベース決定は、ＵＥ　Ｂ３０４の代わりにＤ２Ｄ接続要求を確認する
かどうかにより行われてよい。
【００３４】
　ＥＰＣ３０６から得られる情報を用いて、ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４は、Ｄ
２Ｄ発見および接続確立を含むＤ２Ｄ通信リンクを確立するための動作（動作３２２）を
実行する。Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための動作のタイミングは、発見期間３２４に関
連して提供されてよい。上述のとおり、ＥＰＣは、発見タイミングを調整し、ＵＥ　Ａ３
０２およびＵＥ　Ｂ３０４に発見期間３２４の指標を提供する。他の実施例において、Ｅ
ＰＣ３０６は、まず、発見期間３２４について相互同意を確立するためにＵＥのそれぞれ
にネゴシエーションを試みてよい。発見および接続確立のタイミングは、開始時間、開始
および終了時間、または他の信号により示されてよい。
【００３５】
　動作３２２に関連して、それらのＵＥは、ＥＰＣ３０６により提供される識別情報を用
いて、提案された発見期間３２４の間に、互いを発見し、Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するよ
う試みる。通信リンクの確立の失敗が、ＥＰＣ３０６へ通信される（そして、Ｄ２Ｄ通信
リンクの確立の再試するための追加の情報を得るために用いられる）、または他のＵＥへ
接続されてよい。
【００３６】
　図４は、ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４との間に前より存在するデータフローが
ある場合に、ネットワークオペレータによって管理されるＥＰＣ３０６を介して、ＵＥ　
Ａ３０２とＵＥ　Ｂ３０４との間にＤ２Ｄ接続を確立するためのデータシーケンス４００
の例示的な図示を提供する。データシーケンス４００は、ＥＰＣ３０６を介して促進され
るデバイスペア間のデータフローまたは接続がある場合に、ＵＥ　Ａ４１２ＡとＵＥ　Ｂ
４１２Ｂとの通信リンクを介してデバイスペア間にＤ２Ｄ接続を確立するための説明とし
て図示している。
【００３７】
　図４は、それらのＵＥが他のＵＥと通信するようにそれらのＵＥがＤ２Ｄ通信近接内へ
移動する（例えば、前より存在するデータフロー）シナリオを図示する。この例では、Ｕ
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Ｅ　Ａ３０２は、ＵＥ　Ｂ３０４との通信に従事され、ベアラーパスが、ＥＰＣ３０６の
インフラを介してＩＰネットワークで確立される。
【００３８】
　ＥＰＣ３０６は、それらのＵＥの位置を監視し、それらが近接に移動するかどうかおよ
びいつ移動するかを決定する。ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４の位置は、ＧＰＳセ
ンサ、共通ネットワーク接続に基づく近接（２つのＵＥが同じまたは同じ場所に配置され
たｅＮｏｄｅＢを介してネットワークに接続されている場合など）、または本明細書で開
示されるいずれかの他の位置サービスおよび技術などの位置測定に関連して決定されてよ
い。位置監視動作は、自律的、ネットワークポリシーにより実行され、または、ＵＥによ
る要求ごとに実行されてよい。
【００３９】
　ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４が近接しているとＥＰＣ３０６が検出する場合、
ＥＰＣ３０６は、Ｄ２Ｄ接続要求をそれらのＵＥに提供する。　これらの接続要求は、（
発見処理を促進するための）相互／共通発見期間などの（Ｄ２Ｄ接続発見の間に互いに探
索および接続するための）相互識別情報および追加の情報を含む。図示するように、これ
は、ＵＥ　Ｂ３０４に提供されるＤ２Ｄ接続要求（動作４１６）の使用、続くＵＥ　Ｂ３
０４から提供されるＤ２Ｄ接続応答（動作４１８）を含んでよく、これは、また、ＵＥ　
Ａ３０２に提供されるＤ２Ｄ接続要求（動作４２０）の使用とともにＤ２Ｄ接続応答（動
作４２２）を含んでよい。
【００４０】
　ＵＥ　Ａ３０２およびＵＥ　Ｂ３０４に示される（例えば、それぞれのＤ２Ｄ接続要求
）発見期間（期間４２６）の間に、それらのＵＥは、互いに発見およびＤ２Ｄ通信リンク
の確立を試みる（動作４２４）。それらのＵＥでの発見および接続確立動作は、ＥＰＣ３
０６により提供される（例えば、それぞれのＤ２Ｄ接続要求内の）相互識別情報、認証情
報および他の情報を利用する。
【００４１】
　図５は、一例に従って、特定されたＵＥ間のＤ２Ｄ接続を開始するためにＥＰＣで実行
される動作フロー５００の例示的な図示を提供する。ＥＰＣで、ＵＥの位置およびステー
タスに関連する様々な情報が管理される。この情報は、受信されたＤ２Ｄ位置更新の処理
および抽出から変更されてよい（動作５１０）。
【００４２】
　ＥＰＣにより促進されるデータ接続が、それらのＵＥ間に存在しない場合、要求（例え
ば、Ｄ２Ｄ位置要求）は、ＥＰＣによって処理され（動作５３０）、Ｄ２Ｄ通信リンクを
確立するための動作をトリガする。ＥＰＣにより促進される既存のデータ接続が、それら
