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(57)【要約】
　ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）、およびワイ
ヤレス機器で不連続受信（ＤＲＸ）を制御するためのワ
イヤレス機器における方法。このワイヤレス機器は、セ
ルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している
。この方法は、第１のアップリンクセルラー通信許可を
受信したときに、第１の期間ｔ１にわたり、セルラーＤ
ＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化すること
であって、ＤＲＸウェイク状態時にワイヤレス機器が第
２のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構
成される、活性化することと、第１のＤ２Ｄ通信許可を
受信したときに、第２の期間ｔ２にわたり、セルラーＤ
ＲＸ構成から分離したＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲ
Ｘウェイク状態を活性化することであって、ＤＲＸウェ
イク状態時にワイヤレス機器が第２のＤ２Ｄ通信許可を
受信するように構成される、活性化することとを含む。
それにより、ワイヤレス機器は、セルラーＤＲＸ構成お
よびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用してワイヤレス機
器でＤＲＸを制御することができる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラー通信および機器間、Ｄ２Ｄ、通信に対応したワイヤレス機器（１０６ａ、１０
６ｂ）で不連続受信、ＤＲＸ、を制御するための前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６
ｂ）における方法であって、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、無線ネット
ワークノード（１０４）によってサービスが提供され、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、
１０６ｂ）および前記無線ネットワークノード（１０４）が、セルラー通信およびＤ２Ｄ
通信の両方に対して構成された通信ネットワーク（１００）に含まれ、前記方法が、
　第１のアップリンクセルラー通信許可を受信したときに、第１の期間ｔ１にわたり、セ
ルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化すること（１１８、２１０）であ
って、前記ＤＲＸウェイク状態時に前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が第２の
アップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される、活性化すること（１１８、
２１０）と、
　第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、第２の期間ｔ２にわたり、前記セルラーＤＲ
Ｘ構成から分離したＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して前記ＤＲＸウェイク状態を活性化するこ
とであって、前記ＤＲＸウェイク状態時に前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が
第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される、活性化すること（１１９、２１３）
とを含み、
　それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記セルラーＤＲＸ構成
および前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用して前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６
ｂ）でＤＲＸを制御することができる方法。
【請求項２】
　前記第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、前記第２の期間ｔ２にわたり、前記セル
ラーＤＲＸ構成に対して前記ＤＲＸウェイク状態を活性化することであって、前記ＤＲＸ
ウェイク状態時に、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記第２のセルラー通
信許可を受信するように構成される、活性化すること（２１４）
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記セルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングすることであって
、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第１のサブフレーム
構成に含まれるサブフレームについて、セルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になる
、フィルタリングすること（１１２、２０３）
をさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のサブフレーム構成が、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含
むＤ２Ｄ専用サブフレーム構成である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングすることであって
、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第２のサブフレーム
構成に含まれるサブフレームについて、Ｄ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になる、
フィルタリングすること（１１５、２０６）
をさらに含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のサブフレーム構成が、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを
含むセルラー専用サブフレーム構成である、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の期間ｔ１が終了したときに、前記セルラーＤＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期
ＣＳ，ｃｅｌｌを活性化することであって、前記短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌが、第３の
期間ｔ３にわたり反復され、前記短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌが、第１の個数のサブフレ
ームを含み、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第１の個数のサブフレ
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ームの少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態であり、前記ワイヤレス
機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でないときにＤＲＸスリープ状
態である、活性化すること（２１１）と、
　前記第３の期間ｔ３が終了したときに、前記セルラーＤＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期
ＣＬ，ｃｅｌｌを活性化することであって、前記長ＤＲＸ周期ＣＬ，ｃｅｌｌが、第２の
個数のサブフレームを含み、前記第２の個数のサブフレームが、前記第１の個数のサブフ
レームよりも多く、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第２の個数のサ
ブフレームの少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態であり、前記ワイ
ヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でないときに前記ＤＲＸ
スリープ状態である、活性化すること（２１２）と
をさらに含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の期間ｔ２が終了したときに、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期
ＣＳ，Ｄ２Ｄを活性化することであって、前記短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄが、第４の期間
ｔ４にわたり反復され、前記短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄが、第１の個数のサブフレームを
含み、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第１の個数のサブフレームの
少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態であり、前記ワイヤレス機器（
１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でないときにＤＲＸスリープ状態であ
る、活性化すること（２１５）と、
　前記第４の期間ｔ４が終了したときに、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期
ＣＬ，Ｄ２Ｄを活性化することであって、前記長ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄが、第２の個数
のサブフレームを含み、前記第２の個数のサブフレームが、前記第１の個数のサブフレー
ムよりも多く、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第２の個数のサブフ
レームの少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態であり、前記ワイヤレ
ス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でないときに前記ＤＲＸスリ
ープ状態である、活性化すること（２１６）と
をさらに含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１のＤ２Ｄ通信許可を前記無線
ネットワークノード（１０４）から受信すること（２０９）
をさらに含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線ネットワークノード（１０４）にスケジューリング要求を伝送すること（１１
６、２０７）をさらに含み、前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１の
Ｄ２Ｄ通信許可を前記無線ネットワークノード（１０４）から前記受信すること（２０９
）が、
　前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１のＤ２Ｄ通信許可を、伝送し
た前記スケジューリング要求への応答として受信すること
をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スケジューリング要求がアップリンクセルラー通信の要求を含むときに、第５の期
間ｔ５にわたり、前記セルラーＤＲＸ構成に対して前記ＤＲＸウェイク状態を活性化する
ことであって、前記ＤＲＸウェイク状態時に、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ
）が、前記第１のアップリンクセルラー通信許可を前記無線ネットワークノード（１０４
）から受信するように構成される、活性化すること（２０８）
をさらに含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　セルラー通信のスケジューリング用に前記無線ネットワークノード（１０４）から前記
セルラーＤＲＸ構成を受信すること（２０１）と、
　Ｄ２Ｄ通信のスケジューリング用に前記無線ネットワークノード（１０４）から前記Ｄ
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２Ｄ　ＤＲＸ構成を受信すること（２０４）と
をさらに含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　セルラー通信および機器間、Ｄ２Ｄ、通信に対応し、不連続受信、ＤＲＸ、を制御する
ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）であって、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０
６ｂ）が、無線ネットワークノード（１０４）によってサービスが提供され、前記ワイヤ
レス機器（１０６ａ、１０６ｂ）および前記無線ネットワークノード（１０４）が、セル
ラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成された通信ネットワーク（１００）に含ま
れ、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、
　第１のアップリンクセルラー通信許可を受信したときに、第１の期間ｔ１にわたり、セ
ルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するように構成された活性化回路
（３０４）であって、前記ＤＲＸウェイク状態時に前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０
６ｂ）が第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される活性化回路（
３０４）を含み、
　前記活性化回路（３０４）が、第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、第２の期間ｔ
２にわたり、前記セルラーＤＲＸ構成から分離したＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して前記ＤＲ
Ｘウェイク状態を活性化するようにさらに構成され、前記ＤＲＸウェイク状態時に前記ワ
イヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成され
、
　それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記セルラーＤＲＸ構成
および前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用して前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６
ｂ）でＤＲＸを制御することができる、ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項１４】
　前記活性化回路（３０４）が、前記第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、前記第２
の期間ｔ２にわたり、前記セルラーＤＲＸ構成に対して前記ＤＲＸウェイク状態を活性化
するようにさらに構成され、前記ＤＲＸウェイク状態時に、前記ワイヤレス機器（１０６
ａ、１０６ｂ）が前記第２のセルラー通信許可を受信するように構成される、請求項１３
に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項１５】
　前記セルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングするように構成さ
れたフィルタリング回路（３０５）であって、それによって前記ワイヤレス機器（１０６
ａ、１０６ｂ）が、前記第１のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについて、セル
ラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になる、フィルタリング回路（３０５）
をさらに含む、請求項１３または１４に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項１６】
　前記第１のサブフレーム構成が、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含
むＤ２Ｄ専用サブフレーム構成である、請求項１５に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、
１０６ｂ）。
【請求項１７】
　前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングするように構成さ
れたフィルタリング回路（３０５）であって、それによって前記ワイヤレス機器（１０６
ａ、１０６ｂ）が前記第２のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについてＤ２Ｄ通
信に対してＤＲＸスリープ状態になる、フィルタリング回路（３０５）
をさらに含む、請求項１３から１６のいずれか一項に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、
１０６ｂ）。
【請求項１８】
　前記第２のサブフレーム構成が、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを
含むセルラー専用サブフレーム構成である請求項１７に記載のワイヤレス機器（１０６ａ
、１０６ｂ）。
【請求項１９】
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　前記活性化回路（３０４）が、前記第１の期間ｔ１が終了したときに、前記セルラーＤ
ＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌを活性化するようにさらに構成され、前記
短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌが、第３の期間ｔ３にわたり反復され、前記短ＤＲＸ周期が
、第１の個数のサブフレームを含み、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前
記第１の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態
であり、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でない
ときにＤＲＸスリープ状態であり、
　前記活性化回路（３０４）が、前記第３の期間ｔ３が終了したときに、前記セルラーＤ
ＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期ＣＬ，ｃｅｌｌを活性化するようにさらに構成され、前記
長ＤＲＸ周期ＣＬ，ｃｅｌｌが、第２の個数のサブフレームを含み、前記第２の個数のサ
ブフレームが、前記第１の個数のサブフレームよりも多く、前記ワイヤレス機器（１０６
ａ、１０６ｂ）が、前記第２の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームで前
記ＤＲＸウェイク状態であり、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲ
Ｘウェイク状態でないときに前記ＤＲＸスリープ状態である、
請求項１３から１８のいずれか一項に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項２０】
　前記活性化回路（３０４）が、前記第２の期間ｔ２が終了したときに、前記Ｄ２Ｄ　Ｄ
ＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄを活性化するようにさらに構成され、前記短
ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄが、第４の期間ｔ４にわたり反復され、前記短ＤＲＸ周期が、第
