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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信モード切替え方法であって、
　第１のＵＥと第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報を取得するステップと、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報に従って第１の通信モ
ードと第２の通信モードの切替えを実装するステップであって、前記第１のＵＥと前記第
２のＵＥは前記第１の通信モードで装置間通信を実施し、前記第１のＵＥは前記第２のＵ
Ｅと前記第２の通信モードで基地局を介して通信する、ステップと、
　を含み、
　前記装置間リンクの前記状態情報はリンク品質パラメータまたは距離パラメータを含み
、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報に従って前記第１の通
信モードと前記第２の通信モードの切替えを実装するステップは、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記リンク品質パラメータが第１の事前設定閾
値より低いか、もしくは、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記距離パラメータが
第２の事前設定閾値より高いとき、前記第１の通信モードから前記第２の通信モードに切
り替えるステップ、
　または、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記リンク品質パラメータが第３の事前設定閾
値より高いか、もしくは、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記距離パラメータが
第４の事前設定閾値より低いとき、前記第２の通信モードから前記第１の通信モードに切
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り替えるステップ、
　を含み、
　前記第１の通信モードから前記第２の通信モードに切り替える場合に、前記方法は、
　前記基地局によって、ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを前記第１のＵＥから受信するステップ
であって、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータが前記第１のＵＥにより前記第２のＵＥに送信さ
れているが確認フィードバックが受信されていないかもしくは拒否フィードバックが受信
されているステップと、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥから、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデー
タ、終了識別子パケットおよび前記ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応す
る第１のシーケンス番号を受信するステップと、
　前記基地局によって、前記シーケンス番号に従って前記ＰＤＣＰシーケンス番号なしの
ＳＤＵデータを前記終了識別子パケットまで採番するステップと、
　前記基地局によって、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータと採番したＳＤＵデータを前記第２
のＵＥに送信するステップと、
　をさらに含み、
　かつ／または、
　前記第２の通信モードから前記第１の通信モードに切り替える場合には、前記方法は、
　前記基地局によって、ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを前記第１のＵＥに送信するステップで
あって、前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータが前記基地局により前記第２のＵＥに送信されてい
るが確認フィードバックが受信されていないかもしくは拒否フィードバックが受信されて
いるステップと、
　前記基地局によって、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ、終了識別子パケッ
トおよび前記ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応する第１のシーケンス番
号を前記第１のＵＥに送信し、前記第１のＵＥが前記シーケンス番号に従って前記ＰＤＣ
Ｐシーケンス番号なしのＳＤＵデータを前記終了識別子パケットまで採番するステップと
、
　をさらに含む、通信モード切替え方法。
【請求項２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間のリンク品質情報が、観測参照信号、セル固有参
照信号および装置間リンク固有参照信号のうち少なくとも１つを測定することによって取
得された測定結果を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記リンク品質パラメータを取得するステップ
は、
　前記基地局によって測定制御情報を前記第１のＵＥに送信し、前記第１のＵＥが前記測
定制御情報に従って前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記装置間リンクを測定する
ステップと、
　前記基地局によって、測定結果を前記第１のＵＥから受信し、前記測定結果に従って前
記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記リンク品質パラメータを取得するステップと、
　を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間のリンクの前記距離パラメータを取得するステッ
プは、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記距離パラメータを、
前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの位置情報に従って取得するステップ
　または、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記距離パラメータを前
記第１のＵＥから取得するステップであって、前記距離パラメータは前記第１のＵＥによ
って前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間で送信される時間進行情報に従って取得される
ステップ
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　を含む、請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の通信モードから前記第２の通信モードに切り替えるステップは、
　前記基地局によって、前記基地局と前記第１のＵＥの間の接続および／または前記基地
局と前記第２のＵＥの間の接続を更新するステップと、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記接続を解放するステ
ップと、
　前記基地局によって、解放メッセージを前記第１のＵＥおよび／または前記第２のＵＥ
に送信し、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥが前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前
記接続を解放するステップと、
　を含む、請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の通信モードから前記第１の通信モードに切り替えるステップは、
　前記基地局によって、前記基地局への装置間接続確立要求メッセージの送信を前記第１
のＵＥに通知するステップと、
　前記基地局によって、前記装置間接続確立要求メッセージをコア・ネットワークに転送
して前記第１のＵＥを認証し許可するステップと、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥが前記コア・ネットワークにより認証され許可さ
れた後に前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の接続を構成し、前記基地局と前記第１の
ＵＥの間の接続および／または前記基地局と前記第２のＵＥの間の接続を更新するステッ
プと、
　前記基地局によって、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記接続の構成情報を前
記第１のＵＥと前記第２のＵＥに送信し、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥが前記第１の
ＵＥと前記第２のＵＥの間の前記接続を構成するステップと、
　を含む、請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局によって、前記基地局と前記第１のＵＥの間の接続および／または前記基地
局と前記第２のＵＥの間の接続を更新するステップは、
　前記基地局と前記第１のＵＥの間の第１のエア・インタフェースおよび／または前記基
地局と前記第２のＵＥの間の第２のエア・インタフェースにデフォルトのベアラが存在す
るとき、前記基地局によって、前記第１のエア・インタフェースおよび／または前記第２
のエア・インタフェースの構成を前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間のトラフィック・
フローのサービス品質に従って更新するステップと、
　前記基地局と前記第１のＵＥの間の第１のエア・インタフェースおよび／または前記基
地局と前記第２のＵＥの間の第２のエア・インタフェースにデフォルトのベアラが存在し
ないとき、前記基地局によって、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間のトラフィック・
フローのサービス品質に従って、発展型パケット・システムベアラを前記第１のエア・イ
ンタフェースおよび／または前記第２のエア・インタフェースにおいて生成し、前記第１
のエア・インタフェースおよび／または前記第２のエア・インタフェースを構成するステ
ップと、
　を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　通信モード切替え装置であって、
　第１のＵＥと第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報を取得するように構成された取
得モジュールと、
　第１の通信モードと第２の通信モードの切替えを前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間
の装置間リンクの状態情報に従って実装するように構成された切替えモジュールであって
、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥは前記第１の通信モードで装置間通信を実施し、前記
第１のＵＥは前記第２のＵＥと前記第２の通信モードで基地局を介して通信する、切替え
モジュールと、



(4) JP 5804585 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

　を備え、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間のリンク品質パラメータが第１の事前設定閾値よ
り低いか、もしくは、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の距離パラメータが第２の事
前設定閾値より高いとき、前記装置間リンクの前記状態情報はリンク品質パラメータまた
は距離パラメータを含み、前記切替えモジュールは前記第１の通信モードから前記第２の
通信モードに切り替え、または、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記リンク品質
パラメータが第３の事前設定閾値より高いか、もしくは、前記第１のＵＥと前記第２のＵ
Ｅの間の前記距離パラメータが第４の事前設定閾値より低いとき、前記第２の通信モード
から前記第１の通信モードに切り替えるように構成され、
　前記装置は基地局であり、前記第１の通信モードから前記第２の通信モードに切り替え
る場合に、前記切替えモジュールはさらに、
　前記第１のＵＥにより前記第２のＵＥに送信されているが確認フィードバックが受信さ
れていないかもしくは拒否フィードバックが受信されているＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを前
記第１のＵＥから受信し、
　前記第１のＵＥから、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ、終了識別子パケッ
トおよび前記ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応する第１のシーケンス番
号を受信し、
　前記シーケンス番号に従って前記ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータを前記終
了識別子パケットまで採番し、
