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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスから、前記第１のデバイスのハンドオ
ーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信することと；
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従い、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンドオ
ーバを開始するか、または、延期するかを判断することと；
を含む、方法であって、
　前記ハンドオーバを延期することは、前記第１のデバイスにメッセージを送信すること
を含み、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記第１の測定結果レポートが前記第１のデ
バイスによって送信される、方法。
【請求項３】
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　請求項１及び請求項２のいずれかに記載の方法であって、
　前記ハンドオーバを開始することは、少なくとも１つの第２のデバイスの有効な測定結
果レポートがない場合、前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバイスからの、
少なくとも１つの第２の測定結果レポートを要求することと；
　前記第１の測定結果レポートが失効している場合、前記第１のデバイスからの有効な第
１の測定結果レポートを要求することと；
　所定の基準に従い、前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスのジ
ョイントハンドオーバのための、最良のターゲットセルまたはターゲット基地局を、少な
くとも部分的に、前記有効な第１の測定結果レポート及び前記少なくとも１つの第２の測
定結果レポートに基づいて選択することと；
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、
　前記最良のターゲットセルまたは前記最良のターゲット基地局へのジョイントハンドオ
ーバに失敗すると、前記所定の基準に従って、その次に最良なターゲットセルまたはその
次に最良なターゲット基地局を、前記有効な第１の測定結果レポート及び前記少なくとも
１つの第２の測定結果レポートに基づいて選択すること
を含む、方法。
【請求項５】
　請求項３及び請求項４のいずれかに記載の方法であって、
　前記所定の基準は、信号条件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス優先度と；
のうちの少なくとも１つに基づく、方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の方法であって、
　前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、信号強度の閾値、信号品質の閾値、並びにセルラーサ
ービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件のうちの少なくとも１つを
含む、方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の方法であって、
　ターゲット基地局またはターゲットセルが、前記Ｄ２Ｄクラスタ内の前記全てのデバイ
スのセルラーハンドオーバ条件を満たす場合、前記ターゲット基地局または前記ターゲッ
トセルへの前記Ｄ２Ｄクラスタのジョイントハンドオーバを、前記判断に先立って開始す
ることをさらに含む、方法。
【請求項８】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、前記第１のデバイスの移動
元基地局に第１の測定結果レポートを送信すること、ここで、前記第１の測定結果レポー
トは、前記第１のデバイスのハンドオーバが必要であることを示し、前記移動元基地局に
、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンド
オーバを開始するか、または、延期するかを判断させる、前記送信することと、
　前記移動元基地局からメッセージを受信することと、
を含み、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
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方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記送信することは、前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記第１の測定結果レ
ポートを送信することを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の方法であって、
　前記移動元基地局から、ターゲットセルまたはターゲット基地局にハンドオーバするハ
ンドオーバ命令を受信すること、ここで、前記ターゲットセルまたは前記ターゲット基地
局は、所定の基準に従って、少なくとも部分的に、前記第１の測定結果レポート及び前記
Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバイスから要求された測定結果レポートに基
づいて、前記移動元基地局によって選択される、前記受信すること、
をさらに含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記所定の基準は、信号条件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス優先度と；
のうちの少なくとも一つに基づく、方法。
【請求項１２】
　少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも一つ
のメモリとを備える装置であって、前記プログラムコードが、前記少なくとも一つのプロ
セッサに実行されると、前記装置に、少なくとも、
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスから、前記第１のデバイスのハンドオ
ーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信することと；
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従い、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンドオ
ーバを開始するか、または、延期するかを判断することと；
を遂行させるように構成され、ここで、
　前記ハンドオーバを延期することは、前記第１のデバイスにメッセージを送信すること
を含み、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
、装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であって、
　前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記第１の測定結果レポートが前記第１のデ
バイスによって送信される、装置。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の装置であって、
　前記ハンドオーバを開始することは、少なくとも１つの第２のデバイスの有効な測定結
果レポートがない場合、前記Ｄ２Ｄクラスタの前記少なくとも１つの第２のデバイスから
の、少なくとも１つの第２の測定結果レポートを要求することと；
　前記第１の測定結果レポートが失効していた場合、前記第１のデバイスからの有効な第
１の測定結果レポートを要求することと；
　所定の基準に従い、前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスのジ
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ョイントハンドオーバのための、最良のターゲットセルまたは最良のターゲット基地局を
、少なくとも部分的に、前記有効な第１の測定結果レポート及び前記少なくとも１つの第
２の測定結果レポートに基づいて選択することと；
を含む装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置であって、
　前記装置はさらに、前記最良のターゲットセルまたは前記最良のターゲット基地局への
ジョイントハンドオーバに失敗すると、前記所定の基準に従って、その次に最良なターゲ
ットセルまたはその次に最良なターゲット基地局を、前記有効な第１の測定結果レポート
及び前記少なくとも１つの第２の測定結果レポートに基づいて選択することを遂行させら
れる、装置。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の装置であって、
　前記所定の基準は、信号条件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス優先度と；
のうちの少なくとも一つに基づく、装置。
【請求項１７】
　請求項１２から１６のいずれかに記載の装置であって、
　前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、信号強度の閾値、信号品質の閾値、並びにセルラーサ
ービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件のうちの少なくとも１つを
含む、装置。
【請求項１８】
　請求項１２から１７のいずれかに記載の装置であって、
　ターゲット基地局またはターゲットセルが、前記Ｄ２Ｄクラスタ内の前記全てのデバイ
スのセルラーハンドオーバ条件を満たす場合、
　前記ターゲット基地局または前記ターゲットセルへの前記Ｄ２Ｄクラスタのジョイント
ハンドオーバを、前記判断に先立って開始することをさらに遂行させられる、装置。
【請求項１９】
　少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも一つ
のメモリとを備える装置であって、前記プログラムコードが、前記少なくとも一つのプロ
セッサに実行されると、前記装置に、少なくとも、
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、前記第１のデバイスの移動
元基地局に第１の測定結果レポートを送信すること、ここで、前記第１の測定結果レポー
トは、前記第１のデバイスのハンドオーバが必要であることを示し、前記移動元基地局に
、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンド
オーバを開始するか、または、延期するかを判断させる、前記送信することと、
前記移動元基地局からメッセージを受信することと、
を遂行させるように構成され、ここで、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
装置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の装置であって、
　前記送信することは、前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記第１の測定結果レ