のＵＥ間に存在する場合、接続されたＵＥの近接が、Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための
動作をトリガすべく、検出される（動作５４０）。
【００４３】
　Ｄ２Ｄデバイス近接は、複数の発見可能なデバイスの正確な位置を確認するためにＥＰ
Ｃによって決定される（動作５５０）。それらのＵＥのペアが、Ｄ２Ｄ通信において近接
にあると決定されると、ＥＰＣは、１または複数の近接のデバイスにＤ２Ｄ接続要求を発
行して（動作５６０）、Ｄ２Ｄ接続の確立のための同意を得てもよい。デバイス間の接続
が存在しない場合には、Ｄ２Ｄ接続要求は、発見されるデバイス（要求されるデバイス）
に提供される。デバイス間の接続が存在する場合には、Ｄ２Ｄ接続要求は、両方のデバイ
スに提供される。
【００４４】
　Ｄ２Ｄ接続要求に対する応答は、近接のデバイスからＥＰＣで受信される（動作５７０
）。この応答が肯定である場合、ＥＰＣは、発見、認証および近接のデバイス間のＤ２Ｄ
通信リンクの確立を促進するべく、近接のデバイスに情報を提供する（動作５８０）。こ
の情報は、１または複数のメッセージ内で、またはそれらのＵＥからの特定のクエリに応
答して、通信されてよい。
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【００４５】
　図６は、一例に従ってキャリアネットワークのＥＰＣによる支援で他のＵＥへのＤ２Ｄ
接続を開始するためにＵＥで実行される動作フロー６００の例示的な図示を提供する。動
作フロー６００は、発見するＵＥによって実行され、ＥＰＣとともに断続的な位置更新を
実行することを含んでよい（動作６１０）。これらの位置更新は、ＵＥでのネットワーク
動作に応答して提供されてよい。他の実施例において、位置更新は、スケジューリングさ
れたまたは予め定められた間隔に基づいてＥＰＣに提供されてよい。
【００４６】
　発見するＵＥは、１または複数の決定されたＵＥと確立されるためのＤ２Ｄ接続リンク
を要求してよい（動作６２０）。１または複数の決定されたＵＥは、特定のＵＥ（例えば
、特定のユーザ、接続、または識別子およびアドレスに関連付けられたデバイス）の識別
子、または特定の接続基準を満たすいずれかの利用可能なＵＥの識別子を含んでよい。発
見するＵＥは、キャリアネットワークのパラメータに従ってまたは様々なＵＥからの接続
要求応答に応答して決定されたキャリアネットワークからのＤ２Ｄ接続要求に対する応答
メッセージを受信してよい（動作６３０）。
【００４７】
　特定のＵＥが接続に利用可能であることを示すキャリアネットワークからの応答メッセ
ージに続いて、特定のＵＥに対する接続情報を処理してよい（動作６４０）。この接続情
報は、直接またはＰ２Ｐネットワーク接続を用いて特定のＵＥに対するＤ２Ｄ通信リンク
を確立するために利用可能である。発見または接続確立期間の指標を含む他の関連情報が
、応答メッセージ内で通信されてよい。
【００４８】
　それらのＵＥは、発見期間の間に開始される直接またはＰ２Ｐネットワーク接続を介し
て互いにＤ２Ｄ通信リンクを確立することを共同または別々に試みる（動作６５０）。接
続確立は、キャリアネットワークからの応答メッセージで提供される接続情報を少なくと
も部分的に利用する。ネットワーク接続の確立に成功すると、Ｄ２Ｄデバイスは、接続さ
れたデバイスへの直接または間接的ネットワーク接続を介してＤ２Ｄ通信を実行してよい
（動作６６０）。
【００４９】
　Ｄ２Ｄ接続の上記各例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡおよびＷｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ
８０２．１１）通信に特に関連して提供されるけれども、様々な他のＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ
、およびＷＰＡＮプロトコルおよび規格が本明細書で記載される技術に関連して用いられ
てよい。これらの規格は、限定されないが、３ＧＰＰ（例えば、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、Ｈ
ＳＰＡ＋、ＵＭＴＳ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（例えば、８０２．１１ａ、８０２．１１
ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１η、８０２．１１ａｃ）、８０２．１６（例えば、８
０２．１６ｐ）、またはブルートゥース（登録商標）（例えば、ブルートゥース４．０、
またはブルートゥース（登録商標）特定利益団体によって定義される他の規格）規格ファ
ミリーからの規格を含む。本明細書で用いられるようなブルートゥース（登録商標）は、
ブルートゥース（登録商標）特定利益団体により定義される短距離デジタル通信プロトコ
ルを参照してよく、そのプロトコルは、２．４ＧＨｚスペクトルで動作する短距離無線プ
ロトコル周波数ホッピングスペクトル拡散（ＦＨＳＳ）通信技術を含む。デバイス・ツー
・デバイス、マシン・ツー・マシンおよびＰ２Ｐ通信を促進することができる他の通信規
格が、現在記載されている技術に関連して用いられてよい。さらに、キャリアネットワー
