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(57)【要約】
　本発明は、デバイスツーデバイス(Ｄ２Ｄ)方式をサポ
ートする通信システムにおいてユーザー端末（ＵＥ）に
よりディスカバリリソースを割り当てる方法が提供され
る。その方法は、ディスカバリリソースリクエストメッ
セージがネットワークエンティティに送信されるか否か
を判定するステップと、判定結果に基づいてネットワー
クエンティティにディスカバリリソースリクエストメッ
セージを送信するステップと、ネットワークエンティテ
ィからディスカバリリソースリクエストメッセージに対
する応答メッセージとしてディスカバリリソース応答メ
ッセージを受信するステップとを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスツーデバイス(Ｄ２Ｄ)方式をサポートする通信システムにおいてユーザー端末
（ＵＥ）によりディスカバリリソースを割り当てる方法であって、
　ディスカバリリソースリクエストメッセージがネットワークエンティティに送信される
か否かを判定するステップと、
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップと、
　前記ネットワークエンティティから前記ディスカバリリソースリクエストメッセージに
対する応答メッセージとしてディスカバリリソース応答メッセージを受信するステップと
、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、少なくとも一つの基準を満たす場合、前記ネ
ットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するス
テップを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、前記ネットワークエンティティがスケジュー
ルされたリソース割り当て方式をサポートする場合、ネットワークエンティティに前記デ
ィスカバリリソースリクエストメッセージを送信するステップを有することを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、前記ＵＥがスケジューリングリソース割り当
て方式を使用するように予め構成される場合、ネットワークエンティティに前記ディスカ
バリリソースリクエストメッセージを送信するステップを有することを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、上位階層がディスカバリ情報送信のためにス
ケジュールされたリソース割り当て方式を使用することを指示する場合、前記ネットワー
クエンティティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するステップを
有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、ネットワークエンティティからダウンリング
(ＤＬ)信号のＤＬ受信信号電力がＤＬ受信信号電力しきい値より大きい場合、前記ネット
ワークエンティティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するステッ
プを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、ＵＥが少なくとも一つの他のＵＥにより共通
ディスカバリリソースが使用されることを検出する場合、前記ネットワークエンティティ
に前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するステップを有することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、前記ＵＥの無線リソース制御(ＲＲＣ)状態が
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ＲＲＣ接続状態であり、ＲＲＣアイドル状態から前記ＲＲＣ状態に遷移した後に前記ディ
スカバリリソースリクエストメッセージを送信しなかった場合、前記ネットワークエンテ
ィティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するステップを有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、前記ＵＥの無線リソース制御(ＲＲＣ)状態が
ＲＲＣアイドル状態であり、共通ディスカバリ送信(ＴＸ)リソースがとどまっているセル
でブロードキャスティングされない場合、前記ネットワークエンティティに前記ディスカ
バリリソースリクエストメッセージを送信するステップを有することを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記判定結果に基づいて前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信するステップは、ＵＥにより要求される複数のディスカバリリ
ソースがディスカバリリソースリクエストメッセージの最後の送信以後に変更される場合
、前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信するステップを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークエンティティに前記ディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信するステップは、ディスカバリ情報送信が、とどまっているセルによりサポートされる
場合、ネットワークエンティティと無線リソース制御(ＲＲＣ)接続を確立するステップと
、
　前記ディスカバリリソースリクエストメッセージをネットワークエンティティに送信す
るステップと、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ディスカバリ情報送信は、ディスカバリ情報を搬送するシステム情報ブロックが前
記とどまっているセルによりブロードキャスティングされる場合にサポートされることを
特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ディスカバリリソース応答メッセージは、前記ＵＥに割り当てられる専用ディスカ
バリリソースプール内のリソースを示す一つ又はそれ以上のリソースインデックスを有す
る前記専用ディスカバリリソースプールに関する情報を含み、リソースインデックスは、
時間インデックス及び周波数インデックスを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方
法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の方法のうちいずれか一つを実行するように構成されるユーザー装置
(ＵＥ)。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデバイスツーデバイス(Ｄ２Ｄ)方式をサポートする通信システムにおいて、リ
ソース割り当て及びリソース割り当て情報を送受信する装置及び方法に関するものであっ
て、特にＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおける送信Ｄ２Ｄユーザー端末(ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ)にリソースを割り当て、送信Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられた専用リソー
スに関する情報を送受信する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｄ２Ｄディスカバリ(discovery)プロセスは、Ｄ２ＤイネーブルドＵＥ(User　Equipmen
t)が他のＤ２ＤイネーブルドＵＥの近接に存在するか否かを判定するプロセスである。デ
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ィスカバリ中のＤ２ＤイネーブルドＵＥは、Ｄ２Ｄディスカバリプロセスに基づいて他の
Ｄ２ＤイネーブルドＵＥがディスカバリ中のＤ２ＤイネーブルドＵＥに関心があるか否か
を判定する。他のＤ２ＤイネーブルドＵＥは、他のＤ２ＤイネーブルドＵＥの近接がディ
スカバリ中のＤ２ＤイネーブルドＵＥで１つあるいはそれ以上の公認されたアプリケーシ
ョンにより知らされる必要がある場合、ディスカバリ中のＤ２ＤイネーブルドＵＥに関心
がある。例えば、ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、Ｄ２Ｄディスカバリ
特徴を使用するためにイネーブルできる。Ｄ２Ｄディスカバリプロセスは、ソーシャルネ
ットワーキングアプリケーションの与えられたユーザーの友達のＤ２ＤイネーブルドＵＥ
がソーシャルネットワーキングアプリケーションの所定のユーザーの友達のＤ２Ｄイネー
ブルドＵＥにより発見することができ、あるいはソーシャルネットワーキングアプリケー
ションの所定のユーザーの友達のＤ２ＤイネーブルドＵＥにより探索することを可能にす
る。他の実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリプロセスは、検索(search)アプリケーシ
ョンの所定のユーザーのＤ２ＤイネーブルドＵＥにより検索アプリケーションの所定のユ
ーザーのＤ２ＤイネーブルドＵＥの近くに関心がある検索アプリケーションの所定のユー
ザーのＤ２ＤイネーブルドＵＥの商店/レストランを発見することを可能にする。
【０００３】
　Ｄ２Ｄディスカバリプロセスは、多様な形態で実現され、これについて具体的に説明す
ると、次の通りである。
【０００４】
　Ｄ２ＤイネーブルドＵＥは、ダイレクトＵＥ対ＵＥシグナリングを用いてＤ２Ｄイネー
ブルドＵＥの近くに他のＤ２ＤイネーブルドＵＥを発見できる。このダイレクトＵＥ対Ｕ
Ｅシグナリングを使用するＤ２Ｄディスカバリプロセスは、‘Ｄ２Ｄダイレクトディスカ
バリプロセス’と称する。
【０００５】
　あるいは、通信ネットワークは、２個のＤ２ＤイネーブルドＵＥの近所を決定し、２個
のＤ２ＤイネーブルドＵＥに２個のＤ２ＤイネーブルドＵＥの近所を通知する。通信ネッ
トワークがＤ２ＤイネーブルドＵＥの近所を決定し、このＤ２ＤイネーブルドＵＥにＤ２
ＤイネーブルドＵＥの近所に関する情報を通知するＤ２Ｄディスカバリプロセスは、‘ネ
ットワーク補助Ｄ２Ｄディスカバリプロセス’と称する。
【０００６】
　Ｄ２Ｄダイレクトディスカバリプロセスにおいて、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ディスカバリリソ
ースに関するディスカバリ情報を送信する。
【０００７】
　リソースのプール(すなわち、ディスカバリリソースプール)は、Ｄ２Ｄダイレクトディ
スカバリプロセスのためのネットワークにより予約される。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ディ
スカバリリソースプールからリソースをランダムに選択し、選択したディスカバリリソー
スを用いてディスカバリ情報を送信する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ディスカバリ情報を受
信するために、上記ディスカバリリソースプールに含まれたすべてのディスカバリリソー
スをモニタリングする。この方式は、複数のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディス
カバリ信号中に衝突を招く。それによって、ネットワーク(すなわち、基地局(又はｅＮＢ
)又は集中リソースコーディネータ)がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを
割り当てる場合、このディスカバリ信号の衝突は防止され得る。
【０００８】
　専用ディスカバリリソース割り当ての問題のうちの一つは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがネッ
トワークからリソースを獲得する方法である。従来の通信ネットワークにおいて、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥは、メディアアクセス制御(ＭＡＣ)制御要素を用いてバッファ状態レポート
(ＢＳＲ)をネットワークエンティティ(例えば、基地局又はエンハンスドｎｏｄｅＢ)に送
信する。ＢＳＲは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがネットワークに伝送しようとするバイトの数か
らなる。ＢＳＲに対応して、ネットワークエンティティは、割り当てられたリソースを示
す制御情報を搬送する物理ダウンリンク制御チャンネル(ＰＤＣＣＨ)を送信する。ＰＤＣ
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ＣＨは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる無線ネットワーク端末識別子でマスキング
される。このアプローチは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがディスカバリのためにリソースを必要
とするか、あるいはネットワークへの送信のためにリソースを必要とするかがわかるよう
に、ディスカバリのために新たなＢＳＲフォーマットを要求するので、ネットワークエン
ティティが専用ディスカバリリソース割り当てに適合しないことに注意すべきである。さ
らに、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ディスカバリ用リソースがネットワークとの通信のために
使用されるリソースと異なるので、新たなダウンリンク制御情報(ＤＣＩ)フォーマットを
要求する。また、ディスカバリ用ＰＤＣＣＨをネットワーク通信用ＰＤＣＣＨと区別する
ために、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる新たな無線ネットワーク臨時識別子(ＲＮ
ＴＩ)が必要である。したがって、専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割
り当てるために新たな方式が要求される。
【０００９】
　専用ディスカバリリソース割り当ての他の問題は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが基地局からデ
ィスカバリ信号を送信するための専用ディスカバリリソースを獲得でき、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥがディスカバリのために割り当てられるすべてのディスカバリリソースをモニタリン
グしなければならないことである。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情
報は、いくつかのＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより受信され得る。一般的に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅは、どのＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報
を受信するかはわからない。
【００１０】
　それによって、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、基地局に専用リソースを要求する場合、どのＲ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報を受信するか
を基地局に示すことができない。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対する専用探ディスカバリリソー
スを割り当てる間に、基地局は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥを知らない。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは
、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのセル特定ＵＥ識別子(ＩＤ)も知
らない。
　それによって、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより使用される専用ディスカバリリソースに関す
る情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに通知する方式に対する必要性がある。
【００１１】
　上記した情報は、本発明の開示の理解を助けるための背景情報として表示されるだけで
ある。上記のいずれかが本発明に関する従来技術として適用されるか否かに関しては、何
の決定も判定も下されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その
目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムでリソース割り当て装置及び方法を提供
することにある。
【００１３】