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ポートを送信することを含む、装置。
【請求項２１】
　請求項１９または２０に記載の装置であって、
　前記移動元基地局から、ターゲットセルまたはターゲット基地局にハンドオーバするハ
ンドオーバ命令を受信すること、ここで、前記ターゲットセルまたは前記ターゲット基地
局は、所定の基準に従って、少なくとも部分的に、前記第１の測定結果レポート及び前記
Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバイスから要求された測定結果レポートに基
づいて、前記移動元基地局によって選択される、前記受信すること、
をさらに遂行させられる、装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の装置であって、
　前記所定の基準は、信号条件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）要件と；
　前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及
びＤ２Ｄサービス両方のサービス優先度と；
のうちの少なくとも一つに基づく装置。
【請求項２３】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスから、前記第１のデバイスのハンドオ
ーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信する手段と；
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従い、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンドオ
ーバを開始するか、または、延期するかを判断する手段と；
を備える装置であって、
　前記ハンドオーバを延期する場合は、前記第１のデバイスにメッセージを送信するよう
に構成され、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
装置。
【請求項２４】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、前記第１のデバイスの移動
元基地局に第１の測定結果レポートを送信する手段、ここで、前記第１の測定結果レポー
トは、前記第１のデバイスのハンドオーバが必要であることを示し、前記移動元基地局に
、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて前記ハンド
オーバを開始するか、または、延期するかを判断させる、前記送信する手段と、
　前記移動元基地局からメッセージを受信する手段と、
を備え、
　前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送信を制御するよう
に指示し、
　前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガするための前記Ｄ２Ｄハンド
オーバ条件と、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅延時間と、測定結果レポ
ートの要求とのうちの一つまたは複数を含む、
装置。
【請求項２５】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から１１のいずれかによる方法
を遂行させるように構成されるコンピュータプログラムコードを備えるコンピュータプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概して無線通信に関連する。より詳しくは、デバイス間（Ｄ２Ｄ
）通信のハンドオーバのための方法、装置、コンピュータ可読記憶媒体、コンピュータプ
ログラム製品に関する。
【背景】
【０００２】
　本節は、本発明の良好な理解促進を手助けできる態様を紹介する。さらに、本節の記述
は上記観点で読むことができ、何が従来技術であるか、または、何が従来技術でないかに
関する承認として理解されることはできない。
【０００３】
　現在、２台のユーザ機器（ＵＥ）が互いに近接して通信する場合、これらＵＥのデータ
経路は通信事業者ネットワーク経由で進む。このタイプの通信のための典型的なデータ経
路は、インフラ・セルラー・モード（infrastructure cellular mode）と称されうる。こ
こでは、進化型ノードＢ（eNB; evolved Node B）及び／またはゲートウェイ（GW(s)）が
含まれる。
【０００４】
　さらに、デバイス間（D2D）通信は、未来の無線通信システム－５Ｇ（第５世代）のた
めの不可欠な要素の候補として、広く議論される。ＵＥが互いに近接している場合、これ
らＵＥは、ローカル経路またはダイレクト経路を使用することができる。
【０００５】
　図１は、近接通信の状況を示す。この図１では、２台のＵＥがｅＮＢを介して、局所的
に順路が決められた（最適化された）経路を使用して通信する。これを、局所的ルーテッ
ドモード（locally-routed mode）と称することができる。図１に示すように、２台のＵ
Ｅ（UE1, UE2）及び２つのｅＮＢ（eNB1, eNB2）が図で示されている。２台のＵＥはｅＮ
Ｂ経由で通信し、これらＵＥは両方とも同一のｅＮＢによってサービスを提供されている
。そして、このｅＮＢ（または、ネットワークの他のノード）を用いて制御情報を交換す
る。
【０００６】
　図２は、別の近接通信の状況を示す。この図２では、２台のＵＥがダイレクト経路を使
用して通信する。これを、ダイレクトモード（direct mode）と称することができる。図
２に示すように、２台のＵＥ（UE1, UE2）及び２つのｅＮＢ（eNB1, eNB2）が図で示され
ている。２台のＵＥは、両者間にダイレクト経路を介して通信する。
【０００７】
　Ｄ２Ｄ通信は低電力と、エンドユーザ間の高いデータレート通信を提供する。また、デ
バイス自体またはｅＮＢ（最適化された経路のための）での局所的プロセスに起因して、
通信レイテンシが非常に短くなりうる。しかし、移動性により、ユーザ間に低レイテンシ
で信頼性の高い通信を常に提供できるわけではない。例えば移動性によって、Ｄ２Ｄペア
の一方のＵＥが別のｅＮＢへのハンドオーバを必要とする場合、ｅＮＢ間に見込まれる非
理想的なバックホール接続に起因して、進行中の遅延過敏なアプリケーションを維持する
のが容易でない。
【０００８】
　国際公開公報WO2011/109027A1には、Ｄ２Ｄハンドオーバのための方法が提供されてい
る。本方法は、各Ｄ２Ｄデバイスを別々の基地局に接続させるマルチセルＤ２Ｄ構成を維
持するより、むしろ両方のＤ２Ｄデバイスをハンドオーバさせる。
【摘要】
【０００９】
　上記の問題の一つまたは複数により良く対処するため、本発明では、Ｄ２Ｄ通信のため
のハンドオーバ・メカニズムを提案している。
【００１０】
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　本発明の第１の態様では、Ｄ２Ｄクラスタの第１のデバイスから、前記第１のデバイス
のハンドオーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信することと；Ｄ２
Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて、前記ハンドオー
バを開始するか、または、延期するかを判断することと；を含む方法が提供される。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記第１の測定結
果レポートが前記第１のデバイスによって送信される。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、前記ハンドオーバを開始することは、少なくとも１つの第２
のデバイスの有効な測定結果レポートがない場合、前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つ
の第２のデバイスからの、少なくとも１つの第２の測定結果レポートを要求することと；
前記第１の測定結果レポートが失効していた場合、前記第１のデバイスからの有効な第１
の測定結果レポートを要求することと；所定の基準に従って、前記第１のデバイス及び前
記少なくとも１つの第２のデバイスのジョイントハンドオーバのための最良のターゲット
セルまたは最良のターゲット基地局を、少なくとも部分的に、前記有効な第１の測定結果
レポート及び前記少なくとも１つの測定結果レポートに基づいて選択することと；を含む
ことができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、前記最良のターゲットセルまたは前記最
良のターゲット基地局へのジョイントハンドオーバに失敗すると、前記所定の基準に従っ
て、その次に最良なターゲットセルまたはその次にターゲット基地局を、前記有効な第１
の測定結果レポート及び前記少なくとも１つの第２の測定結果レポートに基づいて選択す
ることを含むことができる。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、前記所定の基準は、信号条件、前記第１のデバイス及び前記
少なくとも１つの第２のデバイスの、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービ
ス品質（QoS）要件、並びに、前記第１のデバイス及び前記少なくとも１つの第２のデバ
イスの、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービス優先度のうちの少なくとも
一つに基づいている。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、前記ハンドオーバを延長することは、前記第１のデバイスに
メッセージを送信すること、ここで、前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定
結果レポートの送信を制御するように指示する、前記送信することを含むことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、前記メッセージは、前記測定結果レポートの送信をトリガす
るための前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件、前記測定結果レポートの送信を延期するための遅
延時間、及び測定結果レポートの要求のうちの一つまたは複数を含むことができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は信号強度の閾値、信号品
質の閾値、並びにセルラーサービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービス品質（ＱｏＳ）の
閾値のうちの少なくとも１つを含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、前記方法はさらに、前記ターゲット基地局または前記タ
ーゲットセルが、前記Ｄ２Ｄクラスタ内の前記全てのデバイスのセルラーハンドオーバ条
件を満たす場合、前記ターゲット基地局または前記ターゲットセルへの前記Ｄ２Ｄクラス
