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(57)【要約】
　ＬＴＥネットワーク内の端末（ＵＥ）間のＤ２Ｄ接続
を回復するためのスキームが説明される。このスキーム
は、Ｄ２Ｄ接続が２つのＵＥ間で確立され、しかし、例
えばＵＥのうち一方がスリープ状態に入ることによって
上記接続が失われるような状況に、適用することができ
る。このスキームは、集中型の又は分散型のＤ２Ｄシス
テムに適用することができる。ｅＮＢに支援されるスキ
ームもあれば、もっぱらＵＥにより実行されるスキーム
もある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）装置であって、
　ｅＮＢ（進化型ノードＢ）との通信のため、及びＤ２Ｄ（デバイスツーデバイス）通信
のため、エアインタフェースを提供する無線送受信部と、
　前記無線送受信部に接続されて、
　　第２のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確立し、
　　前記第２のＵＥからのメッセージが、前記第２のＵＥがスリープ状態に入ることにな
り、起動時間が受信されたことを示す場合、肯定応答メッセージを前記第２のＵＥに送信
し、前記の示された起動時間に、Ｄ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記
Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
　処理回路と、
　を含む装置。
【請求項２】
　前記処理回路は、さらに、
　前記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、前記起動時間を示すメッセージが前記第２の
ＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求を前記ｅＮＢに送信し、
　次のページング時間を示す、前記Ｄ２Ｄ回復要求に対する応答が、前記ｅＮＢから受信
された場合、及び前記第２のＵＥが前記ページング時間にページに応答した場合、前記ペ
ージング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ２Ｄ回復メッセ
ージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理回路は、さらに、
　前記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、前記起動時間を示すメッセージが前記第２の
ＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求を前記ｅＮＢに送信し、
　前記第２のＵＥにより前記ｅＮＢにこれまでに送信された起動時間を示す、前記Ｄ２Ｄ
回復要求に対する応答が、前記ｅＮＢから受信された場合、前記起動時間にＤ２Ｄ回復メ
ッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前
記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理回路は、さらに、
　前記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、物理ランダムアクセスチャネル（
ＰＲＡＣＨ）を通じて前記ページに応答するときに前記第２のＵＥにより送信される信号
を測定し、測定レポートを前記ｅＮＢに返信し、
　前記の返信された測定レポートに応答して前記ｅＮＢによってそうすることを許可され
た場合に限り、前記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、
前記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する
、
　請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記処理回路は、さらに、
　前記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、前記ページに応答した後にアップ
リンク制御チャネルを通じて前記第２のＵＥにより送信される信号を測定し、測定レポー
トを前記ｅＮＢに返信し、
　前記の返信された測定レポートに応答して前記ｅＮＢによってそうすることを許可され
た場合、前記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ
２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
　請求項２に記載の装置。
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【請求項６】
　ユーザ機器（ＵＥ）装置であって、
　ｅＮＢ（進化型ノードＢ）との通信のため、及びＤ２Ｄ（デバイスツーデバイス）通信
のため、エアインタフェースを提供する無線送受信部と、
　前記無線送受信部に接続されて、
　　第１のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確立し、
　　スリープ状態が前記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に入力されることになる場合、
前記第１のＵＥに、起動時間を示すメッセージを送信し、
　　肯定応答メッセージが、前記第１のＵＥへの前記起動時間の送信に対する応答におい
て、前記第１のＵＥから受信された場合、及び、Ｄ２Ｄ回復要求が、前記起動時間に前記
第１のＵＥから受信された場合、前記Ｄ２Ｄ回復要求に応答して前記Ｄ２Ｄ通信セッショ
ンを再確立する、
　処理回路と、
　を含む装置。
【請求項７】
　前記処理回路はさらに、スリープ状態が前記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に入力さ