１の個数のサブフレームを含み、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第
１の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームで前記ＤＲＸウェイク状態であ
り、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態でないとき
にＤＲＸスリープ状態であり、
　前記活性化回路（３０４）が、前記第４の期間ｔ４が終了したときに、前記Ｄ２Ｄ　Ｄ
ＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄを活性化するようにさらに構成され、前記長
ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄが、第２の個数のサブフレームを含み、前記第２の個数のサブフ
レームが、前記第１の個数のサブフレームよりも多く、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、
１０６ｂ）が、前記第２の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームで前記Ｄ
ＲＸウェイク状態であり、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウ
ェイク状態でないときに前記ＤＲＸスリープ状態である、
請求項１３から１９のいずれか一項に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項２１】
　前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１のＤ２Ｄ通信許可を前記無線
ネットワークノード（１０４）から受信するように構成された受信回路（３０２）
をさらに含む、請求項１３から２０のいずれか一項に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、
１０６ｂ）。
【請求項２２】
　前記無線ネットワークノード（１０４）にスケジューリング要求を伝送するように構成
された伝送回路（３０３）をさらに含み、前記受信回路（３０２）が、前記第１のアップ
リンクセルラー通信許可および前記第１のＤ２Ｄ通信許可を、伝送した前記スケジューリ
ング要求への応答として受信するようにさらに構成された、請求項２１に記載のワイヤレ
ス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項２３】
　前記活性化回路（３０４）が、前記スケジューリング要求がアップリンクセルラー通信
の要求を含むときに、第５の期間ｔ５にわたり、前記セルラーＤＲＸ構成に対して前記Ｄ
ＲＸウェイク状態を活性化するようにさらに構成され、前記ＤＲＸウェイク状態時に、前
記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記第１のアップリンクセルラー通信許可
を前記無線ネットワークノード（１０４）から受信するように構成される、請求項２２に
記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項２４】
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　前記無線ネットワークノード（１０４）からセルラー通信のスケジューリング用に前記
セルラーＤＲＸ構成を受信するように構成された受信回路（３０２）をさらに含み、
　前記受信回路（３０２）が、前記無線ネットワークノード（１０４）からＤ２Ｄ通信の
スケジューリング用に前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を受信するようにさらに構成された、請求
項１３から２３のいずれか一項に記載のワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）。
【請求項２５】
　セルラー通信および機器間、Ｄ２Ｄ、通信に対応したワイヤレス機器（１０６ａ、１０
６ｂ）で不連続受信、ＤＲＸ、を制御するための無線ネットワークノード（１０４）にお
ける方法であって、前記無線ネットワークノード（１０４）および前記ワイヤレス機器（
１０６ａ、１０６ｂ）が、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成された通信
ネットワーク（１００）に含まれ、前記方法が、
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）を活性化して、第１の期間ｔ１にわたり、
セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる第１のアップリンクセルラー通
信許可を前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送することであって、それによ
って前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記ＤＲＸウェイク状態時に第２のア
ップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される、伝送すること（１１７、４０
６）と、
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）を活性化して、第２の期間ｔ２にわたり、
Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる第１のＤ２Ｄ通信許可を前記ワ
イヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送することであって、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成
は、セルラーＤＲＸ構成から分離しており、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ
、１０６ｂ）が前記ＤＲＸウェイク状態時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成
される、伝送すること（１１７、４０７）とを含み、
　それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記セルラーＤＲＸ構成
および前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用して前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６
ｂ）でＤＲＸを制御することができる方法。
【請求項２６】
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）からスケジューリング要求を受信すること
（４０５）をさらに含み、前記第１のアップリンクセルラー通信許可を前記ワイヤレス機
器（１０６ａ、１０６ｂ）に前記伝送すること（４０６）と前記Ｄ２Ｄ通信許可を前記ワ
イヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に前記伝送すること（１１７、４０７）とが、
　前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１のＤ２Ｄ通信許可を、受信し
た前記スケジューリング要求に応じて伝送すること
をさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）にセルラー通信のスケジューリング用に前
記セルラーＤＲＸ構成を伝送すること（１１０、４０１）と、
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）にＤ２Ｄ通信のスケジューリング用に前記
Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を伝送すること（１１３、４０３）と
をさらに含む請求項２５または２６に記載の方法。
【請求項２８】
　第１のサブフレーム構成を前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送すること
であって、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ワイヤレス
機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記第１のサブフレーム構成に含まれるサブフレームにつ
いてセルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、前記セルラーＤＲＸ構成を
前記第１のサブフレーム構成でフィルタリングする、伝送すること（１１１、４０２）
をさらに含む、請求項２５から２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１のサブフレーム構成が、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含
むＤ２Ｄ専用サブフレーム構成である、請求項２８に記載の方法。
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【請求項３０】
　第２のサブフレーム構成を前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送すること
であって、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記ワイヤレス
機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記第２のサブフレーム構成に含まれるサブフレームにつ
いてＤ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を前
記第２のサブフレーム構成でフィルタリングする、伝送すること（１１４、４０４）
をさらに含む、請求項２５から２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２のサブフレーム構成が、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを
含むセルラー専用サブフレーム構成である、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　セルラー通信および機器間、Ｄ２Ｄ、通信に対応したワイヤレス機器（１０６ａ、１０
６ｂ）で不連続受信、ＤＲＸ、を制御するための無線ネットワークノード（１０４）であ
って、前記無線ネットワークノード（１０４）および前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１
０６ｂ）が、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成された通信ネットワーク
（１００）に含まれ、前記無線ネットワークノード（１０４）が、
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）を活性化して、第１の期間ｔ１にわたり、
セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる第１のアップリンクセルラー通
信許可を、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送するように構成された伝送
回路（５０３）であって、それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、
前記ＤＲＸウェイク状態時に第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構成
される、伝送回路を含み、
　前記伝送回路（５０３）が、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）を活性化して
、第２の期間ｔ２にわたり、前記セルラーＤＲＸ構成から分離したＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成に
対してＤＲＸウェイク状態にさせる第１のＤ２Ｄ通信許可を前記ワイヤレス機器（１０６
ａ、１０６ｂ）に伝送するようにさらに構成され、それによって前記ワイヤレス機器（１
０６ａ、１０６ｂ）が、前記ＤＲＸウェイク状態時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するよ
うに構成され、
　それによって前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が、前記セルラーＤＲＸ構成
および前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用して前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６
ｂ）でＤＲＸを制御することができる、無線ネットワークノード（１０４）。
【請求項３３】
　前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）からスケジューリング要求を受信するよう
に構成された受信回路（５０２）をさらに含み、
　前記伝送回路（５０３）が、前記第１のアップリンクセルラー通信許可および前記第１
のＤ２Ｄ通信許可を、受信した前記スケジューリング要求に応じて伝送するようにさらに
構成された、請求項３２に記載の無線ネットワークノード（１０４）。
【請求項３４】
　前記伝送回路（５０３）が、前記セルラーＤＲＸ構成をセルラー通信のスケジューリン
グ用に前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送し、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を
Ｄ２Ｄ通信のスケジューリング用に前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）に伝送す
るようにさらに構成された、請求項３２または３３に記載の無線ネットワークノード（１
０４）。
【請求項３５】
　前記伝送回路（５０３）が、第１のサブフレーム構成を前記ワイヤレス機器（１０６ａ
、１０６ｂ）に伝送するようにさらに構成され、それによって前記ワイヤレス機器（１０
６ａ、１０６ｂ）が、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記第１のサブフレ
ーム構成に含まれるサブフレームについてセルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態にな
るように、前記セルラーＤＲＸ構成を前記第１のサブフレーム構成でフィルタリングする
、請求項３２から３４のいずれか一項に記載の無線ネットワークノード（１０４）。
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【請求項３６】
　前記第１のサブフレーム構成が、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含
むＤ２Ｄ専用サブフレーム構成である、請求項３５に記載の無線ネットワークノード（１
０４）。
【請求項３７】
　前記伝送回路（５０３）が、第２のサブフレーム構成を前記ワイヤレス機器（１０６ａ
、１０６ｂ）に伝送するようにさらに構成され、それによって前記ワイヤレス機器（１０
６ａ、１０６ｂ）が、前記ワイヤレス機器（１０６ａ、１０６ｂ）が前記第２のサブフレ
ーム構成に含まれるサブフレームについてＤ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になる
ように、前記Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を前記第２のサブフレーム構成でフィルタリングする、
請求項３２から３６のいずれか一項に記載の無線ネットワークノード（１０４）。
【請求項３８】
　前記第２のサブフレーム構成が、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを
含むセルラー専用サブフレーム構成である、請求項３７に記載の無線ネットワークノード
（１０４）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス機器、無線ネットワークノード、およびそれらにお
ける方法に関する。詳細には、本明細書の実施形態は、ワイヤレス機器での不連続受信（
ＤＲＸ）の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス機器等の通信機器は、無線通信ネットワーク、移動通信システム、ワイヤレ
ス通信ネットワーク、ワイヤレス通信システム、セルラー無線システム、セルラーシステ
ム等とも呼ばれる無線通信システムワイヤレスで、通信を行うことができる。通信は、た
とえば、２つのワイヤレス機器の間、ワイヤレス機器と通常の電話との間、および／また
はワイヤレス機器とサーバーとの間で、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を通じて、
および場合によってはワイヤレス通信ネットワーク内に含まれる１つまたは複数のコアネ
ットワークを通じて、実行され得る。
【０００３】
　ワイヤレス機器は、一例として、ユーザー装置（ＵＥ）、携帯端末、ワイヤレス端末お
よび／または移動局、携帯電話、セルラー電話、ワイヤレス機能を備えたノートパソコン
等としても知られる。本文脈でのワイヤレス機器は、たとえば、他の実体とＲＡＮを通じ
て音声および／またはデータを通信できる、携帯型、ポケット収納型、ハンドヘルド型、
コンピュータ内蔵型、または車載型の携帯機器であり得る。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、セル領域に分割された地理的領域をカバーする。各セ
ル領域には、たとえば無線基地局（ＲＢＳ）である基地局（ＢＳ）等のネットワークノー
ドにより、サービスが提供される。基地局は、使用される技術および用語に応じて、ｅＮ
Ｂ、ｅＮｏｄｅＢ、ＮｏｄｅＢ、またはＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ）とも呼ばれる。基地局は、伝送電力に、およびそれ故にまたセルサイズに
基づいて、マクロｅＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、ピコ基地局等の多様なクラスであ
り得る。セルは、基地局サイトの基地局により無線カバレッジが提供される地理的領域で
ある。基地局サイトに位置する１つの基地局で、１つまたは複数のセルにサービスを提供
することができる。さらに、各基地局は、１つまたは複数の無線アクセスおよび通信技術
をサポートすることができる。基地局は、その基地局の範囲内のユーザー装置と、無線周
波数で動作する無線インターフェイスを通じて通信する。
【０００５】
　一部のＲＡＮでは、複数の基地局が、たとえば地上線またはマイクロ波により、ユニバ
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ーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）等の
無線ネットワークコントローラに接続され、および／または相互に接続され得る。たとえ
ばＧＳＭで基地局コントローラ（ＢＳＣ）とも呼ばれる無線ネットワークコントローラは
、接続されている複数の基地局の多様な活動を管理および調整し得る。ＧＳＭは、Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（当初は
Ｇｒｏｕｐｅ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ）の略である。
【０００６】
　本開示の文脈において、ダウンリンク（ＤＬ）という表現は、基地局からワイヤレス機
器への伝送路に使用される。アップリンク（ＵＬ）という表現は、逆方向、すなわちワイ
ヤレス機器から基地局への伝送路に使用される。
【０００７】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）において、ｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢとも呼ばれ得る基地局は、１つまたは複数
のコアネットワークに直接接続され得る。
【０００８】
　ＵＭＴＳは、ＧＳＭから発展した第３世代移動体通信システムであり、広帯域符号分割
多元接続（ＷＣＤＭＡ）アクセス技術に基づく改良された移動体通信サービスを提供する
