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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　セル選択又はセル再選択を実施し、且つ第１周波数における第１セル上にキャンプし、
　複数の近接サービスが第２周波数においてサポートされることを決定し、
　前記第２周波数上でデバイス間通信を開始し、且つ前記第２周波数においてデバイス間
メッセージをトランシーバを用いて送信し、
　前記第２周波数における第２セル上で近接サービス通信を実行しつつ、前記第１周波数
における前記第１セル上でワイドエリアネットワーク動作を維持し、
　前記第１セルはサービングセルであり、前記第１周波数においてワイドエリアネットワ
ーク動作をサポートし、
　前記第２セルは、非サービングセルであり、
　前記デバイス間メッセージは、デバイス間発見メッセージ及びデバイス間通信メッセー
ジの１つを備える、
　ＵＥ。
【請求項２】
　請求項１に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは、前記第２セルによる制御無しに、ワイドエリアネットワーク動作と並行し
て近接サービス通信を実行する、ＵＥ。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第２周波数上の第２セルからの、無線リソース制御（ＲＲＣ）ア
イドルモードのためのシステム情報を処理し、前記システム情報は、近接サービス情報を
含む、ＵＥ。
【請求項４】
　請求項３に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは、前記第２セルによって割り当てられた複数の近接サービスのためのリソー
スプールを決定するために、前記近接サービス情報を処理し、前記デバイス間メッセージ
は、前記第２周波数において送信される、ＵＥ。
【請求項５】
　請求項３に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記システム情報が複数の近接サービスのためのリソースプールを含
まないことを決定するために、前記ＵＥに前記システム情報を処理させる、ＵＥ。
【請求項６】
　請求項５に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第２周波数上で動作する第２セルを選択するために、周波数内セ
ル選択又は周波数内セル再選択を実施する、ＵＥ。
【請求項７】
　請求項６に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、ＲＲＣ接続要求を前記第２セルに送信し、前記デバイス間メッセージ
は、前記ＲＲＣ接続要求に呼応して送信される、ＵＥ。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第１周波数における前記第１セルから受信された、ブロードキャ
ストされたシステム情報に基づいて、複数の近接サービスをサポートする１又は複数のキ
ャリア周波数を識別し、前記１又は複数のキャリア周波数は、前記第２周波数を備える、
ＵＥ。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか一項に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記ＵＥが前記第２周波数上で複数の近接サービスをサポートするこ
とに興味があることを指示するメッセージを、前記ＵＥに送信させる、ＵＥ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＵＥであって、
　前記指示は、前記第２周波数に対する周波数情報を含む、ＵＥ。
【請求項１１】
　進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）であって、
　１又は複数のプロセッサと、
　前記１又は複数のプロセッサと通信するコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュ
ータ可読媒体は実行可能な複数の命令を格納し、該複数の命令は、前記１又は複数のプロ
セッサによって実行される場合、前記ｅＮＢに、
　　第１ユーザ機器（ＵＥ）との、第１周波数における通信セッションを確立させ、
　　複数の近接サービスが前記第１周波数においてサポートされないという指示を前記第
１ＵＥに対して提供させ、且つ、
　　複数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示を前記第１ＵＥに対し
て提供させ、前記１又は複数の周波数は第２周波数を備え、
　　前記第１ＵＥに、前記第２周波数における第２セル上で近接サービス通信を実行させ
つつ、前記第１周波数における第１セル上でワイドエリアネットワーク動作を維持させる
、
　コンピュータ可読媒体と、
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　を備え、
　前記第１セルは、サービングセルであり、前記第１周波数においてワイドエリアネット
ワーク動作をサポートし、
　前記第２セルは、非サービングセルである、ｅＮＢ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のｅＮＢであって、
　前記第１ＵＥは、前記ｅＮＢによる制御無しに、ワイドエリアネットワーク動作と並行
して近接サービス通信を実行する、ｅＮＢ。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記ｅＮＢに、前記第１周波数においてメッセージを送
信させ、該メッセージは、複数の近接サービスが前記第１周波数においてサポートされな
いという指示、及び複数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示、の１
又は複数を含む、ｅＮＢ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のｅＮＢであって、
　前記メッセージは、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを備える、ｅＮＢ。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のｅＮＢであって、
　前記メッセージは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを備える、ｅＮＢ。
【請求項１６】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第１ＵＥから受信されたメッセージに基づいて、前
記第１ＵＥが前記第２周波数上で複数の近接サービスをサポートすることを、前記ｅＮＢ
に更に決定させ、ここで該メッセージは、１又は複数の周波数リソースを指示し、該周波
数リソース上で、前記ＵＥは複数の近接サービスをサポートし、前記１又は複数の周波数
リソースは、前記第２周波数を備える、ｅＮＢ。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のｅＮＢであって、
　前記第１ＵＥから受信された前記メッセージは、帯域組み合わせパラメータを更に備え
、該帯域組み合わせパラメータは周波数を指示し、該周波数上で、複数の近接サービスが
前記第２周波数上で可能とされる間に、ネットワーク通信がサポートされる、ｅＮＢ。
【請求項１８】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第２周波数において動作しているセルに前記第１Ｕ
Ｅをハンドオーバするためのハンドオーバコマンドを、ｅＮＢに更に送信させる、ｅＮＢ
。
【請求項１９】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第１ＵＥが、前記第２周波数において動作している
基地局を選択するためのセル再選択を実施するのを可能とするために、前記第１ＵＥとの
ＲＲＣ接続を前記ｅＮＢに更に解除させる、ｅＮＢ。
【請求項２０】
　ベースバンドプロセッサであって、
　第１周波数を使用する第１進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）との無線リソース制御（ＲＲＣ）接続モードにユーザ機器
（ＵＥ）を入れるための、ＲＲＣ通信セッションを確立するＲＲＣ構成要素と、
　前記ＵＥが前記第１ｅＮＢに送信するべきアシスタンス情報を備えるメッセージをフォ
ーマットするように構成されたアシスタンス情報構成要素であって、前記アシスタンス情
報は、前記ＵＥが第２周波数上での直接通信を可能としたいことを指示する、アシスタン
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ス情報構成要素と、
　前記第２周波数を使用する第２ｅＮＢへのハンドオーバに呼応して、前記第２周波数上
での直接通信を開始するように構成された直接通信構成要素と、
　前記直接通信構成要素によって、前記第２周波数における第２セル上で直接通信を実行
しつつ、前記第１周波数における第１セル上でワイドエリアネットワーク動作を維持する
通信構成要素と、
　を備え、
　前記第１セルは、サービングセルであり、前記第１周波数においてワイドエリアネット
ワーク動作をサポートし、
　前記第２セルは、非サービングセルである、ベースバンドプロセッサ。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記ＵＥは、前記第２ｅＮＢによる制御無しに、ワイドエリアネットワーク動作と並行
して近接サービス通信を実行する、ベースバンドプロセッサ。
【請求項２２】
　請求項２０または２１に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記通信構成要素は、更に、前記第２周波数において動作している第２ｅＮＢから受信
されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）信号に基づいて、複数の近接サービスが第２周波
数チャンネルにおいてサポートされることを決定する、ベースバンドプロセッサ。
【請求項２３】
　請求項２０から２２のいずれか１項に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記通信構成要素は、更に、前記第２ｅＮＢとの前記ＲＲＣ接続モードが、直接通信リ
ソース割り当てに対して要求されることを決定する、ベースバンドプロセッサ。
【請求項２４】
　請求項２０から２２のいずれか１項に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記通信構成要素は、更に、第１ワイヤレス周波数リソースにおいて前記第１ｅＮＢか
ら受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）信号に基づいて、複数の近接サービスが第
２ワイヤレス周波数リソースにおいてサポートされることを決定し、前記ＳＩＢ信号は、
複数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数リソースを指示し、前記１又は複
数の周波数リソースは、前記第２周波数を備える、ベースバンドプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願への相互参照］
　本出願は、案件整理番号Ｐ７１２４２Ｚをもって２０１４年８月７日に出願された米国
仮特許出願第６２／０３４，７０５号明細書の３５米国特許法第１１９条（ｅ）の下での
利益を主張し、この米国仮特許出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、デバイス間通信に関し、より詳細には、現在のキャンピング周波数又はサー
ビングセル周波数とは異なる周波数におけるデバイス間通信を可能にすることに関する。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫した通信システムを例示する概略図で
ある。
【０００４】
【図２】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫した近接サービスを可能にするための
呼出しフローを例示する概略図である。
【０００５】
【図３】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫した近接サービスを可能にするための