れることになる場合、前記ｅＮＢに、起動時間を示すメッセージを送信する、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記処理回路はさらに、前記第１のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信セッションの再確立の後、
前記ｅＮＢに、前記Ｄ２Ｄ通信セッションが再確立されたことを示すメッセージを送信す
る、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ネットワークにおいて進化型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）を動作させるための方法であって、
　第１の及び第２のユーザ機器（ＵＥ）の間のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信のた
め、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとから受信されたＤ２Ｄチャネル予約要求に応答し
て、時間周波数リソースを割り当てるステップと、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間のＤ２Ｄ通信セッションが確立され、前記第２
のＵＥがスリープ状態に入った後、前記第２のＵＥについてのページング時間を前記第１
のＵＥに送信することによって、前記第１のＵＥからのＤ２Ｄ回復要求に応答するステッ
プと、
　を含む方法。
【請求項１０】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間のＤ２Ｄ通信セッションが確立され、前記第２
のＵＥがスリープ状態に入り、起動時間を前記ｅＮＢに送信した後、前記第２のＵＥにつ
いての前記起動時間を前記第１のＵＥに送信することによって、前記第１のＵＥからのＤ
２Ｄ回復要求に応答するステップ、をさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のＵＥについてのページング時間を前記第１のＵＥに送信した後、前記ページ
ング時間に、前記第２のＵＥに、ページを、前記第１のＵＥからの前記Ｄ２Ｄ回復要求の
指標と共に送信するステップ、をさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のＵＥからＤ２Ｄ回復要求を受信した後、物理ランダムアクセスチャネル（Ｐ
ＲＡＣＨ）を通じてページに応答して前記第２のＵＥにより送信される信号を測定するよ
うに前記第１のＵＥに要求する測定要求を送信するステップ、をさらに含む請求項９に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のＵＥからＤ２Ｄ回復要求を受信した後、アップリンク制御チャネルを通じて
ページに応答した後に前記第２のＵＥにより送信される信号を測定するように前記第１の
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ＵＥに要求するステップ、をさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記測定要求に対する応答において前記第１のＵＥから測定レポートを受信した後、前
記の測定された信号が十分であるかどうかを判定し、Ｄ２Ｄ回復許可を前記第１のＵＥ及
び前記第２のＵＥに送信するステップ、をさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザ機器（ＵＥ）を動作させるための方法であって、
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信セッションを第２のＵＥと確立するステップと、
　前記第２のＵＥから、前記第２のＵＥがスリープ状態に入ることになることを示すメッ
セージが受信された場合、前記第２のＵＥが前記スリープ状態から起動する起動時間を取
り決めるステップと、
　Ｄ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する
応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと、
　を含む方法。
【請求項１６】
　前記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、前記起動時間を示すメッセージが前記第２の
ＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送信するステップと、
　次のページング時間を示す、前記Ｄ２Ｄ回復要求に対する応答が、前記ｅＮＢから受信
された場合、及び前記第２のＵＥが前記ページング時間にページに応答した場合、前記ペ
ージング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ２Ｄ回復メッセ
ージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと、
　をさらに含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、前記起動時間を示すメッセージが前記第２の
ＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送信するステップと、
　前記第２のＵＥにより前記ｅＮＢにこれまでに送信された起動時間を示す、前記Ｄ２Ｄ
回復要求に対する応答が、前記ｅＮＢから受信された場合、前記起動時間にＤ２Ｄ回復メ
ッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前
記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと、
　をさらに含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、物理ランダムアクセスチャネル（
ＰＲＡＣＨ）を通じて前記ページに応答するときに前記第２のＵＥにより送信される信号
を測定し、測定レポートを前記ｅＮＢに返信するステップと、