タのジョイントハンドオーバを、前記判断に先立って開始することを含むことができる。
【００１９】
　本発明の第２の態様では、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、
前記第１のデバイスの移動元基地局に第１の測定結果レポートを送信すること含む方法が
提供される。上記第１の測定結果レポートは、前記第１のデバイスのハンドオーバが必要
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であることを示し、移動元基地局に、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って前記第１の測定結
果レポートに基づいて前記ハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断させる
。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、前記送信は、前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすと、前記
第１の測定結果レポートを送信することを含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、前記移動元基地局からメッセージを受信
すること、ここで、前記メッセージは、前記第１のデバイスに前記測定結果レポートの送
信を制御するように指示する、前記受信することを含むことができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、ターゲットセルまたはターゲット基地局
へのハンドオーバをするハンドオーバ命令を前記移動元基地局から受信することを含むこ
とができる。前記ターゲットセルまたは前記ターゲット基地局は、所定の基準に従って、
少なくとも部分的に、前記第１の測定結果レポート及び前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも
１つの第２のデバイスから要求された測定結果レポートに基づいて、前記移動元基地局に
よって選択される。
【００２３】
　本発明の第３の態様では、セルラーハンドオーバ条件を満たすと、デバイス間（Ｄ２Ｄ
）クラスタの第１のデバイスによって、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされているかどう
かを判断することと；前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされていると判断された場合、
前記第１のデバイスによって、前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバイスに
、セル測定命令を送信することと；を含む方法が提供される。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、少なくとも１つの第２のデバイスから少
なくとも１つの測定結果レポートを受信することと；所定の基準に従い、前記第１のデバ
イス及び前記少なくとも１つの第２のデバイスのジョイントハンドオーバのための、最良
のターゲットセルまたは最良のターゲット基地局を、少なくとも部分的に、前記少なくと
も１つの第２の測定結果レポートに基づいて選択することと；を含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、前記最良のターゲットまたは前記最良の
ターゲット基地局へのジョイントハンドオーバに失敗すると、前記所定の基準に従って、
その次に最良なターゲットセルまたはその次に最良なターゲット基地局を、前記少なくと
も１つの第２の測定結果レポートに基づいて選択することを含むことができる。
【００２６】
　本発明の第４の態様では、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第２のデバイスでセル測定
命令を受信すること含む方法が提供される。セル測定命令は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を
満たす前記Ｄ２Ｄクラスタの第１のデバイスによってトリガされる。前記方法はさらに、
前記セル測定命令に応答して測定結果レポートを送信することを含む。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、前記方法はさらに、ターゲットセルまたはターゲット基地局
へのハンドオーバをするハンドオーバ命令を受信することを含む。前記ターゲットセルま
たはターゲット基地局は、所定の基準に従って、少なくとも部分的に、前記第２のデバイ
スの前記測定結果レポートに基づいて選択される。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、前記セル測定命令は前記第１のデバイスによって送信される
。いくつかの実施形態では、前記セル測定命令は基地局によって送信される。
【００２９】
　本発明の第５の態様によれば、少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラ
ムコードを含む少なくとも一つのメモリとを備える装置が提供される。前記少なくとも一
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つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、少なくとも一つのプロセッサと共
に、前記装置に、少なくとも、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスから、前
記第１のデバイスのハンドオーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信
することと；Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて
、前記ハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断することと；を遂行させる
ように構成されている。
【００３０】
　本発明の第６の態様によれば、少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラ
ムコードを含む少なくとも一つのメモリとを備える装置が提供される。前記少なくとも一
つのメモリ及び前記プログラムコードが、前記少なくとも一つのプロセッサと共に、前記
装置に、少なくとも、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、前記第
１のデバイスの移動元基地局に、第１の測定結果レポートを送信することを遂行させるよ
うに構成される。上記第１の測定結果レポートは、前記第１のデバイスのハンドオーバが
必要であることを示し、移動元基地局に、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って前記第１の測
定結果レポートに基づいて前記ハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断さ
せる。
【００３１】
　本発明の第７の態様によれば、少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラ
ムコードを含む少なくとも一つのメモリとを備える装置が提供される。前記少なくとも１
つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサ
と共に、前記装置に、少なくとも、セルラーハンドオーバ条件を満たすと、デバイス間（
Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされている
かどうかを判断することと；前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされていると判断された
場合、前記第１のデバイスによって、前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバ
イスに、セル測定命令を送信することと；を遂行させるように構成されている。
【００３２】
　本発明の第８の態様によれば、少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラ
ムコードを含む少なくとも一つのメモリとを備える装置が提供される。前記少なくとも一
つのメモリ及び前記プログラムコードが、前記少なくとも一つのプロセッサと共に、前記
装置に、少なくとも、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第２のデバイスでセル測定命令を
受信することを遂行させるように構成される。前記セル測定命令は、Ｄ２Ｄハンドオーバ
条件を満たす前記Ｄ２Ｄクラスタの第１のデバイスによってトリガされる。前記装置はさ
らに、前記セル測定命令に応答して測定結果レポートを送信することを遂行させられる。
【００３３】
　本発明の第９の態様では、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスから、前記
第１のデバイスのハンドオーバが必要であることを示す第１の測定結果レポートを受信す
る手段と；Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って、前記第１の測定結果レポートに基づいて、
前記ハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断する手段と；を備える装置が
提供される。
【００３４】
　本発明の第１０の態様では、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって
、前記第１のデバイスの移動元基地局に第１の測定結果レポートを送信する手段を備える
装置が提供される。上記第１の測定結果レポートは、前記第１のデバイスのハンドオーバ
が必要であることを示し、移動元基地局に、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って前記第１の
測定結果レポートに基づいて前記ハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断
させる。
【００３５】
　本発明の第１１の態様では、セルラーハンドオーバ条件を満たすと、デバイス間（Ｄ２
Ｄ）クラスタの第１のデバイスによって、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされているかど
うかを判断する手段と；前記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされていると判断された場合
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、前記第１のデバイスによって、前記Ｄ２Ｄクラスタの少なくとも１つの第２のデバイス
に、セル測定命令を送信する手段と；を含む装置が提供される。
【００３６】
　本発明の第１２の態様では、デバイス間（Ｄ２Ｄ）クラスタの第２のデバイスでセル測
定命令を受信する手段を備える装置が提供される。前記セル測定命令は、Ｄ２Ｄハンドオ
ーバ条件を満たす前記Ｄ２Ｄクラスタの第１のデバイスによってトリガされる。前記装置