　前記ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータと採番したＳＤＵデータを前記第２のＵＥに送信する、
　ように構成され、
　かつ／または、
　前記第２の通信モードから前記第１の通信モードに切り替える場合には、前記切替えモ
ジュールはさらに、
　前記基地局により前記第２のＵＥに送信されているが確認フィードバックが受信されて
いないかもしくは拒否フィードバックが受信されているＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを前記第
１のＵＥに送信し、
　ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ、終了識別子パケットおよび前記ＰＤＣＰ
シーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応する第１のシーケンス番号を前記第１のＵＥに
送信し、前記第１のＵＥが前記シーケンス番号に従って前記ＰＤＣＰシーケンス番号なし
のＳＤＵデータを前記終了識別子パケットまで採番する、
　ように構成される、
　通信モード切替え装置。
【請求項９】
　前記装置は前記基地局であり、前記取得モジュールは測定制御情報を前記第１のＵＥに
送信し、測定結果を前記第１のＵＥから受信し、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の
前記リンク品質パラメータを前記測定結果に従って取得するか、または、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥの間の前記距離パラメータを前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの位置情
報に従って取得するか、または、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の前記距離パラメ
ータを前記第１のＵＥから取得するように構成され、前記距離パラメータは前記第１のＵ
Ｅと前記第２のＵＥの間で送信される時間進行情報に従って前記第１のＵＥによって取得
される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置は前記基地局であり、前記切替えモジュールは前記基地局と前記第１のＵＥの
間の接続および／または前記基地局と前記第２のＵＥの間の接続を更新し、前記第１のＵ
Ｅと前記第２のＵＥの間の前記接続を解放し、解放メッセージを前記第１のＵＥおよび／
または前記第２のＵＥに送信するように構成された、請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記切替えモジュールは、前記第１のＵＥに前記基地局への装置間接続確立要求メッセ
ージの送信を通知し、前記装置間接続確立要求メッセージをコア・ネットワークに転送し
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て前記第１のＵＥを認証し許可し、前記第１のＵＥが前記コア・ネットワークにより認証
され許可された後に前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の接続を構成し、前記基地局と
前記第１のＵＥの間の接続および／または前記基地局と前記第２のＵＥの間の接続を更新
し、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥの間の接続の構成情報を前記第１のＵＥと前記第２
のＵＥに送信するように構成された、請求項８乃至１０の何れか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、発明の名称を「通信モード切替えの方法および装置」とした、２０１１年９月
２９日出願の中国特許出願第２０１１１０２９３２８５．９号に対する優先権を主張し、
その全体を引用により本明細書に組み込む。
【０００２】
　本発明の諸態様は、通信技術の分野に関し、特に、通信モード切替えの方法および装置
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル通信技術の開発により、帯域幅に対する要求がますます増大している。モバイ
ル通信のスペクトル・リソースが限定されているので、帯域幅を効果的に利用することが
より重要になっている。
【０００４】
　Ｄ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ、装置間）システムは、情報共有、ゲーム
、ソーシャル・インタラクションおよびモバイル広告のようなサービスを提供することが
できる。Ｄ２Ｄ装置はブロードキャスト・ノードとして、そのピア・ツー・ピア装置がそ
の識別特徴、サービス、およびコンテンツを知ることができるように、文字列情報をブロ
ードキャストする。情報を受信した後、より詳細な情報を取得する必要がある場合には、
ピア・ツー・ピア装置は「ページング」信号をブロードキャスト・ノードに送信し、ブロ
ードキャスト・ノードが当該信号を受信した後にピア・ツー・ピア装置との接続を直接確
立する。Ｄ２Ｄシステムのローカル無線リソースを２２４個のリンクに分割することがで
き、各リンクは接続識別子に対応する。Ｄ２Ｄ装置は認識機能を有する。即ち、Ｄ２Ｄ装
置は自律的に外部環境を認識し、認識結果に基づいて自律リソース管理と構成を実施する
ことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　今日、セルラ・システムにおけるＤ２Ｄ通信技術を適用することで、スペクトル利用を
改善することができる。例えば、Ｄ２Ｄシステムは、共有モード（アンダーレイ）により
セルラ・システムと同一のリソースを共有して、スペクトル利用を改善することができる
。しかし、Ｄ２Ｄ通信モードと基地局により制御される通信モードとの間の相互切替えは
先行技術では未だ実現されておらず、したがって、セルラ・システムのスペクトル・リソ
ースを効果的に利用することはできない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の諸実施形態では、セルラ・システムのスペクトル・リソースを有効に利用でき
るようにする、通信モード切替えの装置および方法を提供する。
【０００７】
　本発明の第１の態様によれば、通信モード切替え方法を提供する。当該方法は、第１の
ＵＥと第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報を取得するステップと、第１のＵＥと第
２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報に従って第１の通信モードと第２の通信モードの
切替えを実装するステップであって、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードで装置
間通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地局を介して通信する
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ステップと、を含む。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、通信モード切替え方法を提供する。当該方法は、第１の
解放メッセージを第１のＵＥから受信して、第１の通信モードを第２の通信モードに切り
替えるステップであって、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードで装置間通信を実
施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地局を介して通信するステップと
、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第２のＵＥの間の接続
を更新して、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放するステップと、第２のＵＥが第
１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放できるように、第２の解放メッセージを第２のＵ
Ｅに送信するステップと、を含む。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、通信モード切替え方法を提供する。当該方法は、解放メ
ッセージを基地局から受信するステップと、当該解放メッセージを受信した後に第１のＵ
Ｅと第２のＵＥの間の接続を解放するか、または、当該解放メッセージを第２のＵＥに転
送して、当該解放メッセージを受信した後に第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放し
て、第１の通信モードを第２の通信モードに切り替えるステップであって、第１のＵＥと
第２のＵＥは第１の通信モードで装置間通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと当該基
地局を介して第２の通信モードで通信するステップと、を含む。
【００１０】
　本発明の第４の態様によれば、通信モード切替え装置を提供する。当該装置は、第１の
ＵＥと第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報を取得するように構成された取得モジュ
ールと、第１のＵＥと第２のＵＥの間の装置間リンクの状態情報に従って第１の通信モー
ドと第２の通信モードの切替えを実現するように構成された切替えモジュールであって、
第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードで装置間通信を実施し、第１のＵＥは第２の
ＵＥと第２の通信モードで基地局を介して通信する切替えモジュールと、を備える。
【００１１】
　本発明の第５の態様によれば、通信モード切替え装置を提供する。当該装置は、第１の
解放メッセージを第１のＵＥから受信して、第１の通信モードを第２の通信モードに切り
替えるように構成された受信モジュールであって、第１のＵＥと第２のＵＥが第１の通信
モードで装置間通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地局を介
して通信する受信モジュールと、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該
基地局と第２のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放する
ように構成された切替えモジュールと、を備える。
【００１２】
　本発明の第６の態様によれば、通信モード切替え装置を提供する。当該装置は、解放メ
ッセージを基地局から受信するように構成された受信モジュールと、当該解放メッセージ
を受信した後に第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放するか、または、当該解放メッ
セージを受信した後に当該解放メッセージを第２のＵＥに転送して第１のＵＥと第２のＵ
Ｅの間の接続を解放し、第１の通信モードを第２の通信モードに切り替えるように構成さ
れた切替えモジュールであって、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードで装置間通
信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと当該基地局を介して第２の通信モードで通信する
切替えモジュールと、を備える。
【００１３】
　上の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードと通信が基地局を介して実現される通信モー
ドとの間の切替えを、Ｄ２Ｄ装置間のリンク品質情報または距離情報に従って実装するこ
とができ、その結果、セルラ・システムのスペクトル・リソースを有効に利用することが
できる。
【００１４】
　本発明の諸実施形態における技術的解決策をより分かりやすく説明するために、諸実施
形態または先行技術で必要な添付図面を以下で簡単に説明する。明らかに、添付図面は本
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発明の特定の実施形態を示すにすぎず、当業者は創造的な作業なしに他の図面を導出する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の１実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。
【図２】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。
【図３】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。
【図４】本発明の１実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。
【図５】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。
【図６】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。
【図７】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。