　前記の返信された測定レポートに応答して前記ｅＮＢによってそうすることを許可され
た場合に限り、前記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、
前記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する
ステップと、
　をさらに含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、前記ページに応答した後にアップ
リンク制御チャネルを通じて前記第２のＵＥにより送信される信号を測定し、測定レポー
トを前記ｅＮＢに返信するステップと、
　前記の返信された測定レポートに応答して前記ｅＮＢによってそうすることを許可され
た場合、前記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを前記第２のＵＥに送信し、前記Ｄ
２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って前記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステッ
プと、
　をさらに含む請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　第１のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確立するステップと、
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　スリープ状態が前記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に入力されることになる場合、前
記第１のＵＥに、起動時間を示すメッセージを送信するステップと、
　肯定応答メッセージが、前記第１のＵＥへの前記起動時間の送信に対する応答において
、前記第１のＵＥから受信された場合、及び、Ｄ２Ｄ回復要求が、前記起動時間に前記第
１のＵＥから受信された場合、前記Ｄ２Ｄ回復要求に応答して前記Ｄ２Ｄ通信セッション
を再確立するステップと、
　をさらに含む請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｄ２Ｄ装置間の失われた接続の回復に関するＤ２Ｄ通信の態様に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイスツーデバイス（Device－to－device；Ｄ２Ｄ）通信は、ＬＴＥ（ロングターム
エボリューション）及び他のセルラー方式のネットワークの性能を向上する１つの手段で
ある。Ｄ２Ｄ通信において、端末（ＬＴＥにおいて、ユーザ機器又はＵＥと呼ばれる）は
、基地局（ＬＴＥにおいて、進化型ノードＢ（evolved　node　B）又はｅＮＢと呼ばれる
）を通じてリンクされるのではなく、互いに直接通信する。複数のＤ２Ｄ装置間のＤ２Ｄ
通信は、通常、Ｄ２Ｄ装置間の距離が短いことに起因して非常に局所的であり、したがっ
て使用する送信パワーは非常に少なくなる。Ｄ２Ｄ通信はさらに、より高いスループット
を目的としてセルラー方式のシステムにおいて空間リソースの再使用を拡大するための有
力な方法でもある。本開示は、Ｄ２Ｄ装置間の失われた接続の回復に関するＤ２Ｄ通信の
態様を扱う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　２つの装置間で確立されたＤ２Ｄ接続が失われることになった場合、これに対して、Ｄ
２Ｄ接続を効率良く再確立して接続の確立に関連するオーバヘッドを回避するメカニズム
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１つの実施形態において、ＬＴＥネットワークの中でユーザ機器（ＵＥ）として動作す
る装置が：ｅＮＢとの通信のため、及びＤ２Ｄ通信のため、エアインタフェースを提供す
る無線送受信部と；無線送受信部に接続されて、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確
立し、上記第２のＵＥからのメッセージが、上記第２のＵＥがスリープ状態に入ることに
なり、起動時間が受信されたことを示す場合、肯定応答メッセージを上記第２のＵＥに送
信し、上記の示された起動時間に、Ｄ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上
記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
処理回路と；を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】例示的な、Ｄ２Ｄ通信するＵＥ装置とｅＮＢとを示す。
【図２】一実施形態における、Ｄ２Ｄ接続回復のためのスキームを示す。
【図３】一実施形態における、Ｄ２Ｄ接続回復のためのスキームを示す。
【図４】一実施形態における、Ｄ２Ｄ接続回復のためのスキームを示す。
【図５】一実施形態における、Ｄ２Ｄ接続回復のためのスキームを示す。
【図６】一実施形態における、Ｄ２Ｄ接続回復のためのスキームを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　下記説明及び図面は、具体的な実施形態を十分に例説して、当業者がこれらを実施する
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ことを可能にする。他の実施形態が、構造的、論理的、電気的、処理の及び他の変更を組
み込むことができる。いくつかの実施形態の部分及び特徴が、他の実施形態の部分及び特
徴に含まれ、あるいはこれらを代替することができる。請求項に明記される実施形態は、
こうした請求項のすべての利用可能な均等物を包含する。
【０００７】
　ＬＴＥネットワークに対する下層（underlay）としてのＤ２Ｄ通信は、集中型システム
又は分散型システムとして実施することができる。後者の場合、Ｄ２Ｄ装置として動作す