はさらに、前記セル測定命令に応答して測定結果レポートを送信する手段を備える。
【００３７】
　本発明の第１３の態様では、それが実行されると、本発明の第１の態様、第２の態様、
第３の態様、第４の態様の実施形態のいずれか一つによる方法で、前記装置に動作を実行
させるように構成されたコンピュータプログラムコードが記憶されたコンピュータ可読記
憶媒体が提供される。
【００３８】
　本発明の第１４の態様では、本発明の第１３の態様によるコンピュータ可読記憶媒体を
備えるコンピュータプログラム製品が提供される。
【００３９】
　本明細書に記載された内容の個々の実施形態は、以下に示す利点の一つまたは複数を理
解するために実行されうる。
【００４０】
　本明細書に記載された技術の個々の実施形態とともに、新しいハンドオーバ条件（いわ
ゆる、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件）がハンドオーバプロセスの中で紹介されている。Ｄ２Ｄ
ハンドオーバ条件に従うと、通常のハンドオーバが引き延ばされる場合がある。このよう
に、同一のＤ２Ｄクラスタ内にある全ＵＥを可能な限り同一のｅＮＢ下に置くことにより
、Ｄ２Ｄ通信を介する遅延によって影響を受けるアプリケーションによるサービスが提供
されることを可能にする。Ｄ２Ｄ通信のために提案されたハンドオーバ・メカニズムを用
いることにより、操作制御を行うｅＮＢの数を可能な限り少なくした、効率的なＤ２Ｄ制
御が達成されうる。さらに、提案されるハンドオーバ・メカニズムは、ｅＮＢを介する局
所的に順路が決められたＤ２Ｄ経路の場合のみでなく、Ｄ２Ｄダイレクト経路にも適用さ
れうる。
【００４１】
　本発明の実施形態のその他の特徴や利点は、以下の具体的な実施形態の説明を添付図面
と共に検討することになり理解されうるであろう。添付図面は本発明の実施形態の原理を
例を用いて描いている。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
　本発明の様々な実施形態の、上記態様及び他の態様、特徴、並びに利益は、実例方法に
よって、下記の詳細な説明及び添付図面から、より十分に明らかになるであろう。
【００４３】
【図１】近接通信の状況を例示的に示す。この図１では、２台のＵＥがｅＮＢを介して、
局所的に順路が決められた（最適化された）経路を使用して通信する。
【００４４】
【図２】別の近接通信の状況を例示的に示す。この図２では、２台のＵＥがダイレクト経
路を使用して通信する。
【００４５】
【図３ａ】本発明の実施形態を適用する前の状況の一例を示す。
【００４６】
【図３ｂ】本発明の実施形態を適用した後の図３ａの状況の一例を示す。
【００４７】
【図４】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセス（triggered handov
er process）のための例示的なシグナリング図を示す。
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【００４８】
【図５】本発明の別の実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセスのための例示的な
シグナリング図を示す。
【００４９】
【図６】本発明のさらに別の実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセスのための例
示的なシグナリング図を示す。
【００５０】
【図７】本発明の実施形態による基地局における方法の例示的フローチャートを示す。
【００５１】
【図８】本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第１のデバイスにおける方法の例示的
フローチャートを示す。
【００５２】
【図９】本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第１のデバイスにおける方法の別の例
示的フローチャートを示す。
【００５３】
【図１０】本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第２のデバイスにおける方法の例示
的フローチャートを示す。
【００５４】
【図１１】ユーザ機器の一例を示す。
【００５５】
【図１２】基地局の一例を示す。
【００５６】
　異なるいくつかの図面における同様の参照番号及び記号表示は、同様の要素を意味する
。
【詳細な説明】
【００５７】
　以下、本発明の本質及び主旨が、具体例を参照して説明されるであろう。これら全ての
実施形態は、当業者が本発明をよりよく理解し、実施するために提供されるにすぎず、本
発明の範囲を限定するためのものではない。例えば、一実施形態の一部として図示または
説明される特徴は、別の実施形態と共に使用されて、さらに追加的な実施形態をもたらす
ことができる。明瞭化のため、実施の全特徴は、本明細書に記載されない。
【００５８】
　上述のように、本発明の実施形態は、Ｄ２Ｄのためのハンドオーバの仕組みを提供して
いる。以下の説明では、提案されている仕組みが、図面に示された例示的実施形態に関し
て説明されるであろう。ｅＮＢを経由するＵＥ間の局所的ルーテッド経路（locally-rout
ed path）のケースが、一例として取り上げられる。しかし、当業者であれば、上記提案
されている仕組みは他のケース、例えば、ＵＥ間のダイレクト経路の場合及びセル選択の
間のアイドルモードの場合等にも適用されうることが理解できるであろう。
【００５９】
　図３ａは、本発明の実施形態を適用する前の状況の一例を示す。図示された状況には、
それぞれ通信可能エリア（セルともいう）をサポートしている２つの基地局が存在する。
基地局ＢＳ１及びＢＳ２は、その通信可能エリアにおいて、ＵＥ１及びＵＥ２のような無
線機器と通信する能力を有している。説明のため、２台の移動電話機ＵＥ、２つの基地局
（ＢＳ）、２つの通信可能エリアのみしか示されていないが、当業者であれは、異なる数
のＵＥ、ＢＳ、通信可能エリアでも同様に実装可能であることは理解できるであろう。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、基地局ＢＳ１及びＢＳ２は、ロング・ターム・エボリューシ
ョン（ＬＴＥ）規格を含む標準規格に準拠する進化型ノードＢ（eNB; evolved Node B）
として実装されてもよい。基地局ＢＳ１及びＢＳ２は、電気電子技術者協会（IEEE;the I
nstitute of Electrical and Electronic Engineers）の802.16標準規格と共に常に実装
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されてもよい。基地局ＢＳ１及びＢＳ２は、他の基地局、無線ネットワークコントローラ
（RNC）、コアネットワーク、サービングゲートウェイその他これらに類する、他のネッ
トワーク・ノードへの有線及び／または無線のバックホール・リンクを有することができ
る。
【００６１】
　ユーザ機器ＵＥ１及びＵＥ２は、携帯電話及び／または固定電話であってよい。さらに
、ユーザ機器ＵＥ１及びＵＥ２は、移動局や移動ユニット、加入者端末、無線端末、端末
等と言い表されることができる。ユーザ機器ＵＥ１及びＵＥ２は例えば、無線ハンドヘル
ドデバイスや、無線プラグインアクセサリ等として実装されてもよい。例えばユーザ機器
ＵＥ１及びＵＥ２は、移動電話機や、ネットワークへの無線接続手段を有するコンピュー
タ等の形態をとる場合もある。場合によっては、ユーザ機器は、少なくとも１つのプロセ
ッサ、少なくとも１つのコンピュータ可読記憶媒体（メモリ，ストレージ等）、無線アク
セスメカニズム、ユーザインタフェースのうちの一つまたは複数を含んでもよい。
【００６２】
　図３ａに示すように、２台の移動電話機ＵＥが同一基地局（例えば、図示されているよ
うなＢＳ１）に対して、同時にセル接続を有し、このセル接続は点線によって表されてい
る。２台のＵＥはさらに、同一基地局（例えば、ＢＳ１）を介する、アクティブな最適化
経路のＤ２Ｄ通信を有し、このＤ２Ｄ最適化経路は実線で表されている。例えば、ＵＥ１
及びＵＥ２は、進行中のＤ２Ｄアプリケーションを有する。このＤ２Ｄアプリケーション
は、大きな遅延が生じることが許されないアプリケーション（遅延過敏アプリケーション
）であってもよい。ここで、使用される「Ｄ２Ｄクラスタ」という語句は、２台の端末ご
とに、Ｄ２Ｄ通信を介する直接的または間接的な接続を有するデバイス群を意味する。
【００６３】
　通常のハンドオーバ条件に加え、新しいハンドオーバ条件を紹介する。明瞭化と説明の
ため、通常のハンドオーバ条件を「セルラーハンドオーバ条件（cellular handover cond
ition）」と称し、新たに紹介されるハンドオーバ条件を「Ｄ２Ｄハンドオーバ条件（D2D
 handover condition）」と称する。Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、信号強度の閾値、信号
品質の閾値（例えば、信号対雑音比（ＳＮＲ）等）、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービ
ス両方のサービス品質（ＱｏＳ）の閾値のうちの少なくとも一つを含むことができる。
【００６４】
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、ＢＳ及びＵＥ側での異なる指標に対応することができるこ
とに留意されたい。例えば、ＵＥ側では、リファレンスシグナル・レシーブド・クオリテ
ィ（RSRQ;reference signal received quality）が指標となりうるが、ネットワーク側で
は、チャネル・クオリティ・インジケータ（CQI;channel quality indicator）が指標と
なりうる。いくつかの実施形態では、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が、双方で同一の指標（例
えば、RSRQ）を有することができる。
【００６５】
　Ｄ２ＤクラスタにおけるＵＥの一つ（例えば、ＵＥ１）が、新規の基地局（例えば、図
示のようにＢＳ２）に向かって移動し、この新規の基地局ＢＳ２に対して上記セルラーハ
ンドオーバ条件を満たす場合、ネットワーク（例えば、ＢＳ１）は、信号条件（例えば、
信号強度、信号品質等）が所定のＤ２Ｄハンドオーバ条件より悪くなるまで、通常のハン
ドオーバを引き延ばすことができる。しかし、Ｄ２Ｄクラスタにおける全デバイスが、同
一のターゲット基地局または望ましくは同一のセルに対して上記セルラーハンドオーバ条
件を満たす場合、追加的な遅延なく、ジョイントハンドオーバ（joint handover）をトリ
ガさせることができる。（ここで、「基地局」とは、一つのサイトを構成する複数のセル
を意味することがあることに注意。）このように、Ｄ２Ｄレイテンシは、最小限にとどめ
ることができる。
【００６６】
　代替的に、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、全ＵＥまたはＤ２Ｄ適用可能（D2D-capable）
な全ＵＥに報知され、または、専用のシグナリングを用いて特定のＵＥ（例えば、アクテ
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ィブなＤ２Ｄ通信を有するＵＥ）に送信される。このＤ２Ｄハンドオーバ条件を使用して
、ＵＥ１のハンドオーバは通常のハンドオーバの後にトリガされる。