　また、本発明の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥの状態に基づいてリソースを割り当てる装置及び方法を提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥのＤ２Ｄ識別子(ＩＤ)に基づいてリソース割り当て情報を管理する装置及び方法を提
供することにある。
　また、本発明の他の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムでリソース割り当
て情報を送受信する装置及び方法を提供することにある。
【００１５】
　さらに、本発明の他の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるディスカバリリソースに関するリソース割り当て情報を送
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受信する装置及び方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥがディスカバリリソースに対するモニタリングオーバーヘッドを減少させることに
よるリソース割り当て情報を送受信する装置及び方法を提供することにある。
【００１７】
　また、本発明の他の目的は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるディスカバリリソースを通じてディスカバリ情報を受信す
るＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに関する情報を提供することによってリソース割り当て情報を送受
信する装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、デバイスツーデバイス
(Ｄ２Ｄ)方式をサポートする通信システムにおいてユーザー端末（ＵＥ）によりディスカ
バリリソースを割り当てる方法が提供される。その方法は、ディスカバリリソースリクエ
ストメッセージがネットワークエンティティに送信されるか否かを判定するステップと、
判定結果に基づいてネットワークエンティティにディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信するステップと、ネットワークエンティティからディスカバリリソースリクエ
ストメッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソース応答メッセージを受
信するステップとを有する。
【００１９】
　本発明の他の態様によれば、デバイスツーデバイス(Ｄ２Ｄ)方式をサポートする通信シ
ステムにおけるユーザー端末(ＵＥ)が提供される。上記ＵＥは、ディスカバリリソースリ
クエストメッセージがネットワークエンティティに送信されるか否かを判定するように構
成される制御器と、この判定結果に基づいてネットワークエンティティにディスカバリリ
ソースリクエストメッセージを送信する動作を実行する送信器と、ネットワークエンティ
ティからディスカバリリソースリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてディ
スカバリリソース応答メッセージを受信する受信器とを含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるリソース割り当てを可能に
する効果がある。
　また、本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの状態
に基づいてリソースを割り当てることができる。
【００２１】
　本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ
２Ｄ　ＩＤに基づいてリソース割り当て情報を管理することができる効果を有する。
【００２２】
　さらに、本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるリソース割り当て
情報を送受信することを可能にする。
【００２３】
　本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割
り当てられるディスカバリリソースに関するリソース割り当て情報を送受信する効果を有
する。
【００２４】
　なお、本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅのディスカバリリソースに対するモニタリングオーバーヘッドを減少させるリソース割
り当て情報の送受信が可能である効果を有する。
【００２５】
　また、本発明は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
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Ｅに割り当てられるディスカバリリソースを通じてディスカバリ情報を受信するＲＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥに関する情報を提供可能にするリソース割り当て情報を送受信する効果がある
。
【００２６】
　本発明による実施形態の上記及び他の態様、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べ
る以下の詳細な説明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例を概略的に示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態により、ディスカバリ情報送信のために、ディスカバリリソ
ース応答メッセージで受信したディスカバリリソース構成が適用可能であり、図１のＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１により使用される時間を概略的に示す図である。
【図３】本発明の他の実施形態により、ディスカバリ情報送信のために、ディスカバリリ
ソース応答メッセージで受信したディスカバリリソース構成が適用可能であり、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１１１により使用される時間を概略的に示す図である。
【図４】本発明の他の実施形態により、ディスカバリ情報送信のために、ディスカバリリ
ソース応答メッセージで受信したディスカバリリソース構成が適用可能であり、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１１１により使用される時間を概略的に示す図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的に
示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的に
示す図である。
【図７】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的に
示す図である。
【図８】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、Ｒ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの一例を
概略的に示す図である。
【図９】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用リソースに対するリソース割り当て情報をＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥに送信するプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他の
例を概略的に示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスのもう一つの例を
概略的に示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す図である。
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【図１５】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスのもう
一つの例を概略的に示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスのもう
一つの例を概略的に示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスのもう
一つの例を概略的に示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスのもう一つの例を
概略的に示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に専
用リソース割り当てをハンドリングするプロセスの一例を概略的に示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に専
用リソース割り当てをハンドリングするプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図２１】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に専
用リソース割り当てをハンドリングするプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に専
用リソース割り当てをハンドリングするプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図２３】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ｅＮＢからＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除す
るプロセスの一例を概略的に示す図である。
【図２４】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ｅＮＢからＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除す
るプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図２５】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ｅＮＢからＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除す
るプロセスの他の例を概略的に示す図である。
【図２６】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ｅＮＢからＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除す
るプロセスのもう一つの例を概略的に示す図である。
【図２７】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構成を概略的に示す図である。
【図２８】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるＲ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構成を概略的に示す図である。
【図２９】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるｅ
ＮＢを概略的に示す図である。
【図３０】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるリ
ソースコーディネータの内部構成を概略的に示す図である。
【図３１】本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるサ
ーバの内部構成を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００２９】



(9) JP 2016-539603 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するもので
あり、この理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない
。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な
変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者に
は明らかである。なお、公知の機能又は構成に関する具体的な説明は、明瞭性と簡潔性の
ために省略する。
【００３０】
　次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく
、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って
、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形
態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでない
ことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００３１】
　本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当
業者には理解できるものである。したがって、例えば、“コンポーネント表面（a compon
ent surface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００３２】
　‘第１’、‘第２’のように序数を含む用語は多様な構成要素を説明するために使用さ
れるが、構成要素は、上記用語により限定されない。これらの用語は、一つの構成要素を
他の構成要素から区別する目的のみで使われる。例えば、本発明の権利範囲を外れること
なく、第１の構成要素は第２の構成要素と称され、同様に第２の構成要素も第１の構成要
素と称され得る。‘及び／又は’という用語は、複数の関連した記載項目の組み合せ又は
複数の関連した記載項目のうち何れかの項目を含む。
【００３３】
　単数形が、コンテキスト中に特記して明示されない限り、複数形を含むことは、当業者
には容易に分ることであろう。また、‘含む’又は‘有する’などの用語は、明細書上に
記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品又はこれらの組み合せが存在するこ
とを指定しようとするものであって、一つ又はそれ以上の他の特徴、数字、段階、動作、
構成要素、部品、若しくはこれらの組み合せが、存在する或いは付加される可能性を予め
排除しないことが理解されなければならない。
【００３４】
　別に定義されない限り、ここで使用される技術的及び科学的な用語を含むすべての用語
は、本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者には一般的に理解される意味と同一
の意味を有する。一般的に使用される辞典で定義されるような用語は、関連技術の文脈上
有する意味と一致する意味を有すると解析されなければならなく、ここで明白に定義され
ない限り、理想的又は過度に形式的な意味で解析されない。
【００３５】
　本発明の多様な実施形態によると、電子デバイスは、スマートフォン、パーソナルコン
ピュータ(ＰＣ)、携帯電話、テレビ電話、電子書籍リーダ、デスクトップＰＣ、ラップト
ップＰＣ、ネットブックＰＣ、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)、ＰＭＰ(Portable 
Multimedia Player)、ｍｐ３プレーヤー、モバイル医療デバイス、カメラ、ウェアラブル
デバイス(例えば、ＨＭＤ(Head-Mounted　Device)、電気衣類、電子ブレース(electronic
 brace)、電子ネックレス、電子アクセサリ、電子タトゥー、又はスマート時計)であって
もよい。
【００３６】
　本発明の実施形態によると、電子デバイスは、通信機能を有するスマート家電であって
もよい。スマート家電は、例えばテレビジョン、ＤＶＤ(Digital Video Disk)プレーヤー
、オーディオ、冷蔵庫、エアコン、電気掃除機、オーブン、電子レンジ、洗濯機、ドライ
ヤー、空気清浄器、セットトップボックス、ＴＶボックス(例えば、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｈ
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ｏｍｅＳｙｎｃ(登録商標)、Ａｐｐｌｅ　ＴＶ(登録商標)、又はＧｏｏｇｌｅ　ＴＶ(登
録商標))、ゲーム機、電子辞書、電子キー、カムコーダ、電子ピクチャーフレームであっ
てもよい。
【００３７】
　本発明の実施形態によると、電子デバイスは、医療機器(例えば、ＭＲＡ(Magnetic Res
onance Angiography)装置、ＭＲＩ(Magnetic Resonance Imaging)装置、ＣＴ(Computed T
omography)機器、映像機器、又は超音波装置)、ナビゲーション機器、ＧＰＳ(Global Pos
itioning System)受信器、イベントデータレコーダ(Event Data Recorder：ＥＤＲ)、フ