ことを目的としている。ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）は、本
質的には、広帯域符号分割多元接続をユーザー装置用に使用する無線アクセスネットワー
クである。３ＧＰＰは、ＵＴＲＡＮおよびＧＳＭベースの無線アクセスネットワーク技術
をさらに発展させてきた。
【０００９】
　３ＧＰＰ／ＧＥＲＡＮによると、ユーザー装置は、アップリンク方向およびダウンリン
ク方向での最大転送速度を決定する多重スロットクラスを備える。ＧＥＲＡＮは、ＧＳＭ
　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略である。さらにＥＤＧＥは
、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎの略
である。
【００１０】
　３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）の最近の発達により、家庭、職場、
公共ホットスポット、さらには屋外環境でのローカルインターネットプロトコル（ＩＰ）
ベースサービスへのアクセスが簡素化されている。ローカルＩＰアクセスおよびローカル
接続の重要な使用事例の１つは、互いに近接して配置されたワイヤレス機器の間での直接
通信である。本明細書において「近接」という表現は、ワイヤレス機器が互いに数十メー
トル未満の距離で配置されていることを意味する。ただし、ワイヤレス機器は、最大で互
いに数百メートル離れて配置されることもある。よって、「近接」という表現は、ワイヤ
レス機器どうしが数十メートル未満～数百メートルの間隔で配置されていることを意味し
得る。
【００１１】
　互いに近接して配置された場合、２つのワイヤレス機器は、基地局等のセルラーアクセ
スポイントと対話せずに、相互に直接通信することができる。これを直接モード通信また
は機器間（Ｄ２Ｄ）通信という。Ｄ２Ｄ通信に対応した２つのワイヤレス機器は、たとえ
ばＤ２Ｄ機器、Ｄ２Ｄ対応機器、および／またはＤ２Ｄ対応ワイヤレス機器と呼ばれ得る
。
【発明の概要】
【００１２】
　本明細書の実施形態の目的は、通信ネットワークの性能を向上させる方法を提供するこ
とである。
【００１３】
　本明細書の実施形態の第１の態様によると、目的は、ワイヤレス機器で不連続受信（Ｄ
ＲＸ）を制御するための、ワイヤレス機器における方法によって実現される。ワイヤレス
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機器は、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している。さらに、ワイヤレス
機器には、無線ネットワークノードによってサービスが提供される。ワイヤレス機器およ
び無線ネットワークノードは、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成された
通信ネットワークに含まれる。
【００１４】
　第１のアップリンクセルラー通信許可を受信すると、ワイヤレス機器は、第１の期間ｔ
１にわたり、セルラーＤＲＸ構成用に対してＤＲＸウェイク状態を活性化し、そのＤＲＸ
ウェイク状態時に、ワイヤレス機器は第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するよ
うに構成される。
【００１５】
　さらに、第１のＤ２Ｄ通信許可を受信すると、ワイヤレス機器は、第２の期間ｔ２にわ
たり、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化する。Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構
成はセルラーＤＲＸ構成から分離しており、ワイヤレス機器はＤＲＸウェイク状態時に第
２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される。
【００１６】
　これにより、ワイヤレス機器は、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方
を使用してＤＲＸを制御することができる。
【００１７】
　本明細書の実施形態の第２の態様によると、目的は、ワイヤレス機器で不連続受信（Ｄ
ＲＸ）を制御するためのワイヤレス機器によって実現される。ワイヤレス機器は、セルラ
ー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している。さらに、ワイヤレス機器には、無線
ネットワークノードによってサービスが提供され、ワイヤレス機器および無線ネットワー
クノードは、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成された通信ネットワーク
に含まれる。
【００１８】
　ワイヤレス機器は、第１のアップリンクセルラー通信許可を受信したときに、第１の期
間ｔ１にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するように構
成された活性化回路を含む。さらに、ワイヤレス機器は、ＤＲＸウェイク状態時に第２の
アップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【００１９】
　活性化回路はさらに、第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、第２の期間ｔ２にわた
り、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するように構成される。Ｄ
２Ｄ　ＤＲＸ構成はセルラーＤＲＸ構成から分離しており、ワイヤレス機器はＤＲＸウェ
イク状態時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される。
【００２０】
　これにより、ワイヤレス機器は、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方
を使用してＤＲＸを制御することができる。
【００２１】
　本明細書の実施形態の第３の態様によると、目的は、ワイヤレス機器で不連続受信（Ｄ
ＲＸ）を制御するための無線ネットワークノードにおける方法により実現される。ワイヤ
レス機器は、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している。さらに、無線ネ
ットワークノードおよびワイヤレス機器は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対し
て構成された通信ネットワークに含まれる。
【００２２】
　無線ネットワークノードは、第１のアップリンクセルラー通信許可をワイヤレス機器に
伝送する。この第１のアップリンクセルラー通信許可は、ワイヤレス機器を活性化して、
第１の期間ｔ１にわたりセルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。これ
により、ワイヤレス機器はＤＲＸウェイク時に第２のアップリンクセルラー通信許可を受
信するように構成される。
【００２３】
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　さらに、無線ネットワークノードは、第１のＤ２Ｄ通信許可をワイヤレス機器に伝送す
る。この第１のＤ２Ｄ通信許可は、ワイヤレス機器を活性化して、第２の期間ｔ２にわた
りＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成用のＤＲＸウェイク状態にさせる。このＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成はセル
ラーＤＲＸ構成から分離しており、それによってワイヤレス機器は、ＤＲＸウェイク状態
時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される。
【００２４】
　これにより、ワイヤレス機器は、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方
を使用してＤＲＸを制御することができる。
【００２５】
　本明細書の実施形態の第４の態様によると、目的は、ワイヤレス機器で不連続受信（Ｄ
ＲＸ）を制御するための無線ネットワークノードによって実現される。ワイヤレス機器は
、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している。さらに、無線ネットワーク
ノードおよびワイヤレス機器は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成され
た通信ネットワークに含まれる。
【００２６】
　無線ネットワークノードは、第１のアップリンクセルラー通信許可をワイヤレス機器に
伝送するように構成された伝送回路を含む。この第１のアップリンクセルラー通信許可は
、ワイヤレス機器を活性化して、第１の期間ｔ１にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対して
ＤＲＸウェイク状態にさせる。これにより、ワイヤレス機器は、ＤＲＸウェイク状態時に
第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【００２７】
　さらに、伝送回路は、第１のＤ２Ｄ通信許可をワイヤレス機器に伝送するように構成さ
れる。第１のＤ２Ｄ通信許可は、ワイヤレス機器を活性化して、第２の期間ｔ２にわたり
、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。このＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成は
、セルラーＤＲＸ構成から分離しており、それによってワイヤレス機器は、ＤＲＸウェイ
ク状態時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される。
【００２８】
これにより、ワイヤレス機器は、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を
使用してＤＲＸを制御することができる。
【００２９】
　セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成は互いに分離しているため、ＤＲＸ構成
をセルラー通信用およびＤ２Ｄ通信用にそれぞれ構成する際の柔軟性が向上する。よって
、セルラー通信とＤ２Ｄ通信との間で異なるトラフィック特性を考慮することができる。
これにより、通信ネットワークの性能が向上する。
【００３０】
　本明細書の実施形態の利点は、セルラーＤＲＸ構成とＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成との間の構成
可能な結合関係により、通信ネットワークでセルラーモードスケジューリング用のセルラ
ーウェイク間隔を待機しているときの遅延を低減し得るということである。たとえば、場
合によっては、通信ネットワーク、たとえば無線ネットワークノードで、２つのワイヤレ
ス機器がＤ２Ｄモードでスケジューリングされた直後に、それらのワイヤレス機器をセル
ラーモードでスケジューリングすることがある。これは、たとえば、セルラー通信で搬送
される制御プレーンデータがＤ２Ｄ接続で搬送されるユーザープレーンデータと密接に結
合していることが原因の場合であり得る。よって、制御プレーンデータを搬送するために
、Ｄ２Ｄスケジューリングの直後にセルラーＤＲＸモードがウェイク状態になると有利で
あり得る。これ以外の場合、ＤＲＸウェイク状態の待機に起因する遅延により、通信ネッ
トワークのすべてのトラフィックが遅延し、それによって通信ネットワークの性能が低下
する可能性がある。
【００３１】
　本明細書の実施形態の例を、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１Ａ】通信ネットワークのいくつかの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図１Ｂ】通信ネットワークの実施形態のフローチャートと信号方式とを組み合わせた概
略図である。
【図２】ワイヤレス機器における方法の実施形態を示すフローチャートである。
【図３】ワイヤレス機器の実施形態を示す概略ブロック図である。
【図４】無線ネットワークノードにおける方法の実施形態を示すフローチャートである。
【図５】無線ネットワークノードの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図６】ＤＲＸ機構の概略図である。
【図７】セルラー伝送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図で
ある。
【図８】スケジューリング要求の伝送後の異なる動作を示す、セルラー伝送用およびＤ２
Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。
【図９】Ｄ２Ｄがセルラー監視をトリガする仕組みを示す、セルラー伝送用およびＤ２Ｄ
伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。
【図１０】ＤＲＸ構成がサブフレーム構成によってフィルタリングされ得る仕組みを示す
、セルラー伝送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本明細書の実施形態を、以下の非限定的な説明で例示する。
【００３４】
　本明細書の実施形態を展開する一環として、まず問題を特定して説明する。
【００３５】
　現在のＬＴＥ仕様（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１　Ｅ－ＵＴＲＡ媒体アクセス制御（
ＭＡＣ）プロトコル仕様）によると、ワイヤレス機器で省電力を実装するために、スケジ
ューリング情報配信、すなわちセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）の監視
が、不連続受信（ＤＲＸ）と組み合わされる。つまり、ワイヤレス機器がＤＲＸ条件に応
じてウェイク状態である間のみ、通信ネットワーク、たとえば無線ネットワークノードは
、ワイヤレス機器をスケジューリングすることができ、ワイヤレス機器は、考えられるス
ケジューリング許可のために物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の復号を試み
る。
【００３６】
　Ｃ－ＲＮＴＩは、ｅＮｏｄｅＢ等の無線ネットワークノードにより割り当てられるワイ
ヤレス機器識別子であり、その無線ネットワークノードにより制御される１つのセル内で
一意である。Ｃ－ＲＮＴＩは、ワイヤレス機器が新しいセルに移動したときに再度割り当
てられることがある。３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１第７．１章等を参照されたい。
【００３７】
　さらに、ＰＤＣＣＨは、ＬＴＥでの効率的なデータ伝送をサポートするために使用され
るダウンリンク制御チャネルである。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）と
して知られているメッセージを搬送する。ＤＣＩは、伝送リソースの割り当てと、ワイヤ
レス機器またはワイヤレス機器のグループのための他の制御情報とを含む。多数のＰＤＣ
ＣＨがサブフレームで伝送され得る。３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２第５．３．３章および
ＴＳ３６．２１１第６．８章等を参照されたい。
【００３８】
　標準仕様の３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｅ－ＵＴＲＡ、無線リソース制御（ＲＲＣ
）、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆ
ｏ／３６３３１．ｈｔｍ、および３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１　Ｅ－　ＵＴＲＡ、媒体
アクセス制御（ＭＡＣ）、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃ
ｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／３６３２１．ｈｔｍは、ＤＲＸの手続きを指定する。ワイヤレ
ス機器は、長く再発的な期間にわたってワイヤレス機器の受信機を無効化し、短いフェー
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ズ中にのみダウンリンクチャネルを不連続に監視することができる。進化したＵＴＲＡＮ
　不連続受信（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＤＲＸ）は、以下により特徴付けられ得る。
　１）データ伝送が開始され得るオンデュレーションフェーズが短い。ワイヤレス機器は
、このフェーズで制御チャネルを監視する。データが発生しない場合、ワイヤレス機器は
、ワイヤレス機器の受信機をオフにし、低エネルギー状態に入ることができる。ワイヤレ
ス機器は、ダウンリンク同期チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）のオンデュレーション受信時にデ
ータを検出したときはいつでも、ＤＲＸ活性期間を延長することができる。これは、活性
時間を延長するために、すなわちＤＲＸ活性期間を延長するために、ｉｎａｃｔｉｖｉｔ
ｙＴｉｍｅｒ、ｓｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ等の１つまたは複数のタイマーを開始す
ることにより実行され得る。
　２）短いオンデュレーションフェーズの定期的な反復の後に、非活性期間、たとえばＤ
ＲＸ非活性期間が続き得る。
　３）１つまたは複数のタイマー等、すなわちｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒおよびｓ
ｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒのオンデュレーションの長さはワイヤレス機器のＲＲＣ構
成によって固定される一方、活性時間はスケジューリングの意思決定に基づいて即時に可
変する。
　４）スケジューリング要求（ＳＲ）が物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）で
送信され、かつ保留中である場合、ワイヤレス機器は活性状態を維持してＵＬ許可を待機
する。
【００３９】
　ＬＴＥでは、ＰＵＣＣＨは、チャネル品質表示（ＣＱＩ）、ハイブリッド自動再送信要
求（ＨＡＲＱ）、応答（ＡＣＫ）、否定応答（ＮＡＣＫ）、アップリンクスケジューリン
グ要求等のアップリンク制御情報を搬送するアップリンク物理チャネルである。３ＧＰＰ
　ＴＳ３６．２１１第５．４章等を参照されたい。
【００４０】
　セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の混合ネットワークは、各Ｄ２Ｄ対応ワイヤレス機器に
対して、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方をセルラーリソースでサポートする。両方
の種類の通信に対して、通信ネットワーク、たとえば通信ネットワークに含まれる無線ネ
ットワークノードにより、リソース割り当てが決定される。言い換えると、Ｄ２Ｄ対応ワ
イヤレス機器は、セルラーモード通信およびＤ２Ｄモード通信の両方のスケジューリング
情報についてＰＤＣＣＨを監視しなければならない。具体的には、特定の一対のＤ２Ｄワ
イヤレス機器、すなわち伝送側のＤ２Ｄ対応ワイヤレス機器（Ｄ２Ｄ　Ｔｘ）と受信側の
Ｄ２Ｄ対応ワイヤレス機器（Ｄ２Ｄ　Ｒｘ）の場合、一方では、両機器は従来型のセルラ
ーリンク通信のための考えられるＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨスケジューリングについてＰＤ
ＣＣＨを不連続な方法で監視しなければならない。他方では、Ｄ２Ｄ　Ｔｘから送信する
Ｄ２Ｄデータが存在する場合、Ｄ２Ｄ　Ｔｘは、リソース割り当てを要求するために、３
ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで通信ネットワーク、たとえば無線ネットワークノードにスケジ
ューリング要求を送信する可能性がある。その後、通信ネットワーク、たとえば無線ネッ
トワークノードは、ＰＤＣＣＨでの伝送により、Ｄ２Ｄ伝送をスケジューリングし得る。
よって、Ｄ２Ｄ　Ｒｘは、考えられるＤ２ＤスケジューリングについてもＰＤＣＣＨを監