【００６７】
　ハンドオーバが必要な場合、換言すれば、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件より信号条件が悪く
なった場合、このことは、Ｄ２Ｄサービスが保証されない可能性があることを意味する。
そして、処理過程で利用可能な測定結果レポートが存在しない場合、ネットワークは、同
一のＤ２Ｄクラスタ内にある全デバイスからの測定結果を要求する。要求される測定結果
は、ＵＥ１の元々のターゲット基地局またはターゲットセルのみを対象とせず、Ｄ２Ｄハ
ンドオーバ条件より良好な信号条件を有する、ＵＥ１のその他の検出セルも対象とする。
【００６８】
　上記測定結果を得た上で、ＢＳ１は最良の候補基地局または望ましくは単一セルへのジ
ョイントハンドオーバを要求することができる。最良のターゲット基地局またはセルを選
択する間、信号条件に加えて、サービス品質（ＱｏＳ）要件ならびにセルラーアプリケー
ション及びＤ２Ｄアプリケーション両方のサービス優先度が考慮されうる。
【００６９】
　Ｄ２Ｄクラスタ内のデバイスに関する上記要求が受け付けられない場合（例えば、流入
制御に起因して）、ハンドオーバ要求は、その次に最良な候補基地局または望ましくは単
一セルに再送される。したがって、最終的に、Ｄ２Ｄクラスタ内のデバイスの最終的な行
き先が、ＵＥ１の元々のターゲット基地局またはターゲットセルと異なる場合がある。
【００７０】
　図３ｂは、本発明の実施形態を適用後（換言すると、ターゲット基地局への２台のＵＥ
のジョイントハンドオーバ後）の図３ａの例示的状況を示したものである。
【００７１】
　図３ｂに示されているように、２台のＵＥは、本明細書で提案されるハンドオーバの仕
組みに従って、ＢＳ２にハンドオーバされる。図３ｂでは、点線で示されたとおり、これ
ら２台のＵＥが同時にＢＳ２に対してセルラー接続を有している。さらに、これら２台の
ＵＥは、実線で示されたとおり、ＢＳ２を介するアクティブな最適化経路のＤ２Ｄ通信を
有している。すなわち、ハンドオーバの後、上記２台のＵＥは同一基地局下及び望ましく
は同一セル内に再度とどまる。このようにして、Ｄ２Ｄ経路は、低レイテンシで信頼性の
高い通信を提供し続けることができる。
【００７２】
　本明細書で使用される「基地局」という語句は、単一セルを指す場合もあれば、複数の
セルから成る１つのサイト（例えば、３セクタから成るサイト（a three-sector site）
）を指す場合もあることに留意すべきである。本発明の実施形態によると、レイテンシは
、あるサイトを構成する複数のセルの間で十分に少なくなると考えられ、Ｄ２Ｄクラスタ
のデバイスを、同一基地局内に（及び望ましくは同一セル（または、セクタ）内に）とど
まらせる場合がある。
【００７３】
　ＵＥ間のダイレクト経路の場合にも、同一のＤ２Ｄクラスタ内にある全ＵＥが、可能な
限り多く同一基地局にセルラー接続できるように、同様のハンドオーバが行われうる。Ｕ
Ｅ間ダイレクト経路はｅＮＢによって制御されるため、上記のこともまた、ＵＥ間ダイレ
クト経路の手助けとなるであろう。
【００７４】
　ＵＥがデュアルモード接続（dual mode connectivity）をサポートしている場合、セル
ラー接続（cellular connectively）及びＤ２Ｄによるハンドオーバは独立して管理され
うることに注目すべきである。一方、単一セルを通じた並列アプリケーションのための無
線リソース管理は、デュアルモード接続の場合、さらに容易かつ好ましいものでありうる
。
【００７５】
　さらに、間欠的なデータを送信するアプリケーションはいくつかありうるが、研究論文
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（例えば、3GPPの作業項目"LTE RAN Enhancements for Diverse Data Applications"）に
あるように、場合によっては、セルラー接続（RRC_CONNECTED）がシグナリングの減少及
び／または省電力を理由に解放される。この場合、デバイスが可能な限り同一サイトの下
に留まるように、提案されるハンドオーバの仕組みがセル選択中のアイドルモードに対し
ても適用されうる。
【００７６】
　このように、上記では本発明の実施形態による、提案されるハンドオーバの仕組みを簡
単に説明した。ＵＥ２のハンドオーバはＵＥ１とのＤ２Ｄ通信に起因してトリガされるこ
とがわかる。よって、提案されるハンドオーバの仕組みは、Ｄ２Ｄ強制ハンドオーバ・メ
カニズム（D2D triggered handover mechanism）と呼ぶことができる。以下では、より詳
しいハンドオーバプロセスがシグナリング図を参照して説明される。図では、シングルモ
ード接続の場合に関する例示的なシグナリングが、説明のために提供されている。
【００７７】
　図４は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセスのための例示的な
シグナリング図を示す。さらに、２台のＵＥ及び２つのＢＳが説明のために示されている
。
【００７８】
　ブロック４０１に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２はＢＳ１に対して同時のセルラー接続
を有する。さらに、ブロック４０２に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２は、ＢＳ１経由の進
行中の最適化Ｄ２Ｄ経路を有する。この最適化Ｄ２Ｄ経路によって、遅延過敏Ｄ２Ｄアプ
リケーションが使用中である。
【００７９】
　ＢＳ１（いわゆる、移動元基地局）は、エリア限定情報に従うＵＥ１及びＵＥ２の測定
手続きを構成している。測定構成には、測定対象、レポーティング構成（イベントまたは
時期による測定トリガ、測定レポートコンテンツ等を含む）、測定識別情報、測定間隔等
を含むことができる。イベントをトリガとする周期の測定結果レポートの基準は、例えば
、ＬＴＥで定義されているＡ３がありうる。イベントＡ３は、近隣セルがサービス提供中
のセルに対するオフセットより良好になったこと（いわゆる、セルラーハンドオーバ条件
）である。
【００８０】
　ＵＥ１が移動し、イベントをトリガとするレポーティング基準（いわゆる、ＬＴＥに記
載されているＡ３等のセルラーハンドオーバ条件）を満たす場合、ステップ４０３におい
て、ＵＥ１は、周期的に測定結果レポートを送信する等、その測定構成に従って移動元Ｂ
Ｓ１に測定結果レポートを送信するであろう。測定結果レポートは、移動元基地局（ＢＳ
１）、ターゲット基地局（例えば、ＢＳ２）、及び検出可能なあらゆるセルのリファレン
スシグナル・レシーブド・クオリティ（RSRQ）、リファレンスシグナル・レシーブド・パ
ワー（RSRP）等の測定結果を含むことができる。測定結果レポートは、別の基地局または
セル（例えば、ターゲット基地局ＢＳ２）へのＵＥ１のハンドオーバが必要であることを
示す。
【００８１】
　ＵＥ１からの測定結果レポートを受信すると、ＢＳ１は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従
って、測定結果レポートに基づいてハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判
断することができる。ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件より良好な場合、ステ
ップ４０４において、ＢＳ１はＵＥ１のハンドオーバを延期することができる。
【００８２】
　前述のとおり、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、信号強度の閾値、信号品質の閾値（例えば
、信号対雑音比（ＳＮＲ）等）、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス双方のサービス品
質（ＱｏＳ）の閾値のうちの少なくとも一つを含むことができる。例えば、セルラー通信
はヴォイップ（VoIP;voice over IP）用に使用することができ、一方、Ｄ２Ｄ通信はデー
タ送信のために使用することができる。上記セルラー通信とＤ２Ｄ通信とは、異なる優先
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順位とQoS要件とを有することができる。例えば、ハンドオーバの延期がセルラー通信に
よって提供される優先度の高いアプリケーションに影響を与えるおそれがある場合（換言
すること、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすこと）、ＢＳ１は、QoSを満足させるために
ＵＥ１のハンドオーバを簡素化して開始することができる。
【００８３】
　ＵＥ１のハンドオーバの延期を決定する場合、任意に、ステップ４０５において、ＢＳ
１はＵＥ１にメッセージ（例えば、アクノリッジメント（Acknowledgement））を送信す
ることができる。上記メッセージは、測定結果レポートの送信を制御するよう、ＵＥ１に
指示する。いくつかの実施形態では、測定結果レポートの送信をトリガさせるために、Ｕ
Ｅ１が、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件をその後に使用できるよう、メッセージがＤ２Ｄハンド
オーバ条件を含む場合がある。追加的または代替的に、上記メッセージは測定結果レポー
トの送信を延期するための遅延時間を含むことができる。ＵＥ１がＤ２Ｄハンドオーバ条
件及び遅延時間を認識している場合、より早く生じるイベントが測定結果レポートの送信
をトリガさせうる。システム構成によっては、ＵＥ１は、定期的な測定及びレポートを再
度開始することができ、または、トリガイベントに応答して測定及びレポートを一回実行
するだけの場合もある。このように、イベントによりトリガされるレポートのうち不要な
ものを回避することができる。
【００８４】
　他の実施形態では、ＵＥ１の通常のセルラーハンドオーバが引き延ばされる一方、同一
のＤ２Ｄクラスタ内の別のＵＥ（いわゆる、他のデバイス全て）が、ＵＥ１と同一のター
ゲット基地局または望ましくは同一のターゲットセルへのハンドオーバを望む場合、ＵＥ
１の測定結果レポートのいずれもが利用可能でなければ（図示せず）、ＢＳ１は測定結果
レポートの要求を含むメッセージをＵＥ１に送信することができる。このような場合、Ｄ
２Ｄクラスタのジョイントハンドオーバは、さらなる遅延なく開始されうる。
【００８５】
　さらにいくつかの他の実施形態では、しばらくして、例えば、現行の送信またはアップ
リンクの測定に関する、チャネル品質の指標またはいくつかの他の指標（例えば、サービ
ス品質）によって、ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件を満たすことを、ＢＳ１
が認めた場合、ＵＥ１の測定結果レポートのいずれも利用可能でなければ（図示せず）、
ＢＳ１は測定結果レポートの要求を含むメッセージをＵＥ１に送信することができる。
【００８６】
　図４について説明を続ける。上記メッセージ（例えば、アクノリッジメント）を受信し
て、例えば、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件及び／または遅延時間に基づいて、ＵＥ１は測定結
果レポートの送信を制御することができる。一実施形態では、任意のステップ４０６にお
いて、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすことに応じて、ＵＥ１はＢＳ１に測定結果レポー