クの上記各例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡセルラーＲＡＮおよびＥＰＣに特に関連
して提供されるけれども、他の広域エリアネットワークプロトコルおよびシステム構成が
、本明細書に記載された技術に関連して用いられることが理解されるだろう。
【００５０】
　本明細書で記載されるように、様々な方法または技術、あるいは特定の態様またはそれ
に関連する部分が、フラッシュメモリ、ＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、ポータ
ブル記憶デバイス、またはいずれかの他のマシン可読記憶媒体などの有形の媒体で実装さ
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れるプログラムコード（例えば、命令）の形態をとりうる。そして、プログラムコードは
、コンピュータなどのマシンにロードされ実行される場合、マシンは、様々な技術を実行
する装置になる。プログラマブルコンピュータ上のプログラムコードの実行の場合、コン
ピューティングデバイスは、プロセッサ、（揮発性および不揮発性メモリ、および／また
は記憶要素を含む）プロセッサにより読み取り可能な記録媒体、少なくとも１つの入力デ
バイス、および少なくとも１つの出力デバイスを含んでよい。本明細書で記載される様々
な技術を実施または利用できる１または複数のプログラムは、アプリケーションプログラ
ミングインタフェース（ＡＰＩ）リユーザブルコントロールなどを使用できる。そのよう
なプログラムは、コンピュータシステムと通信する高水準手順型またはオブジェクト指向
プログラミング言語で実装されてよい。しかし、プログラムは、必要に応じて、アセンブ
リ言語またはマシン言語で実装されてよい。いずれの場合であっても、言語は、コンパイ
ラ型言語またはインタプリタ型言語でよく、ハードウェア実装と組み合わされてよい。
【００５１】
　図７は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、モバイル無線デバイス、モバイル通信
デバイス、タブレット、ハンドセット、またはその他のタイプのモバイル無線デバイスな
どのモバイルデバイス７００の例示的な図示を提供する。モバイルデバイス７００は、基
地局（ＢＳ）、ｅＮｏｄｅＢ、または他のタイプの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）ア
クセスポイントと通信するように構成された筐体７０２内の１または複数のアンテナ７０
８を含んでよい。モバイルデバイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、高
速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）およびＷｉ－Ｆｉを含む
少なくとも１つの無線通信規格を用いて通信するよう構成され得る。モバイルデバイス７
００は、各無線通信規格に対する別個のアンテナまたは複数の無線通信規格に対する共有
アンテナを用いて通信してよい。モバイルデバイス７００は、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、およ
び／またはＷＷＡＮで通信してよい。
【００５２】
　図７は、また、モバイルデバイス７００からの音声入出力のために用いられてよいマイ
ク７２０および１または複数のスピーカ７１２の図示を提供する。ディスプレイ画面７０
４は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーン、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
ディスプレイなどの他のタイプのディスプレイ画面でよい。ディスプレイ画面７０４は、
タッチスクリーンとして構成されてよい。タッチスクリーンは、容量性、抵抗性、または
他のタイプタッチスクリーン技術を使用できる。アプリケーションプロセッサ７１４およ
びグラフィックスプロセッサ７１８は、処理およびディスプレイ機能を提供するために内
部メモリ７１６に結合されてよい。不揮発性メモリポート７１０は、また、ユーザに対す
るデータ入出力オプションを提供するために用いられてよい。不揮発性メモリポート７１
０は、また、モバイルデバイス７００のメモリ機能を拡張するために用いられてよい。キ
ーボード７０６は、モバイルデバイス７００に組み込まれ、または追加のユーザ入力を提
供するモバイルデバイス７００に無線接続されてよい。仮想的なキーボードが、タッチス
クリーンを用いて提供されてもよい。モバイルデバイス７００の前（ディスプレイ画面）
側または後側に配置されたカメラ７２２が、モバイルデバイス７００の筐体７０２内に組
み込まれてもよい。
【００５３】
　図８は、本明細書で記載されている１または複数の手法が実行される一例のコンピュー
タシステムを図示するブロック図である。コンピュータシステム８００は、（図１および
図７に示す）コンピューティングデバイス１０４、モバイルデバイス１０６、モバイルデ
バイス７００、または本明細書で記載または参照されるいずれかの他のコンピューティン