呼出しフローを例示する概略図である。
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【０００６】
【図４】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫したワイヤレス通信デバイスの概略的
ブロック図である。
【０００７】
【図５】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫した基地局の概略的ブロック図である
。
【０００８】
【図６】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫したデバイス間通信を開始するための
方法を例示する概略的フローチャート図である。
【０００９】
【図７】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫したワイヤレス通信デバイスに、近接
サービス関連の情報を提供するための方法を例示する概略的フローチャート図である。
【００１０】
【図８】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫したデバイス間通信を開始するための
別の方法を例示する概略的フローチャート図である。
【００１１】
【図９】本明細書で開示される実施形態と首尾一貫した携帯デバイスの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ワイヤレス携帯通信技術は、基地局とワイヤレス通信デバイスとの間でデータを送信す
るための、様々な規格及びプロトコルを使用する。ワイヤレス通信システムの規格及びプ
ロトコルは、例えば、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）長期進化（Ｌ
ＴＥ）、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（これは、マイクロ波アクセ
ス（ＷｉＭＡＸ）のための世界的な相互運用性として産業グループに一般に知られる）、
及びＩＥＥＥ８０２．１１規格（これは、Ｗｉ－Ｆｉとして産業グループに一般に知られ
る）を含むことが可能である。ＬＴＥによる３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）においては、基地局は、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）ノードＢと呼ばれる（進化型ノードＢ、ｅＮｏｄｅＢ、又はｅＮＢとも一般に表
示される）。基地局は、ＬＴＥにおけるユーザ機器（ＵＥ）として知られるワイヤレス通
信デバイスと通信してもよい。本開示は、一般に３ＧＰＰのシステム及び規格に向けられ
た用語及び実施例を用いて提示されるが、本明細書で開示される教示は、任意のタイプの
ワイヤレスネットワーク規格又はワイヤレス通信規格に適用してもよい。
【００１３】
　図１は通信システム１００を例示する概略図であるが、この通信システム１００は、通
信サービスを第１ＵＥ１１０及び第２ＵＥ１１２に提供する第１ｅＮＢ１０２及び第２ｅ
ＮＢ１０４を含む。ｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４及びＵＥ１１０、ＵＥ１１２は、認可さ
れた、及び認可されていないワイヤレス周波数域内の、１又は複数の周波数における信号
を送受信するように構成された無線装置及びアンテナを含んでもよい。ｅＮＢ１０２、ｅ
ＮＢ１０４は、それぞれ、有効範囲エリア１０６及び有効範囲エリア１０８の中に有効範
囲を提供する。有効範囲にある場合、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２は、認可されたセルラー方
式の周波数域上で、Ｕｕ無線インターフェースを用いて、ｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４と
通信してもよい。ＵＥ１１０、ＵＥ１１２は、任意の介在する進化型パケットコア（ＥＰ
Ｃ）を介するのと同様に、ｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４を介して、互いに通信してもよい
。ＬＴＥネットワークにおけるダウンリンク（ＤＬ）伝送（Ｔｘ）は、ｅＮＢ１０２、ｅ
ＮＢ１０４の１つから、少なくとも１つのＵＥ１１０、ＵＥ１１２への通信として定義す
ることが可能であり、且つアップリンク（ＵＬ）伝送は、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２からｅ
ＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４の１つへの通信として定義することが可能である。Ｕｕインタ
ーフェースを通してのＤＬ伝送及びＵＬ伝送に加えて、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２はまた、
直接の無線インターフェース（図１においてＰＣ５インターフェースによって表示される
）を通して互いに直接通信してもよい。ＵＥ１１０、ＵＥ１１２のようなデバイス間の直
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接通信は、近接サービス（ＰｒｏＳｅ）通信、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信、サイドリンク
直接通信、又はピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信として一般に知られる。Ｄ２Ｄでは、ＵＥ１
１０、ＵＥ１１２は、図１においてＰＣ５インターフェースによって例示されるように、
ｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４の１つ又はコアネットワークを介した経路設定通信を行うこ
となく、互いに直接通信することが可能である。一実施形態において、セル１における第
１ｅＮＢ１０２は、第１周波数ｆ１を使用して通信し、その一方で、第２ｅＮＢ１０４は
、第２周波数ｆ２を使用して通信する。
【００１４】
　近接を基本とした発見、及びデバイス（ＵＥ）間のＤ２Ｄ通信は、近年、強い興味を得
てきたが、その理由は、これらによって、ネットワークオペレータは、コアネットワーク
又はＲＡＮ上での負荷を減少させ、直接のしかも短い通信パスによってデータレートを増
加させ、公共の安全な通信パスを提供し、社会的対話及び非常に多くの他の機能性に備え
ることが可能となるからである。幾つかの実施形態において、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２及
びｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４は、異なる携帯ネットワークオペレータ（ＭＮＯ）によっ
て運営される完全に異なるネットワークに接続してもよい。
【００１５】
　携帯デバイス間のそのような直接通信経路を実現するための、様々な代替案が存在する
。一実施形態において、Ｄ２Ｄ無線インターフェースＰＣ５は、ブルートゥース（登録商
標）又はＷｉ－Ｆｉのような、幾つかのタイプの短距離技術によって、又はＵＬ周波数域
のような認可されたＬＴＥ周波数域を再利用することによって、実現することが可能であ
ろう。更に、Ｄ２Ｄ通信は、一般に２つの部分に分割することが可能である。第１の部分
はデバイス発見であり、それによって、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２は、自身らが範囲内にあ
ること、及び／又はＤ２Ｄ通信を利用できることを決定することが可能である。近接検出
は、ネットワークインフラストラクチャによって援助してもよく、少なくとも部分的には
ＵＥ１１０、ＵＥ１１２によって実施してもよく、且つ／又は、主としてネットワークイ
ンフラストラクチャと独立に実施してもよい。第２の部分は、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２間
の直接通信、又はＤ２Ｄデータ通信であり、これは、ユーザ又はアプリケーションデータ
の実際の通信と同様に、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２間のＤ２Ｄセッションを確立するための
プロセスを含む。Ｄ２Ｄ通信は、ネットワークの連続的制御の下にあってもよく、又はネ
ットワークの連続的制御の下になくてもよい。例えば、ＵＥ１１０、ＵＥ１１２は、Ｄ２
Ｄ通信に参加するための、ｅＮＢ１０２、ｅＮＢ１０４の１つとの有効な接続を有する必
要がなくてもよい。
【００１６】
　ＬＴＥ通信のようなワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）通信、及びＰｒｏＳｅ通信は
、ＵＥの受信／送信（Ｒｘ／Ｔｘ）能力に依存して、同じキャリア又は異なるキャリアの
いずれかの上で動作してもよい。もしＵＥが複数のＲｘ／Ｔｘチェーンを有する場合（例
えば、ＵＥがマルチキャリア対応のデバイスである場合）、ＵＥは、１つの周波数上でＰ
ｒｏＳｅ通信を動作させてもよいが、ＵＥはまた、別の周波数又は複数の周波数上でＷＡ
Ｎ通信をサポートする。従って、ＵＥは、ＷＡＮ通信セッションとＰｒｏＳｅ通信セッシ
ョンの両方を同時に維持することが可能であってもよく、又は、一実施形態において、Ｗ
ＡＮ通信を受信又は送信するが、その一方で、ＰｒｏＳｅ通信を受信又は送信する。
【００１７】
　３ＧＰＰにおけるＰｒｏＳｅ作業項目では、以下のことが仮定されている。即ち、Ｐｒ
ｏＳｅは、周波数分割二重化（ＦＤＤ）を用いたＵＬ周波数域の中で、又は時間分割二重
化（ＴＤＤ）におけるＵＬサブフレームの中でサポートされており、且つ（ＰＣ５として
知られる）新しいインターフェースが規格化されつつある（改定された作業項目説明（Ｗ
ＩＤ）を参照のこと：ＬＴＥデバイス間近接サービス、２０１４年１２月１１日の３ＧＰ
Ｐ－ＴＳＧ－ＲＡＮミーティング＃６６に基づくＲＰ－１４２０４３）。これは次のこと
を意味する。即ち、ＰＣ５を通してのＴｘ及びＲｘは、ＦＤＤにおけるＵＬ周波数域又は
ＴＤＤにおけるＵＬサブフレームを用いた単一キャリア周波数上で起こるが、しかしＷＡ



(7) JP 6458965 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

Ｎは、ＴＤＤモード又はＦＤＤモードのいずれかにおいて動作してもよい。ＴＤＤの場合
、ＰｒｏＳｅのＴｘ／Ｒｘは、ＷＡＮ－ＵＬ通信に対しては、ネットワークによって割り
当てられた時間スロットを共有し、且つＦＤＤに対しては、ＰｒｏＳｅのＴｘ／Ｒｘは、
ＷＡＮ－ＵＬ通信に対して使用されるキャリアを共有する。
【００１８】
　多くのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅの組み合わせが存在し、これらは潜在的に考えることが可能
である。第１の組み合わせは、単一キャリアのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅの組み合わせである。
この組み合わせでは、ＷＡＮ及びＰｒｏＳｅは、同じキャリア上で動作し、且つ周波数域
リソースを共有する、ということを仮定してもよいであろう。これは、ＴＤＤ周波数域の
場合、ＷＡＮ－ＵＬ、ＰｒｏＳｅ－Ｔｘ、及びＰｒｏＳｅ－Ｒｘは、時間において多重化
される必要があることを意味する。ＷＡＮ－ＤＬ及びＰｒｏＳｅ－Ｔｘ／Ｒｘは、初期設
定によって、時間において多重化されるが、その理由は、ＰｒｏＳｅがＵＬサブフレーム
においてのみ動作するためである。ＦＤＤの場合には、単一のＲｘチェーン又は二重のＲ
ｘチェーンが存在してもよい。単一のＲｘチェーンの場合には、ＷＡＮ－ＤＬ受信及びＰ
ｒｏＳｅ受信に対して、単一のＲｘチェーンが使用され（即ち、１つのＲｘチェーンが、
ＤＬ周波数上及びＵＬ周波数上での受信に対して共有される）、且つ、従って、ＵＥは、
ＷＡＮ－ＤＬ通信及びＰｒｏＳＥ通信を同時に受信できない。例えば、ＷＡＮ－ＤＬ－Ｒ
ｘ及びＰｒｏＳｅ－Ｒｘは、別々の重ならない時間スロットの中で多重化される。二重Ｒ
ｘチェーンの場合には、ＵＥは、ＰｒｏＳｅ受信に対して使用されるかもしれない、付加
的なＲｘチェーン（ベースバンド及び無線周波数（ＲＦ））を装備している。この付加的
なＲｘチェーンによって、ＵＥは、ＷＡＮ－ＵＬキャリア上で搬送されるＷＡＮ－ＤＬ－