【図８】本発明の別の実施形態に従う通信モード切替え装置の略構造図である。
【図９】本発明の別の実施形態に従う基地局の略構造図である。
【図１０】本発明の別の実施形態に従うユーザ装置の略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以降、本発明の諸実施形態における技術的解決策を、本発明の諸実施形態の添付図面を
参照して明確かつ十分に説明する。明らかに、本明細書で説明する実施形態は諸実施形態
の全部ではなく本発明の諸実施形態の一部である。当業者により本発明の諸実施形態に従
って創造的作業なしに取得される他の全ての諸実施形態は本発明の保護範囲に入る。
【００１７】
　本発明の技術的解決策は、グローバル・モバイル通信システム（ＧＳＭ（登録商標）、
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）シス
テム、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ、Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム、広域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ（登録商標）、Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シス
テム、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム、アドバンスト・ロング・ターム・エボリューション
（ＬＴＥ－Ａ、Ａｄｖａｎｃｅｄ　ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム
およびユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）のような様々な通信システム
に適用可能であることは理解される。本発明の諸実施形態を、ＬＴＥネットワークおよび
／またはＬＴＥ－Ａネットワークを例として説明するが、本発明はそれらには限定されな
い。
【００１８】
　ユーザ装置（ＵＥ、Ｕｓｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）は、モバイル端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ）またはモバイル・ユーザ装置等とも呼ばれ、無線アクセス・ネットワーク
（例えば、ＲＡＮ、Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介して１つまたは複
数のコア・ネットワークと通信することができる。ユーザ装置は、携帯電話（または、「
セルラ」電話とも呼ばれる）やモバイル端末を有するコンピュータのようなモバイル端末
であってもよく、したがって、無線アクセス・ネットワークと音声および／またはデータ
を通信するポータブル、ポケット、ハンドヘルド、コンピュータ搭載、または車載のモバ
イル装置であってもよいことは理解される。
【００１９】
　基地局は、ＧＳＭ（登録商標）もしくはＣＤＭＡにおける基地局（ＢＴＳ、Ｂａｓｅ　
Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、または、ＷＣＤＭＡ（登録商標）における
基地局（ＮｏｄｅＢ）、または、ＬＴＥにおける発展型基地局（ｅＮＢまたはｅ－Ｎｏｄ
ｅＢ、ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であってもよく、本発明はそれらには限
定されず、簡単のためにのみ、以下ではｅＮＢを例として諸実施形態を説明していること
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は理解される。
【００２０】
　Ｄ２ＤシステムのＤ２Ｄ装置は、基地局の制御のもとで通信を実施することができる。
基地局は、Ｄ２Ｄ装置間の直接通信およびＤ２Ｄ装置と当該基地局の間の通信を調整する
ことができ、その結果、干渉を回避することができる。例えば、Ｄ２Ｄ装置はセルラ・シ
ステムにアクセスする場合にセルラ・システムの時刻およびタイム・スロットに従う。Ｄ
２Ｄ通信モードでは、２つのＤ２Ｄ装置がセルラ・システムにより割り当てられたリソー
スに従ってＤ２Ｄ無線ベアラおよび対応するＤ２Ｄリンクを確立することができ、基地局
ではなくＤ２Ｄリンクを介してサービス送信を直接実施することができる。２つのＵＥが
基地局を介して通信する通信モード（以降、短縮して、ＵＥ基地局、または、ＵＥｅＮＢ
と称する）では、２つのＵＥは、セルラ・システムにより割り当てられたリソースに従っ
てＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ、発展型パケット・システム）
ベアラおよび対応するリンクを確立し、当該リンクを介してサービス送信を実施すること
ができる。しかし、セルラ・システムのスペクトルを効果的に利用するためにどのように
２つの通信モード間で適時に相互切替えを実施するかは非常に重要な課題である。
【００２１】
　図１は、本発明の１実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。図１の方
法を基地局またはＵＥにより実装してもよい。
【００２２】
　１１０で、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄリンクの状態情報を取得する。Ｄ２Ｄ
リンクの状態情報は、リンク品質パラメータまたは距離パラメータであってもよく、本発
明の諸実施形態はそれらに限定されず、Ｄ２Ｄリンクの状態情報を特徴付けるための他の
情報であってもよい。例えば、リンク品質パラメータが、セルラ・システムのリンク品質
を測定するための測定対象を測定することによって取得された取得結果であってもよい。
測定対象には、観測参照信号（ＳＲＳ、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）、セル固有参照信号（ＣＲＳ、Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｅ
　Ｓｉｇｎａｌ）等が含まれ、測定対象が、Ｄ２Ｄリンクの測定向けに特別に設計された
参照信号であってもよく、当該参照信号はＤ２Ｄリンク固有参照信号（Ｄ２ＤＲＳ）とも
呼ばれる。本発明の諸実施形態は、ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅ
ｃｅｉｖｉｎｇ　Ｐｏｗｅｒ、参照信号受信電力）／ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｑｕａｌｉｔｙ、参照信号受信品質）のような、測定
対象を測定することでＵＥにより取得されるリンク品質パラメータに応じてモード切替え
を判定してもよいが、本発明の諸実施形態は上述のパラメータの具体的な様式には限定さ
れない。さらに、距離パラメータを、長さまたは信号伝播時間により測定してもよい。
【００２３】
　例えば、基地局が、上記測定対象を含む、通信モード切替えに使用される測定制御でＤ
２Ｄ機能をサポートする装置を構成してもよい。ＵＥが、基地局によって構成された測定
制御に従ってＤ２Ｄリンクを測定して、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄリンクの状
態情報を取得してもよく、基地局が当該状態情報をＵＥから取得してもよいが、本発明の
諸実施形態はそれに限定されない。例えば、基地局がＤ２Ｄ装置の位置情報に従って距離
パラメータを取得し、Ｄ２Ｄ装置が、２つのＤ２Ｄ装置の間で送信された時間進行（ＴＡ
、Ｔｉｍｅ　Ａｄｖａｎｃｅ）情報に従って距離パラメータを取得してもよい。
【００２４】
　１２０で、第１の通信モードと第２の通信モードの切替えを第１のＵＥと第２のＵＥの
間のＤ２Ｄリンクの状態情報に従って実装する。ここで、第１のＵＥと第２のＵＥは第１
の通信モードでＤ２Ｄ通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地
局を介して通信する。
【００２５】
　例えば、モード切替えの判断を基地局またはＵＥにより実装してもよく、リンク品質パ
ラメータまたは距離パラメータがモード切替えの閾値を満たすときには、第１の通信モー
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ドと第２の通信モードの切替えを基地局とＵＥにより共同で実装してもよい。モード切替
えの様々な閾値に基づいて、第１の通信モードを第２の通信モードに切り替えてもよく、
または、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替えてもよい。第１のＵＥと第２の
ＵＥにより実施されるＤ２Ｄ通信が、第１のＵＥと第２のＵＥが直接Ｄ２Ｄリンクを介し
てサービス送信を実施するものであってもよく、第１のＵＥと第２のＵＥにより実施され
る基地局を介した通信が、第１のＵＥと第２のＵＥが第１のＵＥと当該基地局の間のリン
クおよび第２のＵＥと当該基地局の間のリンクをそれぞれ介してサービス送信を実施する
ものであってもよい
【００２６】
　本発明の諸実施形態によれば、第１の通信モードから第２の通信モードへの切替えが、
第１のＵＥと基地局の間の接続および第２のＵＥと基地局の間の接続を更新するステップ
と、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放するステップとを含んでもよい。第２の通
信モードから第１の通信モードへの切替えが、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を構成
するステップと、第１のＵＥと当該基地局の間の接続および第２のＵＥと当該基地局の間
の接続を更新するステップと、を含む。
【００２７】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って、Ｄ２Ｄ通信モ
ードとＵＥ基地局通信モードを切り替えることができ、その結果、セルラ・システムのス
ペクトル・リソースを有効に利用することができる。
【００２８】
　１２０で、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータが第１の事前設定閾値
より低いか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータが第２の事前設定閾
値より高いときに、第１の通信モードから第２の通信モードへ切り替える。
【００２９】
　例えば、２つのＤ２Ｄ装置の間のリンク品質パラメータが事前設定閾値より小さいまた
は２つのＤ２Ｄ装置の間の距離が事前設定閾値より大きいとき、これは、２つのＤ２Ｄ装
置の間の通信が最早適切ではなく、Ｄ２Ｄ通信モードからＵＥ基地局通信モードへの即時
切替えによりスペクトル利用を改善でき一方でサービス送信の信頼性を高めることができ
ることを意味する。第１のＵＥがモード切替えの判断を実行するケースでは、閾値を、専
用信号送信メッセージまたは既存のメッセージを介して基地局から取得して、Ｄ２Ｄ装置
に事前に格納してもよい。
【００３０】
　１２０で、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータが第３の事前設定閾値
より高いか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータが第４の事前設定閾
値より低いときに、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替える。
【００３１】
　例えば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が事前設定閾値より大きいかまたは２つのＤ
２Ｄ装置の間の距離が事前設定閾値より小さいとき、これは、２つのＤ２Ｄ装置の間のＤ
２Ｄ通信が適切であり、ＵＥ基地局通信モードからＤ２Ｄ通信モードへの即時切替えによ
りスペクトル利用の改善を促進できることを意味する。
【００３２】
　第１の閾値と第３の閾値が同一であってもよく、第２の閾値と第４の閾値も同一であっ
てもよいが、本発明の諸実施形態はそれに限定されないことに留意されたい。例えば、第
１の閾値と第２の閾値の間および第３の閾値と第４の閾値の間に事前設定の差分値があっ
てもよく、モード切替えに適切な閾値を設定することにより２つの通信モードの頻繁な切
替えを回避することができる。
【００３３】
　第１の通信モードから第２の通信モードに切り替えるかまたは第２の通信モードを第１
の通信モードに切り替えるときには、単に第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信されるサー
ビスを切り替えることができ、第１のＵＥまたは当該第２のＵの間の他のＵＥとのサービ
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スは当該切替えにより影響を受けないことに留意されたい。
【００３４】
　本発明の諸実施形態で提供する通信モード切替え方法を、図１を参照して、ＵＥによる
モード切替えの判断の実行の観点から以下で詳細に説明する。
【００３５】
　１１０で、第１のＵＥは測定制御情報を基地局から取得し、第１のＵＥは第１のＵＥと
第２のＵＥの間のリンクを当該測定制御情報に従って測定して、第１のＵＥと第２のＵＥ