ライトデータレコーダ(Flight Data Recorder：ＦＤＲ)、自動車用インフォテインメント
装置、海軍電子装置(例えば、海軍ナビゲーション装置、ジャイロスコープ、又はコンパ
ス)、航空電子機器、セキュリティ機器、産業又は個人用ロボットであってもよい。
【００３８】
　本発明の実施形態によると、電子デバイスは、通信機能を有する家具、ビル/構造の一
部、電子ボード、電子署名受信器、プロジェクタ、多様な測定装置(例えば、水、電気、
ガス、又は電磁波測定装置)であってもよい。
【００３９】
　本発明の実施形態によると、電子デバイスは、上記した装置の組み合せであってもよい
。また、本発明の実施形態による電子デバイスは、上記装置に制限されるものではないこ
とは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００４０】
　本発明の実施形態によると、例えば、ユーザー端末（ＵＥ）は電子デバイスであっても
よい。
【００４１】
　本発明の一実施形態は、デバイスツーデバイス(Ｄ２Ｄ)方式をサポートする通信システ
ムにおけるリソース割り当て装置及び方法を提案する。
【００４２】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、送信(ＴＸ)
　Ｄ２Ｄ　ＵＥの状態に基づいてリソースを割り当てる装置及び方法を提案する。
【００４３】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥのＤ２Ｄ識別子(ＩＤ)に基づいてリソース割り当て情報を管理する装置及び方法を
提案する。
【００４４】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてリソース割り
当て情報を送受信する装置及び方法を提案する。
【００４５】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸＤ２Ｄ
　ＵＥに割り当てられるディスカバリリソースに関するリソース割り当て情報を送受信す
る装置及び方法を提案する。
【００４６】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、受信(ＲＸ)
　Ｄ２Ｄ　ＵＥがディスカバリリソースに対するモニタリングオーバーヘッドを減少させ
るリソース割り当て情報の送受信装置及び方法を提案する。
【００４７】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥに割り当てられるディスカバリリソースを通じてディスカバリ情報を受信するＲ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに関する情報を提供するリソース割り当て情報を送受信する装置及び方
法を提案する。
【００４８】
　本発明の一実施形態で提案する方法及び装置は、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical a
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nd Electronics Engineers)８０２.１１ａｃ通信システム、ＩＥＥＥ８０２.１６通信シ
ステム、デジタルマルチメディアブロードキャスティング(ＤＭＢ)サービス、携帯用デジ
タルビデオブロードキャスティング(Digital　Video　Broadcasting-Handheld：ＤＶＰ-
Ｈ)サービス、モバイル/携帯用進化したテレビシステム協会(Advanced　Television　Sys
tems　committee-mobile/handheld：ＡＴＳＣ-Ｍ/Ｈ)サービスのようなモバイルブロード
キャスティングサービスとインターネットプロトコルテレビ(ＩＰＴＶ)サービスのような
デジタルビデオブロードキャスティングシステム、ＭＰＥＧ(Moving　Picture　Experts
　Group)メディアトランスポート(ＭＭＴ)システム、進化したパケットシステム(ＥＰＳ)
、ＬＴＥ(Long　Term　Evolution)移動通信システム、ＬＴＥ-Ａ(Advanced)移動通信シス
テム、高速ダウンリンクパケットアクセス(ＨＳＤＰＡ)移動通信システム、高速アップリ
ンクパケットアクセス(ＨＳＵＰＡ)移動通信システム、３ＧＰＰ２(3rd　Generation　Pr
oject　Partnership　2)で提案された高レートパケットデータ(ＨＲＰＤ)移動通信システ
ム、３ＧＰＰ２で提案される広帯域符号分割多重アクセス(ＷＣＤＭＡ（登録商標）)移動
通信システム、３ＧＰＰ２で提案される符号分割多重アクセス(ＣＤＭＡ)移動通信システ
ム、ＩＥＥＥ移動通信システム、モバイルインターネットプロトコル(Mobile IP)システ
ムのような多様な通信システムに適用され得る。
【００４９】
　本発明の多様な実施形態によると、ネットワークエンティティは、基地局、ｎｏｄｅＢ
、ｅＮＢ、アクセスポイントのうち少なくとも一つを含む。
【００５０】
　本発明は、４つの実現方式、すなわち第１の実現方式、第２の実現方式、第３の実現方
式、及び第４の実現方式を含む。上記第１の実現方式、第２の実現方式、第３の実現方式
、及び第４の実現方式の各々では、特定状況が考慮され、これについては後述する。
【００５１】
　第１に、第１の実現方式で考慮される状況について簡略に説明する。
【００５２】
　第１の実現方式において、ディスカバリ情報を送信しようとするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは
、移動しない固定Ｄ２Ｄ　ＵＥ、例えば商業施設、レストラン、商店などであると仮定す
る。ディスカバリ情報は、少なくとも一つのディスカバリ情報エレメントを含むことがで
きる。ディスカバリ情報のモニタリングを希望するＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは移動Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅであると仮定する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースは
変更されないと仮定する。
【００５３】
　第２に、第２の実現方式及び第３実現方式の各々で考慮される状況について簡単に説明
する。
【００５４】
　第２の実現方式において、ディスカバリ情報の送信を希望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは固
定Ｄ２Ｄ　ＵＥであると仮定する。ディスカバリ情報をモニタリングしようとするＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥは、移動Ｄ２Ｄ　ＵＥである。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用デ
ィスカバリリソースは、所定時間で有効である。
【００５５】
　第３に、第３の実現方式で考慮される状況について簡単に説明する。
【００５６】
　第３の実現方式において、ディスカバリ情報を送信しようとするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは
、移動Ｄ２Ｄ　ＵＥ又は固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであり得る。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの移動状態は
、ネットワークにより専用ディスカバリリソース割り当ての方式で使用されない。ディス
カバリ情報をモニタリングしようとするＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、移動Ｄ２Ｄ　ＵＥ又は固
定Ｄ２Ｄ　ＵＥであり得る。
　まず、図１乃至図１０を参照して本発明の第１の実現方式について説明する。
【００５７】
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　本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例を、図１を参照して
説明する。
【００５８】
　図１は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例を概略的に示
す。
【００５９】
　図１を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１と向上した(evolved)
ｎｏｄｅＢ(ｅＮＢ)１１３を含む。
【００６０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ステップ１１５において、無線リソース制御(ＲＲＣ)接
続状態に存在せず、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリ情報を送信しようとする場
合、ｅＮＢ１１３とＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。本発明の一実施形
態において、ＲＲＣ接続状態に存在せず、ディスカバリ情報送信に関心のあるＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１は、ディスカバリ情報送信が、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がとどまってい
るセルによりサポートされ、ディスカバリ情報送信のための共通リソースがブロードキャ
スティングされない場合にＲＲＣ接続を開始する。ディスカバリ情報送信は、システム情
報ブロックタイプ(ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９)がセル
によりブロードキャスティングされる場合にサポートされる。あるいは、ディスカバリ情
報送信は、このセルによりブロードキャスティングされるＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９に含まれている指示により決定される。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１１１は、ステップ１１７で、ディスカバリリソースリクエストメッセージをｅＮＢ１
１３に送信する。例えば、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＰｒｏＳｅ(P
roximity-based Service)　ＵＥ情報メッセージであり得る。ディスカバリリソースリク
エストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１のＤ２Ｄ識別子(ＩＤ)を含む。Ｄ２Ｄ　
ＩＤは、ＵＥＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現(expression)コード、又はアプ
リケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。図１の説明とは異なり、ステップ１１７に
おいて、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１のＤ
２Ｄ　ＩＤを含まない場合が存在する。例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てら
れている専用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示する必要が
ない場合、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１
のＤ２Ｄ　ＩＤを含まない。
【００６１】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを通じてＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリ情報を送信するためのディスカバリリソースを要
求することをｅＮＢ１１３に指示できる。すなわち、ディスカバリリソースリクエストメ
ッセージは、ディスカバリ情報を送信するためのディスカバリリソースが要求されること
を表す情報を含む。
【００６２】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを通じてＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がどれくらいのディスカバリリソースを必要とするか、あるいは
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が送信するディスカバリ情報エレメント又はディスカバリメッ
セージの個数をｅＮＢ１１３に指示できる。すなわち、ディスカバリリソースリクエスト
メッセージは、ディスカバリリソースの個数を示す情報あるいはディスカバリ情報エレメ
ント又はディスカバリメッセージの個数を示す情報を含むことができる。
【００６３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ｅＮＢ１１３にディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリ情報を送信する周期を指示できる
。すなわち、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリ情報送信周期
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を示す情報を含むことができる。
【００６４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ｅＮＢ１１３にディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が各ディスカバリ情報に対して該当ディスカバリ
リソースをどれくらい長く必要とするかを指示できる。すなわち、ディスカバリリソース
リクエストメッセージはディスカバリリソース維持時間を示す情報を含むことができる。
【００６５】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストイン
デックスを含むことができる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリリソースリクエ
ストメッセージで複数のディスカバリ情報送信のためのリソースを要求する場合、各要求
されたリソースに対してディスカバリリソースリクエストインデックスが割り当てられる
。
【００６６】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストで各
要求されるリソースに対する優先順位レベルを含むことができる。
【００６７】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、送信されるディスカバリ情報に関連し
た範囲クラス(range　class)を含む。一実施形態において、ディスカバリサービスインジ
ケータが定義される。ディスカバリサービスインジケータは、ディスカバリ期間、優先順
位、範囲クラス、区間のようなパラメータの値に対する集合を指示する。ディスカバリリ
ソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースが要求されるディスカバリ情報送
信に対応するディスカバリサービスインジケータを含むことができる。このディスカバリ
サービスインジケータは、別のパラメータの代わりにディスカバリリソースリクエストメ
ッセージに含まれ得る。
【００６８】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した
後に、ｅＮＢ１１３は、ステップ１１９で、ディスカバリリソースリクエストメッセージ
を送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ｅＮ
Ｂ１１３は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１１１がこのＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１とネットワークとの間で変換されるＵＥ能力(cap
ability)に基づいて固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ＵＥ能力は、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１がネットワークに登録する場合、又はネットワークにより要求される場合
にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１とネットワークを変更する。ｅＮＢ１１３は、ディスカバリ
リソースリクエストメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がネットワークでＵ
Ｅ加入プロファイルに基づいて固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。
【００６９】
　あるいは、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリリソースリクエ
ストメッセージに含まれているＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１からの指示に従って固定Ｄ２Ｄ