Ｔｘ及びＰｒｏＳｅ－Ｔｘを同時に受信できるかもしれない。例えば、ＷＡＮ－ＤＬ及び
ＰｒｏＳｅ－Ｒｘは、１つの時間スロットの中で同時に受信してもよい。
【００１９】
　第２のＷＡＮ－ＰｒｏＳｅ組み合わせは、マルチキャリアのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅ組み合
わせである（例えば、キャリアアグリゲーション（ＣＡ））。この組み合わせでは、ＷＡ
Ｎは１又は複数の、複数の構成キャリア上で動作し、且つＰｒｏＳｅは構成キャリアの１
つの上で動作する、ということを仮定してもよいであろう。ＰｒｏＳｅのための構成キャ
リアは、ＷＡＮ構成キャリアの一部分であってもよく、又はＷＡＮ構成キャリアの一部分
でなくてもよい。ＷＡＮ－ＰｒｏＳｅのＣＡ組み合わせの観点では、２つの主なシナリオ
は、専用のＰｒｏＳｅキャリアを使用すること、又は共有されたＷＡＮ及びＰｒｏＳｅの
キャリアを使用することである。専用のＰｒｏＳｅキャリアでのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅのＣ
Ａシナリオにおいては、第１構成キャリア（ＣＣ１）は、ＷＡＮ通信のために構成され、
且つ第２構成キャリア（ＣＣ２)は、ＰｒｏＳｅ通信のために使用される。この場合、二
重の無線受信器は、ＷＡＮ通信に対して、ＣＣ１上でのｅＮＢ－ＵＥ無線インターフェー
スを、及び直接通信に対して、ＣＣ２上でのＵＥ－ＵＥ無線インターフェースを使用する
。システムの観点から、次のことに注意されたい。即ち、ＣＣ２は、ＷＡＮ通信に対して
も同様に使用してもよいが、しかしある与えられたＵＥの観点からは、ＣＣ２上でのＷＡ
Ｎの送信及び受信は、オフにしてもよいということである。
【００２０】
　共有されたＷＡＮ及びＰｒｏＳｅキャリアでのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅのＣＡシナリオにお
いては、構成キャリアＣＣ１上で動作する一次セル（Ｐセル）ＷＡＮは、ＷＡＮ通信だけ
に対して構成してもよく、且つ構成キャリアＣＣ２上で動作する二次セル（Ｓセル）ＷA
Ｎは、ＷＡＮ及びＰｒｏＳｅに対して使用してもよい。この場合、Ｓセル動作は、一実施
形態において、単一キャリアのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅと同様である。もし二重Ｒｘチェーン
のＵＥが、共有されたＷＡＮ及びＰｒｏＳｅキャリアのＷＡＮ－ＰｒｏＳｅキャリアアグ
リゲーション・シナリオにおいて使用される場合、ＣＣ２上でのＷＡＮ－ＤＬ通信及びＣ
Ｃ２上でのＰｒｏＳｅ－Ｒｘ通信は、別々の重ならない時間スロットの中で多重化しても
よい。別々の重ならない時間スロットは必要とされるかもしれず、その理由は、Ｐセル上
のＷＡＮ－ＤＬだけが、及び、Ｓセル上のＰｒｏＳｅ－Ｒｘ又はＷＡＮ－ＤＬのいずれか
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が、同時に受信され得るからである（キャリアアグリゲーションのための、Ｐセル上の１
つのＷＡＮ－ＤＬ＋Ｓセル上の１つのＷＡＮ－ＤＬ又は１つのＰｒｏＳｅ－Ｒｘ）。別の
制約として、次のものがある。即ち、Ｐセル上のＷＡＮ－ＵＬ通信及びＳセル上のＰｒｏ
Ｓｅ－Ｔｘ通信は、複数キャリア上での同時伝送（即ち、キャリアアグリゲーションのた
めの、Ｐセル上の１つのＷＡＮ－ＵＬ＋Ｓセル上の１つのＰｒｏＳｅ－Ｔｘ）を避けるた
めに、別々の重ならない時間スロットの中で多重化される必要があるかもしれない、とい
う制約である。３ＧＰＰ－ＲＡＮ１の作業仮定は、もしＵＥに２つのＤＬキャリアアグリ
ゲーションの能力がある場合（ＰｒｏＳｅ動作無しの）、このケースはサポートされない
というものである。
【００２１】
　もし三重ＲｘチェーンのＵＥが、共有されたＷＡＮ及びＰｒｏＳｅキャリアのＷＡＮ－
ＰｒｏＳｅキャリアアグリゲーション・シナリオにおいて使用される場合、Ｐセル上のＷ
ＡＮ－ＤＬ通信、Ｓセル上のＷＡＮ－ＤＬ、及びＳセル上のＰｒｏＳｅ－Ｒｘ通信は、同
時に受信することが可能である（キャリアアグリゲーションのための、Ｐセル及びＳセル
上の合計で２つのＷＡＮ－ＤＬ通信＋Ｓセル上の１つのＰｒｏＳｅ－Ｒｘ）。これは、三
重キャリアアグリゲーションの特別な形態と考えてもよい。しかしながら、Ｐセル上のＷ
ＡＮ－ＵＬ通信及びＳセル上のＰｒｏＳｅ－Ｔｘは、複数キャリア上での同時伝送を避け
るために、別々の重ならない時間スロットの中で多重化される必要がある（即ち、Ｐセル
上の１つのＷＡＮ－ＵＬ＋Ｓセル上の１つのＰｒｏＳｅ－Ｔｘ）。
【００２２】
　前述のことを考慮して、本開示は、詳細な手続き及び信号送信を開示し、その結果とし
て、ＵＥが、ＬＴＥサービスのためにＵＥ自身が接続される周波数とは異なる周波数にお
いて、ＰｒｏＳｅをサポートすることを可能にする。
【００２３】
　一実施形態によれば、ＵＥはトランシーバを含み、このトランシーバは、セル選択を実
施すると共に、セルの選択／再選択基準を満たす第１周波数リソースにおけるセル上にキ
ャンプするように構成される。もし第１周波数がＰｒｏＳｅをサポートしない場合、ＵＥ
は、近接サービスが第２周波数リソースにおいてサポートされることを決定する。一実施
形態において、第１及び第２のワイヤレス周波数リソースは、認可された周波数域又は認
可されていない周波数域の範囲内にあってもよい。１又は複数のプロセッサは、ＵＥに、
第２周波数リソース上でＤ２Ｄ通信を開始させると共に、第２周波数リソースにおいてＤ
２Ｄメッセージをトランシーバを用いて送信させるように構成される。Ｄ２Ｄメッセージ
は、Ｄ２Ｄ発見メッセージ及び／又はＤ２Ｄ通信メッセージの１つを含む。
【００２４】
　ＵＥが、無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドルモードに、ＲＲＣ接続モードに、又はＳ
セルにおけるＰｒｏＳｅとのＲＲＣ接続モードにあるケースにおいて、異なるキャリアで
ＷＡＮ及びＰｒｏＳｅを動作させるための動作例、信号送信、及び、ＵＥ又はｅＮＢの機
能性が、以下で議論される。これらのケースは、例証目的だけのために与えられる。別段
の注意がある場合を除いて、各ケースで開示される動作例、信号送信、及び機能性は、他
の任意のケースに対して適用してもよい。
【００２５】
　第１のケースの一実施形態において、ＵＥは近接サービスを可能にするように構成して
もよいが、これは、該ＵＥが、第１キャリアにおけるセル上でＲＲＣアイドルモード（Ｒ
ＲＣ＿ＩＤＬＥ）にある間に行われる。例えば、ＵＥが１つの周波数キャリア（ｆ１）に
おけるセル上にキャンプする間に、ＵＥは、別の周波数キャリア（ｆ２）におけるセル上
でＰｒｏＳｅをサポートしたいかもしれない。我々は、ＵＥが複数の受信（Ｒｘ）チェー
ン及び送信（Ｔｘ）チェーンに適応できることを仮定しているので、ＵＥがｆ１上にキャ
ンプする場合でさえも、ＵＥがｆ２上でＰｒｏＳｅをサポートすることは可能であろう。
例えば、ＵＥは、セル上でＲＲＣアイドルモードにある間に、サイドリンク直接通信を実
施できるもしれないし、又はＲＲＣ接続モードにおいてＰセル以外のセル上で直接通信を
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実施できるかもしれない。別の例として、下部レイヤは、Ｐセル以外のセルによって指示
されるリソースにおいて、サイドリンク制御情報を送信するように構成してもよい。これ
によって、ＵＥは、同時にＷＡＮ及びＰｒｏＳｅ通信をサポートすることが可能になるか
もしれないし、又は、セル又は周波数を、ＰｒｏＳｅ通信をサポートするセル又は周波数
に変化させることが可能になるかもしれない。
【００２６】
　ＰｒｏＳｅリソース情報を知るために、ＵＥは、ｆ２上のセルからシステム情報を受信
してもよい。ＰｒｏＳｅにとって、ＰｒｏＳｅ関連のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）及
び共通の無線リソース情報は、十分であるかもしれない。もしモード２のＴｘリソースプ
ール（ＰｒｏＳｅ直接通信のための分布したリソース割り当てモード）又はタイプ１のＴ
ｘリソースプール（ＰｒｏＳｅ発見のための分布したリソース割り当てタイプ）が構成さ
れる場合、ＵＥが仮定しているのは、ｆ１における別のセル上にキャンプしている間に、
ｆ２におけるセル上でＰｒｏＳｅ伝送を可能にすることが許可されるということである。
分布したリソース割り当てモードにおいて、ＵＥは、ｅＮＢからの動的な許可無しに、構
成されたリソースプールの中でリソースを選択する。
【００２７】
　しかしながら、ＵＥがＰｒｏＳｅ伝送を実施できる前に、セルをサポートするＰｒｏＳ
ｅは、ＲＲＣ接続モード（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）に入らなければならないことを
指示してもよい。例えば、適切な伝送リソースを装備するために、ＵＥは、ＲＲＣ接続モ
ードに入ることを要求されるかもしれない。セルをサポートするＰｒｏＳｅは、ＲＲＣ接
続モードが要求されることを指示してもよいが、これは、モード２のＴｘリソースプール
、又はタイプ１のＴｘリソースプールの１又は複数が構成されないことを指示することに
よる。
【００２８】
　もし、ＰｒｏＳｅ伝送を実施する前に、ＲＲＣ接続モードが要求される場合、ＵＥは、
ｆ１（第１周波数）で現在のサービングセルにおいて、ＲＲＣ接続設定を開始してもよい
。一実施形態において、ＲＲＣ接続モードを設定した後、ＵＥは、ＵＥがｆ２（第２周波
数）上でＰｒｏＳｅをサポートしたいことを指示するＵＥアシスタンス情報を送信する。
もしｆ１においてサービングｅＮＢがＵＥアシスタンス情報を受信する場合、ｅＮＢは、
ｆ２において対応するセルへ、ＵＥをハンドオーバすることが可能である。ＵＥアシスタ
ンス情報は、望ましい目標セル情報（例えば、物理的なセル識別子（ＩＤ）及び周波数情
報）を含んでもよい。一実施形態において、もしｆ１におけるセル及びｆ２におけるセル
が同じｅＮＢに属す場合、ｅＮＢは、ｆ１セル上でのＲＲＣ信号送信を介して、ｆ２セル
に対してＰｒｏＳｅリソースを割り当ててもよい。ＵＥがｆ２上でＰｒｏＳｅをサポート
したいという指示に加えて、ＵＥは、ｅＮＢに周波数について通知してもよく、該周波数
上で、ＵＥは、ＷＡＮ動作と平行してＰｒｏＳｅをサポートすることが可能である（同じ
又は異なる周波数上で）。このことは、ＵＥをｆ２にあるセルへハンドオーバするための
、又はｆ１上でのＷＡＮ動作を維持することと平行して、ｆ２上でＰｒｏＳｅリソースを
割り当てるための決定を行うことにおいて、ｅＮＢを援助するかもしれない。
【００２９】
　もしＵＥが、ｆ２上のセルに対応するｅＮＢから、ＲＲＣ接続モードに入ることが要求
されることを指示するＰｒｏＳｅ－ＳＩＢを受信する場合、ＵＥは、セル再選択を実施す
ると共に、より高い優先権をｆ２に与えてもよく、この優先権によって、ＵＥはｆ２にお
けるセルを選択する。セル再選択の後、ＵＥは、ＲＲＣ接続設定手続きを開始する。セル
再選択は、ＵＥが、ｆ１上のセルによってハンドオーバされることなく、ｆ２を選択する
ことを可能とするかもしれない。
【００３０】
　上で説明したように、ＵＥは、自身がキャンプしている周波数（ｆ１）とは異なるキャ
リア周波数（ｆ２）上のセルにおいて、ＰｒｏＳｅを使用したいかもしれない。一実施形
態において、ＵＥは、いかに続行するかを決定するために、ｆ２上のセルからシステム情
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報を受信する。システム情報を受信するために、ＵＥは、自身がシステム情報を受信しよ
うとしている、ｆ２上のセルを選択する必要がある。幾つかの実施形態において、もしｆ
２上で選択されたセルが、仮にＵＥがｆ１上のセル上にキャンプする場合、ＵＥがキャン
プすると予想されるのと同じｅＮＢに対応するならば、それは好ましいことであろう。こ
のことは、ＵＥが最も適切なセルから無線リソース情報を受信することを保証するのを助
けるかもしれない。一実施形態において、ｆ１上のセルと同じｅＮＢに対応するｆ２上の
セルを選択することは、（キャンプするセルを決定するために、ＵＥがｆ１上で実施する
周波数内セル再選択プロセスと同様な方法で）ｆ２のセルの中で周波数内セル再選択プロ
セスを実施するＵＥによって、達成することが可能である。例えば、ＵＥが応対中ではな
い周波数上で近接サービス直接通信を実施することに興味がある場合、ＵＥは、セル選択
及び周波数内再選択目的のために、その周波数上で測定を実施してもよい。一実施形態に
おいて、しかしながら、この周波数内セル再選択プロセスは、無線測定及び処理要求をＵ