視しなければならない。理解すべきは、Ｄ２Ｄワイヤレス機器は伝送側Ｄ２Ｄデバイスお
よび受信側Ｄ２Ｄデバイスの両方であり得、よって電力を節約するには両方のＤ２Ｄワイ
ヤレス機器がＰＤＣＣＨを不連続な方法で監視しなければならないということである。し
かし、従来技術では、デュアルモード通信で不連続受信構成とやり取りする方法について
の解決策はなかった。
【００４１】
　さらに、Ｄ２Ｄ通信リンクでのデータ伝送はセルラー通信リンクによってサポートされ
るため、Ｄ２Ｄ通信リンクでの行為がセルラーＵＬ通信リンクおよび／またはセルラーＤ
Ｌ通信リンクでの行為をトリガする可能性がある。しかし、従来技術では、このような２
つの通信モード間のやり取りをＤＲＸ機構で処理する方法についての解決策はなかった。
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そのため、本明細書の一部の実施形態では、この問題の解決策、すなわち混合通信ネット
ワークシナリオ用のＤＲＸ構成を設計する方法を提供することを目指している。
【００４２】
　セルラー通信リンクによってサポートされ得るＤ２Ｄ通信リンク上のデータ伝送の一例
として、アップリンク接続を介した無線ネットワークノードへのバッファ状態報告（ＢＳ
Ｒ）および／もしくはパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）またはそれらの組合せと、セル
ラーＤＬ／ＵＬ接続を介した非アクセス層（ＮＡＳ）信号、ＲＲＣ信号、セッション開始
プロトコル（ＳＩＰ）信号、リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＣＰ）信号等の制御プレ
ーン（ＣＰ）データとがある。
【００４３】
　本明細書の一部の実施形態は、各Ｄ２Ｄ対応ワイヤレス機器に２つの分離したＤＲＸ構
成および設定を提供することにより、問題を解決する。一部の実施形態では、各Ｄ２Ｄ対
応ワイヤレス機器に対して、セルラースケジューリング用にセルラーＤＲＸ構成が提供さ
れ、Ｄ２Ｄスケジューリング用にＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成が提供される。
【００４４】
　さらに、以下に詳細に説明する一部の実施形態では、２つのＤＲＸ構成が第１のサブフ
レーム構成、すなわちセルラー専用サブフレーム構成、および／または第２のサブフレー
ム構成、すなわちＤ２Ｄ専用サブフレーム構成、によってフィルタリングされる。
【００４５】
　さらに、以下に詳細に説明する一部の実施形態では、Ｄ２Ｄスケジューリング要求は追
加の活性期間をトリガし得ない。
【００４６】
　さらに、以下に詳細に説明する一部の実施形態では、通信ネットワーク、たとえば無線
ネットワークノードにより、Ｄ２ＤスケジューリングでセルラーＵＬおよび／またはＤＬ
スケジューリング情報の監視をトリガするか否かを制御するように構成することができる
。たとえば、一部の実施形態では、通信ネットワーク、たとえば無線ネットワークノード
により、セルラーＵＬおよび／またはＤＬスケジューリング情報を監視するために、Ｄ２
ＤスケジューリングでセルラーＤＲＸのｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒやｓｈｏｒｔＣ
ｙｃｌｅＴｉｍｅｒ等の１つまたは複数のセルラータイマーをトリガするか否かを制御す
るように構成することができる。
【００４７】
　図１Ａは、セルラー通信に対応し、従来のセルラー通信技術に従って無線ネットワーク
ノード１０４を通じて相互に通信する２つのワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂを含む、
通信ネットワーク１００を概略的に示す。さらに、図１Ａは、セルラー通信および直接モ
ード通信、すなわち機器間（Ｄ２Ｄ）通信、の両方に対応した２つのワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂを概略的に示す。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、通信ネットワー
ク１００に含まれ、従来のセルラー通信技術および／または直接モード通信技術を使用し
て相互に通信することができる。
【００４８】
　通信ネットワーク１００は、従来のセルラー通信技術と直接モード通信技術の両方を使
用して通信を提供するため、混合通信ネットワークとも呼ばれる。通信ネットワーク１０
０は、３ＧＰＰ通信システムまたは非３ＧＰＰ通信システムであり得る。さらに、通信ネ
ットワーク１００は、１つまたは複数の無線通信ネットワーク（図示せず）を含み得る。
各無線通信ネットワークは、１つまたは複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）をサポートす
るように構成され得る。さらに、１つまたは複数の無線通信ネットワークは、多様なＲＡ
Ｔをサポートするように構成され得る。ＲＡＴの例として、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ
がある。
【００４９】
　セルラー通信のみに対応した２つのワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂは、それぞれ第
１のセルラーワイヤレス機器１０２ａおよび第２のセルラーワイヤレス機器１０２ｂとも
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呼ばれる。さらに、２つのセルラーワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂは、セルとも呼ば
れる、１つまたは複数の地理的領域内に位置しており、無線ネットワークノード１０４に
よってサービスが提供される。さらに、アップリンク（ＵＬ）伝送では２つのセルラーワ
イヤレス機器１０２ａ、１０２ｂが無線インターフェイス上で無線ネットワークノード１
０４にデータを伝送し、ダウンリンク（ＤＬ）伝送では無線ネットワークノード１０４が
２つのセルラーワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂにデータを伝送する。
【００５０】
　２つのセルラーワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂは、たとえば、携帯端末やワイヤレ
ス端末などのユーザー装置、携帯電話、ノートパソコンなどのコンピュータ、タブレット
ＰＣ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、またはセルラー通信ネットワークの無線リンク上で通信
を行うことができる他の任意の無線ネットワーク装置であり得る。２つのセルラーワイヤ
レス機器１０２ａ、１０２ｂは、３ＧＰＰネットワークおよび非３ＧＰＰネットワークの
両方で使用するようにさらに構成され得る。
【００５１】
　セルラー通信に対応したワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂはいわゆるレガシーワイヤ
レス機器であり、セルラー通信技術のみをサポートすることを理解する必要がある。
【００５２】
　無線ネットワークノード１０４は、ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ、Ｎｏｄｅ　ＢもしくはＨｏ
ｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ等の基地局、無線ネットワークコントロ
ーラ、基地局コントローラ、アクセスポイント、固定または可動であり得るリレーノード
、リレーとして機能するドナーノード、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線基地局、マルチスタンダー
ド無線（ＭＳＲ）基地局、または通信ネットワーク１００に含まれるワイヤレス機器もし
くは別の無線ネットワークノードにサービスを提供できる他の任意のネットワーク装置で
あり得る。
【００５３】
　セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対応した２つのワイヤレス機器１０６ａ、１０
６ｂは、それぞれ第１のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａおよび第２のＤ２Ｄワイヤレス機
器１０６ｂとも呼ばれる。さらに、２つのＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、
携帯端末やワイヤレス端末等のユーザー装置、携帯電話、ノートパソコンなどのコンピュ
ータ、タブレットＰＣ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、または通信ネットワーク１００の無線
リンク上で通信を行うことができる他の任意の無線ネットワーク装置であり得る。２つの
Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、３ＧＰＰネットワークおよび非３ＧＰＰネ
ットワークの両方で使用するようにさらに構成され得る。
【００５４】
　さらに、２つのＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルとも呼ばれる、１つ
または複数の地理的領域内に位置しており、無線ネットワークノード１０４によってサー
ビスが提供される。さらに、アップリンク（ＵＬ）伝送では２つのＤ２Ｄワイヤレス機器
１０６ａ、１０６ｂが無線インターフェイス上で無線ネットワークノード１０４にデータ
を伝送し、ダウンリンク（ＤＬ）伝送では無線ネットワークノード１０４が２つのＤ２Ｄ
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂにデータを伝送する。
【００５５】
　セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対応したワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは
セルラー通信技術および直接モード通信技術の両方をサポートすることを理解する必要が
ある。
【００５６】
　直接モード通信では、従来のセルラー通信技術に比べて、いくつかの潜在的な利得が得
られる。なぜなら、Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラーアクセスポイ
ント、すなわち無線ネットワークノード１０４、を通じて通信しなければならないワイヤ
レス機器１０２ａ、１０２ｂよりも、互いの距離がはるかに近接して配置されているから
である。従来のセルラー通信ではなく直接モード通信を使用することによる潜在的な利得
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の一例として、容量利得、ピーク速度利得、および遅延利得がある。
【００５７】
　容量利得を考慮した場合、第一に、Ｄ２Ｄ層とセルラー層との間のＯＦＤＭリソースブ
ロック等の無線リソースが再使用され得る。これは再使用利得と呼ばれ得る。第二に、Ｄ
２Ｄリンクは、伝送側、すなわちＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ等の伝送側Ｄ２Ｄワイヤ
レス機器と、受信側、すなわちＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂ等の受信側Ｄ２Ｄワイヤレ
ス機器との間で、単一のホップを使用する。これは、２つのセルラー機器１０２ａ、１０
２ｂが相互に通信するときのセルラーアクセスポイント（ＡＰ）を介した２ホップリンク
とは対照的である。これはホップ利得と呼ばれ得る。
【００５８】
　さらに、ピーク速度利得を考慮した場合、近接と、潜在的に好ましい伝搬条件とにより
、高いピーク速度が実現され得る。これは近接利得と呼ばれ得る。
【００５９】
　さらに、遅延利得を考慮した場合、ワイヤレス機器が従来のセルラー通信リンクではな
く直接モード通信リンク上で通信すると、無線ネットワークノードにより実行される転送
が短絡され、よって終端間の遅延が減少し得る。
【００６０】
　図１Ｂは、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するため
のフローチャートと信号方式とを組み合わせた概略図である。
【００６１】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するための動作を、
図１Ｂを参照しながら説明する。上述したように、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは
、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応している。さらに、ワイヤレス機器１
０６ａ、１０６ｂには、無線ネットワークノード１０４によってサービスが提供される。
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂおよび無線ネットワークノード１０４は、通信ネット
ワーク１００に含まれる。通信ネットワーク１００は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の
両方に対して構成されている。さらに、本明細書の一部の実施形態に記載された動作によ
り、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構
成の両方を使用してＤＲＸを制御することができる。
【００６２】
　これらの動作は、以下に説明する順序で実行する必要はなく、任意の適切な順序で実行
できる。さらに、動作を組み合わせてもよい。
【００６３】
　動作１１０
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１０４からセルラースケ
ジューリング情報を受信できるようにするサブフレーム等に関する知識をワイヤレス機器
１０６ａ、１０６ｂに与えるために、無線ネットワークノード１０４は、セルラーＤＲＸ
構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【００６４】
　セルラーＤＲＸ構成は、無線リソース制御（ＲＣＣ）信号を通じて、無線ネットワーク
ノード１０４からワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００６５】
　以下に説明するように、セルラーＤＲＸ構成は、一群のサブフレームを含み得る。これ
らのサブフレームで、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラースケジューリング
情報を受信できるか、またはセルラースケジューリング情報を受信できない。
【００６６】
　動作１１１
　一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１
０４からセルラースケジューリング情報を受信できないようにするサブフレームを変更等
するのが望ましい場合がある。そのような実施形態では、無線ネットワークノード１０４
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は第１のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【００６７】
　第１のサブフレーム構成は、ダウンリンク制御表示（ＤＣＩ）、ＭＡＣ制御要素（ＣＥ
）、またはＲＲＣ信号を通じて、無線ネットワークノード１０４からワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００６８】
　以下に詳細に説明するように、第１のサブフレーム構成は、セルラー通信が許可されな
いようにする一群のサブフレームを含み得る。
【００６９】
　動作１１２
　一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１
０４から第１のサブフレーム構成を受信すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂはセ
ルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングし得る。
【００７０】
　以下に詳細に説明するように、セルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィル
タリングすることにより、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１のサブフレーム構
成に含まれるサブフレームについて、セルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得
る。
【００７１】
　動作１１３
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１０４からＤ２Ｄスケジ
ューリング情報を受信できるようにするサブフレーム等に関する知識をワイヤレス機器１
０６ａ、１０６ｂに与えるために、無線ネットワークノード１０４は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構
成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【００７２】
　Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて、無線ネッ
トワークノード１０４からワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００７３】
　以下に説明するように、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、一群のサブフレームを含み得る。これ
らのサブフレームで、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄスケジューリング情
報を受信できるか、またはＤ２Ｄスケジューリング情報を受信できない。
【００７４】
　動作１１４
　一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１
０４からＤ２Ｄスケジューリング情報を受信できないようにするサブフレームを変更等す
るのが望ましい場合がある。そのような実施形態では、無線ネットワークノード１０４は
第２のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【００７５】
　第２のサブフレーム構成は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて、無線
ネットワークノード１０４からワイヤレス機器に送信され得る。
【００７６】
　以下に詳細に説明するように、第２のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信が許可されない
ようにする一群のサブフレームを含み得る。
【００７７】
　動作１１５
　一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１
０４から第２のサブフレーム構成を受信すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂはＤ
２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングし得る。以下に詳細に説明
するように、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングすることに
より、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のサブフレーム構成に含まれるサブフ
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レームについて、Ｄ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得る。
【００７８】
　動作１１６
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、１つまたは複数のリソースを要求するために、
無線ネットワークノード１０４にスケジューリング要求を伝送し得る。このスケジューリ
ング要求は、セルラー通信および／またはＤ２Ｄ通信のスケジューリング要求であり得る
。スケジューリング要求への応答として、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネ
ットワークノード１０４から通信許可を受信し得る。
【００７９】