の間の当該リンク品質パラメータを取得する。場合によっては、１１０で、第１のＵＥは
第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信され
る時間進行情報に従って取得するか、または、第１のＵＥは第１のＵＥと第２のＵＥの間
の当該距離パラメータを当該基地局から取得する。ここで、当該距離パラメータは、当該
基地局によって第１のＵＥと第２のＵＥの位置情報に従って取得される。
【００３６】
　例えば、測定制御情報が測定構成情報、通信モード切替え閾値または測定イベント・パ
ラメータを保持してもよく、ＵＥがＤ２Ｄリンクの測定結果を測定制御情報に従って取得
することができる。測定制御情報を、専用信号送信メッセージの方式で送信するかまたは
既存のメッセージにより運搬してもよい。
【００３７】
　１２０で、第１の通信モードから第２の通信モードへ切り替える必要があるときには、
第１のＵＥは、第１の解放メッセージを基地局へ送信して、当該基地局が第１のＵＥと第
２のＵＥの間の接続を解放し、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基
地局と第２のＵＥの間の接続を更新するようにしてもよく、第１のＵＥは、第２の解放メ
ッセージを第２のＵＥに送信して、第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解
放するようにし、第１のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放する。
【００３８】
　例えば、第１の解放メッセージを専用信号送信メッセージの方式で送信するかまたは既
存のメッセージにより運搬してもよく、当該第１の解放メッセージは、第２の通信モード
を第２の通信モードに切り替えるように基地局に指示するために使用される。当該基地局
は第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放する。これは、当該基地局が第１のＵＥと第
２のＵＥの間の接続の構成を解放する、即ち、当該基地局がＤ２Ｄ接続に関連する構成情
報を削除することを意味する。第１のＵＥは第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放す
る。これは、第１のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続の構成を解放する、即ち、
第１のＵＥが当該接続に関連する構成を削除することを意味する。
【００３９】
　１２０で、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替える必要があるときには、第
１のＵＥはＤ２Ｄ接続確立要求メッセージを基地局に送信して、当該基地局が第１のＵＥ
と第２のＵＥの間の接続を構成するようにしてもよく、第１のＵＥは第１のＵＥと第２の
ＵＥの間の接続の構成情報を当該基地局から受信し、第１のＵＥは第１のＵＥと第２のＵ
Ｅの間の接続を当該構成情報に従って構成する。Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージが、専用
信号送信メッセージの方式を採用してもよく、または、既存のメッセージ、例えば、Ｄ２
Ｄ接続を確立するプロセスを初期化するための既存の要求メッセージを採用してもよく、
第２の通信モードを第１の通信モードに切り替えることを示す情報が要求メッセージに保
持される。
【００４０】
　本発明の別の実施形態によれば、第１の通信モードから第２の通信モードに切り替える
場合には、当該方法はさらに、第１のＵＥがＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、パケット・データ収束プロトコル）ＳＤＵ（Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ、サービス・データ・ユニット）データを当該基地局に
送信するステップであって、ＰＤＣＰ　ＳＤＵは第１のＵＥにより第２のＵＥに送信され
るが確認フィードバック（例えば、ＡＣＫ）が受信されていないかまたは拒否フィードバ
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ック（例えば、ＮＡＣＫ）が受信されているステップと、当該基地局がＰＤＣＰシーケン
ス番号に従って終了識別子パケットまでＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータを採
番するように、第１のＵＥが、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ、終了識別子
パケットおよび当該ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応する第１のシーケ
ンス番号を当該基地局に送信するステップと、を含む。
【００４１】
　例えば、第１の通信モードから第２の通信モードに切り替える場合では、第２のＵＥに
おけるベアラに関連付けられたＰＤＣＰエンティティが先ず幾つかのＰＤＣＰ　ＳＤＵを
第１のＵＥから受信し、切替えの後にＰＤＣＰ　ＳＤＵを当該基地局から受信し始める。
なぜならば、幾つかのＰＤＣＰ　ＳＤＵが第１のＵＥにより当該基地局に転送され、幾つ
かのＰＤＣＰ　ＳＤＵが第１のＵＥにより第２のＵＥに送信されているが未だ確認されて
おらず、その前後に第２のＵＥのＰＤＣＰエンティティにより受信されたＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕが混乱する可能性があり、繰り返される可能性があるからである。本発明の１実施形態
によれば、確認されていないＰＤＣＰ　ＳＤＵを再送信し、当該基地局によって、当該Ｐ
ＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータを採番し、第２のＵＥがそれに従って混乱と反
復の問題を解消し、通信モード切替えのプロセスにおけるサービス継続性を保証すること
ができる。
【００４２】
　本発明の別の実施形態によれば、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替える場
合では、当該方法はさらに、第１のＵＥがＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを基地局から受信する
ステップであって、当該ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータが第１のＵＥにより第２のＵＥに送信さ
れているが確認フィードバックが受信されていないかまたは拒否フィードバックが受信さ
れているステップと、第１のＵＥが、当該基地局から、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳ
ＤＵデータ、終了識別子パケットおよび当該ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ
に対応する第１のシーケンス番号を受信するステップと、第１のＵＥが当該シーケンス番
号に従って当該ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータを当該終了識別子パケットま
で採番するステップと、第１のＵＥが当該ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータおよび採番したＳＤＵ
データを第２のＵＥに送信するステップと、を含む。第２の通信モードを第１の通信モー
ドに切り替えるケースは第１の通信モードから第２の通信モードに切り替えるケースと同
様であり、その詳細はここでは再度説明しない。
【００４３】
　上述のように、本発明の諸実施形態で提供する通信モード切替え方法を、図１を参照し
て、ＵＥによるモード切替えの判断の実行の観点から詳細に説明した。以降では、本発明
の諸実施形態で提供する通信モード切替え方法を、図１を参照して、基地局によるモード
切替えの判断の実行の観点から詳細に説明する。
【００４４】
　１１０で、基地局が測定制御情報を第１のＵＥに送信し、第１のＵＥが第１のＵＥと第
２のＵＥの間のリンクを当該測定制御情報に従って測定するようにし、当該基地局が測定
結果を第１のＵＥから受信して、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータを
当該測定結果に従って取得する。
【００４５】
　場合によっては、基地局が、第１のＵＥと第２のＵＥの位置情報に従って、第１のＵＥ
と第２のＵＥの間の距離情報または距離パラメータを取得する。例えば、当該基地局は、
既存の位置決め技術を用いることによって、第１のＵＥと第２のＵＥの位置情報を取得し
てもよく、当該位置情報に従って第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離情報を取得してもよ
く、または、当該基地局が、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを第１のＵＥ
から取得してもよい。ここで、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータは、第１の
ＵＥと第２のＵＥの間で送信される時間進行情報に従って第１のＵＥにより取得される。
【００４６】
　例えば、測定制御情報がモード切替え閾値または測定イベント・パラメータを保持して
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もよく、ＵＥが、測定制御情報に従って測定レポートの方式で取得されたＤ２Ｄリンクの
測定結果を基地局に定期的に報告してもよく、または、測定イベントの方式で基地局に報
告してもよい。測定制御情報と測定結果を、専用信号送信メッセージの方式で送信するか
または既存のメッセージにより運搬してもよい。本発明の諸実施形態はそれらに限定され
ず、当該測定結果が、専用信号送信メッセージに保持したフラグ・ビットであってもよい
。ここで、当該フラグ・ビットは、リンク品質を表すか、または、距離が長すぎるかどう
かを表すために使用される。例えば、１は良好な品質を示し、０は貧弱な品質を示す。
【００４７】
　１２０では、第１の通信モードから第２の通信モードへ切り替える必要があるときには
、当該基地局は当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第２のＵ
Ｅの間の接続を更新し、当該基地局は第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放し、当該
基地局は解放メッセージを第１のＵＥおよび／または第２のＵＥに送信して、第１のＵＥ
と第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放するようにする。
【００４８】
　例えば、第１の通信モードから第２の通信モードへ切り替える必要があると基地局が判
定したときには、当該基地局は先ず、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または
当該基地局と第２のＵＥの間の接続を更新して、第１のＵＥと第２のＵＥの間でサービス
を送信し、一方で、当該基地局は、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続に関連する構成情
報を解放してもよく、第１のＵＥと第２のＵＥに第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接
続の構成情報の解放を通知して、ＵＥに対するＤ２Ｄ通信モードを基地局通信モードに切
り替える。
【００４９】
　１２０で、基地局が当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第
２のＵＥの間の接続を更新すると、当該基地局と第１のＵＥの間の第１のエア・インタフ
ェースおよび／または当該基地局と第２のＵＥの間の第２のエア・インタフェースにデフ
ォルトのベアラが存在する場合には、当該基地局は、第１のＵＥと第２のＵＥの間のトラ
フィック・フローのサービス品質（ＱｏＳ、Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に
従って、当該第１のエア・インタフェースおよび／または当該第２のエア・インタフェー
スの構成を更新し、当該基地局と第１のＵＥの間の第１のエア・インタフェースおよび／
または当該基地局と第２のＵＥの間の第２のエア・インタフェースにデフォルトのベアラ
が存在しない場合には、第１のＵＥと第２のＵＥの間のトラフィック・フローのサービス
品質に従って、基地局が当該第１のエア・インタフェースおよび／または当該第２のエア
・インタフェースにＥＰＳベアラを生成し、当該第１のエア・インタフェースおよび／ま
たは当該第２のエア・インタフェースを構成する。
【００５０】
　例えば、ＵＥが先ずサービス確立を初期化するとき、ＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　
Ｓｔｒａｔｕｍ、非アクセス層）メッセージがＱｏＳ情報を含む。ＬＴＥシステムでは、
２つのＵＥが基地局を介してサービス送信を実施するとき、ＥＰＳベアラを確立する必要
がある。ＥＰＳベアラをデフォルトのベアラと専用ベアラに分割してもよく、ＥＰＳベア
ラはＵＥと基地局の間のエア・インタフェース上の無線ベアラにマップされる。ＬＴＥシ
ステムでは、基地局を通じて通信する２つのＵＥには一般にデフォルトのベアラが提供さ