トを送信する。前述のとおり、システム構成によっては、ＵＥ１は、定期的な測定及びレ
ポートを再度開始することができ、または、トリガイベントに応答して測定及びレポート
を一回実行するだけの場合もある。
【００８７】
　その後、ＢＳ１はＵＥ１のハンドオーバを開始する決定をすることができ、ステップ４
０７において、ＢＳ１はＤ２Ｄクラスタ内の他のＵＥからの測定結果レポートを要求する
ことができる。特に、ステップ４０８において、これらＵＥの測定結果レポートに有効な
ものがない場合、Ｄ２Ｄクラスタ内の他のＵＥ（例えば、ＵＥ２）に対して測定結果要求
を送信することができる。オプションで、ステップ４０９において、ＵＥ１からの先行の
測定結果レポート（例えば、ステップ４０６で受信したもの）が失効していた場合、ＢＳ
１はＵＥ１に測定結果要求を送信することができる。
【００８８】
　ステップ４１０及びステップ４１１において、Ｄ２Ｄクラスタ内のデバイスからの有効
な測定結果レポートを集めたのち、ステップ４１２において、ＢＳ１は最良のターゲット
セルまたは最良のターゲット基地局を選択することができ、このターゲットセルまたはタ
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ーゲット基地局に、Ｄ２Ｄクラスのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２）が所定の基準
に従ってハンドオーバされる。
【００８９】
　上記所定の基準は、信号条件（例えば、信号長、信号対雑音比（ＳＮＲ）等の信号品質
）、Ｄ２Ｄクラスタのデバイスの、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス両方のサービス
品質（QoS）要件、Ｄ２Ｄクラスタのデバイスの、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス
両方のサービス優先順位のうちの少なくとも１つに基づくことができる。
【００９０】
　ターゲットセルまたはターゲット基地局を選択した後、ステップ４１３において、ＢＳ
１は、選択されたターゲット基地局（例えば、図４のＢＳ３）にＤ２Ｄクラスタのデバイ
ス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２両方）に関するハンドオーバ（ＨＯ）要求を送信する。
【００９１】
　ステップ４１４において、ターゲット基地局ＢＳ３はＵＥ１及びＵＥ２に対する流入制
御を実行し、ステップ４１５において、移動元基地局ＢＳ１にハンドオーバ要求応答（例
えば、承認）を送信する。上記の受信したハンドオーバ要求応答に基づき、移動元基地局
ＢＳ１は、ステップ４１６及び４１７でそれぞれ、ＵＥ１及びＵＥ２にジョイントハンド
オーバ命令を送信する。
【００９２】
　ステップ４１８において、ＵＥ１及びＵＥ２はレイヤ１（Ｌ１）及び／又はレイヤ２（
Ｌ２）を再構成し、ステップ４１９及びステップ４２０においてそれぞれ、ターゲット基
地局ＢＳ３にハンドオーバ確認メッセージを送信する。
【００９３】
　上記ハンドオーバの遂行は、Ｄ２Ｄクラスタに関する制御情報を除き、通常のハンドオ
ーバと類似している。このＤ２Ｄクラスタに関する制御情報はさらに、移動元基地局ＢＳ
１とターゲット基地局ＢＳ３との間で交換される。上記制御情報は、例えば、Ｄ２Ｄリン
クに対する無線リソースの割当て、Ｄ２Ｄクラスタの識別情報（例えば、移動元基地局Ｂ
Ｓ１及びターゲット基地局ＢＳ３両方に有効かつ共通であろう、新規、共通のＤ２Ｄのア
ール・エヌ・ティー・アイ（ＲＮＴＩ（radio network temporary identifier））を含む
ことができる。
【００９４】
　ＢＳ３へのハンドオーバを行うと、ＵＥ１及びＵＥ２共にＢＳ３を介してセルラー接続
を有することができる。さらに、ＵＥ１及びＵＥ２は、ＢＳ３を介してそれらのＤ２Ｄ局
所的ルーテッド経路通信を継続することができる。本発明の実施形態によると、ＵＥ１及
びＵＥ２は、両方同時にＢＳ３にハンドオーバされる。そのため、Ｄ２Ｄレイテンシは最
小限に留めることができ、複数セルのＤ２Ｄ接続のスケジューリング及びシグナリングの
負荷を軽減することができる。
【００９５】
　いくつかのさらなる実施形態では、最良のターゲットセルまたは最良のターゲット基地
局へのジョイントハンドオーバに失敗（例えば、流入制御に起因して）した場合、移動元
基地局ＢＳ１は、その次に最良なターゲットセルまたはターゲット基地局を、所定の基準
に従って有効な測定結果レポートに基づいて選択することができる。
【００９６】
　図５は、本発明の別の実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセスのための例示的
なシグナリング図を示す。図５に示す例において、図４に示された実施形態との唯一の違
いは、セルラーハンドオーバ条件によってトリガされる測定結果レポートの送信を、ＵＥ
１が自発的に延期することである。
【００９７】
　図５のブロック５０１に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２はＢＳ１に対して同時のセルラ
ー接続を有する。さらに、ブロック５０２に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２は、ＢＳ１経
由の進行中の最適化Ｄ２Ｄ経路を有する。この最適化Ｄ２Ｄ経路によって、遅延過敏Ｄ２
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Ｄアプリケーションが使用中である。
【００９８】
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、全ＵＥまたはＤ２Ｄ適用可能な全ＵＥに報知され、または
、専用のシグナリング（図示せず）を用いて特定のＵＥ（例えば、アクティブなＤ２Ｄ通
信を有するＵＥ）に送信される。このＤ２Ｄハンドオーバ条件を使用して、ＵＥ１のハン
ドオーバは通常のセルラーハンドオーバについて後にトリガされる。
【００９９】
　続いて、ステップ５０３において、ＵＥ１は、上記Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たした
ことに応じて移動元基地局ＢＳ１に測定結果レポートを送信する。測定結果レポートは、
移動元基地局（ＢＳ１）、ターゲット基地局（例えば、ＢＳ２）、及び検出可能なあらゆ
るセルの、リファレンスシグナル・レシーブド・クオリティ（RSRQ）、リファレンスシグ
ナル・レシーブド・パワー（RSRP）等の測定結果を含むことができる。測定結果レポート
は、別の基地局またはセル（例えば、ターゲット基地局ＢＳ２）へのＵＥ１のハンドオー
バが必要であることを示す。
【０１００】
　ＵＥ１からの測定結果レポートを受信すると、ＢＳ１はブロック５０４において、Ｄ２
Ｄハンドオーバ条件に従って、ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件より悪く、Ｕ
Ｅ１のハンドオーバが必要であることを決定することができる。そして、ＢＳ１はＤ２Ｄ
クラスタ内の他のＵＥからの測定結果レポートを要求することができる。
【０１０１】
　続くステップ５０５～５１７は、図４のステップ４０８～４２０と同一であるため、そ
れらの説明はここでは省略する。
【０１０２】
　図６は、本発明のさらに別の実施形態によるＤ２Ｄ強制ハンドオーバプロセスに関する
例示的なシグナリング図を示す。図６に示す例示では、ハンドオーバはＵＥによって開始
される（いわゆる、ＵＥの自律的シナリオにおいて）。
【０１０３】
　図６のブロック６０１に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２はＢＳ１に対して同時のセルラ
ー接続を有する。さらに、ブロック６０２に示すように、ＵＥ１及びＵＥ２は、ＢＳ１経
由の進行中の最適化Ｄ２Ｄ経路を有する。この最適化Ｄ２Ｄ経路によって、遅延過敏Ｄ２
Ｄアプリケーションが使用中である。
【０１０４】
　Ｄ２Ｄハンドオーバ条件は、全ＵＥまたはＤ２Ｄ適用可能な全ＵＥに報知され、または
、専用のシグナリング（図示せず）を用いて特定のＵＥ（例えば、アクティブなＤ２Ｄ通
信を有するＵＥ）に送信される。このＤ２Ｄハンドオーバ条件を使用して、ＵＥ１のハン
ドオーバは通常のセルラーハンドオーバについて後にトリガされる。
【０１０５】
　そして、ステップ６０３において、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすことに応じて、Ｕ
Ｅ１は自身と同じＤ２Ｄクラスタ内にある他のＵＥ（例えば、ＵＥ２）に対して、セル測
定命令／セル測定要求を送信する。
【０１０６】
　ステップ６０４において、ＵＥ２からの測定結果レポートを受信したのち、ステップ６
０５において、ＵＥ１は最良のターゲットセルまたは最良のターゲット基地局を選択する
ことができ、このターゲットセルまたはターゲット基地局に、Ｄ２Ｄクラスタのデバイス
（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２）が所定の基準に従ってハンドオーバされる。
【０１０７】
　前述のとおり、上記所定の基準は、信号条件（例えば、信号長、信号対雑音比（ＳＮＲ
）等の信号品質）、Ｄ２Ｄクラスタのデバイスの、セルラーサービス及びＤ２Ｄサービス
両方のサービス品質（QoS）要件、Ｄ２Ｄクラスタのデバイスの、セルラーサービス及び
Ｄ２Ｄサービス両方のサービス優先順位のうちの少なくとも１つに基づくことができる。
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【０１０８】
　ターゲットセルまたはターゲット基地局を選択した後、ステップ６０６において、ＵＥ
１は、移動元基地局ＢＳ１にＤ２Ｄクラスタのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２両方
）に関するハンドオーバ（ＨＯ）要求を送信する。ハンドオーバ要求は、選択されたター
ゲットセルまたは選択されたターゲット基地局（例えば、図６のＢＳ３）へ、Ｄ２Ｄクラ
スタのハンドオーバを開始する。
【０１０９】
　続くステップ６０７～６１４は、図４のステップ４１３～４２０と同一であるため、そ
れらの説明はここでは省略する。
【０１１０】
　図７は、本発明の実施形態による基地局における方法の例示的フローチャートを示す。
【０１１１】
　ステップＳ７１０において、移動元基地局（例えば、図４～５のＢＳ１）は、Ｄ２Ｄク
ラスタの第１のデバイス（例えば、図４～５のＵＥ１）から、第１のデバイスのハンドオ
ーバが必要であることを示す、第１の測定結果レポートを受信する。前述のとおり、第１
の測定結果レポートは、セルラーハンドオーバ条件またはＤ２Ｄハンドオーバ条件によっ
てトリガされうる。
【０１１２】
　そして、Ｓ７２０において、移動元基地局は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って第１の
測定結果レポートに基づいてハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断する
。
【０１１３】
　第１のデバイスＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件より悪い場合、ステップＳ
７３０において、ＢＳ１はＵＥ１のハンドオーバを直ちに開始することができる。一方、
ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件より良好な場合、ステップＳ７４０において
、ＢＳ１はＵＥ１のハンドオーバを延期することができる。
【０１１４】
　ＵＥ１のハンドオーバの開始時にＢＳ１は、Ｄ２Ｄクラスタ内の少なくとも１つの第２
のデバイスからの測定結果レポートを要求することができる。少なくとも１つの第２のデ
バイスは、Ｄ２Ｄクラスタ内の第１のデバイス以外の他のいずれのデバイスでもよい。
【０１１５】
　特にステップＳ７３１では、これらＵＥの測定結果レポートに有効なものがない場合、
ＢＳ１は、Ｄ２Ｄクラスタ内の他のＵＥ（例えば、ＵＥ２）に測定結果要求を送信するこ
とができる。オプションで、ステップＳ７３２において、ＵＥ１からの先行の測定結果レ
ポート（例えば、ステップＳ７１０で受信したもの）が失効していた場合、ＢＳ１はＵＥ
１に測定結果要求を送信することができる。
【０１１６】
　ステップＳ７３１及びＳ７３２において、Ｄ２Ｄクラスタ内の全デバイスからの有効な
測定結果レポートを集めたのち、ステップ７３３において、ＢＳ１は最良のターゲットセ
ルまたは最良のターゲット基地局を選択することができ、このターゲットセルまたはター
ゲット基地局に、Ｄ２Ｄクラスのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２）が所定の基準に
従ってハンドオーバされる。
【０１１７】
　ターゲットセルまたはターゲット基地局を選択した後、ＢＳ１は、選択されたターゲッ
ト基地局（図示せず）にＤ２Ｄクラスタのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２両方）に
関するハンドオーバ（ＨＯ）要求を送信することができる。
【０１１８】
　最良のターゲットセルまたは最良のターゲット基地局へのジョイントハンドオーバに失
敗すると、移動元基地局ＢＳ１は所定の基準に従って、その次に最良なターゲットセルま
たはターゲット基地局を、Ｄ２Ｄクラスタのデバイスの有効な測定結果レポートに基づい
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て選択することができる。
【０１１９】
　ステップＳ７４０に戻って、ＢＳ１は、ＵＥ１のハンドオーバを延期する。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、ＵＥ１の通常のセルラーハンドオーバが延期されている間、
このＵＥ１が同一のターゲット基地局または望ましくは同一のターゲットセルへのハンド
オーバを希望する場合、ＢＳ１はステップＳ７４１において、同一Ｄ２Ｄクラスタ内の他
のＵＥから、測定結果レポートを受信することができる。そして、任意のステップＳ７４
２において、ＵＥ１からの先行の測定結果レポートが失効していた場合、ＢＳ１はＵＥ１
に測定結果レポートの要求を含むメッセージを送信することができる。
【０１２１】
　Ｄ２Ｄクラスタが２台を超えるデバイスを含む、さらなる実施形態では、Ｄ２Ｄクラス
タのジョイントハンドオーバは、Ｄ２Ｄクラスタ内の全デバイスの測定結果レポートに依
存する場合がある。換言すると、ネットワークがＤ２Ｄクラスタ内の第１のデバイスのハ
ンドオーバを延期することを決定する一方、このＤ２Ｄクラスタ内の他の全デバイスが同
一のターゲット基地局、望ましくは同一のターゲットセルへのハンドオーバを希望する場
合、さらなる遅延なくジョイントハンドオーバが開始されうる。そうでない場合、Ｄ２Ｄ
クラスタ内のデバイスの１つにおいて、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件が満たされるまで、ジョ
イントハンドオーバは保留されるであろう。
【０１２２】
　一方、ステップＳ７４１の有無に関わらず、任意のステップＳ７４２において、ＢＳ１
はＵＥ１にメッセージを送信することができる。上記メッセージは、測定結果レポートの
送信を制御するよう、ＵＥ１に指示する。
【０１２３】
　一実施形態では、上記メッセージはアクノリッジ・メッセージの場合がある。いくつか
の実施形態では、測定結果レポートの送信をトリガさせるために、ＵＥ１が、Ｄ２Ｄハン
ドオーバ条件をその後に使用できるよう、メッセージがＤ２Ｄハンドオーバ条件を含む場
合がある。追加的または代替的に、上記メッセージは測定結果レポートの送信を延期する
ための遅延時間を含むことができる。ＵＥ１がＤ２Ｄハンドオーバ条件及び遅延時間を認
識している場合、より早く生じるイベントが測定結果レポートの送信をトリガさせうる。
システム構成によっては、ＵＥ１は、定期的な測定及びレポートを再度開始する場合があ
り、または、上記トリガイベントに応答して測定及びレポートを一回実行するだけの場合
もある。このように、ＵＥ１による不要なイベントによってトリガされるレポートを回避
することができる。
【０１２４】
　さらに他の実施形態では、しばらくして、例えば、進行中の送信またはアップリンクの
測定に関する、チャネル品質の指標またはいくつかの他の指標（例えば、サービス品質）
によって、ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件を満たすことを、ＢＳ１が認めた
場合、ＵＥ１から受信した先行の測定結果レポートが失効していれば、ＢＳ１は、測定結
果レポートを送信するためにこのメッセージを使用してＵＥ１に情報提供することができ
る。この場合、上記メッセージは測定結果レポートの要求を含む。
【０１２５】
　その後、ステップＳ７４３において、ＢＳ１はＵＥ１から有効な測定結果レポートを（
もしあれば）受信することができる。そして、本方法はステップＳ７２０に戻る。ステッ
プＳ７２０でＢＳ１は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従い、有効な（いわゆる、新たに受信
した）測定結果レポートに基づいてハンドオーバを開始するか、または、延期するかを決
定する。代替的に、Ｄ２Ｄクラスタ内の他の全デバイスが同一のターゲット基地局または
セルにハンドオーバすることを希望することに応じて、測定結果レポートが受信された場
合、ＢＳ１は、さらなる遅延なくターゲット基地局またはセルへＤ２Ｄクラスタのジョイ
ントハンドオーバを開始することができる（図７に図示せず）。
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【０１２６】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＵＥ１のハンドオーバを延期することに先立ち、Ｄ
２Ｄクラスタ内の全デバイスの有効な測定結果レポートに基づいて、同一のターゲット基
地局またはセルが存在することをＢＳ１が確認した場合、ＢＳ１はＤ２Ｄハンドオーバ条
件に従う決定なしに、直ちにＤ２Ｄクラスタのジョイントハンドオーバを開始することが
できる。
【０１２７】
　図８は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第１のデバイスにおける方法の例示
的フローチャートを示す。
【０１２８】
　本方法はステップＳ８１０で開始し、ステップＳ８２０に続く。ステップＳ８２０で第
１のデバイス（例えば、図４～５に示すＵＥ１）が、この第１のデバイスの信号条件がセ
ルラーハンドオーバ条件を満たすかどうか判断する。セルラーハンドオーバ条件を満たさ
ない場合、第１のデバイスは自身の信号条件の監視を続行する。セルラーハンドオーバ条
件を満たす場合、本方法は任意であるステップＳ８３０に進む。
【０１２９】
　ステップＳ８３０で、第１のデバイスは自身の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件を満
たすかどうか判断する。Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たさない場合、第１のデバイスは自
身の信号条件の監視を続行する。Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たす場合、本方法はステッ
プＳ８４０に進む。
【０１３０】
　ステップＳ８４０で、第１のデバイスは、自身の移動元基地局（例えば、図４～５のＢ
Ｓ１）に第１の測定結果レポートを送信する。上記第１の測定結果レポートは、第１のデ
バイスのハンドオーバが必要であることを示す。そして、上記第１の測定結果レポートに
よって、移動元基地局は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件に従って第１の測定結果レポートに基
づいてハンドオーバを開始するか、または、延期するかを判断させられる。
【０１３１】
　移動元基地局がハンドオーバを延期することを決定する場合、任意のステップＳ８５０
において、メッセージが移動元基地局から受信される場合がある。上記メッセージは、第
１のデバイスによる測定結果レポートの送信を制御するよう、この第１のデバイスに指示
する。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、上記メッセージはアクノリッジ・メッセージである。そして
、このメッセージは、測定結果レポートの送信をトリガさせるために、ＵＥ１が、Ｄ２Ｄ
ハンドオーバ条件をその後に使用できるよう、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を含むことができ
る。追加的または代替的に、上記メッセージは測定結果レポートの送信を延期するための
遅延時間を含むことができる。
【０１３３】
　いくつかの他の実施形態では、上記メッセージは測定結果レポートの要求を含む場合が
ある。例えば、第１のデバイスの通常のセルラーハンドオーバが引き延ばされている間、
同一のＤ２Ｄクラスタ内の別のＵＥが、第１のデバイスと同一のターゲット基地局へのハ
ンドオーバを希望する場合、有効な測定結果レポートを取得するため、移動元基地局によ
って上記メッセージが送信される場合がある。別の例示として、しばらくして、進行中の
送信またはアップリンクの測定に関する、チャネル品質の指標またはいくつかの他の指標
（例えば、サービス品質）によって、ＵＥ１の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件を満た
すことを、ＢＳ１が認めた場合、ＢＳ１は、第１のデバイスからの測定結果レポートを要
求するために上記メッセージを使用することができる。
【０１３４】
　ステップＳ８５０で上記メッセージを受信すると、それに応じて第１のデバイスは自身
による測定結果レポートの送信を制御することができる。移動元基地局がＤ２Ｄハンドオ
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ーバ条件に従って、有効な（いわゆる、新たに受信した）測定結果レポートに基づいてハ
ンドオーバを開始するか延期するかを判断できるように、一旦、トリガイベントが生じる
と（例えば、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たす等）、遅延時間が満了するか、または、移
動元基地局によって要求されて、第１のデバイスは移動元基地局に測定結果レポートを送
信する（ステップＳ８６０）。
【０１３５】
　その後、ステップＳ８７０において、移動元基地局がハンドオーバを開始することを決
定した場合、第１のデバイスは移動元基地局からハンドオーバ命令を受信することができ