Ｅに課し、これらは、ＵＥの電力消費の点で望ましくない。この故に、簡単化されたセル
選択プロセスが、幾つかの状況で適用されるかもしれない。一実施形態において、例えば
、ＵＥは、最良の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定又は基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）
測定によって、セルを選択する。
【００３１】
　一実施形態において、ｆ１上でキャンプしたＵＥがｆ２上のＰｒｏＳｅを使用できる前
に、ＵＥは、周波数ｆ２がＰｒｏＳｅをサポートすることを決定する必要がある。ＵＥは
、他の周波数の探索を実行し、各周波数上でのセルを選択し、且つシステム情報を読み込
むことによって、これを決定してもよい。しかしながら、これは、電力消費に関する否定
的な影響と共に、ＵＥに不必要な処理要求を課すかもしれない。一実施形態において、こ
れらの処理要求を避けるために、ｆ１上でサービングセルは、ブロードキャストシステム
情報において、ＰｒｏＳｅリソースが周波数ｆ２で利用可能であることを広告する。広告
は、周波数内キャリアリストの中の単一ビットフラグであり得るであろう。又は広告は、
ＰｒｏＳｅをサポートする周波数の別々のリストであり得るであろう。単一ビットフラグ
は、その周波数上で利用可能なＰｒｏＳｅリソースが、発見及び／又は直接通信のための
ものであるかどうかを指示するように拡張され得るであろう。
【００３２】
　図２は、一実施形態によるもので、ＵＥ１１０が第１周波数上でＲＲＣアイドルモード
にある間に、第２周波数上で近接サービスを可能にするための呼出しフローを例示してい
る。呼出しフローは、図１の第１ｅＮＢ１０２、第２ｅＮＢ１０４、第１ＵＥ１１０、及
びの第２ＵＥ１１２の間の通信例を例示している。例えば、第１ｅＮＢ１０２は、第１周
波数において通信サービスを提供してもよく、その一方で、第２ｅＮＢ１０４は、第２周
波数において通信サービスを提供してもよい。
【００３３】
　ＵＥ１１０は、２０２でｅＮＢ１０２からＳＩＢを受信し、且つ２０４で第１周波数ｆ
１において第１ｅＮＢ１０２上にキャンプする。２０６では、ＵＥ１１０は、第２周波数
ｆ２上で第２ｅＮＢ１０４に対応するセルを選択するために、セル選択手続き又はセル再
選択手続きを実施する。例えば、近接サービスは、第１周波数上では利用可能でないかも
しれないが、第２周波数ｆ２上では利用可能である。ＵＥ１１０は、ＰｒｏＳｅサービス
がｆ２上で利用可能であるのを決定すること、及び／又はより高いレイヤが直接通信又は
他の近接サービスを要求しているのを決定することに呼応して、２０６でセルの選択又は
再選択を実施してもよい。
【００３４】
　２０８では、ＵＥ１１０はＳＩＢを受信する（示された実施形態におけるＳＩＢ１８）
。一実施形態において、ＳＩＢ１８は、隣接したＰＬＭＮ－ＩＤについての情報を含む。
一実施形態において、ＳＩＢ１８は、発見又は通信のためのＤ２Ｄリソース割り当てにつ
いての情報を含む。一実施形態において、ＳＩＢ１８は、モード２又はタイプ１のＴｘリ
ソースプール割り当てが、ｅＮＢ１０４に対して構成されるかどうかを指示してもよい。
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ＵＥ１１０は、２１０でＰｒｏＳｅ直接通信（発見又はデータ通信）を開始する。２１２
では、ＵＥ１１０は、直接通信メッセージを送信するが、このメッセージはユーザデータ
又は制御データを含んでもよい。例えば、直接通信メッセージは、ＵＥ１１０とＵＥ１１
２との間の直接通信のためのアプリケーション・レイヤ・データを含んでもよい。
【００３５】
　第２ケースの一実施形態において、ＵＥが第１セル上でＲＲＣ接続モードにある間に、
ＵＥは、近接サービスを可能にするように構成してもよい。例えば、ＵＥは、ｆ１におい
てサービングセルに接続され、且つｆ２においてＰｒｏＳｅをサポートすることに興味が
あってもよい。上で議論されたＲＲＣアイドルモード状況と同様に、もしＵＥがＳＩＢ１
８を受信し、且つモード２又はタイプ１のＴｘリソースプールが構成される場合、ＵＥは
ＰｒｏＳｅをサポートしてもよい。例えば、ＵＥは、ＲＲＣアイドルモードにある間に、
又はＲＲＣ接続モードにおけるＰセル以外のセル上にある間に、サイドリンク直接通信を
実施できるかもしれない。別な例として、下部レイヤは、Ｐセル以外のセルによって指示
されるリソースにおいて、サイドリンク制御情報を送信するように構成してもよい。
【００３６】
　一実施形態において、もしＵＥがＰｒｏＳｅ－ＳＩＢを受信し、且つｆ２上のセルに対
応するｅＮＢが、ＵＥはＲＲＣ接続モードに入らなければならないことを指示する場合、
ＵＥは、自身がｆ２上でＰｒｏＳｅをサポートしたいことを指示するＵＥアシスタンス情
報を、ｆ１上のセルに送信してもよい。もしｆ１上でサービングｅＮＢがＵＥアシスタン
ス情報を受信する場合、ｅＮＢは、ｆ２におけるセルへＵＥをハンドオーバすることが可
能である。ＵＥアシスタンス情報は、望ましい目標セル情報（例えば、物理的なセルＩＤ
又は周波数情報）を含んでもよい。代わりに、もし２つのセルが同じｅＮＢに属す場合、
ｅＮＢは、一実施形態において、ｆ１セルからのＲＲＣ信号送信を介して、ｆ２セルのＰ
ｒｏＳｅリソースを割り当ててもよい。一実施形態において、ＵＥは、サイドリンク直接
通信周波数として使用されるための、興味の周波数を含むパラメータを提供してもよい。
例えば、ＵＥは、キャリア周波数を、サイドリンク直接通信周波数として使用されるため
の、興味の周波数に設定してもよい。
【００３７】
　一実施形態において、もしＵＥが、ＰｒｏＳｅ－ＳＩＢを受信し、且つｆ２上のセルに
対応するｅＮＢが、ＵＥはＲＲＣ接続モードに入らなければならないことを指示する場合
、ＵＥは、ｆ１上のｅＮＢに対するＲＲＣ接続を解除するための要求を行う。一旦ＵＥが
アイドルモードに入ると、ＵＥはセル再選択を実施し、且つより高い優先権をｆ２に与え
、この優先権によって、ＵＥは、ｆ２におけるセルを選択する。セル再選択の後、ＵＥは
、ｆ２におけるセルとのＲＲＣ接続設定手続きを開始する。
【００３８】
　再選択の後、又はｆ２上のセルへのハンドオーバがなされた後、ＵＥは、ｆ２上のセル
に対応するｅＮＢとのＲＲＣ接続モードを確立してもよい。幾つかの状況において、Ｐｒ
ｏＳｅをサポートするｆ２にあるセルが、ＰｒｏＳｅをサポートしないｆ１にあるセルに
、ＵＥをハンドオーバするするかもしれないという可能性が存在する。これは、ＰｒｏＳ
ｅを利用することを望むＵＥにとっては、望ましくないかもしれない。ＰｒｏＳｅをサポ
ートしないセルへのハンドオーバを避けるために、サービングｅＮＢは、ＰｒｏＳｅのた
めにＵＥがどの周波数をサポートできるかということに関して、ＵＥによって通知される
必要があるかもしれない。一実施形態において、ＵＥがＰｒｏＳｅ通信を可能にする場合
、ＵＥは、各サポートされた帯域に対するＰｒｏＳｅサポート指示又はＰｒｏＳｅ興味指
示を、サービングセルへ送信する。注意することであるが、ＵＥはＰｒｏＳｅ興味指示メ
ッセージを送信してもよく、このことは、ＰｒｏＳｅをサポートしない周波数へのネット
ワークハンドオーバを避けるために、ＵＥがＰｒｏＳｅ通信を実施した場合でさえも当て
はまる。
【００３９】
　例えば、ＰｒｏＳｅ通信若しくはＰｒｏＳｅ発見のために、又はＵＥ能力情報において



(12) JP 6458965 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

、ＵＥがリソース割り当て要求を送信する場合、以下の情報をＲＲＣメッセージに追加し
てもよい。即ち、
【表１】

【００４０】
　"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、対応する
周波数が、サポートされた帯域におけるサービング周波数である場合、ＵＥがＰｒｏＳｅ
通信をサポートできる、ということである。"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＮｏｎ
－ｓｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、ＵＥがサポートされた帯域上にキャンプする間に
、ＵＥがＰｒｏＳｅ通信をサポートできる周波数帯域、のことである。もしＵＥが、別々
のＲｘ／Ｔｘチェーンを有する全てのサポートされた周波数帯域において、ＰｒｏＳｅを
サポートできる場合、リストの代わりに、ただ１つの値（ＢＯＯＬＥＡＮ）が存在しても
よい。"ｐｒｏＳｅＤｉｓＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"及び"ｐｒｏＳｅＤｉｓＳ
ｕｐｐｏｒｔＮｏｎ－ｓｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、発見のためのＰｒｏＳｅサポ
ート、のことである。ＵＥは、全てのサポートされた帯域に対してＰｒｏＳｅサポート情
報を送信してもよいし、又は応対中の周波数帯域に関連付けられた帯域に対してＰｒｏＳ
ｅサポート情報を送信してもよい。
【００４１】
　図３は、一実施形態によるものであるが、ＵＥ１１０が第１周波数上でＲＲＣ接続モー
ドにある間、第２周波数上で近接サービスを可能にするための呼出しフローを例示してい
る。呼出しフローは、第１ｅＮＢ１０２，第１ＵＥ１１０、及び図１の第２ＵＥ１１２の
間の通信例を例示している。例えば、ＰｒｏＳｅが第２周波数チャンネルにおいてサポー
トされる間に、第１ｅＮＢ１０２は、第１周波数において通信サービスを提供してもよい
。
【００４２】
　ＵＥ１１０は、３０２で、ｅＮＢ１０２からＳＩＢを受信する。３０４では、ＵＥ１１
０は、第１周波数チャンネルｆ１において第１ｅＮＢ１０２上にキャンプし、且つＲＲＣ
接続モードを確立する。３０６では、上部レイヤは、第２周波数チャンネルｆ２上でＰｒ
ｏＳｅ通信を送信する又は受信するように、ＵＥ１１０を構成する。ＵＥ１１０は、３０
８で、ＵＥアシスタンス情報をフォーマットすると共に送信するが、このＵＥアシスタン
ス情報は、ＰｒｏＳｅが第２周波数チャンネルｆ２上でＵＥによってサポートされる、又
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し、且つＵＥ１１０を第２周波数チャンネルへハンドオーバするための、ハンドオーバコ
マンド３１２を送信する。ハンドオーバコマンドを受信し、復号し、且つ／又は処理する
ことに呼応して、ＵＥ１１０は、第２周波数ｆ２上のセルへのハンドオーバを実施し、且
つ３１４で、ＰｒｏＳｅ直接通信を開始する。３１６では、ＵＥ１１０は、第２周波数リ
ソースｆ２を使用するＵＥ１１２への直接通信メッセージを、フォーマットすると共に送
信する。
【００４３】
　第３ケースの一実施形態において、ＵＥがＰセル上でＲＲＣ接続モードにある間、ＵＥ
は、Ｓセルにおいて近接サービスを可能にするように構成してもよい。例えば、ＵＥがキ
ャリアアグリゲーションを用いて構成される間、ＵＥはＰｒｏＳｅを可能にしてもよいが
、その理由は、マルチキャリア対応のＵＥは、同様に、キャリアアグリゲーションをサポ
ートできそうだからである。しかしながら、ＵＥ能力に依存して、ＵＥは、キャリアアグ
リゲーション及びＰｒｏＳｅを同時にサポートしてもよいし、又はキャリアアグリゲーシ
ョン及びＰｒｏＳｅを同時にサポートしなくてもよい。
【００４４】
　一実施形態において、ｅＮＢは、ＵＥが三重Ｒｘチェーンを有するか、又はＳセル上で
時間領域多重化（ＴＤＭ）をサポートするかどうかを追跡することで、キャリアアグリゲ
ーション構成を維持する。一般に、ＰセルにおいてＰｒｏＳｅをサポートすることに、問
題はないであろう。一実施形態において、もしＵＥがＳセル上でＰｒｏＳｅをサポートす
る場合、ｅＮＢは、ＲＲＣ信号送信を介して、Ｓセルにおいて使用されるべきＰｒｏＳｅ
関連のＲＲＣパラメータを割り当てる。
【００４５】
　別の実施形態において、もしＵＥがキャリアアグリゲーション及び近接サービスをサポ
ートできない場合、ｅＮＢは、キャリアアグリゲーション動作を停止するように、ＵＥを
再構成する。もしＵＥがＳセル周波数においてＰｒｏＳｅをサポートしたい場合、ｅＮＢ
はまた、ＵＥのためにＰセルを変化させてもよい（例えば、セル再選択又はハンドオーバ
手続きを介して）。ｅＮＢが、いつ再構成するか、又は再構成するかどうかを知るために
、ＵＥは、ＰｒｏＳｅに関連して、ＵＥによってサポートされるキャリアアグリゲーショ
ンの任意の制限を指示してもよい。一実施形態において、ＵＥは、帯域ごとの組み合わせ