るＵＥは、いかなるｅＮＢの関与も無しに、直接通信する。こうした分散型アーキテクチ
ャは、Ｄ２Ｄ通信が帯域外であり、認可されたスペクトル以外のリソースを使用する場合
に限り、適切である。Ｄ２Ｄ通信がＬＴＥセルラー方式通信と同一の認可された帯域にお
いて行われるとき、集中型システムが必要であり、これにおいて、ｅＮＢが無線リソース
の制御を保つ。すなわち、ｅＮＢは、ＵＥ間でＤ２Ｄ通信が行われることを許し、Ｄ２Ｄ
リンクにおいて使用すべき時間周波数リソースを割り当てることに対して、責任を負う。
【０００８】
　集中型Ｄ２Ｄシステム又は分散型Ｄ２Ｄシステムのいずれにおいても、２つのＵＥ装置
間でＤ２Ｄリンクを最初に確立することに関連するオーバヘッドが存在する。２つの装置
間で確立されたＤ２Ｄ接続が失われることになった場合、これに対して、Ｄ２Ｄ接続を効
率良く再確立して接続の確立に関連するオーバヘッドを回避するメカニズムが存在するこ
とが望まれることになる。本明細書に説明されるものは、集中型の又は分散型のＤ２Ｄシ
ステムのためのＤ２Ｄ接続回復のためのスキームである。ｅＮＢに支援される（eNB－ass
isted）スキームもあれば、もっぱらＵＥにより実行されるスキームもある。
【０００９】
　システム説明
　図１は、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２との例を示し、これらの各々は、１又は複数のアンテ
ナ２３に接続された無線周波数（ＲＦ）送受信回路２２とインタフェースをとるプロセッ
サ２１を包含する。基地局又はｅＮＢ４０が、複数のアンテナ４３に接続されたＲＦ送受
信回路４２とインタフェースをとるプロセッサ４１と共に示されている。図示されている
コンポーネントは、ＬＴＥとＤ２Ｄ通信との双方に関してエアインタフェースを提供し、
かつ本明細書に説明されるような処理機能を実行するための、任意の種類のハードウェア
／ソフトウェア構成を提示することが意図される。図に示される実施形態において、ＵＥ
　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２とは、ＬＴＥリンクを介してｅＮＢ４０と通信もし、Ｄ２Ｄリンクを
介して互いに通信もする。
【００１０】
　Ｄ２Ｄ接続回復スキーム
　いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄ接続回復スキームは、確立されたＤ２Ｄ接続を有
するＵＥがスリープ状態（すなわち、省電力モード）に入るような状況に適している。こ
の場合におけるＤ２Ｄ接続回復は、ｅＮＢに支援されない（non－eNB　assisted）スキー
ム又はｅＮＢに支援されるスキームとして実施することができる。
【００１１】
　ｅＮＢに支援されないＤ２Ｄ接続回復スキームの一例において、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ
２とが、確立されたＤ２Ｄ接続を有すると仮定する。Ｄ２が省電力モードに入ろうとする
とき、Ｄ２は、もはやスリープモードではなくなるとき、Ｔwakeupを、ＵＥ　Ｄ１に通知
することができる。このＴwakeupは、スリープ状態の継続時間又は実際の起動時間に相当
する。場合により、Ｄ２はさらに、アップリンク制御チャネルを用いてｅＮＢに送出する
ことができる。Ｄ１は、スリープメッセージに肯定応答して、Ｄ２が起動するときにＤ１
が利用可能であろうことを、Ｄ２に知らせることができる。Ｄ１から肯定応答メッセージ
を受信後、それからＤ２は自身のスリープ状態に入ることができ、ここで、この時点でス
リープ状態に入ることは、Ｄ１から肯定応答を受信することを条件として行うことができ
る。Ｔsleepの時間の後、Ｄ２は、起動し、Ｄ２Ｄ回復要求をＤ１に送出する。それから
、Ｄ１はＤ２Ｄ回復応答を用いて応答し、Ｄ２Ｄ接続が回復される。Ｄ２は、Ｄ２Ｄ接続
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回復をｅＮＢに通知してもよく、あるいは通知しなくてもよい。
【００１２】
　Ｄ２Ｄ接続回復処理におけるｅＮＢの関与が少なければ少ないほど、ｅＮＢ動作に関連
する制御オーバヘッドを理由として、効率性の観点で、より望ましくなる。しかしながら
、いくつかの場合において、Ｄ２とＤ１とは、これら装置のうち一方がスリープ状態又は
その他の非アクティブな状態に入る前に、取り決めを行うことができない。例えば、一方
の装置が、異常な電源断を被る可能性がある。あるいは、スリープ状態通知を送出するこ
と若しくは受信することにおいて、又は合意されたスリープ時間Ｔsleepを取り決めるこ
とにおいて失敗が生じる可能性がある。これら及び他の上記のような場合、ｅＮＢは、下
記に説明されるように、Ｄ２Ｄ接続の回復を支援するように構成されることができる。Ｄ
１とＤ２との間のＤ２Ｄ接続が失われたと仮定する。Ｄ１は、Ｄ２に対するＤ２Ｄ接続を
回復したく、しかし、Ｄ２が起動することになるときに関して知識を有していない。Ｄ１
は、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出し、ｅＮＢは、Ｄ２のステータスをチェックする。Ｄ
２がアイドルモードにいる場合、ｅＮＢは、Ｄ２についての次のページングサイクルの間
、いつ再試行すればよいかを、Ｄ１に教えることになる。ページングサイクルの或る時点
で、ｅＮＢは、Ｄ２に、Ｄ２Ｄ回復のために接続されたモードに入ることを知らせ、Ｄ１
に、Ｄ２のアップリンク制御チャネルを監視し、計測することを求める。Ｄ１がｅＮＢに
送信する測定レポートに基づいて、ｅＮＢは、Ｄ２Ｄ接続が回復されることができるかど
うかを判断する。その答えがイエスである場合、ｅＮＢは、Ｄ２Ｄ接続回復を進めるよう
に、Ｄ１とＤ２との双方に知らせる。
【００１３】
　別の実施形態において、Ｄ１がＤ２Ｄ接続を回復したく、しかしＤ２が起動することに
なるときについての知識が無い場合、Ｄ１は、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出する。ｅＮ
ＢがＤ２からＴwakeup通知をこれまでに受信していた場合、ｅＮＢはＴwakeupをＤ１に送