れる。この場合、第１の通信モードから第２の通信モードに切り替えるとき、当該基地局
は、第１のＵＥと第２のＵＥの間のトラフィック・フローのサービス品質に従って２つの
ＵＥのデフォルトのベアラを更新してもよく、その結果、当該基地局を介してトラフィッ
ク・フローを第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信することができ、デフォルトのベアラが
ない場合には、ＥＰＳベアラを、第１のＵＥと第２のＵＥの間のトラフィック・フローの
サービス品質に従って第１のＵＥと第２のＵＥに対して確立する必要があり、当該基地局
を介してトラフィック・フローを第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信できるようにエア・
インタフェースを構成する必要がある。
【００５１】
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　１２０で、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替える必要があるとき、当該基
地局はＤ２Ｄ接続確立要求メッセージを当該基地局に送信したことを第１のＵＥに通知す
る。当該基地局はＤ２Ｄ接続確立要求メッセージをコア・ネットワークに転送して、第１
のＵＥを認証し許可する。当該基地局は、第１のＵＥが当該コア・ネットワークにより認
証され許可された後に、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を構成し、当該基地局と第１
のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第２のＵＥの間の接続を更新し、当該基地
局が第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続の構成情報を第１のＵＥと第２のＵＥに送信して
、第１のＵＥと第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を構成するようにする。
【００５２】
　例えば、基地局が第２の通信モードを第１の通信モードに切り替える必要があると判定
するとき、当該基地局が、Ｄ２Ｄ接続を確立するプロセスの初期化を第１のＵＥと第２の
ＵＥに通知してもよく、Ｄ２Ｄ接続を確立するプロセスは、ＵＥと当該基地局の間のトラ
フィック・フローのサービス品質に従って当該基地局が第１のＵＥと第２のＵＥの間の接
続を構成することを除いて、共通Ｄ２Ｄ接続を確立するプロセスと同様である。
【００５３】
　本発明の別の実施形態に従う、第１の通信モードから第２の通信モードに切り替えるケ
ースでは、当該方法はさらに、当該基地局がＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを第１のＵＥから受
信するステップであって、当該ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータが第１のＵＥにより第２のＵＥに
送信されているが確認フィードバックが受信されていないかまたは拒否フィードバックが
受信されているステップと、当該基地局が、第１のＵＥから、ＰＤＣＰシーケンス番号な
しのＳＤＵデータ、終了識別子パケットおよび当該ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵ
データに対応する第１のシーケンス番号を受信するステップと、当該基地局が当該シーケ
ンス番号に従って当該終了識別子パケットまで当該ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵ
データを採番するステップと、当該基地局が当該ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータと採番したＳＤ
Ｕデータを第２のＵＥに送信するステップと、を含む。
【００５４】
　本発明の別の実施形態に従う、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替えるケー
スでは、当該方法はさらに、当該基地局がＰＤＣＰ　ＳＤＵデータを第１のＵＥに送信す
るステップであって、当該ＰＤＣＰ　ＳＤＵデータが第１のＵＥにより第２のＵＥに送信
されているが確認フィードバックが受信されていないかまたは拒否フィードバックが受信
されているステップと、第１のＵＥが当該シーケンス番号に従って当該ＰＤＣＰシーケン
ス番号なしのＳＤＵデータを当該終了識別子パケットまで採番するように、当該基地局が
、ＰＤＣＰシーケンス番号なしのＳＤＵデータ、終了識別子パケットおよび当該ＰＤＣＰ
シーケンス番号なしのＳＤＵデータに対応する第１のシーケンス番号を、第１のＵＥに送
信するステップを含む。
【００５５】
　本発明の諸実施形態によれば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／ま
たは距離が遠すぎるときにすぐに、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替え
ることができ、それによりスペクトル利用が改善し、一方で、サービス送信の信頼性が高
まる。さらに、リンク品質が正常に復帰するかまたは距離が十分に短いとき、ＵＥ基地局
通信モードをＤ２Ｄ通信モードに切り替えることができ、それによりスペクトル利用が改
善する。
【００５６】
　図２は、本発明の別の実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。図２の
方法をＵＥにより実装してもよい。図２は、基地局により実装される図１の方法の部分に
対応し、その部分についてはここでは繰り返さない。
【００５７】
　２１０で、第１の解放メッセージを第１のＵＥから受信して、第１の通信モードを第２
の通信モードに切り替える。ここで、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードでＤ２
Ｄ通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地局を介して通信する
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。２２０で、基地局と第１のＵＥの間の接続および／または基地局と第２のＵＥの間の接
続を更新する。２３０で、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放する。
【００５８】
　場合によっては、別の実施形態として、当該方法はさらに、第２のＵＥが第１のＵＥと
第２のＵＥの間の接続を解放するように、第２の解放メッセージを第２のＵＥに送信する
ステップを含む。
【００５９】
　場合によっては、別の実施形態として、当該方法はさらに、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセ
ージを第１のＵＥから受信して、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替えるステ
ップと、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージをコア・ネットワークに送信して第１のＵＥを認
証し許可するステップと、第１のＵＥが当該コア・ネットワークにより認証され許可され
た後に、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を構成するステップと、当該基地局と第１の
ＵＥの間の接続および／または当該基地局と第２のＵＥの間の接続を更新するステップと
、第１のＵＥと第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を構成するように、第１
のＵＥと第２のＵＥの間の接続の構成情報を第１のＵＥに送信するステップと、を含む。
【００６０】
　場合によっては、別の実施形態として、２１０の前に、当該方法はさらに、第１のＵＥ
が第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータを測定するように、測定制御情報
を第１のＵＥに送信するステップを含む。
【００６１】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードとＵＥ基地局通信モードの間の切替えをＤ
２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、その結果、セルラ・シス
テムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。本発明の諸実施形態によれ
ば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／または距離が遠すぎるときすぐ
に、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替えることができ、それによりスペ
クトル利用が改善し、一方で、サービス送信の信頼性が高まる。さらに、リンク品質が正
常に復帰するかまたは距離が十分に短いとき、ＵＥ基地局通信モードをＤ２Ｄ通信モード
に切り替えることができ、それによりスペクトル利用が改善する。
【００６２】
　図３は、本発明の別の実施形態に従う通信モード切替え方法の略流れ図である。図３の
方法は、ＵＥにより実装される図１の方法の部分に対応し、その部分についてはここでは
繰り返さない。
【００６３】
　３１０で、解放メッセージを基地局から受信する。３２０で、当該解放メッセージを受
信した後に第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放し、または、当該解放メッセージを
受信した後に、当該解放メッセージを第２のＵＥに転送し第１のＵＥと第２のＵＥの間の
接続を解放して、第１の通信モードを第２の通信モードに切り替える。ここで、第１のＵ
Ｅと第２のＵＥは第１の通信モードでＤ２Ｄ通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと当
該基地局を介して第２の通信モードで通信する。
【００６４】
　場合によっては、別の実施形態として、当該方法はさらに、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセ
ージ要求を基地局から受信した後にＤ２Ｄ接続確立要求メッセージを当該基地局に送信し
て、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替えるステップと、第１のＵＥと第２の
ＵＥの間の接続の構成情報を当該基地局から受信するステップと、当該構成情報に従って
第２のＵＥとの接続を構成するステップとを含む。
【００６５】
　場合によっては、別の実施形態として、当該方法はさらに、測定制御情報を当該基地局
から受信するステップと、当該測定制御情報に従って第１のＵＥと第２のＵＥの間のリン
クを測定して、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータを取得するステップ
であって、当該リンク品質パラメータは第１の通信モードから第２の通信モードに切り替
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えるために使用されるステップとを含む。
【００６６】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードとＵＥ基地局通信モードの間の切替えをＤ
２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、その結果、セルラ・シス
テムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。本発明の諸実施形態によれ
ば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／または距離が遠すぎるときすぐ
に、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替えることができ、それにより、サ
ービス送信の信頼性が高まる。さらに、リンク品質が正常に復帰するかまたは距離が十分
に短いとき、ＵＥ基地局通信モードをＤ２Ｄ通信モードに切り替えることができ、それに
よりスペクトル利用が改善する。
【００６７】
　本発明の諸実施形態を、具体的な例を参照して以下でより詳細に説明する。図４は、本
発明の１実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。図４の方法は、Ｕ
Ｅにより実装される図１の方法の部分に対応し、図３の方法の１例である。
【００６８】
　４１０で、ｅＮＢが測定制御メッセージを第１のＵＥに送信する。例えば、ｅＮＢが、
第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄリンクに基づく測定構成情報を、Ｄ２Ｄリンク（Ｓ
ＲＳ、ＣＲＳ、Ｄ２Ｄ－ＲＳ、およびＵＥ間の距離等）の測定対象、Ｄ２Ｄリンク（ＳＲ
Ｓ－ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ、ＣＲＳ－ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ、Ｄ２ＤＲＳ－ＲＳＲＰ／ＲＳＲ