　スケジューリング要求は、アップリンク制御表示（ＵＰＩ）、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲ
ＲＣ信号を通じて、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂから無線ネットワークノード１０
４に送信され得る。
【００８０】
　動作１１７
　無線ネットワークノード１０４は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに通信許可を伝
送し得る。一部の実施形態では、通信許可は、受信したスケジューリング要求に応じて伝
送される。
【００８１】
　通信許可は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて、無線ネットワークノ
ード１０４からワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００８２】
　通信許可は、アップリンクセルラー通信許可またはＤ２Ｄ通信許可であり得る。
【００８３】
　アップリンクセルラー通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂを活性化して、
第１の期間にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。これに
より、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク時に第２のアップリンクセ
ルラー通信許可を受信するように構成される。
【００８４】
　Ｄ２Ｄ通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂを活性化して、第２の期間にわ
たり、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。これにより、ワイヤレ
ス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するよう
に構成される。
【００８５】
　動作１１８
　通信許可がセルラー通信許可である場合、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セル
ラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化する。これにより、ワイヤレス機器
１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク時に第２のアップリンクセルラー通信許可を受信
するように構成される。
【００８６】
　動作１１９
　通信許可がＤ２Ｄ通信許可である場合、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ
　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化する。これにより、ワイヤレス機器１
０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク時に第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成さ
れる。
【００８７】
　動作１１８や動作１１９などの本明細書に記載された動作により、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用してＤＲ
Ｘを制御することができる。
【００８８】
　上述した動作については、以下でワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂの観点からさらに
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詳細に説明する。
【００８９】
　次に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するためのワ
イヤレス機器１０６ａ、１０６ｂにおける方法について、図２を参照しながら説明する。
上述したように、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信および機器間（Ｄ
２Ｄ）通信に対応している。さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂには、無線ネッ
トワークノード１０４によってサービスが提供される。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂおよび無線ネットワークノード１０４は、通信ネットワーク１００に含まれる。通信ネ
ットワーク１００は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成されている。さ
らに、本明細書の一部の実施形態に記載された動作により、ワイヤレス機器１０６ａ、１
０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用してＤＲＸを制御
することができる。
【００９０】
　方法は、以下の動作を含む。これらの動作は、以下に示す順序で実行する必要はなく、
任意の適切な順序で実行できる。さらに、動作を組み合わせてもよい。
【００９１】
　動作２０１
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信のスケジューリング用にセルラー
ＤＲＸ構成を無線ネットワークノード１０４から受信し得る。
【００９２】
　セルラーＤＲＸ構成は、ＲＲＣ信号を通じて、無線ネットワークノード１０４からワイ
ヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００９３】
　セルラーＤＲＸ構成は、一群のサブフレームを含み得る。これらのサブフレームは、セ
ルラーＤＲＸウェイクサブフレームまたはセルラーＤＲＸスリープサブフレームとして示
される。「セルラーＤＲＸウェイクサブフレーム」という表現は、ワイヤレス機器１０６
ａ、１０６ｂがこれらのサブフレームでセルラースケジューリング情報を受信できること
を意味し、「セルラーＤＲＸスリープサブフレーム」という表現は、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂがこれらのサブフレームでセルラースケジューリング情報を受信できない
ことを意味する。
【００９４】
　この動作は、上述した動作１１０に関連する。
【００９５】
　動作２０２
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネットワークノード１０４から第１のサブ
フレーム構成を受信し得る。
【００９６】
　第１のサブフレーム構成は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて、無線
ネットワークノード１０４からワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに送信され得る。
【００９７】
　第１のサブフレーム構成は、セルラー通信が許可されないようにする一群のサブフレー
ム、すなわちワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがセルラー通信に対してＤＲＸスリープ
状態になり得る一群のサブフレームを含み得る。
【００９８】
　一部の実施形態では、第１のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数の
サブフレーム、すなわち１つまたは複数のＤ２Ｄ　ＤＲＸウェイクサブフレームを含む、
Ｄ２Ｄ専用サブフレーム構成である。動作２０４で説明するが、１つまたは複数のＤ２Ｄ
　ＤＲＸウェイクサブフレームは、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤ２Ｄ伝送を受
信できるサブフレームである。
【００９９】



(20) JP 2016-506138 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

　この動作は、上述した動作１１１に関連する。
【０１００】
　動作２０３
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成
でフィルタリングし得る。上述したように、第１のサブフレーム構成は、セルラー通信が
許可されないようにするサブフレーム、すなわちワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがセ
ルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得るサブフレームを含み得る。よって、セ
ルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングすることにより、ワイヤレ
ス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについて
、セルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得る。
【０１０１】
　この動作は、上述した動作１１２に関連する。
【０１０２】
　フィルタリングについては、図１０を参照しながら詳しく後述する。
【０１０３】
　動作２０４
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ通信のスケジューリング用にＤ２Ｄ　Ｄ
ＲＸ構成を無線ネットワークノード１０４から受信し得る。
【０１０４】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通
じて、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を無線ネットワークノード１０４から受信し得る。
【０１０５】
　Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、一群のサブフレームを含み得る。これらのサブフレームは、Ｄ
２Ｄ　ＤＲＸウェイクサブフレームまたはＤ２Ｄ　ＤＲＸスリープサブフレームとして示
される。「Ｄ２Ｄ　ＤＲＸウェイクサブフレーム」という表現は、ワイヤレス機器１０６
ａ、１０６ｂがこれらのサブフレームでＤ２Ｄスケジューリング情報を受信できることを
意味し、「Ｄ２Ｄ　ＤＲＸスリープサブフレーム」という表現は、ワイヤレス機器１０６
ａ、１０６ｂがこれらのサブフレームでＤ２Ｄ　スケジューリング情報を受信できないこ
とを意味する。
【０１０６】
　この動作は、上述した動作１１３に関連する。
【０１０７】
　動作２０５
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネットワークノード１０４から第２のサブ
フレーム構成を受信し得る。
【０１０８】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通
じて、無線ネットワークノード１０４から第２のサブフレーム構成を受信し得る。
【０１０９】
　第２のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信が許可されないようにする一群のサブフレーム
、すなわちワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態
になり得る一群のサブフレームを含み得る。
【０１１０】
　一部の実施形態では、第２のサブフレーム構成は、セルラー通信専用の１つまたは複数
のサブフレーム、すなわち１つまたは複数のセルラーＤＲＸウェイクサブフレームを含む
、セルラー専用サブフレーム構成である。
【０１１１】
　この動作は、上述した動作１１４に関連する。
【０１１２】
　動作２０６
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　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成
でフィルタリングし得る。上述したように、第２のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信が許
可されないようにするサブフレーム、すなわちワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤ２
Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得るサブフレームを含み得る。よって、セルラ
ーＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングすることにより、ワイヤレス機
器１０６ａ、１０６ｂは、第２のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについて、Ｄ
２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になり得る。
【０１１３】
　この動作は、上述した動作１１５に関連する。
【０１１４】
　フィルタリングについては、図１０を参照しながら詳しく後述する。
【０１１５】
　動作２０７
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネットワークノード１０４にスケジューリ
ング要求を伝送し得る。
【０１１６】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＵＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通
じて、無線ネットワークノード１０４にスケジューリング要求を送信し得る。
【０１１７】
　このスケジューリング要求は、セルラー通信用および／またはＤ２Ｄ通信用のスケジュ
ーリング要求であり得る。よって、スケジューリング要求は、セルラースケジューリング
要求、Ｄ２Ｄスケジューリング要求、またはセルラーおよびＤ２Ｄの複合型スケジューリ
ング要求であり得る。
【０１１８】
　この動作は、上述した動作１１６に関連する。
【０１１９】
　動作２０８
　スケジューリング要求がアップリンクセルラー通信の要求を含む場合、ワイヤレス機器
１０６ａ、１０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化し得る
。このＤＲＸウェイク状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは無線ネットワーク
ノード１０４から第１のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【０１２０】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが第１のア
ップリンクセルラー通信許可を受信するまで、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイ
ク状態を活性化し得る。
【０１２１】
　一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第５の期間ｔ５にわたり
、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化し得る。そのような実施形態
では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第５の期間ｔ５が終了したときに、ＤＲＸ
スリープ状態を活性化し得る。
【０１２２】
　動作２０９
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６は、無線ネットワークノード１０４から第１のアップ
リンクセルラー通信許可および／または第１のＤ２Ｄ通信許可を受信し得る。
【０１２３】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通
じて、無線ネットワークノード１０４から通信許可を受信し得る。
【０１２４】
　動作２０７で説明したように、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネットワー
クノード１０４にスケジューリング要求を伝送し得る。そのような実施形態では、ワイヤ
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レス機器１０６ａ、１０６は、伝送したスケジューリング要求への応答として、第１のア
ップリンクセルラー通信許可および／または第１のＤ２Ｄ通信許可を受信し得る。
【０１２５】
　この動作は、上述した動作１１７に関連する。
【０１２６】
　動作２１０
　第１のアップリンクセルラー通信許可を受信すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂは、第１の期間ｔ１にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性
化する。このＤＲＸウェイク状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のア
ップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【０１２７】
　この動作は、上述した動作１１８に関連する。
【０１２８】
　動作２１１
　動作２１０で説明した第１の期間ｔ１が終了すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂは、セルラーＤＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌを活性化し得る。短ＤＲ
Ｘ周期ＣＳ，ｃｅｌｌは、第３の期間ｔ３にわたり反復され得る。さらに、短ＤＲＸ周期
ＣＳ，ｃｅｌｌは、第１の個数のサブフレームを含み得る。さらに、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂは、第１の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームでＤＲＸ
ウェイク状態であり、またワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態で
ないときはＤＲＸスリープ状態である。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェ
イク状態であるとき、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のアップリンクセルラ
ー通信許可を受信するように構成される。
【０１２９】
　動作２１２
　動作２１１で説明した第３の期間ｔ３が終了すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂは、セルラーＤＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期ＣＬ，ｃｅｌｌを活性化し得る。長ＤＲ
Ｘ周期ＣＬ，ｃｅｌｌは、第２の個数のサブフレームを含み得る。さらに、第２の個数の
サブフレームは、第１の個数のサブフレームよりも多い。さらに、ワイヤレス機器１０６
ａ、１０６ｂは、第２の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレームでＤＲＸウ
ェイク状態であり、またＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状態である。ワ
イヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂは、第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【０１３０】
　動作２１３
　第１のＤ２Ｄ通信許可を受信すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２の期
間ｔ２にわたり、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化する。このＤ
２Ｄ　ＤＲＸ構成は、セルラーＤＲＸ構成から分離している。ＤＲＸウェイク状態時に、
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成され
る。
【０１３１】
　本明細書で使用されている「Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成はセルラーＤＲＸ構成から分離してい
る」等の説明は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成がＤ２Ｄ通信用の固有または個別のＤＲＸ構成であ