　ＵＥであるか否かを判定できる。
【００７０】
　又は、固定Ｄ２Ｄ　ＵＥのみが、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信す
るように構成される。この場合、ディスカバリリソースリクエストメッセージがＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１１１から送信されることは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定的であること
を意味する。
【００７１】
　あるいは、ｅＮＢ１１３は、Ｄ２Ｄ　ＩＤに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定
であるか否かを判定する。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定であるか否
かを示すビットを含むことができる。すなわち、固定Ｄ２Ｄ ＵＥに割り当てられるＤ２
Ｄ　ＩＤは、移動Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるＤ２Ｄ　ＩＤと異なる。ｅＮＢ１１３は
、Ｄ２Ｄ　ＩＤのタイプを確認するか、あるいはＤ２Ｄサーバに問い合わせることによっ
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てＤ２Ｄ　ＩＤを用いてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判
定する。図１では、ディスカバリリソースリクエストメッセージがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含むと仮定する。
【００７２】
　ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであると判定される場
合、ステップ１１９で、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に一つ以上の専用ディスカバリリソー
スを割り当てる。専用ディスカバリリソースは、専用ディスカバリリソースプールであり
得る。ＵＥは、ディスカバリ情報送信のためのリソースをランダムに選択する。専用ディ
スカバリリソースは、ディスカバリリソースプール内にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り
当てられるリソースを示す一つ以上のリソースインデックスを有する専用ディスカバリリ
ソースプールであり得る。ｅＮＢ１１３は、ステップ１２３で、ディスカバリリソーステ
ーブルを管理し、割り当てられた専用ディスカバリリソースと、専用ディスカバリリソー
スが割り当てられるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を
格納する。複数のディスカバリリソースＤ２Ｄ　ＩＤにマッピングされ、それによってデ
ィスカバリリソーステーブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数のマッピング関係が存在
可能であることに注意すべきである。
【００７３】
　図１に示していないが、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリリ
ソースに要請することが許可されるＤ２Ｄ　ＵＥであるか否かを確認する動作を実行する
。ｅＮＢ１１３は、移動管理エンティティ(ＭＭＥ)から受信されるＵＥコンテキストに基
づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリリソース(又はタイプ２ディスカバリリ
ソース）を要求することが許可されるＤ２Ｄ　ＵＥであるか否かを確認する動作を実行す
る。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がディスカバリリソースを要求することが許可される場合
、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に一つ以上のディスカバリリソースを割り
当てる。
【００７４】
　例えば、ＵＥコンテキストは、１)Ｄ２Ｄ　ＵＥがディスカバリリソースを要求するこ
とが許可されるか否かを示す情報、２)ディスカバリリソースがどれくらいＤ２Ｄ　ＵＥ
に割り当てられるかを示す情報、３)Ｄ２Ｄ　ＵＥを使用するディスカバリリソースメカ
ニズムを示す情報、及び４）Ｄ２ＤＵＥが固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを示す情報のう
ち少なくとも一つを含む。ディスカバリリソースメカニズムは、タイプ１ディスカバリリ
ソースメカニズムと、タイプ２ディスカバリリソースメカニズムのうちいずれか一つを含
む。タイプ１(又はＵＥ自律リソース選択)ディスカバリリソースメカニズムにおいて、Ｕ
Ｅは、リソースプールからリソースをランダムに選択する。複数のＴＸ　ＵＥにより選択
されたリソースは、同一であり、そのため、タイプ１ディスカバリリソースメカニズムで
衝突することができる。タイプ２(又は、スケジュールされたリソース割り当て)ディスカ
バリリソースメカニズムにおいて、ディスカバリリソースは、ネットワークによりＵＥに
割り当てられる。タイプ２ディスカバリリソースメカニズムで衝突はない。
【００７５】
　ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がＰｒｏＳｅダイレクトディスカバリ告知
に対して許可しないと判定される場合、ｅＮＢ１１３は、ディスカバリリソースリクエス
トメッセージを拒否し、ディスカバリリソース応答に同一のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１を
示す。この拒否は、ディスカバリリソース応答で明示的に示され得る。あるいは、ディス
カバリリソースを有しないディスカバリリソース応答は、ディスカバリリソースリクエス
トの拒否を示すことができる。
【００７６】
　ｅＮＢ１１３は、ステップ１２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１にディスカバリ
リソースリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソース応答
メッセージを送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
１１に割り当てられる一つ以上の専用ディスカバリリソースに関する情報を含む。例えば
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、ディスカバリリソース応答メッセージは、ＲＲＣ接続再構成メッセージであり得る。
【００７７】
　専用ディスカバリリソース情報は、専用ディスカバリリソースプールであり得る。ここ
で、ＵＥは、ディスカバリ情報送信のためのリソースをランダムに選択する。専用ディス
カバリリ　ソース情報は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられるディスカバリリソ
ースプール内のリソースを示す一つ以上のリソースインデックスを有する専用ディスカバ
リリソースであり得る。リソースインデックスは、時間インデックスと周波数インデック
スで構成される。時間インデックスは、割り当てられたディスカバリリソースを有する無
線フレーム及び/又はサブフレームを示すことができる。周波数インデックスは、割り当
てられたディスカバリリソースのディスカバリ物理チャンネルインデックス又は物理無線
ブロックインデックスを示す。専用ディスカバリリソースに関する情報は、関連した専用
ディスカバリリソース周期(cycle)を含む。あるいは、ディスカバリリソース周期は、ネ
ットワークによりブロードキャスティングされ、微細にシグナリングされない。ディスカ
バリリソース周期は、関連したディスカバリリソースが使用可能な周期を示す。
【００７８】
　ディスカバリリソース周期は、ｎ＊ディスカバリリソース周期に設定できる。ここで、
ｎは、ディスカバリリソース応答メッセージを通じてシグナリングされ、あるいは予め定
義され得る。ｅＮＢ１１３は、ディスカバリリソース応答メッセージに割り当てられた専
用ディスカバリリソースに対するディスカバリリソース割り当てインデックスを含む。デ
ィスカバリリソース割り当てインデックスは、関連した専用ディスカバリリソースを要求
するためにＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１又はｅＮＢ１１３のために使用され得る。すなわち
、ｅＮＢ１１３は、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソース
リクエストインデックスを含む場合、ディスカバリリソース割り当てインデックスをディ
スカバリリソースリクエストインデックスと同一に設定する。
【００７９】
　あるいは、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソースリクエ
ストインデックスを含まない場合、ｅＮＢ１１３は、ＵＥ別にディスカバリリソース割り
当てインデックスを管理し、ディスカバリリソース応答メッセージにディスカバリリソー
ス割り当てインデックスを含む。
【００８０】
　あるいは、ディスカバリリソースリクエストインデックスがディスカバリリソースリク
エストメッセージに含まれるか否かに関係なく、ｅＮＢ１１３は、ＵＥ別にディスカバリ
リソース割り当てインデックスを管理し、ディスカバリリソース応答メッセージにディス
カバリリソース割り当てインデックスを含む。
【００８１】
　上記と異なり、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に専用ディスカバリリソー
スを割り当てることでなく、競争ベースのリソースプール(又はタイプ１ＴＸリソースプ
ール）を提供でき、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に専用ディスカバリリソースを提
供されないこともある。
【００８２】
　一方、範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信される場合、ｅ
ＮＢ１１３は、範囲クラスに従って割り当てられたディスカバリリソース(競合ベースの
プール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定する。ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１が異なるディスカバリ情報送信に対して異なる範囲クラスを通知する場合
、ｅＮＢ１１３は、割り当てられたディスカバリリソース(競合ベースのプール又は専用
ディスカバリリソース)の各々に対して異なる電力パラメータを設定する。範囲クラスが
ディスカバリリソース応答でタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合及びｅＮＢが
ディスカバリリソース応答でタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢは、
要求される範囲クラスに対応するＴＸリソースプールを割り当て、各範囲クラスに対して
個別ＴＸリソースプールを保持する。
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【００８３】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１と関連した範囲クラスは、ＭＭＥから受信される
ＵＥコンテキストからｅＮＢ１１３により決定され、それによってｅＮＢ１１３は、範囲
クラスによりＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられるディスカバリリソース(競合ベ
ースのプール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定する。ｅＮ
Ｂがディスカバリリソース応答でタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢ
は、要求される範囲クラスに対応するＴＸリソースプールを割り当てる。ｅＮＢは、各範
囲クラスに対する個別ＴＸリソースプールを保持する。
【００８４】
　又は、範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信されず、あるい
は範囲クラスがＵＥのコンテキストから受信されない場合、及びｅＮＢがディスカバリリ
ソース応答でタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢは、複数のＴＸリソ
ースプールを割り当てることができる。ｅＮＢは、各範囲クラスに対して個別ＴＸリソー
スプールを維持する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、範囲クラスに従ってＴＸリソースを
選択する。あるいは、ｅＮＢは、ネットワークによりサポートされる各範囲クラスに対し
て、範囲クラスと電力パラメータとの間でディスカバリリソース応答マッピングをブロー
ドキャスティング又は送信することができる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、送信しようとする
ディスカバリ情報に関連した許可される範囲クラス又は範囲クラスに対応する電力パラメ
ータを選択する。図２は、本発明の一実施形態によるディスカバリ情報送信のために、デ
ィスカバリリソース応答メッセージの受信されたディスカバリリソース構成が図１のＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１により適用及び使用される時間を概略的に示す。
【００８５】
　図２を参照すると、ｅＮＢがディスカバリリソース応答メッセージをディスカバリリソ
ース周期ｘで送信し、あるいはディスカバリリソース周期ｘでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがディ
スカバリリソース応答メッセージを受信する場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる
専用ディスカバリリソースの最初のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ以後の
ｐ番目のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋ｐに存在す
る。ｐは、通信システムで固定的であり、例えば、ｐは１に設定される(ｐ＝１)。これは
、ディスカバリリソースがディスカバリリソース応答に含まれる場合、次のディスカバリ
リソース周期からのＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ディスカバリ情報送信に対してディス
カバリリソース応答で示したリソースを使用することを示す。あるいは、ｐは、ディスカ
バリリソース応答メッセージでシグナリングされ得る。
【００８６】
　図３は、本発明の他の実施形態によるディスカバリ情報送信のためにＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１１１によりディスカバリリソース応答メッセージの受信されたディスカバリリソース
構成が適用及び使用される時間を概略的に示す。
【００８７】
　図３を参照すると、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/
フレームと、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周
期ｘ以後の、最初のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋
１で割り当てられた専用ディスカバリリソースに対応するサブフレーム/フレームとの間
の差が予め設定されたオフセットより小さい場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる
専用ディスカバリリソースの最初のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ＋２で
存在する。この場合、オフセットは、このディスカバリリソース応答メッセージに含まれ
る。
【００８８】
　図４は、本発明の他の実施形態によるディスカバリ情報送信のためにＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１１１によりディスカバリリソース応答メッセージの受信されたディスカバリリソース
構成が適用及び使用される時間を概略的に示す。
【００８９】
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　図４を参照すると、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/
フレームと、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周
期ｘ以後の最初のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋１
でＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対応するサブフレー
ム/フレームとの間の差が予め設定されたオフセット以上である場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅに割り当てられる専用ディスカバリリソースの最初のインスタンスは、上記ディスカバ
リリソース周期ｘ＋１で存在する。この場合、上記オフセットは、ディスカバリリソース
応答メッセージに含まれる。
【００９０】
　図１を参照すると、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用
ディスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能である。例えば、ｅＮＢ１１３は
、割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であるか否
かがを示す情報をディスカバリリソース応答メッセージに含むことができる。
【００９１】
　専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てた後に、ｅＮＢ１１
３は、ステップ１２５において、割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報
に基づいてディスカバリリソース情報をアップデートする。ディスカバリリソース情報を
アップデートする動作は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられた専用ディスカバリ
リソースに関する情報に基づいて選択的に実行できる。ｅＮＢ１１３は、ステップ１２５
で、アップデートされたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロードキ
ャスティングする。
【００９２】
　ｅＮＢ１１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１１１は、ステップ１２７において、ｅＮＢ１１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣ
接続状態からＲＲＣアイドル状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ステップ１
２９において、ＲＲＣアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情
報を送信する。ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がＲＲＣ接続を解除しても、
割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を管理することに留意すべきであ
る。
【００９３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ｅＮＢ１
１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在しな
ければならないか否かを判定できる。ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１の移動
状態に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がＲＲＣ接続状態あるいはＲＲＣアイドル状態
に存在しなければならないか否かを判定できる。ｅＮＢ１１３は、ＲＲＣ接続が解除され
る場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースがＲＲＣ
アイドル状態で使用可能であることを示すことができる。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースは、次のような
場合のうちいずれか一つで解除され得る。
【００９４】
　ａ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がパワーダウンされる。
　ｂ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がこれ以上割り当てられた
専用ディスカバリリソースを必要としないことをｅＮＢ１１３に通知する。
【００９５】
　例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ディスカバリ情報をこれ以上送信しないと判定
される場合、ｅＮＢ１１３にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１がこれ以上割り当てられた専用デ
ィスカバリリソースを必要としないことを通知できる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ｅ
ＮＢ１１３にディスカバリリソース解除メッセージを送信し、あるいはディスカバリリソ
ースリクエストメッセージにリソースの個数を０で示すことができる。
【００９６】
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　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に複数の専用ディスカバリリソースが割り当てられ、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が複数の専用ディスカバリリソースの一部を解除しようとする場合、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１は、ｅＮＢ１１３で解除しようとするディスカバリリソースの
個数を通知し、あるいは解除しようとするディスカバリリソースに対するディスカバリリ
ソース割り当てインデックスを通知する。
【００９７】
　ｅＮＢ１１３がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソース
を解除すると判定する場合、すなわちｅＮＢ開始解除の場合、あるいはｅＮＢ１１３がＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１ｈからのディスカバリリソース解除メッセージを受信する場合、
ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１にディスカバリリソース解除メッセージ又は
ＲＲＣ接続再構成メッセージを送信し、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられるディ
スカバリリソースを解除した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる既存の専用
ディスカバリリソースに関する情報を送信するか、あるいは解除した専用ディスカバリリ
ソースに関する情報を送信する。ここで、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に
割り当てられる専用ディスカバリリソースの一部のみが解除される場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１１１に割り当てられる既存の専用ディスカバリリソースに関する情報を送信する。
【００９８】
　ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１からリソース解除メッセージ又はＲＲＣ再
構成メッセージを受信すると、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられるすべての専用
ディスカバリリソースを解除する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用ディ
スカバリリソースＲＲＣ接続状態にのみ有効である場合、すべての専用ディスカバリリソ
ースが解除されなければならない場合、ｅＮＢ１１３は、ＲＲＣ接続解除メッセージを送
信してＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられるすべての専用ディスカバリリソースを
解除できる。
【００９９】
　専用ディスカバリリソース解除は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを用い
てＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１により指示され得る。すなわち、ディスカバリリソースリク
エストメッセージは、専用ディスカバリリソースの要求、あるいは割り当てられる専用デ
ィスカバリリソースの解除に使用できる。
【０１００】
　さらに、専用ディスカバリリソース解除は、ディスカバリリソース応答メッセージを用
いてｅＮＢ１１３により指示され得る。ディスカバリリソース応答メッセージは、専用デ
ィスカバリリソースの割り当て、又は割り当てられる専用ディスカバリリソースの解除に
使用できる。
【０１０１】
　割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状のみに有効である場合、ある
いはすべての専用ディスカバリリソースの解除に必要である場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
１１は、ＲＲＣ接続解除メッセージを送信してすべての専用ディスカバリリソースを解除
できる。
【０１０２】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを解
除した後、ｅＮＢ１１３は、解除された専用ディスカバリリソースに関する情報をディス
カバリリソース情報にアップデートし、解除された専用ディスカバリリソースに関する情
報を除去する。ｅＮＢ１１３は、アップデートしたディスカバリリソース情報を、システ
ム情報を通じてブロードキャスティングする。
【０１０３】
　図１が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムでＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例を示すが、図１に対し
て多様な変形が可能である。例えば、一連のオペレーションを示すが、図１の多様なオペ
レーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生し、あるいは複数
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回発生してもよい。
【０１０４】
　図１では、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例を示し、
本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
に専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を図５に示す。
【０１０５】
　図５は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおけるＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的に
示す。
【０１０６】
　図５の説明に先立って、ｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを
独立的に割り当てる代わりに、リソースコーディネータの制御下でＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに
専用ディスカバリリソースを割り当てることができる。専用ディスカバリリソースがリソ
ースコーディネータの制御下で割り当てられる場合、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅに割り当てられる専用ディスカバリリソースが他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割
り当てられないことを保証する。ここで、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによりデ
ィスカバリ情報送信と他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによりディスカバリ情報送信と
の間の衝突は、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリ
リソースが他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられないことを保証することに
より防止することができる。このリソースコーディネータは、共通専用ディスカバリリソ
ースプールを管理してｅＮＢの専用ディスカバリリソース割り当て状態を管理できる。
【０１０７】
　図５を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１、ｅＮＢ５１３、及び
リソースコーディネータ５１５を含む。
【０１０８】
　ディスカバリ情報の送信を所望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１は、ステップ５１７にお
いて、ｅＮＢ５１３とＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態に送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ５１１は、ステップ５１９において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを
ｅＮＢ５１３に送信する。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ５１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユ
ーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ディス
カバリリソースリクエストメッセージは、図１を参照して説明した方式で実現され、ここ
では、その説明を省略する。
【０１０９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した
後に、ｅＮＢ５１３は、ステップ５２１で、ディスカバリリソースリクエストメッセージ
をリソースコーディネータ５１５に送信する。ｅＮＢ５１３は、ステップ５２３において
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ここで、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する動作は、図１を参照し
て説明したような方式で実現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１１０】
　ｅＮＢ５１３からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した後に、リソー
スコーディネータ５１５は、ステップ５２５において、共通専用ディスカバリリソースプ
ールに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを
判定し、判定した専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース応
答メッセージを送信する。リソースコーディネータ５１５からディスカバリリソース応答
メッセージを受信した後に、ｅＮＢ５１３は、ステップ５２７において、ディスカバリリ
ソース応答メッセージに含まれる専用ディスカバリリソースに関する情報に基づいてＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディ
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スカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース応答メッセージをＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ５１１に送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、図１を参照して説
明した方式で実現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１１１】
　ｅＮＢ５１３は、ステップ５２９において、ディスカバリリソーステーブルを管理し、
割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソースが割り当てられる
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係をディスカバリリソー
ステーブルに格納する。複数のディスカバリリソースが同一のＤ２Ｄ　ＩＤにマッピング
され、それによってディスカバリリソーステーブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数の
マッピング関係が存在することに留意すべきである。
【０１１２】
　専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に割り当てる後に、ｅＮＢ５１