出することになる。Ｄ１は、その時間に、Ｄ２とのＤ２Ｄ再接続の実行を試みることにな
る。ｅＮＢが上記のようなＴwakeupに関する情報を有していない場合、ｅＮＢはＤ１にＤ
２のページング時間を知らせることができ、したがって、Ｄ１は、上記で説明されたよう
に、Ｄ２のページングサイクルの間、Ｄ２Ｄ再接続を試みることができる。
【００１４】
　別の実施形態において、Ｄ１がＤ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出するとき、ｅＮＢがＤ２
からＴwakeup通知をこれまでに受信していた場合、ｅＮＢは、時間ＴwakeupとＤ２のペー
ジング時間との双方を用いてＤ１に応答することができる。Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続回復をい
つ試行すべきかに関して、時間Ｔwakeupとページング時間との間で選択を行うことができ
る。例えば、ページング時間がＴwakeupより大分早い場合、Ｄ２Ｄ再接続がより急がれる
、例えば、低いレイテンシが必要とされる場合に、前者が選択されることになる。Ｄ１は
、選択されたＤ２Ｄ再接続時間に関して、パラメータＴreconnect_selectedを用いて、ｅ
ＮＢに通知することができる。このＴreconnect_selectedは、ページング時間が選択され
たか又はＴwakeupが選択されたかに関するインジケータである。Ｄ２Ｄ再接続のためにペ
ージングサイクル時間が使用される場合、ｅＮＢは、Ｄ１に、ページングサイクルの間、
Ｄ２の送信電力調整に関して測定を行うように求めることができる。それから、ｅＮＢは
、Ｄ１が要求したＤ２Ｄ再接続の指標と共に、Ｄ２をページングする（page）ことができ
る。Ｄ２が接続されたモードに入ると、Ｄ１とＤ２との双方は、そのＤ２Ｄ接続を回復す
る。
【００１５】
　図２は、ｅＮＢ４０が関与しない、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２との間のＤ２Ｄ接続回復の
ための一例示的なスキームを示す。ステップ２０１において、Ｄ２Ｄ接続が、Ｄ１とＤ２
との間で確立される。ステップ２０２において、Ｄ２は、自身がスリープ状態に入り、か
つ時間Ｔwakeupに起動するであろうことを、Ｄ１に通知する。ステップ２０４において、
Ｄ２はさらに、場合により、ｅＮＢに通知してもよい。ステップ２０５において、Ｄ１は
、メッセージに肯定応答し、自身が時間Ｔwakeupに起動しているとＤ２に教える。ステッ
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プ２０６は、Ｄ１とＤ２との双方が時間Ｔwakeupに起動していることを示す。ステップ２
０７において、Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続回復要求をＤ２に送出し、ステップ２０８において、
Ｄ２はこの要求に応答する。（別法として、Ｄ２がＤ１に、Ｄ２Ｄ接続回復要求を送出す
ることができる。）ステップ２０９において、Ｄ２Ｄ接続が回復される。
【００１６】
　図３は、ｅＮＢ４０が関与する、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２との間のＤ２Ｄ接続回復のた
めの一例示的なスキームを示す。ステップ３０１において、Ｄ２Ｄ接続が、Ｄ１とＤ２と
の間で確立される。ステップ３０２において、Ｄ２は、自身がスリープ状態に入り、かつ
時間Ｔwakeupに起動するであろうことを、Ｄ１ではなくｅＮＢに通知する。ステップ３０
３において、Ｄ１は、自身がＤ２とのＤ２Ｄ接続を再確立したいというＤ２Ｄ回復要求を
用いて、ｅＮＢに通知する。ステップ３０４において、ｅＮＢは、Ｄ２の起動時間Ｔwake

upをＤ１に送信する。それから、Ｄ１はスリープ状態に入ってもよく、入らなくてもよい
が、ステップ３０５において、Ｄ１とＤ２との双方が起動している。ステップ３０６にお
いて、Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続回復要求をＤ２に送出し、ステップ３０７において、Ｄ２はこ
の要求に応答する。（別法として、Ｄ２がＤ１に、Ｄ２Ｄ接続回復要求を送出することが
できる。）ステップ３０８において、Ｄ２Ｄ接続が回復される。ステップ３０９において
、場合により、Ｄ１又はＤ２のいずれかが、Ｄ２Ｄ接続が回復されたことをｅＮＢに通知
してもよい。
【００１７】
　図４は、ｅＮＢ４０が関与する、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２との間のＤ２Ｄ接続回復のた
めの一例示的なスキームを示し、これにおいて、Ｄ２は、その起動時間をＤ１にもｅＮＢ
にも知らせること無くスリープ状態に入る。ステップ４０１において、Ｄ２Ｄ接続が、Ｄ
１とＤ２との間で確立され、その後、Ｄ２は、Ｄ１にもｅＮＢにも知らせること無しにス
リープ状態に入る。ステップ４０２において、Ｄ１は、自身がＤ２とのＤ２Ｄ接続を再確
立したいというＤ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出する。応答において、ステップ４０３にお
いて、ｅＮＢは、Ｄ２についての次のページング時間をＤ１に送信する。ステップ４０４
において、Ｄ１は、スリープ状態に入ってもよいが、Ｄ２についてのページング時間の前
に起動する。ステップ４０５において、Ｄ１は、自身がＤ２とのＤ２Ｄ接続を再確立した
いというＤ２Ｄ回復要求をｅＮＢに再度送出する。ステップ４０６において、ｅＮＢは、
Ｄ１に、Ｄ２がＰＲＡＣＨ（物理ランダムアクセスチャネル）を通じてページ（page）に
応答するとき又はアップリンク制御チャネル上で送信するときの、Ｄ２の送信を監視及び
測定するように要求する。ステップ４０７において、Ｄ２を、ｅＮＢがページングする。
ステップ４０８において、Ｄ２は、ＰＲＡＣＨを通じて、ネットワーク再エントリ手順を
実行する。ステップ４０９において、Ｄ１は、Ｄ２の送信についての自身の測定レポート