り、セルラーＤＲＸ構成がセルラー通信用の固有または個別のＤＲＸ構成であることを意
味する。さらに、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成はセルラーＤＲＸ構成と異なり得るが、セルラーＤ
ＲＸ構成と異なることが必須ではない。
【０１３２】
　この動作は、上述した動作１１９に関連する。
【０１３３】
　動作２１４
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　上記の動作２１３で説明したように第１のＤ２Ｄ通信許可を受信すると、ワイヤレス機
器１０６ａ、１０６ｂは、第２の期間ｔ２にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸ
ウェイク状態を活性化する。このＤＲＸウェイク状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１
０６ｂは、第２のセルラー通信許可を受信するように構成される。よって、Ｄ２Ｄ通信許
可は、セルラー通信許可の監視をトリガする。
【０１３４】
　動作２１５
　動作２１３および動作２１４で説明した第２の期間ｔ２が終了すると、ワイヤレス機器
１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄを活性化
する。短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄは、第４の周期ｔ４にわたり反復され得る。さらに、短
ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄは、第１の個数のサブフレームを含み得る。さらに、ワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂは、第１の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレーム
でＤＲＸウェイク状態であり得、ＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状態で
あり得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワイヤ
レス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される。
【０１３５】
　動作２１６
　動作２１５で説明した第４の期間ｔ４が終了すると、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂは、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して長ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄを活性化する。長ＤＲＸ周
期ＣＬ，Ｄ２Ｄは、第２の個数のサブフレームを含み得、この第２の個数のサブフレーム
は、上記の動作２１５で説明した第１の個数のサブフレームよりも多い。さらに、ワイヤ
レス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレ
ームでＤＲＸウェイク状態であり得、ＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状
態であり得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワ
イヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように構成される
。
【０１３６】
　図２に関連して上述した方法動作をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで実行するため
に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、図３に示す以下の編成を含み得る。上述した
ように、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通
信に対応している。さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂには、無線ネットワーク
ノード１０４によってサービスが提供される。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂおよび
無線ネットワークノード１０４は、通信ネットワーク１００に含まれる。通信ネットワー
ク１００は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成されている。さらに、本
明細書で説明されている一部の実施形態では、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セ
ルラーＤＲＸ構成およびＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成の両方を使用してＤＲＸを制御することがで
きる。
【０１３７】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、通信システム１００での通信用のインターフェ
イスとして機能するように構成された入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス３０１を含む。
この通信は、たとえば、セルラーワイヤレス機器１０２ａ、１２０ｂ、無線ネットワーク
ノード１０４、および／または別のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂとの通信で
あり得る。
【０１３８】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１のアップリンクセルラー通信許可および第
１のＤ２Ｄ通信許可を無線ネットワークノード１０４から受信するように構成された受信
回路３０２を含み得る。
【０１３９】
　受信回路３０２は、無線ネットワークノード１０４からセルラー通信のスケジューリン
グ用にセルラーＤＲＸ構成を受信し、および／またはＤ２Ｄ通信のスケジューリング用に
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Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を受信するようにさらに構成され得る。
【０１４０】
　さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、無線ネットワークノード１０４にスケ
ジューリング要求を伝送するように構成された伝送回路３０３を含み得る。一部の実施形
態では、受信回路３０２は、伝送したスケジューリング要求への応答として第１のアップ
リンクセルラー通信許可および第１のＤ２Ｄ通信許可を受信するようにさらに構成される
。
【０１４１】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１のアップリンクセルラー通信許可を受信し
たときに第１の期間ｔ１にわたりセルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性
化するように構成された活性化回路３０４を含む。さらに、ＤＲＸウェイク状態時に、ワ
イヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは第２のアップリンクセルラー通信許可を受信するよう
に構成される。
【０１４２】
　活性化回路３０４は、第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、第２の期間ｔ２にわた
りＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するようにさらに構成される
。Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成はセルラーＤＲＸ構成から分離している。さらに、ＤＲＸウェイク
状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは第２のＤ２Ｄ通信許可を受信するように
構成される。
【０１４３】
　一部の実施形態では、活性化回路３０４は、第１のＤ２Ｄ通信許可を受信したときに、
第２の期間ｔ２にわたりセルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するよ
うにさらに構成される。このＤＲＸウェイク状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂは第２のセルラー通信許可を受信するように構成される。
【０１４４】
　活性化回路３０４は、第１の期間ｔ１が終了したときに、セルラーＤＲＸ構成に対して
短ＤＲＸ周期ＣＳ，ｃｅｌｌを活性化するようにさらに構成され得る。短ＤＲＸ周期ＣＳ

，ｃｅｌｌは、第３の期間ｔ３にわたり反復され得る。さらに、短ＤＲＸ周期は、第１の
個数のサブフレームを含み得、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１の個数のサブ
フレームの少なくとも１つのサブフレームでＤＲＸウェイク状態であり得、またワイヤレ
ス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状態であ
る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワイヤレス機
器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信を受信するように構成される。
【０１４５】
　活性化回路３０４は、第３の期間ｔ３が終了したときに、セルラーＤＲＸ構成に対して
長ＤＲＸ周期ＣＬ，ｃｅｌｌを活性化するようにさらに構成され得る。長ＤＲＸ周期ＣＬ

，ｃｅｌｌは、第２の個数のサブフレームを含み得、第２の個数のサブフレームは、第１
の個数のサブフレームよりも多く、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２の個数の
サブフレームの少なくとも１つのサブフレームでＤＲＸウェイク状態であり、またワイヤ
レス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状態で
ある。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信を受信するように構成される。
【０１４６】
　活性化回路３０４は、第２の期間ｔ２が終了したときに、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して
短ＤＲＸ周期ＣＳ，Ｄ２Ｄを活性化するようにさらに構成され得る。短ＤＲＸ周期ＣＳ，

Ｄ２Ｄは、第４の周期ｔ４にわたり反復され得、この短ＤＲＸ周期は、第１の個数のサブ
フレームを含む。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１の個数のサブフレームの少
なくとも１つのサブフレームでＤＲＸウェイク状態であり得、ＤＲＸウェイク状態でない
ときはＤＲＸスリープ状態であり得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェ
イク状態であるとき、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ通信を受信するよう
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に構成される。
【０１４７】
　活性化回路３０４は、第４の期間ｔ４が終了したときに、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対して
長ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄを活性化するようにさらに構成され得る。長ＤＲＸ周期ＣＬ，

Ｄ２Ｄは、第２の個数のサブフレームを含み得、この第２の個数のサブフレームは、第１
の個数のサブフレームよりも多い。さらに、長ＤＲＸ周期ＣＬ，Ｄ２Ｄについて、ワイヤ
レス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２の個数のサブフレームの少なくとも１つのサブフレ
ームでＤＲＸウェイク状態であり得、ＤＲＸウェイク状態でないときはＤＲＸスリープ状
態であり得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂがＤＲＸウェイク状態であるとき、ワ
イヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、Ｄ２Ｄ通信を受信するように構成される。
【０１４８】
　活性化回路３０４は、スケジューリング要求がアップリンクセルラー通信の要求を含む
場合に、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化するようにさらに構成
され得る。このＤＲＸウェイク状態時に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１の
アップリンクセルラー通信許可を無線ネットワークノード１０４から受信するように構成
され得る。活性化回路３０４は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂ、たとえば受信回路
３０２が、第１のアップリンクセルラー通信許可を受信するまで、セルラーＤＲＸ構成に
対してＤＲＸウェイク状態を活性化し得る。一部の実施形態では、活性化回路３０４は、
第５の期間ｔ５にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態を活性化し得
る。そのような実施形態では、活性化回路３０４は、第５の期間ｔ５が終了したときに、
ＤＲＸスリープ状態を活性化し得る。
【０１４９】
　本明細書の一部の実施形態では、活性化回路３０４は本明細書で説明された１または複
数のタイマーを包含または実現することを理解する必要がある。
【０１５０】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成
でフィルタリングするように構成されたフィルタリング回路３０５をさらに含み得る。セ
ルラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングすることで、ワイヤレス機
器１０６ａ、１０６ｂは、第１のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについて、セ
ルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になる。
【０１５１】
　一部の実施形態では、第１のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数の
サブフレームを含むＤ２Ｄ専用サブフレーム構成である。
【０１５２】
　フィルタリング回路３０５は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィル
タリングするように構成され得る。これにより、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、
第２のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについて、Ｄ２Ｄ通信に対してＤＲＸス
リープ状態になる。
【０１５３】
　一部の実施形態では、第２のサブフレーム構成は、セルラー通信専用の１つまたは複数
のサブフレームを含むセルラー専用サブフレーム構成である。
【０１５４】
　上述したように、フィルタリングについては、図１０を参照しながら詳しく後述する。
【０１５５】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するための本明細書
の実施形態は、図３に示すワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂの処理回路３０６等の１つ
または複数のプロセッサと、本明細書の実施形態の機能および／または方法動作を実行す
るコンピュータプログラムコードとの組合せを通じて、実装され得る。
【０１５６】
　上述したワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに含まれる回路の１つまたは複数を相互に
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統合して集積回路を形成できることを理解する必要がある。
【０１５７】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、メモリ３０７をさらに含み得る。メモリは、１
つまたは複数のメモリ装置を含み得、たとえば、しきい値や定義済みまたは設定済みの情
報等のデータを格納するために使用され得る。
【０１５８】
　図１Ｂを参照しながら上述した動作について、無線ネットワークノード１０４の観点か
ら以下に説明する。
【０１５９】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するための無線ネッ
トワークノード１０４における方法について、図４を参照しながら説明する。上述したよ
うに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信
に対応している。さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂには、無線ネットワークノ
ード１０４によってサービスが提供される。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂおよび無
線ネットワークノード１０４は、通信ネットワーク１００に含まれる。通信ネットワーク
１００は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成されている。
【０１６０】
　この方法は以下の動作を含む。これらの動作は、以下に説明する順序で実行する必要は
なく、任意の適切な順序で実行できる。さらに、動作を組み合わせてもよい。
【０１６１】
　動作４０１
　無線ネットワークノード１０４は、セルラー通信のスケジューリング用にセルラーＤＲ
Ｘ構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。これは、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１０４からセルラースケジューリング情報を受
信できるようにするサブフレーム等をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに通知するため
に行われ得る。
【０１６２】
　無線ネットワークノード１０４は、ブロードキャスト信号および／または専用信号を通
じて、セルラーＤＲＸ構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１６３】
　この動作は、上述した動作１１０に関連する。
【０１６４】
　動作４０２
　無線ネットワークノード１０４は、第１のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ
、１０６ｂに伝送し得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第１のサブフレーム構
成を利用して、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが第１のサブフレーム構成に含まれる
サブフレームについてセルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、セルラー
ＤＲＸ構成をフィルタリングし得る。上述したように、フィルタリングについては、図１
０を参照しながら詳しく後述する。
【０１６５】
　第１のサブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含むＤ
２Ｄ専用サブフレーム構成であり得る。
【０１６６】
　無線ネットワークノード１０４は、ブロードキャスト信号および／または専用信号を通
じて、第１のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１６７】
　この動作は、上述した動作１１１に関連する。
【０１６８】
　動作４０３