グプラットフォームとして実装されてよい。代替の実施例において、機械は、スタンドア
ロンデバイスとして動作し、他の機械に接続（例えば、ネットワーク接続）されてよい。
　ネットワーク接続配置において、機械は、サーバクライアントネットワーク環境におけ
るサーバまたはクライアントのいずれかの能力で実行されてよく、または機械は、ピア・
ツー・ピア（または分配）ネットワーク環境におけるピア機械として動作してよい。機械
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は、ポータブル可能なまたは不可能なパーソナルコンピュータ（ＰＣ）（例えば、ノート
ブックまたはネットブック）、タブレット、セットトップボックス（ＳＴＢ）、ゲーム機
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、またはスマートフォン、ウェブアプライアンス、
ネットワークルータ、スイッチまたはブリッジ、または機械によって実行されるアクショ
ンを特定する（シーケンシャルまたは別の）命令を実行できるいずれかの機械でよい。さ
らに、単一の機械のみが図示されているが、用語「機械（マシン）」は、本明細書で記載
されている１または複数の手法のいずれかを実行するための一セット（または複数のセッ
ト）の命令を個別または共同で実行するいずれの機械の集合を含むように考慮されてもよ
い。
【００５４】
　例示的なコンピュータシステム８００は、相互接続８０８（例えば、リンク、バスなど
）を介して互いに通信するプロセッサ８０２（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフ
ィクスプロセッシングユニット（ＧＰＵ）、またはそれらの両方）、メインメモリ８０４
、およびスタティックメモリ８０６を含む。コンピュータシステム８００は、さらに、ビ
デオディスプレイ装置８１０、英数字入力デバイス８１２（例えば、キーボード）、およ
びユーザインタフェース（ＵＩ）ナビゲーションデバイス８１４（例えば、マウス）を含
んでよい。一実施形態において、ビデオディスプレイ装置８１０、入力デバイス８１２、
およびＵＩナビゲーションデバイス８１４は、タッチスクリーンディスプレイである。コ
ンピュータシステム８００は、追加的に記憶デバイス８１６（例えば、ドライブユニット
）、信号生成デバイス８１８（例えば、スピーカ）、出力コントローラ８３２、電力管理
コントローラ８３４、および（１または複数のアンテナ８３０、送受信機、または他の無
線通信ハードウェアを含む、または動作可能に通信できる）ネットワークインターフェー
スデバイス８２０、およびＧＰＳセンサ、コンパス、位置センサ、加速度計、または他の
センサなどの１または複数のセンサ８２８を含んでよい。
【００５５】
　記憶デバイス８１６は、本明細書で記載される１または複数の手法または機能のいずれ
かによって実装または利用される１または複数のセットのデータ構造および命令８２４（
例えば、ソフトウェア）が格納された機械可読媒体８２２を含む。命令８２４は、メイン
メモリ８０４、スタティックメモリ８０６内に、および／または、メインメモリ８０４、
スタティックメモリ８０６、およびプロセッサ８０２も構成する機械可読媒体とともにコ
ンピュータシステム８００によって実行中のプロセッサ８０２内に、完全にまたは少なく
とも部分的に存在してもよい。
【００５６】
　機械可読媒体８２２は、１つの媒体になる例示的な実施形態で説明されている。しかし
ながら、用語「機械可読媒体」は、１または複数の命令８２４を格納する（例えば、集中
または分配データベース、および／または関連するキャッシュおよびサーバ）１つの媒体
または複数の媒体を含んでよい。用語「機械可読媒体」は、機械によって実行される命令
を格納、符号化、または搬送できる、および、本開示の１または複数の手法を機械に実行
される、または、利用されるまたはそのような命令に関連するデータ構造を格納、符号化
、または搬送できるいかなる有形の媒体を含むことも考慮されるべきである。従って、用
語「機械可読媒体」は、限定はされないが、ソリッドステートメモリ、光および磁気媒体
を含むように考慮されるべきである。特定の例の機械可読媒体は、不揮発性メモリを含み
、例として、半導体メモリデバイス（例えば、電気的プログラマブル読取り専用メモリ（
ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）および
フラッシュメモリデバイス）、内部ハードディスクおよびリムーバルディスクなどの磁気
ディスク、磁気光ディスクおよびＣＤ－ＲＯＭ、およびＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含む。
【００５７】
　命令８２４は、さらに、多数の周知の伝送プロトコル（例えば、ＨＴＴＰ）のいずれか
１つを利用するネットワークインターフェースデバイス８２０を介した伝送媒体を用いて
通信ネットワーク８２６で送信または受信されてよい。複数の例の通信ネットワークは、
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ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域エリアネットワーク（ＷＡＮ）、インター