をｅＮＢに送出する。この測定レポートに基づいて、ｅＮＢが、Ｄ１とＤ２との間のチャ
ネル品質がＤ２Ｄリンクをサポートするのに十分であるとみなす場合、ステップ４１０に
おいて、Ｄ２Ｄ回復許可がＤ１とＤ２との双方に送信される。ステップ４１１において、
Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続回復要求をＤ２に送出し、ステップ４１２において、Ｄ２はこの要求
に応答する。（別法として、Ｄ２がＤ１に、Ｄ２Ｄ接続回復要求を送出することができる
。）ステップ４１３において、Ｄ２Ｄ接続が回復される。
【００１８】
　図５は、ｅＮＢ４０が関与する、ＵＥ　Ｄ１とＵＥ　Ｄ２との間のＤ２Ｄ接続回復のた
めの一例示的なスキームを示し、これにおいて、Ｄ２は、その起動時間をｅＮＢに知らせ
た後、スリープ状態に入る。ステップ５０１において、Ｄ２Ｄ接続が、Ｄ１とＤ２との間
で確立され、その後、ステップ５０２において、Ｄ２は、その起動時間Ｔwakeupを、Ｄ１
ではなくｅＮＢに知らせてスリープ状態に入る。ステップ５０３において、Ｄ１は、自身
がＤ２とのＤ２Ｄ接続を再確立したいというＤ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出する。応答に
おいて、ステップ５０４において、ｅＮＢは、Ｄ２についての次のページング時間とＤ２
の起動時間ＴwakeupとをＤ１に送信する。ステップ５０５において、Ｄ１は、Ｄ２のペー
ジング時間を選択し（このページング時間は時間Ｔwakeupより早いと仮定する）、ｅＮＢ
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に通知する。Ｄ１は、Ｄ２のページング時間の前までに限りスリープ状態に入ってもよい
。ステップ５０６において、Ｄ１は、自身がＤ２とのＤ２Ｄ接続を再確立したいというＤ
２Ｄ回復要求をｅＮＢに再度送出する。ステップ５０７において、ｅＮＢは、Ｄ１に、Ｄ
２がＰＲＡＣＨ（物理ランダムアクセスチャネル）を通じてページに応答するとき又はア
ップリンク制御チャネル上で送信するときの、Ｄ２の送信を監視及び測定するように要求
する。ステップ５０８において、Ｄ２を、ｅＮＢがページングする。ステップ５０９にお
いて、Ｄ２は、ＰＲＡＣＨを通じて、ネットワーク再エントリ手順を実行し、ステップ５
１０において、Ｄ１は、Ｄ２の送信についての自身の測定レポートをｅＮＢに送出する。
この測定レポートに基づいて、ｅＮＢが、Ｄ１とＤ２との間のチャネル品質がＤ２Ｄリン
クをサポートするのに十分であるとみなす場合、ステップ５１１において、Ｄ２Ｄ回復許
可がＤ１とＤ２との双方に送信される。ステップ５１２において、Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続回
復要求をＤ２に送出し、ステップ５１３において、Ｄ２はこの要求に応答する。（別法と
して、Ｄ２がＤ１に、Ｄ２Ｄ接続回復要求を送出することができる。）ステップ５１４に
おいて、Ｄ２Ｄ接続が回復される。
【００１９】
　図６は、図５に図示されたスキームに類似した、ｅＮＢ４０が関与する、ＵＥ　Ｄ１と
ＵＥ　Ｄ２との間のＤ２Ｄ接続回復のための一例示的なスキームを示すが、これにおいて
、Ｄ２とのＤ２Ｄリンクを再確立することに対して、Ｄ１は、起動時間の方がより早いか
あるいは他の理由かのいずれかのため、Ｄ２のページング時間ではなくＤ２の起動時間を
選択する。ステップ６０１において、Ｄ２Ｄ接続が、Ｄ１とＤ２との間で確立され、その
後、ステップ６０２において、Ｄ２は、その起動時間Ｔwakeupを、Ｄ１ではなくｅＮＢに
知らせてスリープ状態に入る。ステップ６０３において、Ｄ１は、自身がＤ２とのＤ２Ｄ
接続を再確立したいというＤ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送出する。応答において、ステップ
６０４において、ｅＮＢは、Ｄ２についての次のページング時間とＤ２の起動時間Ｔwake

upとをＤ１に送信する。ステップ６０５において、Ｄ１は、時間Ｔwakeupを選択し（Ｔwa

keupはＤ２のページング時間より早いと仮定する）、ｅＮＢに通知する。Ｄ１は、時間Ｔ

wakeupまでスリープ状態に入ってもよい。ステップ６０７において、Ｄ１は、Ｄ２Ｄ接続
回復要求をＤ２に送信し、ステップ６０８において、Ｄ２は、この要求に応答する。（別
法として、Ｄ２がＤ１に、Ｄ２Ｄ接続回復要求を送出することができる。）ステップ６０
９において、Ｄ２Ｄ接続が回復される。
【００２０】
　例示的な実施形態
　１つの実施形態において、ＬＴＥネットワークの中でユーザ機器（ＵＥ）として動作す
る装置が：ｅＮＢとの通信のため、及びＤ２Ｄ通信のため、エアインタフェースを提供す
る無線送受信部と；無線送受信部に接続されて、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確
立し、上記第２のＵＥからのメッセージが、上記第２のＵＥがスリープ状態に入ることに
なり、起動時間が受信されたことを示す場合、肯定応答メッセージを上記第２のＵＥに送
信し、上記の示された起動時間に、Ｄ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上
記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、
処理回路と；を含む。上記処理回路は、さらに：上記第２のＵＥがスリープ状態に入るが
、上記起動時間を示すメッセージが上記第２のＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要
求を上記ｅＮＢに送信し；次のページング時間を示す、上記Ｄ２Ｄ回復要求に対する応答
が、上記ｅＮＢから受信された場合、及び上記第２のＵＥが上記ページング時間にページ
に応答した場合、上記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し
、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立す