　無線ネットワークノード１０４は、Ｄ２Ｄ通信のスケジューリング用にＤ２Ｄ　ＤＲＸ
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構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。これは、ワイヤレス機器１０６
ａ、１０６ｂが無線ネットワークノード１０４からＤ２Ｄスケジューリング情報を受信で
きるようにするサブフレーム等をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに通知するために行
われ得る。
【０１６９】
　無線ネットワークノード１０４は、ブロードキャスト信号および／または専用信号を通
じて、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１７０】
　この動作は、上述した動作１１３に関連する。
【０１７１】
　動作４０４
　無線ネットワークノード１０４は、第２のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ
、１０６ｂに伝送し得る。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、第２のサブフレーム構
成を利用して、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂが第２のサブフレーム構成に含まれる
サブフレームについてＤ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、Ｄ２Ｄ　Ｄ
ＲＸ構成をフィルタリングし得る。上述したように、フィルタリングについては、図１０
を参照しながら詳しく後述する。
【０１７２】
　第２のサブフレーム構成は、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含む
セルラー専用サブフレーム構成であり得る。
【０１７３】
　無線ネットワークノード１０４は、ブロードキャスト信号および／または専用信号を通
じて、第２のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１７４】
　この動作は、上述した動作１１４に関連する。
【０１７５】
　動作４０５
　無線ネットワークノード１０４は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂからスケジュー
リング情報を受信し得る。
【０１７６】
　無線ネットワークノード１０４は、ＵＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて
、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂからスケジューリング情報を受信し得る。
【０１７７】
　この動作は、上述した動作１１６に関連する。
【０１７８】
　動作４０６
　無線ネットワークノード１０４は、第１のアップリンクセルラー通信許可をワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂに伝送する。
【０１７９】
　無線ネットワークノード１０４は、ＤＣＩを通じて、アップリンクセルラー通信許可を
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１８０】
　第１のアップリンクセルラー通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂを活性化
して、第１の期間ｔ１にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせ
る。これにより、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク時に第２のアッ
プリンクセルラー通信許可を受信するように構成される。
【０１８１】
　一部の実施形態では、第１のアップリンクセルラー通信許可は、動作４０５で受信した
スケジューリング要求への応答として伝送される。
【０１８２】
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　この動作は、上述した動作１１７に関連する。
【０１８３】
　動作４０７
　無線ネットワークノード１０４は、第１のＤ２Ｄ通信許可をワイヤレス機器１０６ａ、
１０６ｂに伝送し得る。
【０１８４】
　無線ネットワークノード１０４は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、またはＲＲＣ信号を通じて
、Ｄ２Ｄ通信許可をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。
【０１８５】
　第１のＤ２Ｄ通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂを活性化して、第２の期
間ｔ２にわたり、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。
【０１８６】
　さらに、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成はセルラーＤＲＸ構成から分離している。
【０１８７】
　さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態時に第２のＤ２Ｄ
通信許可を受信するように構成される。
【０１８８】
　一部の実施形態では、第１のＤ２Ｄ通信許可は、動作４０５で受信したスケジューリン
グ要求への応答として伝送される。
【０１８９】
　この動作は、上述した動作１１７に関連する。
【０１９０】
　本明細書の一部の実施形態では動作４０６および動作４０７が単一の動作に組み合わさ
れ得ることを理解する必要がある。そのような実施形態では、無線ネットワークノード１
０４は、単一の通信許可をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送し得る。この単一の
通信許可は、セルラー通信許可とＤ２Ｄ通信許可とを含む。
【０１９１】
　図４に関連して上述した方法動作を無線ネットワークノード１０４で実行するために、
無線ネットワークノード１０４は、図５に示す以下の編成を含み得る。上述したように、
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、セルラー通信および機器間（Ｄ２Ｄ）通信に対応
している。さらに、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂには、無線ネットワークノード１
０４によってサービスが提供される。ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂおよび無線ネッ
トワークノード１０４は、通信ネットワーク１００に含まれる。通信ネットワーク１００
は、セルラー通信およびＤ２Ｄ通信の両方に対して構成されている。
【０１９２】
　無線ネットワークノード１０４は、通信システム１００での通信用のインターフェイス
として機能するように構成された入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス５０１を含む。通信
は、たとえば、セルラー無線ネットワークノード１０２ａ、１０２ｂ、別の無線ネットワ
ークノード１０４、および／またはワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂとの通信であり得
る。
【０１９３】
　無線ネットワークノード１０４は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂからスケジュー
リング要求を受信するように構成された受信回路５０２を含み得る。
【０１９４】
　無線ネットワークノード１０４は、第１のアップリンクセルラー通信許可をワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂに伝送するように構成された伝送回路５０３を含む。第１のアッ
プリンクセルラー通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂを活性化して、第１の
期間ｔ１にわたり、セルラーＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェイク状態にさせる。これによ
り、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態時に第２のアップリンク
セルラー通信許可を受信するように構成される。
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【０１９５】
　さらに、伝送回路５０３は、第１のＤ２Ｄ通信許可をワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂに伝送するように構成される。第１のＤ２Ｄ通信許可は、ワイヤレス機器１０６ａ、１
０６ｂを活性化して、第２の期間ｔ２にわたり、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成に対してＤＲＸウェ
イク状態にさせる。Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、セルラーＤＲＸ構成から分離している。さら
に、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂは、ＤＲＸウェイク状態時に第２のＤ２Ｄ通信許
可を受信するように構成され得る。
【０１９６】
　一部の実施形態では、伝送回路５０３は、受信したスケジューリング要求に応じて第１
のアップリンクセルラー通信許可および第１のＤ２Ｄ通信許可を伝送するようにさらに構
成される。
【０１９７】
　さらに、伝送回路５０３は、ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに対して、セルラー通
信のスケジューリング用にセルラーＤＲＸ構成を伝送し、Ｄ２Ｄ通信のスケジューリング
用にＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成を伝送するように構成され得る。
【０１９８】
　一部の実施形態では、伝送回路５０３は、第１のサブフレーム構成をワイヤレス機器１
０６ａ、１０６ｂに伝送するようにさらに構成される。これにより、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂは、第１のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについてワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂがセルラー通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、セル
ラーＤＲＸ構成を第１のサブフレーム構成でフィルタリングすることができる。第１のサ
ブフレーム構成は、Ｄ２Ｄ通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含むＤ２Ｄ専用サ
ブフレーム構成であり得る。
【０１９９】
　一部の実施形態では、伝送回路５０３は、第２のサブフレーム構成をワイヤレス機器１
０６ａ、１０６ｂに伝送するようにさらに構成される。これにより、ワイヤレス機器１０
６ａ、１０６ｂは、第２のサブフレーム構成に含まれるサブフレームについてワイヤレス
機器１０６ａ、１０６ｂがＤ２Ｄ通信に対してＤＲＸスリープ状態になるように、Ｄ２Ｄ
　ＤＲＸ構成を第２のサブフレーム構成でフィルタリングすることができる。第２のサブ
フレーム構成は、セルラー通信専用の１つまたは複数のサブフレームを含むセルラー専用
サブフレーム構成であり得る。
【０２００】
　伝送回路５０３はさらに、ブロードキャスト信号および／または専用信号を通じて、セ
ルラーＤＲＸ構成、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成、第１のサブフレーム構成、および／または第２
のサブフレーム構成をワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂに伝送するように構成され得る
。
【０２０１】
　ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂで不連続受信（ＤＲＸ）を制御するための本明細書
の実施形態は、図５に示す無線ネットワークノード１０４の処理回路５０４等の１つまた
は複数のプロセッサと、本明細書の実施形態の機能および／または方法動作を実施するコ
ンピュータプログラムコードとの組合せを通じて、実装され得る。
【０２０２】
　上述した無線ネットワークノード１０４に含まれる回路の１つまたは複数を相互に統合
して集積回路を形成できることを理解する必要がある。
【０２０３】
　無線ネットワークノード１０４は、メモリ５０５をさらに含み得る。メモリは、１つま
たは複数のメモリ装置を含み得、たとえば、しきい値や定義済みまたは設定済みの情報等
のデータを格納するために使用され得る。
【０２０４】
　図６は、ワイヤレス機器１０２、１０６用のＤＲＸ構成の一部の実施形態を概略的に示
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す。ＤＲＸ構成は、セルラーＤＲＸ構成またはＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成であり得る。図６の左
側に概略的に図示されているように、受信されたＰＤＣＣＨ伝送を含まない第１のＤＲＸ
ウェイク状態がサブフレーム番号０に示され、受信されたＰＤＣＣＨ伝送を含まない第２
のＤＲＸウェイク状態がサブフレーム番号６に示されている。さらに、受信されたＰＤＣ
ＣＨ伝送を含まない第１のおよび第２のＤＲＸ状態は、長ＤＲＸ周期長によって相互に分
離される。図６では、長ＤＲＸ周期長は６サブフレーム長である。ただし、長ＤＲＸ周期
長は別のサブフレーム個数に対応していてもよいことを理解する必要がある。
【０２０５】
　さらに、サブフレーム番号１２に概略的に示されているように、ＰＤＣＣＨ上の信号が
受信される。信号の受信により、ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ等のタイマーが開始さ
れ得る。図６に示す例では、ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ長は３サブフレームに設定
されており、この３サブフレームの間に、ワイヤレス機器１０２、１０６はＤＲＸウェイ
ク状態となる。すなわち、サブフレーム番号１３～１５の３つのサブフレームの間に、不
連続受信が非活性化される。これは、ワイヤレス機器がサブフレーム番号１３～１５でＰ
ＤＣＣＨ伝送を受信するように構成されることによっても表現され得る。設定されたｉｎ
ａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ長にｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒが到達すると、ｓｈｏ
ｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒが開始され得る。設定されたｓｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ
長である９サブフレームの間に、ワイヤレス機器１０２、１０６は、３サブフレームに設
定された短ＤＲＸ周期長で、周期的にＤＲＸウェイク状態となる。設定されたｓｈｏｒｔ
ＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ長にｓｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒが到達すると、ワイヤレス機
器１０２、１０６は、新しい信号がＰＤＣＣＨで受信されるまで、長ＤＲＸ周期長に応じ
てＤＲＸウェイク状態となる。新しい信号がＰＤＣＣＨで受信されると、上述した手続き
が反復され得る。
【０２０６】
　セルラー通信のスケジューリング用とＤ２Ｄ通信のスケジューリング用の２つの分離し
たＤＲＸ構成が存在することのいくつかの利点について、以下に詳細に説明する。
【０２０７】
　通常、セルラー通信リンクのトラフィック特性は、Ｄ２Ｄ通信リンクのトラフィック特
性と異なる。たとえば、セルラー通信リンクのトラフィック特性は遅延クリティカルであ
り得、Ｄ２Ｄ通信リンクのトラフィック特性は電力クリティカルであり得る。よって、遅
延を減らすために、またはワイヤレス機器で電力を節約するために、ＤＲＸ構成を使用す
ることが決定され得る。したがって、セルラー通信リンクとＤ２Ｄ通信リンクとでＤＲＸ
構成が異なることで、異なるトラフィックフロータイプに適応する柔軟性が得られる。
【０２０８】
　さらに、セルラースケジューリング情報およびＤ２Ｄスケジューリング情報の監視は、
たとえばセルラースケジューリングおよびＤ２Ｄスケジューリングに異なる形式のＤＣＩ
を使用した場合は、ＰＤＣＣＨのブラインド復号試行の負担が２倍になる。よって、セル
ラー通信リンクおよびＤ２Ｄ通信リンクの両方に単一のＤＲＸ構成を使用すると、ワイヤ
レス機器は常に両方の種類のスケジューリング情報の復号を同時に試行することになり得
る。ゆえに、本明細書のいくつかの実施形態で見られるように、セルラー通信リンクおよ
びＤ２Ｄ通信リンクでそれぞれ分離したＤＲＸ構成を使用することで、不要なＰＤＣＣＨ
復号試行を半分に減らすことができる。これを図７に概略的に示す。図７は、セルラー伝
送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。図７の１番目
の行は、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａのセルラーＤＲＸ構成を概略的に示して
いる。２番目の行は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成を概略的に示しており、図ではＤ２Ｄ用の共通
ＤＲＸと表記されている。このＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１
０６ａおよび伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂの両方のＤ２Ｄ伝送に使用される。
ただし、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成は伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａと受信側のＤ２Ｄ
ワイヤレス機器１０６ｂとで同じである必要はなく、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０
６ａと受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂとがそれぞれのＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成を有し



(31) JP 2016-506138 A 2016.2.25

10

20

30

40

50

ていてもよいことを理解する必要がある。３番目の行は、受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器
１０６ｂのセルラーＤＲＸ構成を概略的に示している。さらに、セルラーＤＲＸ構成がＤ
２Ｄ　ＤＲＸ構成から分離していることが図示されている。
【０２０９】
　同様に、Ｄ２Ｄ通信リンクについても、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ、ｓｈｏｒｔ
／ｌｏｎｇＣｙｃｌｅ、ｓｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒ、ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍ
ｅｒ等の類似するタイマー定義が存在する。これらのタイマー定義はＤＲＸ構成の主要な
構成要素であり得、よってＤＲＸ動作を定義し得る。上述したように、Ｄ２Ｄリンク用の
これらのタイマーの具体的な設定は、セルラーリンク用の設定と同じである必要はない。
【０２１０】
　さらに、ＲｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＴｉｍｅｒがセルラーＤＬ伝送用に使用され得
るが、このＲｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＴｉｍｅｒはＤ２Ｄ通信リンクによっても使用