基準に関して、ＰｒｏＳｅサポート又はＰｒｏＳｅ興味を指示する。例えば、Ｐセルにお
いてＷＡＮをサポートする間、ＳセルにおいてＰｒｏＳｅをサポートする、各帯域の組み
合わせが含まれるかもしれない。一実施形態において、帯域の組み合わせは、ｅＮＢへ送
信されるＵＥアシスタンス情報に含まれる。
【００４６】
　例えば、ＵＥが、ＰｒｏＳｅ通信又はＰｒｏＳｅ発見に対して、リソース割り当て要求
を送信し、フォーマットし、又は生成する場合、次の情報がＲＲＣメッセージの中に付加
され得る。即ち、
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【表２】

【００４７】
　"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、サポート
された帯域の組み合わせでＵＥが構成される場合、ＵＥはＰｒｏＳｅ通信をサポートでき
る、ということである。"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＮｏｎ－ｓｅｒｖｉｎｇ"が
指示するものは、サポートされた帯域の組み合わせでＵＥが構成される場合、ＵＥがＰｒ
ｏＳｅをサポートできる周波数帯域、のことである。もしＵＥが、別々のＲｘ／Ｔｘチェ
ーンを有する全てのサポートされた周波数帯域において、ＰｒｏＳｅをサポートできる場
合、リストの代わりに、ただ１つの値（ＢＯＯＬＥＡＮ）が存在してもよい。"ｐｒｏＳ
ｅＤｉｓＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"及び"ｐｒｏＳｅＤｉｓＳｕｐｐｏｒｔＮｏ
ｎ－ｓｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、発見のためのＰｒｏＳｅサポート、のことであ
る。ＵＥは、全てのサポートされた帯域の組み合わせに対して、又は応対中の周波数帯域
に関連付けられるただ１つの帯域の組み合わせに対して、ＰｒｏＳｅサポート情報を送信
してもよい。
【００４８】
　別の例として、ＰｒｏＳｅ通信若しくはＰｒｏＳｅ発見のために、又は帯域ごとの組み
合わせ基準に関するＰｒｏＳｅサポートを指示するためのＵＥ能力情報において、ＵＥが
リソース割り当て要求を送信する場合、以下の情報をＲＲＣメッセージに追加してもよい
。即ち、
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【表３】

【００４９】
　"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、サポート
された帯域の組み合わせでＵＥが構成される場合、ＵＥはＰｒｏＳｅ通信をサポートでき
る、ということである。"ｐｒｏＳｅＣｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＮｏｎ－ｓｅｒｖｉｎｇ"が
指示するものは、サポートされた帯域の組み合わせでＵＥが構成される場合、ＵＥがＰｒ
ｏＳｅ通信をサポートできる周波数帯域、のことである。もしＵＥが、別々のＲｘ／Ｔｘ
チェーンを有する全てのサポートされた周波数帯域において、ＰｒｏＳｅをサポートでき
る場合、リストの代わりに、ただ１つの値（ＢＯＯＬＥＡＮ）が存在してもよい。"ｐｒ
ｏＳｅＤｉｓＳｕｐｐｏｒｔｏｎＳｅｒｖｉｎｇ"及び"ｐｒｏＳｅＤｉｓＳｕｐｐｏｒｔ
Ｎｏｎ－ｓｅｒｖｉｎｇ"が指示するものは、発見のためのＰｒｏＳｅサポート、のこと
である。もしＵＥが、ある帯域においてＰｒｏＳｅをサポートできる場合、この構造はよ
り適切であるかもしれない。
【００５０】
　一実施形態において、ＵＥは、全てのサポートされた帯域の組み合わせに対して、又は
サービング周波数帯域に関連付けられた帯域の組み合わせに対して、ＰｒｏＳｅサポート
情報を送信する。ＵＥは、自分自身の能力に基づいてＵＥがＰｒｏＳｅをサポートするか
どうかを、及び／又はＰｒｏＳｅに対して検出された現在のセルが、モード２伝送又はタ
イプ１リソースプールを構成するかどうかを決定してもよく、その結果、ＵＥは、ｅＮＢ
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の制御無しに、ＷＡＮ動作と平行してＰｒｏＳｅを動作させることが可能である。ＵＥは
、ＵＥ能力だけを提供するために、ｅＮＢが要求する周波数帯域に対してＰｒｏＳｅサポ
ート情報を送信してもよい。
【００５１】
　幾つかの更なる実施例もまた考慮される。一実施形態において、ＵＥは第１周波数にお
けるセル上にキャンプし、且つ第２周波数におけるセル上で近接サービスを可能にする。
一実施形態において、ＵＥは、第２周波数におけるセル上で、近接サービス関連のシステ
ム情報を受信する。一実施形態において、ＵＥは、近接サービス関連のシステム情報にお
いて、ＲＲＣアイドルモードのための伝送リソースプールを受信する。一実施形態におい
て、ＵＥは、近接サービスシステム情報の中に割り当てられたリソースプールを有する第
２周波数におけるセル上で、直接通信データメッセージ又は発見メッセージを送信する。
一実施形態において、ＵＥは、近接サービス関連のシステム情報のための伝送リソースプ
ールが、アイドルモードに無いことを検出する。一実施形態において、近接サービス関連
のシステム情報が無い場合、ＵＥは、第２周波数におけるセルに対して、セル再選択を実
施する。一実施形態において、ＵＥは、ＲＲＣ接続要求を、第２周波数におけるセルへ送
信する。一実施形態において、ＵＥは、近接サービスを提供する現在のキャリア周波数、
及び／又は隣接するキャリア周波数のリストを含む、第１周波数におけるブロードキャス
トされたシステム情報を受信する。一実施形態において、ＲＲＣ接続モードにあり、且つ
全ての指示されたＰｒｏＳｅ周波数のＰｒｏＳｅ通信を、任意のユニキャストされた担い
手の上位に優先させるＵＥは、そのＵＥ能力及び／又はＰｒｏＳｅ優先度に従うコンテン
ツを含めるために、ＰｒｏＳｅ興味指示メッセージを生成する、且つ／又はフォーマット
する。一実施形態において、ＵＥは、ｅＮＢへの伝送のために、ＰｒｏＳｅ興味指示メッ
セージを下部レイヤに提出する。
【００５２】
　上記の例及びケースは、単に説明及び例証として与えられる。第１ケース、第２ケース
、又は第３ケースで提供された教示の任意のものは、少なくとも幾つかの実施形態におい
て、他のケースに対して適用可能である。
【００５３】
　図４は、ＵＥ４００の一実施形態を例示する概略的ブロック図である。ＵＥ４００は、
通信構成要素４０２、セル選択構成要素４０４、ＲＲＣ構成要素４０６、アシスタンス情
報構成要素４０８、及び直接通信構成要素４１０を含む。構成要素４０２から４１０は、
例として示され、且つ全ての実施形態に必ずしも含まれなくてもよい。幾つかの実施形態
において、構成要素４０２から４１０の中の２つ又はそれよりも多いものの、ただ１つの
組み合わせ、又は任意の組み合わせは、ソフトウェア、ファームウェア、及び／又はＵＥ
４００の回路構成を含んでもよい。一実施形態において、ＵＥ４００のベースバンドプロ
セッサは、構成要素４０２から４１０の中の２又はそれより多いもののうちの、１つの組
み合わせ、又は任意の組み合わせを含んでもよい。
【００５４】
　通信構成要素４０２は、ピアＵＥのような１又は複数の他のデバイス、又は、ｅＮＢ若
しくはワイヤレス・ネットワーク・ノードのような基地局と通信するように構成される。
一実施形態において、通信構成要素４０２は、周波数を識別してもよく、それらの周波数
上で、あるサービスが利用可能である。一実施形態において、通信構成要素４０２は、近
接サービスが、現在のサービングセルによって使用される周波数リソースとは異なる周波
数リソースによってサポートされることを決定する。例えば、ＵＥ４００は、第１周波数
を使用する第１セル上にキャンプしてもよく、且つ近接サービス（Ｄ２Ｄ、直接通信）は
、第２周波数リソース上でサポートしてもよい。一実施形態において、第１及び第２のワ
イヤレス周波数リソースは、１又は複数の携帯通信ネットワークに対応する、認可された
周波数域の範囲内にある。例えば、両方の周波数リソースが、同じ又は異なる携帯ネット
ワークオペレータ（ＭＮＯＳ）に対する、認可されたＬＴＥ周波数域に対応してもよい。
【００５５】
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　一実施形態において、通信構成要素４０２は、サービングセルから受信されたＳＩＢに
基づいて、どの周波数が近接サービスをサポートするかを決定するように構成される。例
えば、サービングセルは、近接サービスが、サービングセルによって使用されるものとは
異なる周波数においてサポートされることを指示してもよい。一実施形態において、第１
周波数リソースは、サービングセルによって使用され、且つ近接サービスは、第２周波数
リソースにおいてサポートされる。一実施形態において、通信構成要素４０２は、近接サ
ービスが、応対中でないセルから受信されたＳＩＢ信号に基づいて、第２周波数チャンネ
ルにおいてサポートされることを決定する。例えば、ＵＥ４００は、ＳＩＢを受信し且つ
複合するために、応対中でない周波数上で聞いてもよい。一実施形態において、通信構成
要素４０２は、サービングセル及び非サービングセルの両方から受信される、ブロードキ
ャストされたシステム情報に基づいて、どの周波数又はどのセルが近接サービスをサポー
トするかを決定してもよい。
【００５６】
　一実施形態において、通信構成要素４０２は、第２周波数リソース上の第２セルからの
、ＲＲＣアイドルモードに対するシステム情報を処理するように構成される。例えば、シ
ステム情報は、ＲＲＣ接続モードにない任意のデバイスによる復号に対して、利用可能で
あるかもしれない。一実施形態において、システム情報は、現在のサービングセルの周波
数以外の周波数上で、通信構成要素４０２によって受信し、処理し、又は復号してもよい
。一実施形態において、システム情報は、近接サービスが特定の周波数上でサポートされ
るかどうかのような、近接サービス情報を含む。
【００５７】
　一実施形態において、通信構成要素４０２は、第２セルによって割り当てられた近接サ
ービスに対して、リソースプールを決定する又はリソースプールを識別するために、近接
サービス情報を処理するように構成される。例えば、リソースプールは、Ｄ２Ｄ発見又は
Ｄ２Ｄデータ通信のために、１又は複数の時間リソース及び／又は周波数リソースを指示
してもよい。一実施形態において、ＵＥ４００によって送信された任意のＤ２Ｄ発見又は
Ｄ２Ｄデータ通信メッセージは、リソースプールによって識別される周波数リソースの範
囲内で送信してもよい。一実施形態において、通信構成要素４０２は、システム情報が近
接サービスのためのリソースプールを含まないことを決定するために、システム情報を処
理するように構成される。一実施形態において、通信構成要素４０２は、現在サービング
セルではないセルに対するＲＲＣ接続モードが、直接通信リソース割り当てに対して要求
されることを決定してもよい。
【００５８】
　セル選択構成要素４０４は、サービングセルとして使用するべきセルを選択するための
、セル選択又はセル再選択を実施するように構成される。一実施形態において、セル選択
構成要素４０４は、セル選択を実施すると共に、第１周波数リソースにおける第１セル上
にキャンプするように構成される。一実施形態において、セル上に「キャンプする」及び
セル上での「キャンピング」という用語は、ＵＥ４００が、そのセルにおいて動作してい
る基地局から（ＳＩＢのような）制御チャンネル通信を受信することを意味するために与
えられる。一実施形態において、セル選択構成要素４０４は、近接サービスをサポートし
ないサービングセルを選択してもよい。例えば、サービングセルによって使用される周波
数は、近接サービスに対して利用可能でなくてもよい。一実施形態において、セル選択構
成要素４０４は、近接サービスをサポートする周波数リソース上で動作している異なるセ
ルを選択するために、セル再選択を実施してもよい。一実施形態において、セル選択構成
要素４０４は、サービングセルを制御しているｅＮＢからのハンドオーバコマンドを受信
すること、復号すること、又は処理することに呼応して、新しいセルを選択してもよい。
例えば、セル選択構成要素４０４及び／又は通信構成要素４０２は、近接サービスをサポ
ートする第２周波数チャンネルを使用する第２ｅＮＢとの、ＲＲＣ接続モードを確立して
もよい。
【００５９】
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　ＲＲＣ構成要素４０６は、特定のセルに対する制御器であるｅＮＢ又は他の基地局との