Ｑ、およびＵＥ間の距離値）の測定結果、測定期間、モード切替え閾値およびイベントの
ような、測定制御メッセージ（例えば、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ、ＲＲＣ接続再構成）の専用情報要素に置いてもよい。当該基地局は特
に、Ｄ２Ｄリンクの測定のために新たなＤ２Ｄリンク固有参照信号を構成し、測定制御メ
ッセージを介して当該新たなＤ２Ｄリンク固有参照信号を第１のＵＥに送信してもよい。
ｅＮＢは、第１のＵＥと第２のＵＥの位置情報に従って第１のＵＥと第２のＵＥの間の距
離パラメータを取得し、当該距離パラメータを測定構成情報とし、専用信号または測定制
御メッセージを介して当該距離パラメータを第１のＵＥに送信してもよい。モード切替閾
値が、参照信号閾値または距離閾値であってもよい。
【００６９】
　４１５で、第１のＵＥは、受信した測定制御メッセージに従ってＤ２Ｄリンク品質パラ
メータを取得する。例えば、第１のＵＥは、Ｄ２ＤリンクのＳＲＳ、ＣＲＳ、Ｄ２Ｄ－Ｒ
ＳおよびＤ２Ｄリンク固有参照信号のような参照信号を測定して、これらの参照信号に対
応するＳＲＳ－ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ、ＣＲＳ－ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ、Ｄ２ＤＲＳ－ＲＳＲ
Ｐ／ＲＳＲＱのようなリンク品質パラメータを取得してもよい。距離パラメータに従って
第１のＵＥによりモード切替えを判断するケースでは、４１５を省略することができる。
【００７０】
　４２０で、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄリンク品質が第１の閾値より小さいかまたは距離が第
２の閾値より大きいと判定する。第１のＵＥは、Ｄ２Ｄリンク測定結果をモード切替え閾
値と比較してもよい。例えば、第１のＵＥは、定式への測定結果をモード切替えイベント
で置き換えてリンクの状態を判定してもよい。Ｄ２Ｄリンク品質パラメータが第１の閾値
より小さいかまたは第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離が第２の閾値より大きいと判定し
た場合には、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮＢ間通信モードに切り替える必要があると判定
することができる。
【００７１】
　４２５で、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮＢ間通信モードに切り替える必要があると判定
したとき、第１のＵＥは解放メッセージをｅＮＢに送信して、Ｄ２Ｄリンクの解放とＵＥ
とｅＮＢの間のリンクへの切替えをトリガする。当該要求メッセージを、専用信号送信メ
ッセージまたは既存のメッセージに保持してもよい。例えば、解放メッセージの構造が、
セル・ハンドオーバを実施する間にソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへ送信されるハン
ドオーバ要求メッセージおよびＲＲＣ接続解放（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｌ
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ｅａｓｅ）メッセージのようなメッセージの構造と同様であってもよい。
【００７２】
　４３０で、解放メッセージを受信した後に、ｅＮＢはｅＮＢと第１のＵＥの間の接続を
更新し、一方で、ｅＮＢと第２のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間
のＤ２Ｄ接続を解放する。
【００７３】
　上述の接続の更新には無線ベアラの更新および／または確立が含まれる。ＵＥとｅＮＢ
の間のエア・インタフェース（Ｕｕインタフェース）にベアラが存在しないときには、新
たなベアラを確立する必要があり、Ｕｕインタフェースにデフォルトのベアラまたは他の
専用ベアラが存在するときには、当該ベアラを更新する必要がある。例えば、Ｕｕインタ
フェースのデフォルトのベアラが存在するときには、第１のＵＥと第２のＵＥの間のイン
タフェース（Ｕｄインタフェース）のトラフィック・フローのＱｏＳに従って、当該ベア
ラがＵｕインタフェースの構成を更新する必要がある。Ｕｕインタフェースのデフォルト
のベアラが存在しないときには、当該ベアラは、Ｕｄインタフェースのトラフィック・フ
ローのＱｏＳに従ってＵｕインタフェースにＥＰＳベアラを生成し、エア・インタフェー
スを構成して、Ｄ２Ｄ接続を介してサービスを送信するための要件を満たす必要がある。
【００７４】
　４３５で、場合によっては、ｅＮＢが、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続の構成を解放するよう
に、第１のＵＥにより送信された解放メッセージに応答する。
【００７５】
　４４０で、ｅＮＢが解放メッセージを第２のＵＥに送信して、第２のＵＥがＤ２Ｄ接続
の構成を解放するのをトリガする。要求メッセージを、専用信号送信メッセージまたは既
存のメッセージに保持してもよい。例えば、解放メッセージの構造が、セル・ハンドオー
バを実施する間にソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへ送信されるハンドオーバ要求メッ
セージやＲＲＣ接続解放メッセージのようなメッセージの構造と同様であってもよい。場
合によっては、解放メッセージを第１のＵＥによって第２のＵＥへ送信してもよい。
【００７６】
　４４５で、解放メッセージを送信または受信した後に、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続を解放
してもよい。例えば、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続の設定された構成情報を削除してもよい。
【００７７】
　４５０で、解放メッセージを受信した後に、第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間
のＤ２Ｄ接続を解放してもよい。例えば、第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ接続の設定された構成情
報を削除してもよい。
【００７８】
　場合によっては、ステップ４５５乃至４８５をステップ４５０の後に実施してもよい。
本発明の諸実施形態はそれに限定されず、ステップ４５５乃至４８５をステップ４２０の
前に実施してもよい。
【００７９】
　４５５で、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄリンク品質が第３の閾値より大きいかまたは距離が第
４の閾値より小さいと判定する。例えば、第１のＵＥが移動するかまたは環境が変化する
と、第１のＵＥが、近傍セル測定と同様な方式で、Ｄ２Ｄリンク品質がＤ２Ｄトラフィッ
クの送信要件を満たせることを発見するか、または、距離が十分に短いことをＴＡ情報に
より発見する。即ち、Ｄ２Ｄトラフィックの送信要件を満たすことができ、この場合、Ｕ
ＥがＵＥｅＮＢ間通信モードからＤ２Ｄ通信モードへの切替えをトリガすることができる
。
【００８０】
　４６０で、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続確立メッセージをｅＮＢに送信する。例えば、第１
のＵＥが、ｅＮＢが認証と許可のために要求メッセージのＮＡＳ部分をＭＭＥに転送する
ように、Ｄ２Ｄ接続タイプをｅＮＢに対して確立するプロセスを初期化する。
【００８１】
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　４６５で、Ｄ２Ｄ接続確立メッセージを受信した後、ｅＮＢがＤ２Ｄ接続を構成し、ｅ
ＮＢと第１のＵＥの間の接続およびｅＮＢと第２のＵＥの間の接続を更新する。例えば、
Ｄ２Ｄ接続タイプの確立要求をコア・ネットワークにより認証し許可した後に、ｅＮＢは
、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続の構成を実施する、即ち、第１のＵＥと第２
のＵＥの間でＤ２Ｄベアラを確立する。さらに、ｅＮＢは、ＵＥとｅＮＢの間の接続を更
新する、例えば、デフォルトのベアラの構成に従ってＵｕインタフェースのベアラを更新
するかまたはＵｕインタフェースのベアラを解放することができる。
【００８２】
　４７０で、ｅＮＢがＤ２Ｄ構成情報を第１のＵＥに送信する。ここで、Ｄ２Ｄ構成情報
はＤ２Ｄ接続の構成に使用される。場合によっては、ｅＮＢがスケジューリング情報を第
１のＵＥに送信して、リソース利用を改善してもよい。
【００８３】
　４７５で、ｅＮＢがＤ２Ｄ構成情報を第２のＵＥに送信する。ここで、Ｄ２Ｄ構成情報
はＤ２Ｄ接続の構成に使用される。場合によっては、ｅＮＢがスケジューリング情報を第
２のＵＥに送信して、リソース利用を改善してもよい。
【００８４】
　４８０で、第１のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続を構成する。例えば
、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続をＤ２Ｄ構成情報に従って構成して、第１のＵＥと第２のＵＥ
の間のＤ２Ｄ接続を確立する。
【００８５】
　４８５で、第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続を構成する。例えば
、第２のＵＥがＤ２Ｄ接続をＤ２Ｄ構成情報に従って構成して、第１のＵＥと第２のＵＥ
の間のＤ２Ｄ接続を確立する。
【００８６】
　さらに、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮＢ間通信モードに切り替えるケースでは、以降の
データ転送を第１のＵＥとｅＮＢの間で実施してもよい。解放メッセージを受信したとき
には、第１のＵＥは先ず、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ（第１のタイプ）のデータをｅＮＢに転送す
る。ここで、ＰＤＣＰ　ＳＤＵは第１のＵＥにより第２のＵＥに送信されているが、ＡＣ
Ｋが受信されていないかまたはＮＡＣＫが受信されている。第１のＵＥは、ＳＤＵ（即ち
、ＰＤＣＰシーケンス番号なし）データ（第２のタイプ）と終了識別子パケットをｅＮＢ
に転送する。一方、第１のＵＥは、第２のタイプのデータ・パケットの第１のＰＤＣＰシ
ーケンス番号をｅＮＢに通知する。ｅＮＢは、第１のＵＥにより通知された第２のタイプ
のデータ・パケットの第１のＰＤＣＰシーケンス番号に従って、終了識別子パケットまで
第２のタイプのデータ・パケットを採番する。ｅＮＢは最後に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを第２
のＵＥに送信する。場合によっては、第２のＵＥが、全てのアップリンクＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕを、未確認の第１のＰＤＣＰ　ＳＤＵパケットの先頭からｅＮＢに再送してもよい。
【００８７】
　ＵＥｅＮＢ間通信モードをＤ２Ｄ通信モードに切り替えるケースでは、以降のデータ転
送を第１のＵＥとｅＮＢの間で実施してもよい。ｅＮＢが解放メッセージを受信した（即
ち、ｅＮＢがＵｕインタフェースのベアラを解放するかまたは更新すると決定した）とき
、ｅＮＢは先ず、ＰＤＣＰ　ＳＤＵ（第１のタイプ）データを第１のＵＥに転送する。こ
こで、ＰＤＣＰ　ＳＤＵはｅＮＢによって第２のＵＥに送信されているが、ＡＣＫが受信
されていないかまたはＮＡＣＫが受信されている。ｅＮＢはＳＤＵ（即ち、ＰＤＣＰシー
ケンス番号なし）データ（第２のタイプ）と終了識別子パケットを第１のＵＥに転送する
。一方で、ｅＮＢは、第２のタイプのデータ・パケットの第１のシーケンス番号を第１の
ＵＥに通知する。第１のＵＥは、ｅＮＢにより通知された第２のタイプのデータ・パケッ
トの第１のＰＤＣＰシーケンス番号に従って、終了識別子パケットまで第２のタイプのデ
ータ・パケットを採番する。場合によっては、第１のＵＥが、全てのＰＤＣＰ　ＳＤＵを
、未確認の第１のＰＤＣＰ　ＳＤＵパケットの先頭から第２のＵＥに再送してもよい。第
１のＵＥは最後に、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを第２のＵＥに送信する。第２のＵＥは通信モード
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切替えの間に、ＰＤＣＰシーケンス番号に従って、全てのＰＤＣＰ　ＳＤＵを基地局から
受信でき、ＰＤＣＰ　ＳＤＵを順位付けできるので、通信モード切替えのプロセスにおけ
るサービス継続性を保証することができる。
【００８８】
　図５は、本発明の１実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。図５
の方法は、ＵＥにより実装される図１の方法の部分に対応し、図３の方法の１例である。
【００８９】
　５１０で、第１のＵＥは、第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信されたＴＡ情報に従って
、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを取得する。例えば、ＴＡ制御に類する