される可能性がある。なぜなら、両方のＤ２Ｄ対応ワイヤレス機器用のセルラーＤＬ信号
、たとえばＤ２Ｄリンク用のＲＲＣ構成信号、が依然として存在する可能性があり、よっ
てＲｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＴｉｍｅｒがＤ２Ｄ通信でも使用され得るからである。
【０２１１】
　図７に示すように、両方のＤ２Ｄ対応ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂについて、セ
ルラー通信リンク用のスケジューリング情報の受信により１つまたは両方のＤ２Ｄ対応ワ
イヤレス機器がウェイクしてＤ２Ｄリンクのスケジューリング情報を監視することがない
という意味で、セルラーＤＲＸ構成がＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成から分離していると考えること
ができる。これは、図７の１番目の行および２番目の行に概略的に示されている。１番目
の行では、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａのセルラー通信用のＤＲＸ構成のサブ
フレーム０でＰＤＣＣＨが受信されることにより、Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａがセル
ラーＤＲＸ構成のサブフレーム１～３に対応する期間ｔ１にわたりＤＲＸウェイク状態に
トリガされることが示されている。さらに、２番目の行に示されているように、伝送側の
Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａのセルラー通信用のＤＲＸ構成のサブフレーム０でＰＤＣ
ＣＨが受信されても、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａがＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成のサ
ブフレーム１～３についてＤＲＸウェイク状態にトリガされることはない。
【０２１２】
　一部の実施形態によると、セルラースケジューリング要求は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成で追
加の活性時間をトリガしない。図７に概略的に示されているように、両方のＤ２Ｄワイヤ
レス機器１０６ａ、１０６ｂのＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成が個別に実行されたとしても、これら
のＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成は同じＤＲＸタイミングを実装できる。つまり、ＤＣＩ情報等のス
ケジューリング情報は、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａおよび受信側のＤ２Ｄワ
イヤレス機器１０６ｂの両方によって受信される。そうでない場合、伝送側のＤ２Ｄワイ
ヤレス機器１０６ａおよび受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂの一方はウェイク状態
であり、他方はスリープ状態であるが、これは意味を成さない。なぜなら、Ｄ２Ｄ通信を
スケジューリングするには、スケジューリング情報が伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０
６ａおよび受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂの両方によって受信される必要がある
からである。
【０２１３】
　図８は、スケジューリング要求の伝送（ＳＲ　ＴＸ）の後の異なる動作を示す、セルラ
ー伝送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。従来のセ
ルラーＵＬ伝送と同様に、Ｄ２Ｄペアの一方、たとえば伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１
０６ａは、送信するデータを有しているときに、専用スケジューリング要求（Ｄ－ＳＲ）
等のスケジューリング要求（ＳＲ）を、通信ネットワーク、たとえば無線ネットワークノ
ード１０４に、送信し得る。スケジューリング要求に続いて、セルラー通信のＵＬ許可を
可能な限り早く受信するために、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａによって連続的
なＰＤＣＣＨ監視が行われる。これは、図８の１番目の行に概略的に示されている。ただ
し、スケジューリング要求はＤ２Ｄペアの他方、たとえば受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器
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１０６ｂによって知られていないため、受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂが不連続
受信のためにウェイクしてＰＤＣＣＨを連続的に監視することはない。これは、図８の３
番目の行に概略的に示されている。よって、通信ネットワーク、たとえば無線ネットワー
クノード１０４は、Ｄ２Ｄ伝送をスケジューリングするときに、受信側のＤ２Ｄワイヤレ
ス機器１０６ｂのＤＲＸタイミングに依然として従う。これは図８の２番目と３番目の行
に概略的に示されている。ここで、Ｄ２Ｄ許可のＰＤＣＣＨは、伝送側のＤ２Ｄワイヤレ
ス機器１０６ａおよび受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂにおいて同じサブフレーム
で受信される。
【０２１４】
　さらに、図８の２番目の行に示されているように、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０
６ａによるＤ２Ｄスケジューリング要求の伝送により、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成のＤＲＸタイ
ミングが変更されることはない。これは従来のセルラー通信ネットワークと異なる。
【０２１５】
　一部の実施形態によると、Ｄ２Ｄスケジューリング要求は、セルラーＤＲＸ構成で追加
の活性時間をトリガし得る。そのような実施形態では、通信ネットワーク、たとえば無線
ネットワークノード１０４により、Ｄ２ＤスケジューリングでセルラーＤＲＸ構成の活性
時間をトリガできるか否かを制御するように構成することが可能である。たとえば、セル
ラーＤＲＸのｉｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒおよび／またはセルラーのｓｈｏｒｔＣｙ
ｃｌｅＴｉｍｅｒがトリガされ得る。
【０２１６】
　上述したように、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ等の一方の側でのセルラース
ケジューリング情報が、両方の側でＤ２Ｄスケジューリングをトリガすることはない。な
ぜなら、受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂ等の他方の側は、伝送側のＤ２Ｄワイヤ
レス機器１０６ａに送信されたセルラースケジューリング情報を受信し得ず、よって受信
側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂはＤＲＸスリープモードからウェイクし得ないからで
ある。さらに、Ｄ２Ｄスケジューリング情報は伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａお
よび受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂの両方に送信されるため、それらの一方、た
とえば伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａがウェイク状態であり、それらの他方、た
とえば受信側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ｂがスリープ状態であるというシナリオは、
上述したように意味を成さず、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａでの不要なＰＤＣ
ＣＨ復号試行を引き起こす。
【０２１７】
　ただし、Ｄ２Ｄ通信リンクでのデータ伝送は、ＵＬ伝送を通じたｅＮＢへのＢＳＲ／Ｐ
ＨＲ報告、セルラーＤＬ／ＵＬ伝送を通じたＣＰデータ（ＮＡＳ、ＲＲＣ、ＳＩＰ、ＲＴ
ＣＰ信号）など、セルラー通信リンクによってサポートされる必要がある。よって、Ｄ２
Ｄ通信リンクでの行為が、セルラーＵＬ通信リンクおよび／またはセルラーＤＬ通信リン
クでの行為をトリガする可能性がある。そのため、Ｄ２Ｄスケジューリング情報の受信が
セルラーＤＲＸのスケジューリング監視をトリガする場合、遅延を減らすと有益であり得
る。たとえば、それによってトラフィックの遅延性能が向上し得る。これを図９に示す。
図９は、Ｄ２Ｄスケジューリング情報の受信がセルラー監視をトリガする仕組みを示す、
セルラー伝送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤＲＸ構成の実施形態の概略図である。図
９の２番目の行は、Ｄ２Ｄスケジューリング情報が伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６
ａにおいてサブフレーム６で受信される仕組みを概略的に示す。１番目の行と３番目の行
は、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａにおけるＤ２Ｄスケジューリング情報のサブ
フレーム６での受信が、伝送側のＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａおよび受信側のＤ２Ｄワ
イヤレス機器１０６ｂをそれぞれトリガして、セルラー情報の監視のためにサブフレーム
７～９で活性化させる仕組みを示す。
【０２１８】
　一部の実施形態では、ＭＡＣ層の信号、すなわちＢＳＲ、ＰＨＲ信号については、セル
ラー接続行為がほとんどＵＬ方向であるため、トリガ関係をＵＬのみに限定すると有益で
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あり得る。つまり、ワイヤレス機器１０６ａは、ＤＬ割り当てではなく、ＵＬ許可のＰＤ
ＣＣＨの監視のためにのみトリガされ得る。よって、セルラー接続のためのＰＤＣＣＨ復
号試行の回数を減らすことができる。
【０２１９】
　さらに、トリガまたは結合を有効にすべきか否かは、通信ネットワーク１００、たとえ
ば無線ネットワークノード１０４が決定できることを理解する必要がある。この決定は、
セルラー接続行為とＤ２Ｄ接続行為との間に高度の相互作用が存在するか否かに基づき得
る。
【０２２０】
　さらに、通信ネットワーク１００、たとえば無線ネットワークノード１０４は、その決
定をワイヤレス機器に固有のＲＲＣ信号を利用してワイヤレス機器に伝達することができ
る。
【０２２１】
　セルラーＤＲＸ構成および／またはＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成のフィルタリングについて、図
１０を参照しながら詳細に説明する。図１０は、ＤＲＸ構成がサブフレーム構成によって
フィルタリングされ得る仕組みを示す、セルラー伝送用およびＤ２Ｄ伝送用の分離したＤ
ＲＸ構成の実施形態の概略図である。すべてのサブフレームがセルラーワイヤレス機器１
０２ａ、１０２ｂおよびＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂによって使用および／
または再使用されるわけではない場合がある。これは、たとえば、システム間の干渉を回
避するために、スケジューラ等がサブフレーム群全体をセルラーワイヤレス機器１０２ａ
、１０２ｂ用のサブセットとＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂ用のサブセットと
の２つのサブセットに分割する場合であり得る。一方、Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、
１０６ｂは、セルラー通信モードおよび／またはＤ２Ｄ通信モードでのスケジューリング
を選択できる。たとえば、セルラーのみのサブフレームなど、一部のサブフレームでは、
セルラーワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂのみがスケジューリングされ、よってＤ２Ｄ
ワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂはそれらのサブフレームでＤ２Ｄ　ＤＣＩ等のＤ２Ｄ
スケジューリング情報を監視する必要がない。つまり、Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、
１０６ｂのＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成は、それらのセルラーのみのサブフレームで活性化してい
る必要がない。同様に、Ｄ２Ｄのみのサブフレームなど、一部のサブフレームでは、Ｄ２
Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂのみがスケジューリングされ、よってセルラーワイ
ヤレス機器１０２ａ、１０２ｂはそれらのサブフレームでセルラーＤＣＩ等のセルラース
ケジューリング情報を監視する必要がない。つまり、セルラーワイヤレス機器１０２ａ、
１０２ｂのセルラーＤＲＸ構成は、それらのＤ２Ｄのみのサブフレームで活性化している
必要がない。
【０２２２】
　動作２０２および動作２０３等に関連して上述したように、セルラーＤＲＸ構成は、第
１のサブフレーム構成によってフィルタリングされ得る。第１のサブフレーム構成は、セ
ルラーＤＲＸ構成がＰＤＣＣＨでセルラースケジューリング情報を監視するためにウェイ
クする必要がないサブフレームを含み得る。一部の実施形態では、第１のサブフレーム構
成は、Ｄ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６ｂのみがＰＤＣＣＨでＤ２Ｄスケジューリ
ング情報を監視するためにウェイクするサブフレームを含む、Ｄ２Ｄのみのサブフレーム
構成である。
【０２２３】
　さらに、上記の動作２０５および動作２０６に関連して説明したように、Ｄ２Ｄ　ＤＲ
Ｘ構成は、第２のサブフレーム構成によってフィルタリングされ得る。第２のサブフレー
ム構成は、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成がＰＤＣＣＨでＤ２Ｄスケジューリング情報を監視するた
めにウェイクする必要がないサブフレームを含み得る。一部の実施形態では、第２のサブ
フレーム構成は、セルラーワイヤレス機器１０２ａ、１０２ｂのみがＰＤＣＣＨでセルラ
ースケジューリング情報を監視するためにウェイクするサブフレームを含む、セルラーの
みのサブフレーム構成である。
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【０２２４】
　図７では、セルラー専用サブフレームおよび／またはＤ２Ｄ専用サブフレームについて
、いかなる仮定もなされていない。つまり、すべてのサブフレームがすべてのセルラーワ
イヤレス機器１０２ａ、１０２ｂおよびすべてのＤ２Ｄワイヤレス機器１０６ａ、１０６
ｂによって再使用され得る。しかし、図１０は、セルラー専用サブフレーム構成およびＤ
２Ｄ専用サブフレーム構成がＤＲＸ構成に影響を与え得る仕組みの例を示している。
【０２２５】
　セルラー専用サブフレーム構成は、本明細書では、セルラーのみのサブフレーム構成と
も呼ばれ、Ｄ２Ｄ専用サブフレーム構成は、本明細書では、Ｄ２Ｄのみのサブフレーム構
成とも呼ばれる。
【０２２６】
　図１０の１番目の行と４番目の行では、セルラー専用サブフレーム構成とＤ２Ｄ専用サ
ブフレーム構成がそれぞれ概略的に示されている。２番目の行は、セルラーのみのサブフ
レーム構成でフィルタリングされたＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成を概略的に示し、３番目の行は、
Ｄ２Ｄのみのサブフレーム構成でフィルタリングされたセルラーＤＲＸ構成を概略的に示
している。
【０２２７】
　Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成がセルラーのみのサブフレーム構成等によってフィルタリングされ
なかった場合は、ＤＲＸウェイク状態が連続的に発生する。たとえば、図１０の例に従う
と、ＰＤＣＣＨが受信されたサブフレームに続く６つのサブフレームでＤＲＸウェイク状
態となる。しかし、図１０の２番目の行に示されているように、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成がフ
ィルタリングされると、Ｄ２Ｄ　ＤＲＸ構成はＰＤＣＣＨが受信されたサブフレームに続
く６つのサブフレームのうちの３つのみでＤＲＸウェイク状態となる。なお、３つ、６つ
等の具体的な数は、あくまでも例として示されており、ＤＲＸ構成の具体的な設定に基づ
くことに留意されたい。
【０２２８】
　同様に、セルラーＤＲＸ構成がＤ２Ｄのみのサブフレーム構成等によってフィルタリン
グされなかった場合は、ＤＲＸウェイク状態が連続的に発生する。たとえば、図１０の例
に従うと、ＰＤＣＣＨが受信されたサブフレームに続く６つのサブフレームでＤＲＸウェ
イク状態となる。しかし、図１０の３番目の行に示されているように、セルラーＤＲＸ構
成がフィルタリングされると、セルラーＤＲＸ構成はＰＤＣＣＨが受信されたサブフレー
ムに続く６つのサブフレームのうちの３つのみでＤＲＸウェイク状態となる。なお、３つ
、６つ等の具体的な数は、あくまでも例として示されており、ＤＲＸ構成の具体的な設定
に基づくことに留意されたい。
【０２２９】
　本明細書に記載された一部の実施形態は、フィルタリング動作と、ｉｎａｃｔｉｖｉｔ
ｙＴｉｍｅｒおよび／またはｏｎＤｕｒａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ等のＤＲＸ関連タイマーと
の相互作用を含む。そのような実施形態では、２種類の選択肢があり得る。第一に、セル
ラーＤＲＸ構成やＤ２Ｄ　ＤＲＸ構成等の現在のサブフレーム構成をフィルタリングする
必要があるときに、１つまたは複数のタイマーが実行していてもよい。第二に、現在のサ
ブフレーム構成をフィルタリングする必要があるときに、１つまたは複数のタイマーを一
時停止してもよい。第一の場合、全体の時間的長さは変わらないが、実際の活性時間は第
二の場合よりも短い。
【０２３０】
　上述した説明は多数の詳細を含むが、これらは限定と解釈されるべきではなく、現時点
での好ましい実施形態の単なる例示と解釈されるべきである。本技術は、当業者にとって
明白であり得る他の実施形態を完全に包含する。単数の要素の記載は、明示されている場
合を除き、「ただ１つの」を意味することを意図しているわけではなく、「１つまたは複
数の」を意味する。当業者にとって公知である、上述した実施形態の要素のすべての構造
的および機能的な等価物は、引用によって本明細書に明示的に組み込まれ、本明細書によ
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って包含されることを意図されている。さらに、装置または方法が本明細書によって包含
されるためには、説明された技術で解決することを目指しているすべての問題に必ずしも
対処していなければならないわけではない。
【０２３１】
　「含む」または「含んでいる」という用語を使用している場合、その用語は、少なくと
も含むという意味で非限定的に解釈されるべきである。
【０２３２】
　「動作」という用語を使用している場合、その用語は幅広く解釈されるものであって、
それらの動作を記載された順序で実行しなければならないことを暗示しているわけではな
い。むしろ動作は、記載された順序ではなく、任意の適切な順序で実行され得る。さらに
、一部の動作は省略可能であり得る。
【０２３３】
　本明細書の実施形態は、上述した例に限定されない。さまざまな代替案、修正、等価物
が使用され得る。したがって、上述した例は、添付の特許請求の範囲によって規定される
発明の範囲を限定するものと理解されるべきではない。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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