ることができる。上記処理回路は、さらに：上記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、上
記起動時間を示すメッセージが上記第２のＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求を
上記ｅＮＢに送信し；上記第２のＵＥにより上記ｅＮＢにこれまでに送信された起動時間
を示す、上記Ｄ２Ｄ回復要求に対する応答が、上記ｅＮＢから受信された場合、上記起動
時間にＤ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対
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する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立することができる。上記処理回路は
、さらに：上記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）を通じて上記ページに応答するときに上記第２のＵＥにより送信さ
れる信号を測定し、測定レポートを上記ｅＮＢに返信し；上記の返信された測定レポート
に応答して上記ｅＮＢによってそうすることを許可された場合に限り、上記ページング時
間にＤ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対す
る応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立することができる。上記処理回路は、
さらに：上記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、上記ページに応答した後に
アップリンク制御チャネルを通じて上記第２のＵＥにより送信される信号を測定し、測定
レポートを上記ｅＮＢに返信し；上記の返信された測定レポートに応答して上記ｅＮＢに
よってそうすることを許可された場合、上記ページング時間にＤ２Ｄ回復メッセージを上
記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通信
セッションを再確立することができる。
【００２１】
　別の実施形態において、ＬＴＥネットワークの中でユーザ機器（ＵＥ）として動作する
装置が：ｅＮＢとの通信のため、及びＤ２Ｄ通信のため、エアインタフェースを提供する
無線送受信部と；上記無線送受信部に接続されて、第１のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを
確立し、スリープ状態が上記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に入力されることになる場
合、上記第１のＵＥに、起動時間を示すメッセージを送信し、肯定応答メッセージが、上
記第１のＵＥへの上記起動時間の送信に対する応答において、上記第１のＵＥから受信さ
れた場合、及び、Ｄ２Ｄ回復要求が、上記起動時間に上記第１のＵＥから受信された場合
、上記Ｄ２Ｄ回復要求に応答して上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立する、処理回路と：
を含む。上記処理回路はさらに：スリープ状態が上記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に
入力されることになる場合、上記ｅＮＢに、起動時間を示すメッセージを送信することが
できる。上記処理回路はさらに：上記第１のＵＥとの上記Ｄ２Ｄ通信セッションの再確立
の後、上記ｅＮＢに、上記Ｄ２Ｄ通信セッションが再確立されたことを示すメッセージを
送信することができる。
【００２２】
　別の実施形態において、ＬＴＥネットワークの中でｅＮＢを動作させるための方法が：
第１の及び第２のユーザ機器（ＵＥ）の間のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信のため
、上記第１のＵＥと上記第２のＵＥとから受信されたＤ２Ｄチャネル予約要求に応答して
、時間周波数リソースを割り当てるステップと；上記第１のＵＥと上記第２のＵＥとの間
のＤ２Ｄ通信セッションが確立され、上記第２のＵＥがスリープ状態に入った後、上記第
２のＵＥについてのページング時間を上記第１のＵＥに送信することによって、上記第１
のＵＥからのＤ２Ｄ回復要求に応答するステップと；を含む。上記方法は：上記第１のＵ
Ｅと上記第２のＵＥとの間のＤ２Ｄ通信セッションが確立され、上記第２のＵＥがスリー
プ状態に入り、起動時間を上記ｅＮＢに送信した後、上記第２のＵＥについての上記起動
時間を上記第１のＵＥに送信することによって、上記第１のＵＥからのＤ２Ｄ回復要求に
応答するステップ、をさらに含むことができる。上記方法は：上記第２のＵＥについての
上記ページング時間を上記第１のＵＥに送信した後、上記ページング時間に、上記第２の
ＵＥに、ページを、上記第１のＵＥからの上記Ｄ２Ｄ回復要求の指標と共に送信するステ
ップ、をさらに含むことができる。上記方法は：上記第１のＵＥからＤ２Ｄ回復要求を受
信した後、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）を通じてページに応答して上記
第２のＵＥにより送信される信号を測定するように上記第１のＵＥに要求する測定要求を
送信するステップ、をさらに含むことができる。上記方法は：上記第１のＵＥからＤ２Ｄ
回復要求を受信した後、アップリンク制御チャネルを通じてページに応答した後に上記第
２のＵＥにより送信される信号を測定するように上記第１のＵＥに要求するステップ、を
さらに含むことができる。上記方法は：上記測定要求に対する応答において上記第１のＵ
Ｅから測定レポートを受信した後、上記の測定された信号が十分であるかどうかを判定し
、Ｄ２Ｄ回復許可を上記第１のＵＥ及び上記第２のＵＥに送信するステップ、をさらに含
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むことができる。
【００２３】