ネット、携帯電話ネットワーク、プレインオールド電話（ＰＯＴＳ）ネットワーク、及び
無線データネットワーク（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、３Ｇおよび４Ｇ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａま
たはＷｉＭＡＸ（登録商標）ネットワーク）を含む。用語「伝送媒体」は、機械により実
行される命令を格納、符号化または搬送できるいずれかの無形の媒体を含むことを考慮さ
れるべきであり、そのようなソフトウェアの通信を促進するためのデジタルまたはアナロ
グ通信信号、または他の無形の媒体を含む。
【００５８】
　他の適用可能なネットワーク構成は、通信ネットワークについて現在記載れている範囲
内で含みうる。複数の例は、ローカルエリア無線ネットワーク構成および広域エリアネッ
トワーク構成、および広域エリアインターネットネットワーク接続に関連して提供される
けれども、通信は、有線または無線伝送媒体のいかなる組み合わせを使用して、あらゆる
パーソナルエリアネットワーク、ＬＡＮ、およびＷＡＮを使用することを促進されてもよ
いことは理解されるだろう。
【００５９】
　上述の実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの１つまたは
組み合わせで実装されてよい。実施形態は、本明細書で記載された動作を実行する少なく
とも１つのプロセッサにより読み出され実行されるうるコンピュータ可読記憶デバイスに
格納された命令として実行されてもよい。コンピュータ可読記憶デバイスは、機械（例え
ば、コンピュータ）によって可読な形な形式で情報を格納するいずれかの非一時的メカニ
ズムを含んでよい。例えば、コンピュータ可読記憶デバイスは、リードオンリーメモリ（
ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記録媒体、光学ストレージ
媒体、フラッシュメモリデバイス、および他の記憶デバイスおよび媒体を含んでよい。
【００６０】
　本明細書で記載された機能ユニットまたは機能は、それらの実装を独立して一層特に強
調すべく、複数のコンポーネントまたはモジュールとして参照または称呼されることを理
解されるべきである。例えば、コンポーネントまたはモジュールは、カスタム化超大規模
集積（ＶＬＳＩ）回路またはゲートアレイ、論理チップ、トランジスタ、または他の個別
のコンポーネントなどのオフシェル半導体を含むハードウェア回路として実装されてよい
。コンポーネントまたはモジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログ
ラマブルアレイロジック、プログラマブルロジックデバイス、または同種のものなどのプ
ログラマブルハードウェアデバイスに実装されてもよい。コンポーネントまたはモジュー
ルは、様々なタイプのプロセッサによって実行されるソフトウェアで実装されてもよい。
コードを実行可能な識別されたコンポーネントまたはモジュールは、例えば、オブジェク
ト、手順または機能として編成されうるコンピュータ命令の１または複数の物理または論
理ブロックを例えば、含んでよい。それでもなお、特定のコンポーネントまたはモジュー
ルの実行可能性は、物理的に一緒に配置される必要はないが、論理的に一緒に結合された
場合、コンポーネントまたはモジュールを含み、コンポーネントまたはモジュールについ
て述べられた目的を達成する異なる位置に格納される完全に異なる命令を含んでよい。
【００６１】
　代わりに、実行可能なコードのコンポーネントまたはモジュールは、単一の命令または
複数の命令でよく、異なるプログラム間、およびいくつかのメモリデバイスに亘って、い
くつかの異なるコードセグメントに分配され得る。同様に、処理データは、コンポーネン
トまたはモジュールの範囲内で本明細書で特定され、図示されることができ、いずれかの
適した形態で実装され、データ構造のいずれかの適したタイプの範囲内で編成されうる。
処理データは、単一のデータセットとして収集されることができ、異なる記憶デバイス上
に含まれる異なる位置上に分配されることができ、少なくとも部分的に、システムまたは
ネットワーク上の単なる電子信号として実行されてよい。コンポーネントまたはモジュー
ルは、要求される機能を実行する動作可能なエージェントを受動的または活動的に含んで
いてもよい。
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【００６２】
　追加的な例として現在記載されている方法、システムおよびデバイスの実施形態は、以
下の限定されない構成を含む。以下の限定されない例のそれぞれは、それ自体で成立でき
、または本開示を通じてまたはいかに提供される他のいずれかの１または複数の他の例と
置き換えまたは組み合わせと組み合わされてよい。
【００６３】
　例１は、ネットワーク支援を用いてデバイス・ツー・デバイス無線接続を確立するため
のデバイス（例えば、ユーザ機器（ＵＥ））によって実行される方法によって実施される
主題を含む。その方法は、第１無線ネットワークの進化型パケットコア（ＥＰＣ）にＵＥ