３は、ステップ５３１において、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報
に基づいてディスカバリリソース情報をアップデートする。専用ディスカバリリソースを
アップデートする動作は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に割り当てられる専用ディスカバリ
リソースに関する情報に基づいて選択的に遂行できる。ｅＮＢ５１３は、ステップ５３１
において、アップデートされたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロ
ードキャスティングする。
【０１１３】
　ｅＮＢ５１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ５１１は、ステップ５３３において、ｅＮＢ５１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣ接
続状態からＲＲＣアイドル状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１は、ステップ５３
５において、ＲＲＣアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報
を送信する。ｅＮＢ５１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１がＲＲＣ接続を解除しても、割
り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を管理することに注意すべきである
。
【０１１４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後に、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１がｅＮＢ５１３でＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在する
か否かを判定する動作は、図１を参照して説明した方式で実行され、ここではその詳細な
説明を省略する。
【０１１５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ５１１に割り当てられた専用ディスカバリリソースが解除されるケ
ースが図１に示されており、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１１６】
　図５が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムでＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示すが、多様な変
形が図５に対してなされることはもちろんである。例えば、図５には一連のオペレーショ
ンを示したが、図５の多様なオペレーションはオーバーラップされ、並列に発生し、異な
る順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０１１７】
　本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の一例について図５を参
照して説明する。次に、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システ
ムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の
例について、図６を参照して説明する。
【０１１８】
　図６は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的に
示す。
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【０１１９】
　図６を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１、ｅＮＢ６１３、及び
リソースコーディネータ６１５を含む。
【０１２０】
　ディスカバリ情報の送信を所望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１は、ステップ６１７にお
いて、ｅＮＢ６１３とＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ６１１は、ステップ６１９において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを
ｅＮＢ６１３に送信する。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ６１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユ
ーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ディス
カバリリソースリクエストメッセージは、図１を参照して説明した方式で実現することが
でき、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１２１】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した
後に、ｅＮＢ６１３は、ステップ６２１において、ディスカバリリソースリクエストメッ
セージをリソースコーディネータ６１５に送信する。ｅＮＢ６１３は、ステップ６２３に
おいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ここで
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する動作は、図１を
参照して説明した方式で実現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１２２】
　ｅＮＢ６１３からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した後に、リソー
スコーディネータ６１５は、ステップ６２５において、共通専用ディスカバリリソースプ
ールに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に割り当てる専用ディスカバリリソースを判定
し、判定した専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース応答メ
ッセージをｅＮＢ６１３に送信する。リソースコーディネータ６１５からディスカバリリ
ソース応答メッセージを受信した後に、ｅＮＢ６１３は、ステップ６２７において、ディ
スカバリリソース応答メッセージに含まれている専用ディスカバリリソースに関する情報
に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当て
た専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース応答メッセージを
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、図１を
参照して説明した方式で実現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１２３】
　リソースコーディネータ６１５は、ステップ６２９において、ディスカバリリソーステ
ーブルを管理し、割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソース
が割り当てられるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を格
納する。複数のディスカバリリソースが同一のＤ２Ｄ　ＩＤにマッピングされ、それによ
ってディスカバリリソーステーブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数のマッピング関係
が存在できることに留意すべきである。
【０１２４】
　専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に割り当てた後に、ｅＮＢ６１
３は、ステップ６３１において、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報
に基づいてディスカバリリソース情報をアップデートする。ディスカバリリソース情報を
アップデートする動作は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に割り当てられる専用ディスカバリ
リソースに関する情報に基づいて選択的に実行できる。ｅＮＢ６１３は、ステップ６３１
において、アップデートされたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロ
ードキャスティングされる。
【０１２５】
　ｅＮＢ６１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ６１１は、ステップ６３３で、ｅＮＢ６１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣ接続状態
からＲＲＣアイドルへ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１は、ステップ６３５で、ＲＲ



(22) JP 2016-539603 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

Ｃアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報を送信する。リソ
ースコーディネータ６１５は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１がＲＲＣ接続を解除しても、判
定した専用ディスカバリリソースに関する情報を管理することに留意すべきである。
【０１２６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ６１１がｅＮＢ６１３でＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在しなけ
ればならないか否かを判定する動作について、図１に示したので、ここでは、その詳細な
説明を省略する。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ６１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースが解除されるケ
ースは図１で説明したので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０１２７】
　図６が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の一例を示しても
、多様な変形が図６に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションを示すが、図６
での多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生し
、あるいは複数回発生してもよい。
【０１２８】
　図５及び図６において、ｅＮＢは、リソースコーディネータと連動してディスカバリ情
報送信の中に衝突を防止するためにＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割
り当てるが、ｅＮＢは、ディスカバリ情報送信の中に衝突を防止するために、隣接ｅＮＢ
と連動してＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てることができるこ
とは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。すなわち、ｅＮＢと
隣接ｅＮＢが共通専用ディスカバリリソースプールを管理しなくても、ｅＮＢは、隣接ｅ
ＮＢと相互に直接に割り当てる専用ディスカバリリソースに関する情報を共有することに
より、ディスカバリ情報送信の中の衝突を防止するために、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用デ
ィスカバリリソースを割り当てることができる。
【０１２９】
　図１、図５、及び図６において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがｅＮＢにディスカバリリソース
リクエストメッセージを送信し、ｅＮＢから専用ディスカバリリソースの割り当てを場合
に対して説明したが、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ｅＮＢの代わりにサーバにディスカバリリ
ソースリクエストメッセージを送信し、サーバから専用ディスカバリリソースを割り当て
られる。これは、図７を参照して説明する。
【０１３０】
　図７は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムでＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の一例を概略的に示す
。
【０１３１】
　図７を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１とサーバ７１３を含む
。
【０１３２】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１は、ステップ７１５で、サーバ７１３とＲＲＣ接続を確立し
、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１は、ステップ７１７において、
ディスカバリリソースリクエストメッセージをサーバ７１３に送信する。ディスカバリリ
ソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２
Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケー
ションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、
図を産商して説明した方式で実現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１３３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した
後に、サーバ７１３は、ステップ７１９において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１が固定Ｄ２
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Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥである
か否かを判定する動作は、図１を参照して説明した方式で実現されるので、ここではその
詳細な説明を省略する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであると判定され
る場合、サーバ７１３は、ステップ７２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に専用デ
ィスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報
を含むディスカバリリソース応答メッセージをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に送信する。デ
ィスカバリリソース応答メッセージは、図１を参照して説明した方式で実現され、ここで
はその詳細な説明を省略する。
【０１３４】
　サーバ７１３は、ステップ７２３において、ディスカバリリソーステーブルを管理し、
割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソースが割り当てられる
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係をディスカバリリソー
ステーブルに格納する。同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対して複数のディスカバリリソースがマッ
ピングされ、それによってディスカバリリソーステーブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する
複数のマッピング関係が存在できることに留意すべきである。
【０１３５】
　専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に割り当てた後、サーバ７１３
は、ステップ７２５において、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報に
基づいてディスカバリリソース情報をアップデートする。ディスカバリリソース情報をア
ップデートする動作は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に割り当てられる専用ディスカバリリ
ソースに関する情報に基づいて選択的に実行できる。サーバ７１３は、ステップ７２５に
おいて、アップデートされたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロー
ドキャスティングする。
【０１３６】
　サーバ７１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ７１１は、ステップ７２７において、サーバ７１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣ接
続状態からＲＲＣアイドル状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１は、ステップ７２
９において、ＲＲＣアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報
を送信する。サーバ７１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１がＲＲＣ接続を解除しても、割
り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を管理することに留意すべきである
。
【０１３７】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ７１１がサーバ７１３でＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在しなけ
ればならないか否かを判定する動作は、図１を参照して説明した方式で遂行され、ここで
はその詳細な説明を省略する。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ７１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースが解除されるケ
ースについて図１で説明するので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１３８】
　図７が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示すが、多
様な変形が図７に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションとして示すが、図７
の多様なオペレーションは、オーバーラップ、並列に発生し、異なる順序で発生し、又は
複数回発生してもよい。
【０１３９】
　図１乃至図７を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信シ
ステムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスに
ついて説明する。図８乃至図１０を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサ
ポートする通信システムにおいてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関す
る情報を提供するプロセスについて説明する。
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【０１４０】
　まず、図８を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信シス
テムにおいてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプ
ロセスの一例について説明する。
【０１４１】
　図８は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＲ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの一例を
概略的に示す。
【０１４２】
　図８を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１とｅＮＢ８１３を含む
。
【０１４３】
　ｅＮＢ８１３は、ステップ８１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図８に図示せず)に専
用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する
情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てられた専用ディスカバリリソース
に関する情報は、システム情報を通じてブロードキャスティングされる。ステップ８１５
は、ｅＮＢ８１３により選択的に遂行され得る。
【０１４４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１により送信されるディスカバリ情報をモニタリングすること
に関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ステップ８１９において、ｅＮＢ８１３とＲ
ＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ステップ
８２１において、ｅＮＢ８１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する
。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１がモニタリングを所望するＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤを上記ディスカバリリソースリクエストメッセージに含
める。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コード、又は
アプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する専用デ
ィスカバリリソースを要求することを通知できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ディス
カバリリソースリクエストメッセージにＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプリケーションＩ
Ｄ、又はＤ２Ｄカテゴリを含むことができる。
【０１４５】
　以上、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ｅＮＢ８１３が専用ディスカバリリソースを任意
のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられることを検出せずにＲＲＣ接続を確立し、ｅＮＢ８
１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するケースについて説明した。
【０１４６】
　あるいは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ステップ８１７において、ｅＮＢ８１３が任
意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てられたことを検出する場
合、ステップ８１９においてディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。Ｒ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ｅＮＢ８１３によりブロードキャスティングされるリソース
割り当て情報からｅＮＢ８１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソース
を割り当てるか否かを検出できる。ブロードキャスティングされるリソース割り当て情報
は、任意の専用ディスカバリリソースが任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否
かを示す情報を含む。
【０１４７】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信する
場合、ｅＮＢ８１３は、ステップ８２３において、ディスカバリリソーステーブルを確認
し、ディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれるＤ２Ｄ　ＩＤ、すなわちＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対する専用ディスカバリリソースが割り当てられるか否
かを判定する。専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエストメッセージ
に含まれるＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる場合、ｅＮＢ８
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１３は、ステップ８２５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバ
リリソースに関するリソース割り当て情報を含むディスカバリリソース応答メッセージを
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１に送信する。
【０１４８】
　ｅＮＢ８１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ８１１は、ステップ８２７において、ｅＮＢ８１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣア
イドルア様態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ステップ８２９において、ＲＲ
Ｃアイドル状態でディスカバリリソース応答メッセージに含まれるリソース割り当て情報
に対応する専用ディスカバリリソースを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバ
リ情報を受信する。
【０１４９】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１によりリソース割り当て情報
を既に獲得したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する
リソース割り当て情報を検出するために、同一のｅＮＢ、すなわちｅＮＢ８１３にディス
カバリリソースリクエストメッセージを送信する必要がない。
【０１５０】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１は、新たなｅＮＢに移動する場合、ｅＮＢ８１３と異なる新
たなｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセージを送信し、あるいはディスカバ
リリソース情報がアップデートされる場合にディスカバリリソースリクエストメッセージ
をｅＮＢ８１３に送信することができる。
【０１５１】
　図８に示していないが、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエスト
メッセージに含まれるＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられない場
合、ｅＮＢ８１３は、専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられな
いことを示す情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１に送信できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ８１１
は、ｅＮＢ８１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態に遷移する。
【０１５２】
　図８が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＲＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに送信する
プロセスの一例を示すが、多様な変形が図８に対してなされ得る。例えば、一連のオペレ
ーションとして示すが、図８の多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発
生し、異なる順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０１５３】
　図８を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムに
おいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセス
の一例について説明する。本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信シス
テムにおいてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプ
ロセスの他の例について、図９を参照して説明する。
【０１５４】
　図９は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＲ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他の例
を概略的に示す。
　図９を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１、ｅＮＢ９１３、及び
リソースコーディネータ９１５を含む。
【０１５５】
　ｅＮＢ９１３は、ステップ９１７において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図９に図示せず)に専
用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する
情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てられた専用ディスカバリリソース
に関する情報は、システム情報を通してブロードキャスティングする。
【０１５６】
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　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報をモニタリングすることに関心
のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ステップ９２１において、ｅＮＢ９１３とＲＲＣ接
続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ステップ９２３
において、ｅＮＢ９１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。ＲＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１がモニタリングを希望するＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソースリクエストメッセージに含める。Ｄ２
Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケー
ションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ９１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信するための専用ディス
カバリリソースを要求することを通知できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ディスカバ
リリソースリクエストメッセージにＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプリケーションＩＤ、
又はＤ２Ｄカテゴリを含むことができる。
【０１５７】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は専用ディスカバリリソースを割り当てられることを検出す
ることなくＲＲＣ接続を確立し、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ｅＮＢ９１３にディスカバリリ
ソースリクエストメッセージを送信するケースについて以上に説明した。
【０１５８】
　あるいは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ステップ９１９で、ｅＮＢ９１３が任意のＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てることを検出する場合にのみ、
ステップ９２１で、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信することができる
。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ｅＮＢ９１３によりブロードキャスティングされるリソ
ース割り当て情報からｅＮＢ９１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソ
ースを割り当てるか否かを検出できる。この場合、ステップ９１７は、選択的でない。ブ
ロードキャスティングされたリソース割り当て情報は、任意の専用ディスカバリリソース