、ＲＲＣ接続を確立するように構成される。一実施形態において、ＲＲＣ構成要素４０６
は、ＵＥ４００に、ＲＲＣ接続要求を、ＲＲＣ接続モードを確立するべきセルへ送信させ
るように構成される。一実施形態において、ＲＲＣ構成要素４０６は、Ｄ２Ｄリソース割
り当て情報を受信するために、サービングセルとは異なるセルとの、ＲＲＣ接続モードを
確立してもよい。例えば、もしＵＥ４００が第１セル上にキャンプしている場合、ＲＲＣ
構成要素４０６は、第２セル上でＲＲＣ接続モードを確立するように要求してもよい。第
２セルとのＲＲＣ接続モードを確立した後、ＲＲＣ構成要素４０６は、近接サービスを可
能にし、且つ１又は複数のＤ２Ｄ発見又はＤ２Ｄデータメッセージを送信してもよい。
【００６０】
　アシスタンス情報構成要素４０８は、アシスタンス情報を、ｅＮＢのような基地局へ送
信するように構成される。例えば、アシスタンス情報構成要素４０８は、前述の第１、第
２、又は第３のケースで議論された、ＵＥ特定情報又は他のアシスタンス情報の任意のも
のを送信してもよい。一実施形態において、アシスタンス情報構成要素４０８は、ＵＥが
１又は複数の特定の周波数チャンネル上で直接通信をサポートすることを指示するメッセ
ージを、ＵＥ４００に送信させるように構成される。一実施形態において、アシスタンス
情報は、帯域組み合わせパラメータを含んでもよく、該パラメータは、近接サービスが１
又は複数の特定の周波数チャンネル上で可能となる場合に、ＵＥ４００がネットワーク通
信をサポートする周波数を指示する。例えば、もしＵＥ４００がキャリアアグリゲーショ
ンをサポートする場合、帯域組み合わせパラメータは、ＵＥ４００が、異なる周波数上で
情報を同時に送信する且つ／又は受信することを可能にするために、どの周波数の組み合
わせがサポートされるかを指示してもよい。
【００６１】
　直接通信構成要素４１０は、Ｄ２Ｄ発見、Ｄ２Ｄデータ通信、又は他の近接サービスを
実施するように構成される。一実施形態において、直接通信構成要素４１０は、現在のサ
ービングセル周波数とは異なる周波数リソース上で、Ｄ２Ｄ通信を開始するように構成さ
れる。一実施形態において、直接通信構成要素４１０は、サイドリンク周波数リソースの
ような周波数リソースにおいて、Ｄ２ＤメッセージをＵＥ４００に送信させるように構成
される。Ｄ２Ｄメッセージは、Ｄ２Ｄ発見メッセージ又はＤ２Ｄデータ通信メッセージの
いずれかを含んでもよい。一実施形態において、直接通信構成要素４１０は、近接サービ
スをサポートするセルに対するセル再選択に呼応して、及び／又はｅＮＢからのハンドオ
ーバコマンドを復号することに呼応して、直接通信を開始するように構成される。
【００６２】
　図５は、ｅＮＢ５００の一実施形態を例示する概略的ブロック図である。ｅＮＢ５００
は、通信セッション構成要素５０２、近接サービス構成要素５０４、及びアシスタンス構
成要素５０６を含む。構成要素５０２から５０６は、例として示され、且つ全ての実施形
態に含まれなくてもよい。幾つかの実施形態において、構成要素５０２から５０６の中の
２又はそれより多い構成要素の、単なる１つの組み合わせ又は任意の組み合わせは、ソフ
トウェア、ファームウェア、及び／又はｅＮＢ５００の回路構成の一部として含まれても
よい。
【００６３】
　通信セッション構成要素５０２は、ｅＮＢ５００に対応する１又は複数のセル有効範囲
エリア内の、１又は複数のＵＥとの通信セッションを確立する、且つ／又は管理するよう
に構成される。一実施形態において、通信セッション構成要素５０２は、ＵＥとの、第１
周波数における通信セッションを確立するように構成される。通信セッション構成要素５
０２は、その後、第１ＵＥとの通信セッションをハンドオーバする、又は解除してもよい
が、これは、第１ＵＥが、近接サービスがサポートされるセルを選択することを可能とす
るためである（例えば、新しいセルは、異なる周波数を使用してもよく、その異なる周波
数において、直接通信がサポートされる）。一実施形態において、通信セッション５０２
は、ハンドオーバコマンドを送信する、又は第１ＵＥとのＲＲＣ接続を解除するかもしれ
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ないが、これは、近接サービスをサポートする第１周波数において、又は第１ＵＥが近接
サービスをサポートする周波数において動作する基地局を選択するために、第１ＵＥがセ
ル再選択を実施するのを可能とするためである。一実施形態において、第１ＵＥが、ｅＮ
Ｂ５００に対応する現在のサービングセルと異なる周波数において近接サービスをサポー
トするという、第１ＵＥからの指示を受信することに呼応して、通信セッション構成要素
５０２は、第１ＵＥをハンドオーバする、又は解除してもよい。
【００６４】
　近接サービス構成要素５０４は、近接サービスをサポートする周波数又はセルに関する
情報を提供するように構成される。一実施形態において、近接サービス構成要素５０４は
、近接サービスが、ｅＮＢによって応対される第１周波数においてサポートされないとい
う指示を、第１ＵＥに提供する。例えば、第１周波数は、ＵＥがＲＲＣ接続を確立した周
波数に対応してもよい。一実施形態において、近接サービス構成要素５０４は、近接サー
ビスをサポートする１又は複数の周波数の指示を、第１ＵＥに提供する。例えば、近接サ
ービス構成要素５０４は、近接サービスが第１周波数においてサポートされないが、しか
し第２周波数においてサポートされるということを指示してもよい。第２周波数は、同じ
ｅＮＢ又は異なるｅＮＢの、異なるセルに対応する周波数に対応してもよく、又はＵＥに
対してネットワーク有効範囲外にある周波数に対応してもよい。一実施形態において、ど
の周波数が近接サービスをサポートし、又はどの周波数が近接サービスをサポートしない
かという指示は、同じメッセージ内に含まれてもよい。メッセージは、ＲＲＣ接続モード
メッセージを含んでもよく、又はＳＩＢのようなブロードキャストされたメッセージを含
んでもよい。
【００６５】
　アシスタンス構成要素５０６は、ＵＥからのアシスタンス情報を、受信する、処理する
、又は復号する。一実施形態において、ＵＥが近接サービスをサポートする１又は複数の
周波数リソースを指示する、第１ＵＥから受信されたメッセージに基づいて、アシスタン
ス構成要素５０６は、特定の周波数上でＵＥが近接サービスをサポートすることを決定す
るように構成される。一実施形態において、アシスタンス構成要素５０６はアシスタンス
情報を受信するが、このアシスタンス情報は、近接サービスが１又は複数の特別な周波数
上で可能とされる間に、ネットワーク通信がサポートされる周波数を指示する帯域組み合
わせパラメータを含む。アシスタンス構成要素５０６は、その特定のＵＥから受信された
情報に基づいて、特定のＵＥの能力又は必要性を決定してもよい。通信セッション構成要
素５０２及び近接サービス構成要素５０４は、アシスタンス構成要素によって決定された
ように、ＵＥの能力又は必要性に基づいて、サービスを提供できるかもしれない。
【００６６】
　図６は、近接サービスを可能にするための方法（６００）を例示する概略的フローチャ
ート図である。一実施形態において、方法（６００）は、図４のＵＥ４００のようなワイ
ヤレス通信デバイスによって実施される。
【００６７】
　方法（６００）が開始され、且つセル選択構成要素４０４は、セル選択（又は再選択）
を実施し（６０２）、且つ第１周波数リソースにおける第１セル上にキャンプする。通信
構成要素４０２は、近接サービスが第２周波数リソースにおいてサポートされることを決
定する（６０４）。一実施形態において、第１及び第２のワイヤレス周波数リソースは、
ＬＴＥ通信サービスを提供するネットワークのような、１又は複数の携帯通信ネットワー
クに対応する、認可された周波数域内にある。直接通信構成要素４１０は、第２周波数リ
ソース上でＤ２Ｄ通信を開始する（６０６）。直接通信構成要素４１０はまた、第２周波
数リソースにおいてＤ２Ｄメッセージを送信してもよい。Ｄ２Ｄメッセージは、Ｄ２Ｄ発
見メッセージ及びＤ２Ｄ通信メッセージの１つを備える。
【００６８】
　図７は、近接サービス関連の情報をＵＥに提供するための方法（７００）を例示する概
略的フローチャート図である。一実施形態において、方法（７００）は、図５のｅＮＢ５
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００のような基地局によって実施される。
【００６９】
　方法（７００）が開始され、且つ通信セッション構成要素５０２は、ｅＮＢ５００に、
ＵＥとの、第１周波数における通信セッションを確立させる（７０２）。近接サービス構
成要素５０４は、近接サービスが第１周波数においてサポートされないという指示をＵＥ
に提供し（７０４）、且つ近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示をＵＥ
に更に提供する（７０６）。一実施形態において、ｅＮＢ５００はまた、ＵＥが第２周波
数において近接サービスをサポートすることを指示する、ＵＥからのアシスタンス情報を
受信する。ｅＮＢ５００は、ＵＥとの接続を解除してもよく、又は第２周波数を使用する
セルにＵＥをハンドオーバしてもよい。
【００７０】
　図８は、近接サービスを可能にするための方法（８００）を例示する概略的フローチャ
ート図である。一実施形態において、方法（８００）は、図４のＵＥ４００のようなワイ
ヤレス通信デバイスによって実施される。
【００７１】
　方法（８００）が開始され、且つＲＲＣ構成要素４０６は、ＵＥを、第１周波数チャン
ネルを使用する第１ｅＮＢとのＲＲＣ接続モードに入れるための、ＲＲＣ通信セッション
を確立する（８０２）。アシスタンス情報構成要素４０８は、メッセージをフォーマット
する（８０４）、且つ／又はメッセージを符号化するが、このメッセージは、ＵＥが第１
ｅＮＢへ送信するためのアシスタンス情報を含む。一実施形態において、アシスタンス情
報は、ＵＥが第２周波数チャンネル上で直接通信をサポートすることを指示する。セル選
択構成要素４０４は、第２周波数チャンネルを使用する第２ｅＮＢとのＲＲＣ接続モード
を確立する（８０６）。一実施形態において、セル選択構成要素４０４は、第１ｅＮＢか
らのハンドオーバコマンドを復号することに呼応して、又は第２ｅＮＢを選択するための
セル再選択を実施することに呼応して、第２ｅＮＢとのＲＲＣ接続モードを確立する（８
０６）。一実施形態において、第１ｅＮＢ及び第２ｅＮＢは、異なる周波数を使用する異
なるセルに応対している同じｅＮＢを備える。直接通信構成要素４１０は、第２周波数チ
ャンネル上で直接通信を開始する（８０８）。例えば、直接通信構成要素４１０は、ハン
ドオーバコマンドを復号することに呼応して、又は第２ｅＮＢを選択するためのセル再選
択を実施することに呼応して、直接通信を開始してもよい（８０８）。一実施形態におい
て、直接通信構成要素４１０は、Ｄ２Ｄ発見又はＤ２Ｄデータ通信メッセージを送信する
ことによって、直接通信を開始してもよい（８０８）。
【００７２】
　図９は、ＵＥのような携帯デバイス、移動局（ＭＳ）、携帯ワイヤレスデバイス、携帯
通信デバイス、タブレット、送受話器、又は別のタイプのワイヤレス通信デバイスの図解
例である。携帯デバイスは、１又は複数のアンテナを含むことが可能であり、該アンテナ
は、基地局（ＢＳ）のような伝送局、ｅＮＢ、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無
線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、リレー局（ＲＳ）無線機器（ＲＥ）、又
は別のタイプのワイヤレス・ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスポイントと
通信するように構成される。携帯デバイスは、少なくとも１つのワイヤレス通信規格を用
いて通信するように構成することが可能であり、ここで少なくとも１つのワイヤレス通信
規格は、３ＧＰＰ－ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルート
ゥース（登録商標）、及びＷｉ－Ｆｉを含む。携帯デバイスは、各ワイヤレス通信規格に
対しては別々のアンテナを用いて、又は複数のワイヤレス通信規格に対しては共有された
アンテナを用いて、通信することが可能である。携帯デバイスは、ワイヤレス・ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレス・パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡ
Ｎ）、及び／又はＷＷＡＮにおいて、通信することが可能である。
【００７３】
　図９はまた、マイクロフォン及び１又は複数のスピーカの図解を提供するが、これらは
、携帯デバイスからの音声入力及び音声出力のために使用することが可能である。ディス
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プレイスクリーンは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーン、又は有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）ディスプレイのような、他のタイプのディスプレイスクリーンであってもよ
い。ディスプレイスクリーンは、タッチスクリーンとして構成することが可能である。タ
ッチスクリーンは、容量性の、抵抗性の、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を使用
してもよい。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、処理能力及び
表示能力を提供するために、内部メモリに結合させることが可能である。不揮発性メモリ
ポートはまた、データ入力／データ出力の選択肢をユーザに提供するために、使用するこ
とが可能である。不揮発性メモリポートはまた、携帯デバイスのメモリ能力を拡大するた
めに、使用してもよい。キーボードは、付加的なユーザ入力を提供するために、携帯デバ
イスと統合するか、又は携帯デバイスにワイヤレスで接続してもよい。仮想キーボードも
また、タッチスクリーンを用いて提供してもよい。スクリーン及び／又は、キーボード若
しくはタッチスクリーンのような入力デバイスは、ユーザが携帯デバイスと対話するため
の、ユーザ入力インターフェースを提供してもよい。
【実施例】
【００７４】
　以下の実施例は、更なる実施形態に関する。
【００７５】
　実施例１は、ＵＥ上で近接サービスを可能にするための方法である。本方法は、セル選
択又はセル再選択を実施するステップと、第１周波数において第１セル上にキャンプする
ステップとを含み、ここで第１セルは、サービングセルである。本方法は、近接サービス
が第２周波数においてサポートされることを決定するステップを含む。本方法は、第２周
波数上でデバイス間通信を開始するステップと、第２周波数においてデバイス間メッセー
ジをトランシーバを用いて送信するステップとを含み、ここでデバイス間メッセージは、
デバイス間発見メッセージ及びデバイス間通信メッセージの１つを備える。
【００７６】
　実施例２において、実施例１の方法は、第２周波数上の第２セルからの、ＲＲＣアイド
ルモードのためのシステム情報を処理するステップを更に含み、ここでシステム情報は、
近接サービス情報を含む。
【００７７】
　実施例３において、実施例２における近接サービス情報を処理するステップは、第２セ
ルによって割り当てられた近接サービスに対してリソースプールを決定するために、近接
サービス情報を処理することを含み、ここでデバイス間メッセージは、第２周波数におい
て送信される。
【００７８】
　実施例４において、実施例２におけるシステム情報を処理するステップは、システム情
報が、近接サービスのためのリソースプールを含まないことを決定するために、システム
情報を処理することを含む。
【００７９】
　実施例５において、実施例４の方法は、第２周波数上で動作する第２セルを選択するた
めに、周波数内のセル選択又はセル再選択を実施するステップを更に含む。
【００８０】
　実施例６において、実施例５の方法は、ＲＲＣ接続要求を第２セルへ送信するステップ
を更に含み、ここでデバイス間メッセージは、ＲＲＣ接続要求に呼応して送信される。
【００８１】
　実施例７において、実施例１から６のいずれか１つの方法は、第１周波数における第１
セルから受信された、ブロードキャストされたシステム情報に基づいて、近接サービスを
サポートする１又は複数のキャリア周波数を識別するステップを更に含み、ここで１又は
複数のキャリア周波数は、第２周波数を備える。
【００８２】
　実施例８において、実施例１から７のいずれか１つの方法は、第２周波数上で近接サー
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ビスをサポートすることに、ＵＥが興味があることを指示するメッセージを送信するステ
ップを更に含む。
【００８３】
　実施例９は、ｅＮＢにおいて、第１ＵＥとの、第１周波数における通信セッションを確
立するステップを備える方法である。本方法は、近接サービスが第１周波数においてサポ
ートされないという指示を、ｅＮＢから第１ＵＥに提供するステップを含む。本方法は、
近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示を、第１ＵＥに提供するステップ
を含み、ここで１又は複数の周波数は、第２周波数を備える。
【００８４】
　実施例１０において、実施例９の方法は、第１周波数においてメッセージを、ｅＮＢか
ら送信するステップを含み、ここで該メッセージは、近接サービスが第１周波数において
サポートされないという指示、及び近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指
示の１又は複数を含み、ここで該メッセージは、ＲＲＣメッセージ及びＳＩＢメッセージ
の１又は複数を備える。
【００８５】
　実施例１１において、実施例９から１０のいずれか１つの方法は、第１ＵＥから受信さ
れたメッセージに基づいて、第１ＵＥが第２周波数上で近接サービスをサポートすること
を決定するステップを更に含み、ここで該メッセージは、ＵＥが近接サービスをサポート
する１又は複数の周波数リソースを指示し、ここで１又は複数の周波数リソースは、第２
周波数を備える。
【００８６】
　実施例１２において、実施例１０から１１のいずれか１つの第１ＵＥから受信されたメ
ッセージは、帯域組み合わせパラメータを更に含み、該帯域組み合わせパラメータは、周
波数を指示し、近接サービスが第２周波数上で可能とされる間、該周波数上で、ネットワ
ーク通信がサポートされる。
【００８７】
　実施例１３において、実施例９から１２のいずれか１つの方法は、第２周波数において
動作するセルに第１ＵＥをハンドオーバするためのハンドオーバコマンドを送信するステ
ップと、第２周波数において動作する基地局を選択するためのセル再選択を、第１ＵＥが
実施することを可能とするために、第１ＵＥとのＲＲＣ接続を解除するステップと、の１
又は複数を更に含む。
【００８８】
　実施例１４は、ＵＥを、第１周波数を使用する第１ｅＮＢとのＲＲＣ接続モードに入れ
るための、ＲＲＣ通信セッションを確立するステップを含む方法である。本方法は、ＵＥ
が第１ｅＮＢへ送信するためのアシスタンス情報を含むメッセージをフォーマットするス
テップを含み、ここでアシスタンス情報は、ＵＥが第２周波数上で直接通信を可能にした
いことを指示する。本方法は、第２周波数を使用する第２ｅＮＢへのハンドオーバに呼応
して、第２周波数上での直接通信を開始するステップを含む。
【００８９】
　実施例１５において、実施例１４の方法は、第２周波数において動作する第２ｅＮＢか
ら受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）信号に基づいて、近接サービスが第２周波
数においてサポートされることを決定するステップを更に含む。
【００９０】
　実施例１６において、実施例１４から１５のいずれか１つの方法は、第２ｅＮＢとのＲ
ＲＳ接続モードが、直接通信リソース割り当てに対して要求されることを決定するステッ
プを含む。
【００９１】
　実施例１７において、実施例１４から１６のいずれか１つの方法は、第１ワイヤレス周
波数リソースにおける第１ｅＮＢから受信されたＳＩＢ信号に基づいて、近接サービスが
第２ワイヤレス周波数リソースにおいてサポートされることを決定するステップを含み、
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ここでＳＩＢ信号は、近接サービスをサポートする１又は複数の周波数リソースを指示し
、１又は複数の周波数リソースは、第２周波数を備える。
【００９２】
　実施例１８は、ベースバンドプロセッサのようなプロセッサであり、このプロセッサは
、実施例１から８及び実施例１４から１７のいずれか１つにおけるような方法を実施する
ための、又は実施例１から８及び実施例１４から１７のいずれか１つにおけるような装置
を実現するためのロジックを含む。
【００９３】
　実施例１９は、ＵＥのような装置であり、この装置は、実施例１から８及び実施例１４
から１８のいずれか１つにおけるような方法を実施するための、又は実施例１から８及び
実施例１４から１８のいずれか１つにおけるような装置を実現するための手段を含む。
【００９４】
　実施例１９は、ｅＮＢのような装置又はシステムであり、この装置又はシステムは、実
施例８から１３のいずれか１つにおけるような方法を実施するための、又は実施例８から
１３のいずれか１つにおけるような装置を実現するような手段を含む。
【００９５】
　実施例２０は、マシン可読命令を含むマシン可読記憶装置であり、該命令は、実行され
た場合、実施例１から１９のいずれか１つにおけるような方法を履行する、又は実施例１
から１９のいずれか１つにおけるような装置を実現するためのものである。
【００９６】
　様々な技術、又はそれらのある態様又は部分は、有形の媒体において具現化されたプロ
グラムコード（即ち、命令）の形態をとり、ここで有形の媒体は、フロッピー（登録商標
）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読な記憶媒体、又
は他の任意のマシン可読な記憶媒体のようなものであり、ここでプログラムコードがコン
ピュータのようなマシンにロードされ、且つこれによって実行される場合、マシンは様々
な技術を実践するための装置となる。プログラム可能なコンピュータ上のプログラムコー
ド実行の場合には、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって可
読な記憶媒体（揮発性メモリ及び不揮発性メモリ、並びに／又は記憶素子）、少なくとも
１つの入力デバイス、及び少なくとも１つの出力デバイスを含んでもよい。揮発性メモリ
及び不揮発性メモリ、並びに／又は記憶素子は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライ
ブ、光ドライブ、磁気ハードドライブ、又は電子データを格納するための別の媒体であっ
てもよい。ｅＮＢ（又は他の基地局）及びＵＥ（又は他の移動局）はまた、トランシーバ
構成要素、計数器構成要素、処理構成要素、及び／又は、クロック構成要素若しくは時計
構成要素を含んでもよい。本明細書で説明される様々な技術を履行する、又は利用するか
もしれない、１又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・インター
フェース（ＡＰＩ）、再利用可能な制御部などを使用してもよい。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ための、高水準手順の、又はオブジェクト指向のプ
ログラミング言語において履行してもよい。しかしながら、プログラム（複数可）は、必
要ならば、アセンブリ又はマシン言語において履行してもよい。いずれの場合も、言語は
、コンパイル言語又はインタプリタ言語であってもよく、且つハードウェア履行と結合さ
れる。
【００９７】
　理解されるべきことであるが、この明細書で説明される機能的ユニットの多くは、１又
は複数の構成要素として履行してもよく、ここで構成要素とは、それらの履行独立性をよ
り詳細に強調するために使用される用語である。例えば、構成要素は、ハードウェア回路
として履行してもよく、該ハードウェア回路は、特注の超大規模集積（ＶＬＳＩ）回路又
はゲートアレイ、ロジックチップのような既製の半導体、トランジスタ、又は他のディス
クリート構成要素を備える。構成要素はまた、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・デバイスなどのよ
うな、プログラマブル・ハードウェア・デバイスにおいて履行してもよい。
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【００９８】
　構成要素はまた、様々なタイプのプロセッサによる実行に対して、ソフトウェアにおい