の位置情報を提供する段階であって、第１無線ネットワークは、３ＧＰＰロングタームエ
ボシューションまたは３ＧＰＰロングタームエボリューション進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ）無線ネットワークの１つであり、ＵＥはＥＰＣと通信する、段落と、第２ＵＥと接続
するためにＥＰＣにデバイス・ツー・デバイス接続情報を提供して、ＵＥと第２ＵＥとの
間のデバイス・ツー・デバイス無線接続を確立する段階であって、第２ＵＥは、ＥＰＣと
通信する、段階と、ＥＰＣからの応答に基づいて、第２無線ネットワークを介して送信さ
れたデバイス・ツー・デバイス通信を用いて第２ＵＥの発見を実行し、第２ＵＥとのデバ
イス・ツー・デバイス無線接続を確立する段階とを備える。
【００６４】
　例２において、例１の主題は、ＵＥと第２ＵＥとの間のデバイス・ツー・デバイス無線
接続を通して通信を実行する段階を任意選択的に含むことができる。
【００６５】
　例３において、例１－２の１つまたは任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー・デ
バイス無線接続を確立するための要求をＵＥからＥＰＣに送信することにより、ＥＰＣに
デバイス・ツー・デバイス接続情報を提供する段階を任意選択的に含むことができる。
【００６６】
　例４において、例１－３の１つまたは任意の組み合わせの主題は、ＵＥの位置情報をＥ
ＰＣに提供する段階が、予め定められた間隔で実行され、位置情報は、ＵＥの既知の位置
の地理的エリアに関連づけられたデータを含むことを任意選択的に含むことができる。
【００６７】
　例５において、例１－４の１または任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー・デバ
イス接続情報は、ＵＥが接続を要求した１または複数のＵＥを示す位置要求を含むことを
任意選択的に含むことができる。
【００６８】
　例６において、例１－５の１または任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー・デバ
イス無線接続を確立するためのＥＰＣからの応答は、ＵＥが第２ＵＥに近いことをＥＰＣ
が確認することに応答して、ＥＰＣから提供され、ＵＥが近いことは、ＵＥおよび第２Ｕ
Ｅが共通の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）に接続することに少なくとも部分的に基づ
いて、決定されることを任意選択的に含むことができる。
【００６９】
　例７において、例１－６の１または任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー・デバ
イス通信は、無線デバイスから第２無線デバイスに送信されて、ダイレクトなデバイス・
ツー・デバイス無線接続を確立し、ダイレクトなデバイス・ツー・デバイス無線接続は、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリー、ＩＥＥＥ８
０２．１６規格ファミリー、またはブルートゥース（登録商標）利益団体規格ファミリー
からの規格に従って通信を実行することを任意選択的に含むことができる。
【００７０】
　例８は、ユーザ機器（ＵＥ）などの無線通信デバイスによって実施される主題を含むべ
く、例１－７の１または任意の組み合わせの主題をすべてまたは複数の部分を含むことが
でき、または任意選択的に含むことができ、３ＧＰＰロングタームエボリューションまた
は３ＧＰＰロングタームエボリューション進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）ネットワーク内
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の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）とＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク接続を介して無線通信
を実行し、かつデバイス・ツー・デバイス接続を介して第２ＵＥと無線通信を実行するよ
う構成された回路を有するマルチモード送受信機を備え、回路は、さらに、ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａネットワークでの通信で、予め定められたタイミングに従ってＵＥの位置データを
、進化型パケットコア（ＥＰＣ）に送信し、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに確立され
たネットワーク接続を有する第２ＵＥの識別子を含むデバイス・ツー・デバイス接続要求
を、ＥＰＣに送信し、第２ＵＥについての接続情報および第２ＵＥの発見を実行するため
のタイミング情報を含むデバイス・ツー・デバイス接続応答を、ＥＰＣから受信し、タイ
ミング情報を用いて決定された接続確立期間中に、第２ＵＥについての接続情報を用いて
デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための１または複数のデバイス・ツー・デバイ