　別の実施形態において、ＬＴＥネットワークの中でＵＥを動作させるための方法が：Ｄ
２Ｄ通信セッションを第２のＵＥと確立するステップと；上記第２のＵＥから、上記第２
のＵＥがスリープ状態に入ることになることを示すメッセージが受信された場合、上記第
２のＵＥが上記スリープ状態から起動する起動時間を取り決めるステップと；Ｄ２Ｄ回復
メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って
上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと；を含む。上記方法は：上記第２のＵ
Ｅがスリープ状態に入るが、上記起動時間を示すメッセージが上記第２のＵＥから受信さ
れない場合、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送信するステップと；次のページング時間を示す
、上記Ｄ２Ｄ回復要求に対する応答が、上記ｅＮＢから受信された場合、及び上記第２の
ＵＥが上記ページング時間にページに応答した場合、上記ページング時間にＤ２Ｄ回復メ
ッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上
記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと；をさらに含むことができる。上記方法
は：上記第２のＵＥがスリープ状態に入るが、上記起動時間を示すメッセージが上記第２
のＵＥから受信されない場合、Ｄ２Ｄ回復要求をｅＮＢに送信するステップと；上記第２
のＵＥにより上記ｅＮＢにこれまでに送信された起動時間を示す、上記Ｄ２Ｄ回復要求に
対する応答が、上記ｅＮＢから受信された場合、上記起動時間にＤ２Ｄ回復メッセージを
上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を待って上記Ｄ２Ｄ通
信セッションを再確立するステップと；をさらに含むことができる。上記方法は：上記ｅ
ＮＢによってそうするように要求された場合、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣ
Ｈ）を通じて上記ページに応答するときに上記第２のＵＥにより送信される信号を測定し
、測定レポートを上記ｅＮＢに返信するステップと；上記の返信された測定レポートに応
答して上記ｅＮＢによってそうすることを許可された場合に限り、上記ページング時間に
Ｄ２Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応
答を待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと；をさらに含むことができ
る。上記方法は：上記ｅＮＢによってそうするように要求された場合、上記ページに応答
した後にアップリンク制御チャネルを通じて上記第２のＵＥにより送信される信号を測定
し、測定レポートを上記ｅＮＢに返信するステップと；上記の返信された測定レポートに
応答して上記ｅＮＢによってそうすることを許可された場合、上記ページング時間にＤ２
Ｄ回復メッセージを上記第２のＵＥに送信し、上記Ｄ２Ｄ回復メッセージに対する応答を
待って上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと；をさらに含むことができる。
上記方法は：第１のＵＥとＤ２Ｄ通信セッションを確立するステップと；スリープ状態が
上記Ｄ２Ｄ通信セッションの確立の後に入力されることになる場合、上記第１のＵＥに、
起動時間を示すメッセージを送信するステップと；肯定応答メッセージが、上記第１のＵ
Ｅへの上記起動時間の送信に対する応答において、上記第１のＵＥから受信された場合、
及び、Ｄ２Ｄ回復要求が、上記起動時間に上記第１のＵＥから受信された場合、上記Ｄ２
Ｄ回復要求に応答して上記Ｄ２Ｄ通信セッションを再確立するステップと；をさらに含む
ことができる。
【００２４】
　上記で説明された実施形態は、オペレーションのための方法として、及び／又はこの方
法を実行する命令を実行するプロセッサを含み得る種々のハードウェア構成において、実
施することができる。上記のような命令は、適切な記憶媒体に含むことができ、この記憶
媒体から、メモリ又は他のプロセッサ実行可能媒体にこれら命令が転送される。
【００２５】
　本主題は、ＬＴＥネットワークという文脈において説明されている。矛盾が生じること
になる場合を除き、本主題は、ＵＥとｅＮＢとをそれぞれ端末と基地局とに置換して参照
して、他の種類のセルラー方式ネットワークにおいて使用することができる。
【００２６】
　本主題は、前述の具体的な実施形態と関連して説明されている。これらの実施形態は、
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有益であると考えられる任意の方法でさらに組み合わせることもできることを、認識され
たい。さらに、多くの代替、変形及び変更が、当業者に明らかになるであろう。他のこの
ような代替、変形及び変更は、下記の添付された請求項の範囲に入ることが意図される。
【００２７】
　要約書は、読み手が技術的開示の本質及び要点を確かめることを可能にする要約を義務
付ける３７Ｃ.Ｆ.Ｒ.セクション１．７２（ｂ）に従うように提供される。要約書は、こ
れ自体が請求項の範囲又は意味を限定し又は解釈するために使用されるものではないとの
理解とともに、提示される。下記の請求項はこれにより詳細な説明に包含され、各請求項
はそれ自体を別個の実施形態として主張する。
【００２８】
　関連出願
　本出願は、２０１３年１月２８日に申請された米国特許出願番号第１３／７５１，２５
２号に対して優先の利益を主張するものであり、上記米国特許出願は、２０１２年４月１
３日に申請された米国特許仮出願番号第６１／６２４，１８５に対して優先の利益を主張
するものであり、これら米国出願は双方ともその全体を本明細書において参照により援用
される。

【図１】 【図２】
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