機能エンティティが第１のＵＥと第２のＵＥの間のインタフェース（Ｕｄインタフェース
）のＭＡＣ層に導入され、第１のＵＥは、第２のＵＥにより送信されたデータおよび／ま
たは信号に従って２つのＵＥの間の距離を（例えば、可変のｍ距離で表現するために）評
価することができる。
【００９０】
　５２０で、第１のＵＥがＤ２Ｄリンク距離が第２の閾値より大きいと判定する。第１の
ＵＥは、Ｄ２Ｄリンク距離をモード切替え閾値と比較してもよい。第１のＵＥと第２のＵ
Ｅの間の距離が第２の閾値より大きいと判定した場合には、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮ
Ｂ間通信モードに切り替える必要があると判定することができる。図５のステップ５２５
乃至５８５は図４のステップ４２５乃至４８５と同一であり、ここでは繰り返さない。
【００９１】
　図６は、本発明の別の実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。図
６の方法は、基地局によって実装される図１の部分に対応し、図２の方法の１例である。
【００９２】
　６１０で、ｅＮＢが測定制御メッセージを第１のＵＥに送信する。図６のステップ６１
０は図４のステップ４１０と同様であり、ここでは繰り返さない。
【００９３】
　６１５で、受信した測定制御メッセージに従ってＤ２Ｄリンク品質パラメータを取得す
るか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間で送信されたＴＡ情報に従って第１のＵＥと
第２のＵＥの間の距離パラメータを取得する。図６のステップ６１５は図４のステップ４
１５および図５のステップ５１０と同様であり、ここでは繰り返さない。
【００９４】
　６２０で、第１のＵＥが、リンク品質パラメータまたは距離パラメータのような測定結
果をｅＮＢに報告する。
【００９５】
　６２５で、ｅＮＢが、Ｄ２Ｄリンク品質が第１の閾値より小さいかまたは距離が第２の
閾値より大きいと判定する。ｅＮＢは、Ｄ２Ｄリンク測定結果をモード切替え閾値と比較
してもよい。例えば、第１のＵＥが、定式への測定結果を、リンクの状態を決定するため
のモード切替えイベントで置き換えてもよい。Ｄ２Ｄリンク品質パラメータが第１の閾値
より小さいかまたは第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離が第２の閾値より大きいと基地局
が判定した場合には、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮＢ間通信モードに切り替える必要があ
ると判定することができる。
【００９６】
　６３０で、ｅＮＢがｅＮＢと第１のＵＥの間の接続と、ｅＮＢと第２のＵＥの間の接続
とを更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続を解放する。図５のステップ５３
５は図４のステップ４３０と同様であり、ここでは繰り返さない。
【００９７】
　６４０で、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続の構成を解放するように、ｅＮＢが解放メッセージ
を第１のＵＥに送信する。
【００９８】
　６４５で、ｅＮＢは解放メッセージを第２のＵＥに送信して、ＵＥがＤ２Ｄ接続の構成
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を解放するのをトリガする。場合によっては、解放メッセージを第１のＵＥにより第２の
ＵＥに送信してもよい。
【００９９】
　６５０で、解放メッセージを受信した後に、第１のＵＥはＤ２Ｄ接続を解放することが
できる。例えば、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続の設定された構成情報を削除してもよい。
【０１００】
　６５５で、解放メッセージを受信した後に、第２のＵＥは第１のＵＥと第２のＵＥの間
のＤ２Ｄ接続を解放することができる。例えば、第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ接続の設定された
構成情報を削除してもよい。
【０１０１】
　場合によっては、ステップ６６０乃至６９５をステップ６５５の後に実施してもよい。
本発明の諸実施形態はそれに限定されず、ステップ６６０乃至６９５をステップ６２５の
前に実施してもよい。
【０１０２】
　６６０で、ｅＮＢが、Ｄ２Ｄリンク品質が第３の閾値より大きいかまたは距離が第４の
閾値より小さいと判定する。例えば、第１のＵＥが移動するかまたは環境が変化すると、
第１のＵＥは、近傍セル測定と同様な方式で、Ｄ２Ｄリンク品質がＤ２Ｄトラフィックの
送信要件を満たせることを発見するか、または、距離が十分に短いことをＴＡ情報により
発見する。即ち、Ｄ２Ｄトラフィックの送信要件を満たすことができる。この場合、ＵＥ
は測定レポートの方式でまたはイベントの方式で定期的にＤ２Ｄリンクの状態情報を基地
局に報告することができる。当該基地局は、リンク品質が第３の閾値より大きいかまたは
距離が第４の閾値より小さいことを、ＵＥが報告した測定レポートに従って判定して、Ｕ
ＥｅＮＢ間通信モードからＤ２Ｄ通信モードへの切替えをトリガする。
【０１０３】
　６６５で、ｅＮＢが第１のＵＥによりＤ２Ｄ接続を確立するプロセスを初期化する。６
７０で、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージ要求を受信した後、第１のＵＥが当該Ｄ２Ｄ接続
確立要求メッセージをｅＮＢに送信する。例えば、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続タイプをｅＮ
Ｂに対して確立するプロセスを初期化して、ｅＮＢが認証および許可のために要求メッセ
ージにおけるＮＡＳ部分をＭＭＥに転送する。
【０１０４】
　６７５で、ｅＮＢがＤ２Ｄ接続を構成し、ｅＮＢと第１のＵＥの間の接続およびｅＮＢ
と第２のＵＥの間の接続を更新する。図６のステップ６７５は図４のステップ４６５と同
様であり、ここでは繰り返さない。
【０１０５】
　６８０で、ｅＮＢがＤ２Ｄ構成情報を第１のＵＥに送信する。Ｄ２Ｄ構成情報はＤ２Ｄ
接続の構成に使用される。場合によっては、ｅＮＢがスケジューリング情報を第１のＵＥ
に送信して、リソース利用を改善してもよい。
【０１０６】
　６８５で、ｅＮＢがＤ２Ｄ構成情報を第２のＵＥに送信する。ここで、Ｄ２Ｄ構成情報
はＤ２Ｄ接続の構成に使用される。場合によっては、ｅＮＢがスケジューリング情報を第
２のＵＥに送信して、リソース利用を改善してもよい。
【０１０７】
　６９０で、第１のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続を構成する。例えば
、第１のＵＥがＤ２Ｄ接続をＤ２Ｄ構成情報に従って構成し、第１のＵＥと第２のＵＥの
間のＤ２Ｄ接続を確立する。
【０１０８】
　６９５で、第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄ接続を構成する。例えば
、第２のＵＥがＤ２Ｄ接続をＤ２Ｄ構成情報に従って構成し、第１のＵＥと第２のＵＥの
間のＤ２Ｄ接続を確立する。
【０１０９】
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　さらに、通信モード切替えのプロセスにおいて、図４に示す通信モード切替えの手続き
で説明したＰＤＣＰ　ＳＤＵデータ転送をＵＥとｅＮＢの間で実施してもよい。
【０１１０】
　図７は、本発明の別の実施形態に従う通信モード切替えの手続きの略流れ図である。図
７の方法は、基地局によって実装される図１の方法と、図２の方法との１例である。
【０１１１】
　７１０で、ｅＮＢが、既存の位置決め技術を用いて第１のＵＥと第２のＵＥの位置情報
を取得し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータ情報を第１のＵＥと第２のＵＥ
の位置情報に従って取得する。
【０１１２】
　７２０で、Ｄ２Ｄリンク距離が第２の閾値より大きいとｅＮＢが判定する。ｅＮＢは、
Ｄ２Ｄリンク距離をモード切替え閾値と比較し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離が第
２の閾値より大きいと判定した場合には、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥｅＮＢ間通信モードに
切り替える必要があると判定することができる。
【０１１３】
　図７の方法のステップ７３０乃至７９５は、図６の方法のステップ６３０乃至６９５と
同様であり、ここでは繰り返さない。
【０１１４】
　本発明の１実施形態に従う通信モード切替え方法を以上で説明した。本発明の諸実施形
態に従う通信モード切替え装置を、以下で図８乃至図１０を参照してそれぞれ説明する。
【０１１５】
　図８は、本発明の１実施形態に従う通信モード切替えの装置８００の略構造図である。
図８の装置８００は基地局またはＵＥであってもよい。図８の装置８００は取得モジュー
ル８１０と切替えモジュール８２０を備える。
【０１１６】
　取得モジュール８１０は、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄリンクの状態情報を取
得する。切替えモジュール８２０は、第１のＵＥと第２のＵＥの間のＤ２Ｄリンクの状態
情報に従って、第１の通信モードと第２の通信モードの切替えを実現する。ここで、第１
のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードでＤ２Ｄ通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥ
と第２の通信モードで基地局を介して通信する。
【０１１７】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードとＵＥ基地局通信モードの間の切替えをＤ
２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、その結果、セルラ・シス
テムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。
【０１１８】
　場合によっては、１実施形態として、Ｄ２Ｄリンクの状態情報が、リンク品質パラメー
タまたは距離パラメータを含み、第１のＵＥと第２のＵＥの間の当該リンク品質パラメー
タが第１の事前設定閾値より低いかもしくは第１のＵＥと第２のＵＥの間の当該距離パラ
メータが第２の事前設定閾値より高いときに切替えモジュール８２０は第１の通信モード
を第２の通信モードに切り替えるか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の当該リンク
品質パラメータが第３の事前設定閾値より高いかもしくは第１のＵＥと第２のＵＥの間の
当該距離パラメータが第４の事前設定閾値より低いときに第２の通信モードを第１の通信
モードに切り替える。
【０１１９】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００がＵＥであるケースでは、取得モジ
ュール８１０は測定制御情報を当該基地局から取得し、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリ
ンクを当該測定制御情報に従って測定して、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パ
ラメータを取得するか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを第１の
ＵＥと第２のＵＥの間で送信される時間進行情報に従って取得するか、または、第１のＵ
Ｅと第２のＵＥの間の当該距離パラメータを当該基地局から取得する。ここで、当該距離
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パラメータは当該基地局によって第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータに従って
取得される。
【０１２０】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００がＵＥであるケースでは、切替えモ
ジュール８２０は第１の解放メッセージを基地局に送信し、第２の解放メッセージを第２
のＵＥに送信して、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放する。
【０１２１】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００がＵＥであるケースでは、切替えモ
ジュール８２０はＤ２Ｄ接続確立要求メッセージを基地局に送信し、第１のＵＥと第２の
ＵＥの間の接続の構成情報を当該基地局から受信し、第１のＵＥが第２のＵＥとの接続を
当該構成情報に従って構成するようにする。
【０１２２】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００が基地局であるケースでは、取得モ
ジュール８１０は測定制御情報を第１のＵＥに送信し、測定結果を第１のＵＥから受信し
、第１のＵＥと第２のＵＥの間のリンク品質パラメータを当該測定結果に従って取得する
か、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを第１のＵＥと第２のＵＥの