ス通信を、第２ＵＥに送信することにより、ＵＥと第２ＵＥとの間で直接通信するための
デバイス・ツー・デバイス接続を促進するようさらに構成される。
【００７１】
　例９において、例８の主題は、回路が、接続確立期間中に第２ＵＥの発見および認証の
成功に応答して、デバイス・ツー・デバイス接続を介して、第２ＵＥと、デバイス・ツー
・デバイス・データを直接送受信するようさらに構成されることを任意選択的に含むこと
ができる。
【００７２】
　例１０において、例８－１０の１または任意の組み合わせの主題は、ＵＥの位置データ
は、予め定められた間隔で、ＥＰＣに送信され、位置データは、ＵＥの決定された地理的
位置を含むことを任意選択的に含むことができる。
【００７３】
　例１１において、例８－１０の１または複数の組み合わせの主題が、ＥＰＣに送信され
るデバイス・ツー・デバイス接続要求は、デバイス・ツー・デバイス接続を試みるための
第２ＵＥを含む複数のＵＥの識別子を含むことを任意選択的に含むことができる。
【００７４】
　例１２において、例８－１１の１または複数の組み合わせの主題は、ＵＥは、ディスプ
レイ画面をさらに含み、ＵＥと第２ＵＥとの間のデバイス・ツー・デバイス通信を促進す
るための動作は、ディスプレイ画面を介して提示されるユーザインタフェース上の１また
は複数の対話型ディスプレイを提供して、デバイス・ツー・デバイス接続の確立のための
ユーザ制御を可能にすることを含むことを任意選択的に含むことができる。
【００７５】
　例１３において、例８－１２の１または任意の組み合わせの主題は、マルチモード送受
信機は、さらに、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークとは異なる無線ネットワークを介して
デバイス・ツー・デバイス通信を実行するようにさらに構成され、デバイス・ツー・デバ
イス通信は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリー
、ＩＥＥＥ８０２．１６規格ファミリー、またはブルートゥース（登録商標）利益団体規
格ファミリーからの規格に関連して、ＵＥと第２ＵＥとの間で実行されることを任意選択
的に含むことができる。
【００７６】
　例１４は、ユーザ機器（ＵＥ）と第２ＵＥとの間に確立される直接デバイス・ツー・デ
バイス接続を介したデータフローを促進するためにデバイス（例えば、ＵＥ）によって実
行される方法によって実施される主題を含むべく、例１－１４の１または任意の組み合わ
せの主題をすべてまたは複数の部分を、含むことができ、または任意選択的に含むことが
でき、方法は、第２ＵＥへのデバイス・ツー・デバイス接続を確立するための要求を受信
する段階であって、要求は、第２ＵＥの識別子および発見期間の識別子を含み、要求は、
ＵＥが第２ＵＥの近くにいることを検出することに応答して３ＧＰＰロングタームエボリ
ューションまたは３ＧＰＰロングタームエボリューション進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）
ネットワークの進化型パケットコア（ＥＰＣ）から提供される、段階と、第２ＵＥへのデ
バイス・ツー・デバイス接続を確立するための要求に対する応答を、ＥＰＣに送信する段
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階と、第２ＵＥの識別子を用いて、発見期間中に第２ＵＥへのデバイス・ツー・デバイス
接続を確立する段階であって、デバイス・ツー・デバイス接続を介したＵＥと第２ＵＥと
の間のデータフローは、ＥＰＣを介して存在するＵＥと第２ＵＥとの間のデータフローを
入れ替えるために構築される、段階とを備える。
【００７７】
　例１５において、例１４の主題は、デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための第
２要求は、ＥＰＣから第２ＵＥに送信され、第２要求は、第１ＵＥの識別子を含み、第１
ＵＥおよび第２ＵＥは、デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための第２要求に対す
る肯定応答に応答して、デバイス・ツー・デバイス接続を確立するための動作を実行する
ことを任意選択的に含むことができる。
【００７８】
　例１６において、例１４－１５の１または任意の組み合わせの主題は、第１ＵＥの識別
子が、第１ＵＥの発見および認証に用いられる第２ＵＥからの情報を含み、第２ＵＥから
の識別子は、第２ＵＥの発見および認証に用いられる第１ＵＥからの情報を含むことを任
意選択的に含むことができる。
【００７９】
　例１７において、例１４－１６の１または任意の組み合わせの主題は、ＵＥが第２ＵＥ
の近くにすることを検出することは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク内の共通の進化型
ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）へのＵＥおよび第２ＵＥの接続に基づくことを任意選択的に
含むことができる。
【００８０】
　例１８において、例１４－１７の１または任意の組み合わせの主題は、ＵＥが第２ＵＥ