て履行してもよい。実行可能なコードの識別された構成要素は、例えば、１又は複数の物
理的又は論理的なブロックのコンピュータ命令を備え、これらは、例えば、オブジェクト
、手続き、又は機能として組織化してもよい。にもかかわらず、識別された構成要素の実
行可能なものは、物理的に一緒に位置する必要はなく、異なる場所に格納された異種の命
令を備えてもよく、これらは、論理的に一緒に結合される場合、構成要素を備え、且つ構
成要素に対して決められた目的を達成する。
【００９９】
　実際に、実行可能なコードの構成要素は、単一の命令又は多くの命令であってもよく、
且つ幾つかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラムの間に、及び幾つか
のメモリデバイスにまたがって、分布することさえあってもよい。同様に、動作的データ
は、構成要素内で識別され、且つ本明細書で例示されてもよく、且つ任意の適切な形態に
具現化され、且つ任意の適切なタイプのデータ構造の中で組織化されてもよい。動作的デ
ータは単一データセットとして収集してもよく、又は異なる記憶デバイスにわたることを
含めて、異なる場所にわたって分散させてもよく、且つ少なくとも部分的には、システム
又はネットワーク上の電子信号としてのみ存在してもよい。構成要素は、望ましい機能を
実施できるエージェントを含めて、受動的又は能動的であってもよい。
【０１００】
　この明細書を通して「実施例」を参照することは、実施例に関連して説明される特別な
特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する
。従って、この明細書を通して様々な箇所で「実施例において」という句が現れるが、こ
れは、必ずしも同じ実施形態を全て参照することではない。
【０１０１】
　本明細書で使用されるように、複数の項目、構造的要素、組成的要素、及び／又は材料
は、便宜上、共通のリストに提示してもよい。しかしながら、これらのリストは、あたか
もリストの各要素が、個々には別々の、しかも一意的な要素として識別されると解釈され
るべきである。従って、そのようなリストの個々の要素は、反対のことを指示することな
く、共通グループの中でのその提示に基づくだけで、同じリストの他の任意の要素の事実
上の等価物として解釈されるべきではない。加えて、本発明の様々な実施形態及び実施例
は、これらの様々な構成要素に対する代替例と共に、ここに参照してもよい。理解される
ことであるが、そのような実施形態、実施例、及び代替例は、互いの事実上の等価例と解
釈されるべきではなく、本発明の別々の表現、しかも自律した表現と考えられるべきであ
る。
【０１０２】
　前述のことは、明快さのために詳細に説明されてきたが、それらの原理から外れること
なく、ある変形及び変更がなされるかもしれないことは明らかであろう。注意するべきこ
とであるが、本明細書で説明されたプロセス及び装置の両方を履行する上で、多くの代替
的方法が存在する。よって、本実施形態は、例証的であるが、限定的ではないと考えられ
るべきである。そして本発明は、本明細書で与えられた詳細に限定されるべきではなく、
添付された請求項の範囲及び等価物の範囲内で変更してもよい。
【０１０３】
　本発明の根底にある原理から外れることなく、上で説明された実施形態の詳細に対して
、多くの変形がなされるかもしれないことは、当業者であれば正しく認識するであろう。
本発明の範囲は、それ故に、次の請求項によってのみ決定されるべきである。
［項目１］
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　セル選択又はセル再選択を実施し、且つ第１周波数における第１セル上にキャンプし、
　複数の近接サービスが第２周波数においてサポートされることを決定し、
　前記第２周波数上でデバイス間通信を開始し、且つ前記第２周波数においてデバイス間
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メッセージをトランシーバを用いて送信し、
　前記第１セルはサービングセルであり、
　前記デバイス間メッセージは、デバイス間発見メッセージ及びデバイス間通信メッセー
ジの１つを備える、
　ＵＥ。
　［項目２］
　項目１に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第２周波数上の第２セルからの、無線リソース制御（ＲＲＣ）ア
イドルモードのためのシステム情報を処理し、前記システム情報は、近接サービス情報を
含む、ＵＥ。
［項目３］
　項目２に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは、前記第２セルによって割り当てられた複数の近接サービスのためのリソー
スプールを決定するために、前記近接サービス情報を処理し、前記デバイス間メッセージ
は、前記第２周波数において送信される、ＵＥ。
［項目４］
　項目２に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記システム情報が複数の近接サービスのためのリソースプールを含
まないことを決定するために、前記ＵＥに前記システム情報を処理させる、ＵＥ。
［項目５］
　項目４に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第２周波数上で動作する第２セルを選択するために、周波数内セ
ル選択又は周波数内セル再選択を実施する、ＵＥ。
［項目６］
　項目５に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、ＲＲＣ接続要求を前記第２セルに送信し、前記デバイス間メッセージ
は、前記ＲＲＣ接続要求に呼応して送信される、ＵＥ。
［項目７］
　項目１から６のいずれか一項に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記第１周波数における前記第１セルから受信された、ブロードキャ
ストされたシステム情報に基づいて、複数の近接サービスをサポートする１又は複数のキ
ャリア周波数を識別し、前記１又は複数のキャリア周波数は、前記第２周波数を備える、
ＵＥ。
［項目８］
　項目１から６のいずれか一項に記載のＵＥであって、
　前記ＵＥは更に、前記ＵＥが前記第２周波数上で複数の近接サービスをサポートするこ
とに興味があることを指示するメッセージを、前記ＵＥに送信させる、ＵＥ。
［項目９］
　項目８に記載のＵＥであって、
　前記指示は、前記第２周波数に対する周波数情報を含む、ＵＥ。
［項目１０］
　進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）であって、
　１又は複数のプロセッサと、
　前記１又は複数のプロセッサと通信するコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュ
ータ可読媒体は実行可能な複数の命令を格納し、該複数の命令は、前記１又は複数のプロ
セッサによって実行される場合、前記ｅＮＢに、
　　第１ユーザ機器（ＵＥ）との、第１周波数における通信セッションを確立させ、
　　複数の近接サービスが前記第１周波数においてサポートされないという指示を前記第
１ＵＥに対して提供させ、且つ、
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　　複数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示を前記第１ＵＥに対し
て提供させ、前記１又は複数の周波数は第２周波数を備える、コンピュータ可読媒体と、
　を備える、ｅＮＢ。
［項目１１］
　項目１０に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記ｅＮＢに、前記第１周波数においてメッセージを送
信させ、該メッセージは、複数の近接サービスが前記第１周波数においてサポートされな
いという指示、及び複数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数の指示、の１
又は複数を含む、ｅＮＢ。
［項目１２］
　項目１１に記載のｅＮＢであって、
　前記メッセージは、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを備える、ｅＮＢ。
［項目１３］
　項目１１に記載のｅＮＢであって、
　前記メッセージは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを備える、ｅＮＢ。
［項目１４］
　項目１０から１３のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第１ＵＥから受信されたメッセージに基づいて、前
記第１ＵＥが前記第２周波数上で複数の近接サービスをサポートすることを、前記ｅＮＢ
に更に決定させ、ここで該メッセージは、１又は複数の周波数リソースを指示し、該周波
数リソース上で、前記ＵＥは複数の近接サービスをサポートし、前記１又は複数の周波数
リソースは、前記第２周波数を備える、ｅＮＢ。
［項目１５］
　項目１４に記載のｅＮＢであって、
　前記第１ＵＥから受信された前記メッセージは、帯域組み合わせパラメータを更に備え
、該帯域組み合わせパラメータは周波数を指示し、該周波数上で、複数の近接サービスが
前記第２周波数上で可能とされる間に、ネットワーク通信がサポートされる、ｅＮＢ。
［項目１６］
　項目１０から１３のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第２周波数において動作しているセルに前記第１Ｕ
Ｅをハンドオーバするためのハンドオーバコマンドを、ｅＮＢに更に送信させる、ｅＮＢ
。
［項目１７］
　項目１０から１３のいずれか一項に記載のｅＮＢであって、
　前記実行可能な複数の命令は、前記第１ＵＥが、前記第２周波数において動作している
基地局を選択するためのセル再選択を実施するのを可能とするために、前記第１ＵＥとの
ＲＲＣ接続を前記ｅＮＢに更に解除させる、ｅＮＢ。
［項目１８］
　ベースバンドプロセッサであって、
　第１周波数を使用する第１進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）との無線リソース制御（ＲＲＣ）接続モードにユーザ機器
（ＵＥ）を入れるための、ＲＲＣ通信セッションを確立するＲＲＣ構成要素と、
　前記ＵＥが前記第１ｅＮＢに送信するべきアシスタンス情報を備えるメッセージをフォ
ーマットするように構成されたアシスタンス情報構成要素であって、前記アシスタンス情
報は、前記ＵＥが第２周波数上での直接通信を可能としたいことを指示する、アシスタン
ス情報構成要素と、
　前記第２周波数を使用する第２ｅＮＢへのハンドオーバに呼応して、前記第２周波数上
での直接通信を開始するように構成された直接通信構成要素と、
　を備える、ベースバンドプロセッサ。
［項目１９］
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　項目１８に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記第２周波数において動作している第２ｅＮＢから受信されたシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）信号に基づいて、複数の近接サービスが第２周波数チャンネルにおいてサポー
トされることを決定する通信構成要素を更に備える、ベースバンドプロセッサ。
［項目２０］
　項目１８または１９に記載のベースバンドプロセッサであって、
　前記第２ｅＮＢとの前記ＲＲＣ接続モードが、直接通信リソース割り当てに対して要求
されることを決定する通信構成要素を更に備える、ベースバンドプロセッサ。
［項目２１］
　項目１８または１９に記載のベースバンドプロセッサであって、
　第１ワイヤレス周波数リソースにおいて前記第１ｅＮＢから受信されたシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）信号に基づいて、複数の近接サービスが第２ワイヤレス周波数リソース
においてサポートされることを決定する通信構成要素を更に備え、前記ＳＩＢ信号は、複
数の近接サービスをサポートする１又は複数の周波数リソースを指示し、前記１又は複数
の周波数リソースは、前記第２周波数を備える、ベースバンドプロセッサ。

【図１】 【図２】
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