る。
【０１３６】
　その後、第１のデバイスはハンドオーバを実行することができる。
【０１３７】
　図９は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第１のデバイスにおける方法の別の
例示的フローチャートを示す。図９の方法は、図６に図示されたＵＥの自律的シナリオに
おいて実装されうる。
【０１３８】
　最初に数ステップ９１０～９３０は、図８のステップ８１０～８３０と同一であるため
、それらの説明はここでは省略する。
【０１３９】
　ステップＳ９４０において、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たすことに応じて、第１のデ
バイスは自身と同じＤ２Ｄクラスタ内の他のＵＥ（例えば、図６のＵＥ２）に対して、セ
ル測定命令を送信する。
【０１４０】
　ステップＳ９５０において、ＵＥ２からの測定結果レポートを受信したのち、ステップ
Ｓ９６０において、第１のデバイスであるＵＥ１は、最良のターゲットセルまたは最良の
ターゲット基地局を選択することができ、このターゲットセルまたはターゲット基地局に
、Ｄ２Ｄクラスタのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２）が所定の基準に従ってハンド
オーバされる。
【０１４１】
　ターゲットセルまたはターゲット基地局が選択されると、ステップＳ９７０において、
第１のデバイスであるＵＥ１がジョイントハンドオーバを開始することができる。特に、
ＵＥ１は、移動元基地局ＢＳ１にＤ２Ｄクラスタのデバイス（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２
両方）に関するハンドオーバ（ＨＯ）要求を送信する。ハンドオーバ要求は、選択された
ターゲットセルまたは選択されたターゲット基地局（例えば、図６のＢＳ３）へ、Ｄ２Ｄ
２クラスタのハンドオーバを開始する。
【０１４２】
　図１０は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄクラスタの第２のデバイスにおける方法の例
示的フローチャートを示す。Ｄ２Ｄクラスタにおいて、第１のデバイス（例えば、図４～
６のＵＥ１）及び第２のデバイス（例えば、図４～６のＵＥ２）は、ＢＳ１に対して同時
のセルラー接続を有し、ＢＳ１経由の進行中の最適化Ｄ２Ｄ経路を有している。そして、
この最適化Ｄ２Ｄ経路により、遅延過敏Ｄ２Ｄアプリケーションが使用中である。
【０１４３】
　ステップＳ１０１０において、第２のデバイス（例えば、ＵＥ２）はセル測定命令を受
信する。セル測定命令は、Ｄ２Ｄハンドオーバ条件を満たす第１のデバイスによってトリ
ガされる。
【０１４４】
　一実施形態では、移動元基地局（例えば、図４～５のＢＳ１）がＤ２Ｄハンドオーバ条
件に従って、第１のデバイスから受信した測定結果レポートに基づいて第１のデバイスの
ハンドオーバを開始することを決定した場合、第１のデバイスの移動元基地局によって測
定命令が送信される。
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【０１４５】
　他の実施形態では、第１のデバイスが自身の信号条件がＤ２Ｄハンドオーバ条件を満た
したと判断した場合、測定命令が第１のデバイスによって送信される。
【０１４６】
　そして、セル測定命令を受信すると、ステップＳ１０２０で第２のデバイスであるＵＥ
２が測定を実行する。
【０１４７】
　ステップＳ１０３０では、第２のデバイスがセル測定命令の送信元に測定結果レポート
を送信する。そして、この測定結果レポートの受信側は、このレポートを使用して所定の
基準に従って、ターゲットセルまたはターゲット基地局を選択する。ターゲットセルまた
はターゲット基地局の選択に関する詳細な説明は、移動元基地局及び第１のデバイスに関
する先の説明を参照してもよい。
【０１４８】
　最後に、第２のデバイスがジョイントハンドオーバ命令を受信し、それに応じてハンド
オーバを実行することができる（図示せず）。
【０１４９】
　このように上記では、シングルモード接続（a single mode connectivity）のケースに
関する例示的シグナリングを説明した。別の一ケースとして、マルチ接続（multi connec
tivity）があり得る（例えば、デュアルモード）。今後、ＵＥは複数のセル及び／または
ＢＳと接続される可能性がある。その場合、上記ＵＥは低レイテンシＤ２Ｄを可能にする
ために先行基地局でのＤ２Ｄ制御を維持することができるが、このＵＥはセルラー通信領
域内の別の基地局にハンドオーバされる。一方、QoSが双方に対して十分に満たされてい
る限り、上記最適ケースは、同一セル内のセルラー接続及びＤ２Ｄ制御の両方を維持する
であろう。
【０１５０】
　図１１は、ユーザ機器の一例を説明している。この一例は、図１～６に示したユーザ機
器ＵＥ１及びＵＥ２のうちの一台または複数台で実装される場合がある。ユーザ機器はア
ンテナ1120を備えてもよい。ユーザ機器は無線インタフェース1140を備えてもよい。無線
インタフェース1140は、フィルタや（D/Aコンバータのような）変換器、シンボル・デマ
ッパー（symbol demappaer）、逆高速フーリエ変換（IFFT）モジュール等の要素をさらに
備えてもよく、ダウンリンクやアップリンクで搬送されるシンボル（OFDMAシンボル等）
を処理する。いくつかの実施形態では、ユーザ機器は、IEEE 802.16, LTE, LTE-Advanced
等に準拠するものであってもよい。ユーザ機器はさらにプロセッサ1130を備えてもよい。
プロセッサ1130はユーザ機器を制御する。またプロセッサ1130は、メモリ1135に格納され
るプログラムコードにアクセスしそれを実行する。
【０１５１】
　さらに、ユーザ機器はコントローラ１１５０を備えてもよい。例えば、コントローラ11
50は、本明細書に記載のＤ２Ｄ関連の仕組みのうちの一つまたは複数を実行することがで
きる。そして、この仕組みは、測定を開始すること、測定結果レポートの送信を開始する
こと、その他これに類することを含む。
【０１５２】
　図１２は、基地局1200の例を描いたものである。基地局1200は図１～５に示された基地
局ＢＳ１において実装されてもよい。基地局はアンテナ1220を備えてもよい。このアンテ
ナ1220は、ダウンリンク、アップリンク、Ｄ２Ｄリンクを通じた送受信を行うように構成
されている。基地局はまた、アンテナ1220に組み合わされる無線インタフェース1240や、
プロセッサ1230を有する。プロセッサ1230は基地局を制御する。またプロセッサ1230は、
メモリ1235に格納されるプログラムコードにアクセスしそれを実行する。無線インタフェ
ース1240は、フィルタや（D/Aコンバータのような）変換器、マッパー（mapper）、高速
フーリエ変換（FFT）モジュール等の要素をさらに備えてもよく、１又は複数のダウンリ
ンクを通じて送信するシンボルを生成し、例えばアップリンクを通じてシンボルを受信す



(23) JP 6146832 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

る。ある実装例において、基地局は、IEEE 802.16やLTE、LTE-Advanced等に準拠するもの
であってもよい。ダウンリンクやアップリンクの無線周波数（RF）信号はOFDMA信号であ
ってもよい。基地局はＤ２Ｄモジュール1250を備えてもよい。Ｄ２Ｄモジュール１２５０
は、基地局、ｅＮＢ、及び／またはネットワークについて本明細書に記載されたＤ２Ｄの
仕組みに関する事項を、送信、受信、及び／または制御することができる。
【０１５３】
　本発明の実施形態はまた、図３～６と併せて説明される各ステップを実行するための手
段を備える装置を提供している。したがって、これら装置における各ユニットの詳細な動
作は、図３～６を参照する本発明の方法の前述の説明を参照されたい。
【０１５４】
　本発明はまた、コンピュータプログラムコードが格納されたコンピュータ可読記憶媒体
を提供する。このコンピュータプログラムは、その実行時、ある装置に本明細書で前述し
た方法で動作させるよう構成されている。さらに、本発明において提供されるコンピュー
タ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品が提供される。
【０１５５】
　本発明の例示的実施形態は、方法、装置（換言すると、システム）のブロック図、フロ
ーチャートを参照して、上記で説明されている。ブロック図及びフローチャートの各ブロ
ック、ブロック図及びフローチャート内のブロックの組み合わせのそれぞれは、コンピュ
ータプログラム命令を含む様々な手段によって実装されうる。これらのコンピュータプロ
グラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、他のプログラム可能な処理装置に
ロードされて機械を構成する。すなわち、コンピュータまたはプログラム可能な処理装置
で実行する命令は、フローチャートの（一つ以上の）ブロックにより特定される機能を実
装するための手段を具現化する。
【０１５６】
　前述のコンピュータプログラム命令は、例えば、サブルーチン及び／または関数であっ
てもよい。本発明の一実施形態におけるコンピュータプログラム製品は、少なくとも一つ
のコンピュータ可読記憶媒体を備え、前述のコンピュータプログラム命令は、このコンピ
ュータ可読記憶媒体上に記憶される。上記コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、光学的
なコンパクトディスク、または、ＲＡＭ（random access memory）若しくはＲＯＭ（read
 only memory）のような電子的なメモリデバイスでもよい。
【０１５７】
　本明細書には特定の実施詳細が多く含まれているが、これらは、あらゆる実装または請
求項の記載の範囲を限定するものとして解釈されるべきでない。むしろ、特定の実装の特
定の実施形態に特有な特徴の説明として解釈されるべきである。個々の実施形態のコンテ
キストにおいて、本明細書で説明されるいくつかの特徴もまた、単独の実施形態における
組み合わせで実現されうる。反対に、単独の実施形態のコンテキストに記載されている様
々な特徴は、複合的な実施形態で別々に実現され、または、あらゆる適切なサブコンビネ
ーションで実現されうる。さらに、いくつかの組み合わせでの作用、さらに最初に請求項
に記載されたものそれ自体での作用として、特徴が前述されている場合がある。しかし、
請求項に記載されたものの組み合わせからの一つ又は複数の特徴は、場合によっては、そ
の組み合わせから除外される可能性がある。そして、この請求項に記載されたものの組み
合わせは、サブコンビネーションまたはサブコンビネーションのバリエーションを対象と
しうる。
【０１５８】
　前述の実施形態は本発明を限定するものではなく、本発明を説明するために提供された
ものであることにも留意すべきである。また、変更及び変化は、当業者が容易に理解する
よう、本発明の主旨及び範囲を逸脱することなく適用されることを理解されたい。上記の
ような変更や変化は、本発明及び添付の請求項の範囲内であると考えられる。本発明の保
護範囲は、添付の請求項によって定義される。さらに、請求項における参照番号のいずれ
も、当該請求項を限定するものとして解釈されるべきではない。
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