の近くにいることを検出することは、デバイス・ツー・デバイス接続の最大通信範囲との
比較でＥＰＣによって決定されるＵＥおよび第２ＵＥの位置に基づくことを任意選択的に
含むことができる。
【００８１】
　例１９は、進化型パケットコア（ＥＰＣ）によって実施される主題を含むべく、例１－
１８の１または任意の組み合わせのすべてまたは複数の部分を含む、または任意選択的に
組み合わせることができ、ＥＰＣは、３ＧＰＰロングタームエボリューションまたは３Ｇ
ＰＰロングタームエボリューション進化型（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）無線ネットワークのた
めのコンポーネントの処理を実行するよう構成され、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線ネットワー
クは、第１ユーザ機器（第１ＵＥ）と第２ＵＥとの間のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク
通信リンクを１または複数の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を介して確立するよう構
成され、ＥＰＣは、第１ＵＥと第２ＵＥとの間のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク通信リ
ンクの確立を決定し、第１ＵＥと第２ＵＥとの間の近接を決定し、第２無線ネットワーク
を介したデバイス・ツー・デバイス通信リンクの確立に用いるために、ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ無線ネットワークを介して、第１ＵＥおよび第２ＵＥに、識別情報および発見タイミン
グを送信するための動作を実行することにより、第２無線ネットワーク上の第１ＵＥと第
２ＵＥとの間のデバイス・ツー・デバイス通信リンクの確立を促進するよう構成される１
または複数のコンポーネントを含む。
【００８２】
　例２０において、例１９の主題は、第１ＵＥと第２ＵＥとの間の近接を決定することが
、ＥＰＣへ通信された第１ＵＥおよび第２ＵＥの位置情報に基づいて実行されることを任
意選択的に含むことができる。
【００８３】
　例２１において、例１９－２０の１または任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー
・デバイス通信リンクの確立は、ＥＰＣ内で提供される通知に応答して、または第１ＵＥ
から提供される通知から開始されることを任意選択的に含むことができる。
【００８４】
　例２２において、例１９－２１の１または任意の組み合わせの主題は、第１ＵＥと第２
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ＵＥとの間のデバイス・ツー・デバイス通信リンクの確立を決定するための動作は、第１
ＵＥからのデバイス・ツー・デバイス要求を受信することに応答して実行され、第１ＵＥ
からのデバイス・ツー・デバイス要求は、ＵＥの識別子を含み、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線
ネットワークを介して識別情報および発見タイミングを第１ＵＥおよび第２ＵＥに送信す
るための動作は、発見タイミングと第１ＵＥの識別子を含む識別情報とを含む、第２ＵＥ
からＥＰＣへの第２デバイス・ツー・デバイス接続要求を発行すること、および第２デバ
イス・ツー・デバイス接続要求の確認に応答して、第１ＵＥへのデバイス・ツー・デバイ
ス接続応答を発行することを含むことを任意選択的に含むことができる。
【００８５】
　例２３において、例１９－２２の１または任意の組み合わせの主題は、第１ＵＥに提供
された識別情報は、第２無線ネットワークを介して送信されたデバイス・ツー・デバイス
通信を用いて第２ＵＥを認証するための認証情報を含み、第２ＵＥに提供された識別情報
は、第２無線ネットワークを介して送信されたデバイス・ツー・デバイス通信を用いて第
１ＵＥを認証するための認証情報を含むことを任意選択的に含むことができる。
【００８６】
　例２４において、例１９－２３の１または任意の組み合わせの主題は、デバイス・ツー
・デバイス通信は、３ＧＰＰロングタームエボリューションまたはロングタームエボリュ
ーション進化型規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリー、ＩＥＥＥ８０２
．１６規格ファミリー、またはブルートゥース（登録商標）利益団体規格ファミリーから
の規格の使用に関連して、第２無線ネットワークで無線通信デバイスと第２無線通信デバ
イスとの間で、実行されることを任意選択的に含むことができる。
【００８７】
　要約は、読み手が技術的開示の特性および主旨を究明することを許可するよう提供され
る。請求項の範囲および意味を限定または解釈するために用いられないことは理解される
ように提出されている。本明細書において、以下の各請求項は、別個の実施形態としてそ
れ自身でそれぞれの請求項は成立するとともに、発明を実施するための形態に組み込まれ
る。
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