位置情報に従って取得するか、または、第１のＵＥと第２のＵＥの間の距離パラメータを
第１のＵＥから取得する。ここで、当該距離パラメータは第１のＵＥによって第１のＵＥ
と第２のＵＥの間で送信される時間進行情報に従って取得される。
【０１２３】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００が基地局であるケースでは、切替え
モジュール８２０は当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第２
のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放して、解放メッセ
ージを第１のＵＥおよび／または第２のＵＥに送信する。
【０１２４】
　場合によっては、別の実施形態として、装置８００が基地局であるケースでは、切替え
モジュール８２０は、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージを当該基地局に送信したことを第１
のＵＥに通知し、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージをコア・ネットワークに転送して第１の
ＵＥを認証し許可し、第１のＵＥが当該コア・ネットワークにより認証され許可された後
に、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を更新し、当該基地局と第１のＵＥの間の接続お
よび／または当該基地局と第２のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間
の接続の構成情報を第１のＵＥと第２のＵＥに送信する。
【０１２５】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードとＵＥ基地局通信モードの間の切替えをＤ
２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、その結果、セルラ・シス
テムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。本発明の諸実施形態によれ
ば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／または距離が遠すぎるときすぐ
に、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替えることができ、それによりスペ
クトル利用が改善し、一方で、サービス送信の信頼性が高まる。さらに、リンク品質が正
常に復帰するかまたは距離が十分に短いとき、ＵＥ基地局通信モードをＤ２Ｄ通信モード
に切り替えることができ、それによりスペクトル利用が改善する。
【０１２６】
　基地局８００のユニットごとの動作と機能については図１の方法を参照することができ
、ここでは繰り返しを避けるために再度説明することはしない。
【０１２７】
　図９は、本発明の別の実施形態に従う基地局９００の略構造図である。図９の装置９０
０は、受信モジュール９１０と切替えモジュール９２０を備える。
【０１２８】
　受信モジュール９１０は、第１の解放メッセージを第１のＵＥから受信して、第１の通
信モードを第２の通信モードに切り替える。ここで、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通
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信モードでＤ２Ｄ通信を実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと基地局を介して第２の通信モ
ードで通信する。切替えモジュール９２０は、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および
／または当該基地局と第２のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接
続を解放する。
【０１２９】
　場合によっては、別の実施形態として、切替えモジュール９２０はさらに第２の解放メ
ッセージを第２のＵＥに送信して、第２のＵＥが第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解
放するようにする。
【０１３０】
　場合によっては、別の実施形態として、受信モジュール９１０はさらに、Ｄ２Ｄ接続確
立要求メッセージを第１のＵＥから受信して、第２の通信モードを第１の通信モードに切
り替える。切替えモジュール７２０はさらに、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージをコア・ネ
ットワークに転送して、第１のＵＥを認証し許可する。切替えモジュール９２０さらに、
第１のＵＥがコア・ネットワークにより認証され許可された後に第１のＵＥと第２のＵＥ
の間の接続を構成し、当該基地局と第１のＵＥの間の接続および／または当該基地局と第
２のＵＥの間の接続を更新し、第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続の構成情報を第１のＵ
Ｅに送信して、第１のＵＥが当該構成情報に従って第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を
構成するようにする。
【０１３１】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードと通信が基地局を介して実現される通信モ
ードとの間の切替えをＤ２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、
その結果、セルラ・システムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。本
発明の諸実施形態によれば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／または
距離が遠すぎるときすぐに、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替えること
ができ、それにより、スペクトル利用が改善し、一方で、サービス送信の信頼性が高まる
。さらに、リンク品質が正常に復帰するかまたは距離が十分に短いとき、ＵＥ基地局通信
モードをＤ２Ｄ通信モードに切り替えることができ、それによりスペクトル利用が改善す
る。
【０１３２】
　基地局９００のユニットごとの動作と機能については図２の方法を参照することができ
、ここでは繰り返しを避けるために再度説明することはしない。
【０１３３】
　図１０は、本発明の別の実施形態に従うユーザ装置１０００の略構造図である。図１０
のＵＥ１０００は、受信モジュール１０１０と切替えモジュール１０２０を備える。
【０１３４】
　受信モジュール１０１０は、解放メッセージを基地局から受信し、切替えモジュール１
０２０は当該解放メッセージを受信した後に第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放す
るか、または、当該解放メッセージを受信した後に、当該解放メッセージを第２のＵＥに
転送し第１のＵＥと第２のＵＥの間の接続を解放して、第１の通信モードを第２の通信モ
ードに切り替える。ここで、第１のＵＥと第２のＵＥは第１の通信モードでＤ２Ｄ通信を
実施し、第１のＵＥは第２のＵＥと第２の通信モードで基地局を介して通信する。
【０１３５】
　場合によっては、別の実施形態として、切替えモジュール１０２０はさらに、Ｄ２Ｄ接
続確立要求を基地局から受信した後に、Ｄ２Ｄ接続確立要求メッセージを当該基地局に送
信して、第２の通信モードを第１の通信モードに切り替え、第１のＵＥと第２のＵＥの間
の接続の構成情報を基地局から受信する。ここで、切替えモジュール１０２０により、第
１のＵＥは第２のＵＥとの接続を当該構成情報に従って構成することができる。
【０１３６】
　上述の技術的解決策では、Ｄ２Ｄ通信モードと通信が基地局を介して実現される通信モ
ードとの間の切替えをＤ２Ｄ装置の間のリンクの状態情報に従って実現することができ、
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その結果、セルラ・システムのスペクトル・リソースを有効に利用することができる。本
発明の諸実施形態によれば、２つのＤ２Ｄ装置間のリンク品質が貧弱になりかつ／または
距離が遠すぎるときすぐに、Ｄ２Ｄ通信モードをＵＥ基地局通信モードに切り替えること
ができ、それによりスペクトル利用が改善し、一方でサービス送信の信頼性が高まる。さ
らに、リンク品質が正常に復帰するかまたは距離が十分に短いとき、ＵＥ基地局通信モー
ドをＤ２Ｄ通信モードに切り替えることができ、それによりスペクトル利用が改善する。
【０１３７】
　ＵＥ１０００のユニットごとの動作と機能については図３の方法を参照することができ
、ここでは繰り返しを避けるために再度説明することはしない。
【０１３８】
　本明細書で開示した諸実施形態と関連して説明した様々な例示的なユニットおよびアル
ゴリズムのステップを電子ハードウェア、または、コンピュータ・ソフトウェアと電子ハ
ードウェアの組合せとして実装できることは当業者には理解される。かかる機能をハード
ウェアで実装するかソフトウェアで実装するかは、技術的解決策と設計制約の具体的な適
用に依存する。当業者ならば、説明した機能を具体的な適用ごとに様々に実装できるが、
かかる実装の決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こすものと解釈すべきではない。
【０１３９】
　説明の便宜および簡単さのため、上述のシステム、装置、およびユニットの詳細な動作
手順を、方法の諸実施形態における対応する手続きから難なく導出でき、本明細書では繰
り返していないことは当業者には理解される。
【０１４０】
　理解できるように、本明細書で説明した諸実施形態では、開示したシステム、装置およ
び方法を他のモードで実装してもよい。例えば、以上で開示した装置の実施形態は原則と
して例である。例えば、装置のユニットは論理的な機能の視点から定義したにすぎず、実
際の適用では様々に定義してもよい。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントを別
のシステムに組み合わせるかまたは統合してもよく、または、幾つかの機能を無視するか
または実行しなくともよい。さらに、本明細書で図示または説明した接続、直接節ぞｋ、
または通信接続を、インタフェース、装置、またはユニットの間の直接接続または通信接
続を介して実装してもよく、電子的、機械的、または他の形態であってもよい。
【０１４１】
　スタンドアロンのコンポーネントとして上述したユニットを物理的に分離してもしなく
ともよく、ユニットとして説明したコンポーネントが物理ユニットであってもなくともよ
い。即ち、それらを単一の場所においてもよく、または、複数のネットワーク要素に分散
してもよい。上述のユニットの一部または全部を、本発明の技術的解決策の目的を達成す
るのに必要であるとして選択してもよい。
【０１４２】
　さらに、本発明の諸実施形態における全ての機能ユニットが物理的にスタンドアロンで
あってもよく、処理モジュールに統合されてもよく、または、２つ以上のユニットが１つ
のユニットに統合される。
【０１４３】
　ソフトウェア機能ユニットとして実装するかまたはスタンドアロン製品として販売もし
くは使用するときには、当該機能をコンピュータ読取可能記憶媒体に格納してもよい。し
たがって、本発明の技術的解決策の本質、または先行技術へのその貢献、または技術的解
決策の一部をソフトウェア製品で具体化してもよい。ソフトウェア製品を、コンピュータ
読取可能記憶媒体に格納してもよい。当該ソフトウェア製品は、コンピュータ装置（例え
ば、パー備える・コンピュータ、サーバ、またはネットワーク装置）に本発明の任意の実
施形態で示した方法のステップの全部または一部を実行させるように指示するための幾つ
かの命令を取り込む。当該記憶媒体の例には、ＵＳＢフラッシュ・ディスク、モバイル・
ハード・ディスク、読取専用メモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ラ
ンダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁
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気ディスク、または光ディスクのような、プログラム・コードを格納できる様々な媒体が
含まれる。
【０１４４】
　以上の説明は本発明の好適な実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定しようとする
ものではない。本発明で開示した技術的範囲において当業者が容易に導出できる任意の修
正、変形、または置換えは本発明の保護範囲に入るものとする。したがって、本発明の保
護範囲は添付の特許請求の範囲により支配される。
【符号の説明】
【０１４５】
８１０　取得モジュール
８２０　切替えモジュール
９１０　受信モジュール
９２０　切替えモジュール
１０１０　受信モジュール
１０２０　切替えモジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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