が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否かを示す情報を含む。
【０１５９】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信する
場合、ｅＮＢ９１３は、ステップ９２５において、ディスカバリリソースリクエストメッ
セージをリソースコーディネータ９１５に送信する。ｅＮＢ９１３からディスカバリリソ
ースリクエストメッセージを受信すると、リソースコーディネータ９１５は、ステップ９
２７において、ディスカバリリソーステーブルを検査し、専用ディスカバリリソースがデ
ィスカバリリソースリクエストメッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤ、すなわちＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対して割り当てられるか否かを判定する。ディスカバリリ
ソースリクエストメッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
に対して専用ディスカバリリソースが割り当てられる場合、リソースコーディネータ９１
５は、ステップ９２９において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリ
リソースに関するリソース割り当て情報を含むディスカバリリソース応答メッセージをｅ
ＮＢ９１３に送信する。
【０１６０】
　リソースコーディネータ９１５からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後
に、ｅＮＢ９１３は、ステップ９３１において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１にディスカバ
リリソース応答メッセージを送信する。ｅＮＢ９１３からディスカバリリソース応答メッ
セージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ステップ９３３において、ｅＮＢ９
１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態を遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１
は、ステップ９３５において、ＲＲＣアイドル状態でディスカバリリソース応答メッセー
ジに含まれるリソース割り当て情報に対応する専用ディスカバリリソースを通じてＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する。
【０１６１】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、リソース割り当て情報がＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１によ
り既に獲得されたＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに関す
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るリソース割り当て情報を検出するために、同一のｅＮＢ、すなわちｅＮＢ９１３にディ
スカバリリソースリクエストメッセージを送信する必要はない。
【０１６２】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、新たなｅＮＢに移動する場合にｅＮＢ９１３と異なる新
たなｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するか、あるいはディス
カバリリソース情報がアップデートされる場合、ディスカバリリソースリクエストメッセ
ージをｅＮＢ９１３に送信できる。
【０１６３】
　図９に示していないが、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエスト
メッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられな
い場合、リソースコーディネータ９１５は、専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥに割り当てられないことを表す情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１に送信できる。ＲＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ９１１は、ｅＮＢ９１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態に遷
移する。
【０１６４】
　図９が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他の実施
形態を示すが、多様な変形が図９でなされる。例えば、一連のオペレーションとして示す
が、図９で多様なオペレーションがオーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発
生し、あるいは複数回発生できる。
【０１６５】
　図９を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムに
おいて、専用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに提供するプロセ
スの他の例について説明する。図１０を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式
をサポートする通信システムにおいて、専用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥに提供するプロセスの他の例について説明する。
【０１６６】
　図１０は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
専用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに提供するプロセスの他の
例を概略的に示す。
【０１６７】
　図１０を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１とサーバ１０１３
を含む。
【０１６８】
　サーバ１０１３は、ステップ１０１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図１０に図示せ
ず)に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディスカバリリソース
に関する情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てられた専用ディスカバリ
リソースに関する情報は、システム情報を通じてブロードキャスティングされる。この場
合、ステップ１０１５は選択的である。
【０１６９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報をモニタリングすることに関心
のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ステップ１０１９において、サーバ１０１３とＲ
ＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ステッ
プ１０２１において、サーバ１０１３へディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、モニタリングを希望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの
Ｄ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソースリクエストメッセージに含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、Ｕ
Ｅ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ，表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユ
ーザーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信する
ディスカバリ情報を受信するための専用ディスカバリリソースを要求することを通知する
ことができる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセ
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ージにＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプリケーションＩＤ、又はＤ２Ｄカテゴリを含むこ
とができる。
【０１７０】
　以上に、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、サーバ１０１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ-ＵＥ
に専用ディスカバリリソースを割り当てることを検出することなく、ＲＲＣ接続を確立し
、サーバ１０１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するケースについ
て説明する。
【０１７１】
　あるいは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、サーバ１０１３がステップ１０１７で任意
のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースの割り当てを検出する場合のみに、ス
テップ１０１９において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。ＲＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、サーバ１０１３によりブロードキャスティングされるリソー
ス割り当て情報から、サーバ１０１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリ
ソースを割り当てるか否かを検出できる。この場合、ステップ１０１５は、選択的でない
。ブロードキャスティングされるリソース割り当て情報は、任意の専用ディスカバリリソ
ースが任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否かを示す情報を含む。
【０１７２】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信す
る場合、サーバ１０１３は、ステップ１０２３において、ディスカバリリソーステーブル
を確認し、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエストメッセージに含
まれているＤ２Ｄ　ＩＤ、すなわちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対して割り当て
られるか否かを判定する。専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエスト
メッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバ
リリソースが割り当てられる場合、サーバ１０１３は、ステップ１０２５において、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対するリソース割り当て情
報を含むディスカバリリソース応答メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１に送信する
。
【０１７３】
　サーバ１０１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１０１１は、ステップ１０２７において、サーバ１０１３とＲＲＣ接続を解除し、
ＲＲＣアイドル状態に遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ステップ１０２９にお
いて、ＲＲＣアイドル状態でディスカバリリソース応答メッセージに含まれるリソース割
り当て情報に対応する専用ディスカバリリソースを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信する
ディスカバリ情報を受信する。
【０１７４】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１により既にリソース割り
当て情報を獲得したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに関
するリソース割り当て情報を検出するために、同一のサーバ、すなわちサーバ１０１３に
ディスカバリリソースリクエストメッセージを再送信する必要はない。
【０１７５】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１が新たなサーバに移動す
る場合にサーバ１０１３と異なる新たなサーバにディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信するか、あるいはディスカバリリソース情報がアップデートされる場合にディ
スカバリリソースリクエストメッセージをサーバ１０１３に送信することができる。
【０１７６】
　図１０に示していないが、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエス
トメッセージに含まれるＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対して割り当てら
れない場合、サーバ１０１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースが割り
当てられないことを示す情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０１１に送信できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１０１１は、サーバ１０１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態に遷移す
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る。
【０１７７】
　図１０が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて専
用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに提供するプロセスの他の例
を示すが、多様なオペレーションが図１０に対してなされ得る。例えば、一連のオペレー
ションを示すが、図１０で多様なオペレーションがオーバーラップされ、並列に発生し、
異なる順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０１７８】
　図１乃至図１０を参照して本発明の第１の実現方式について説明し、図１１乃至図１７
を参照して本発明の第２の実現方式について説明する。
【０１７９】
　図１１を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例
について説明する。
【０１８０】
　図１１は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す。
【０１８１】
　図１１を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１、ｅＮＢ１１１３
、及びＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１５を含む。
【０１８２】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＲＲＣ接続状態でなく、ディスカバリ情報の送信を所望
する場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ステップ１１１７において、ｅＮＢ１１１３
とＲＲＣ接続を成立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。本発明の一実施形態において、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＲＲＣ接続状態でなく、ディスカバリ情報送信に関心がある場
合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ディスカバリ情報送信がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１
１がとどまるセルによりサポートされ、ディスカバリ情報送信用共通リソースがブロード
キャスティングされない場合にＲＲＣ接続確立を開始する。このディスカバリ情報送信は
、ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９がセルによりブロードキ
ャスティングされる場合にサポートされる。あるいは、ディスカバリ情報送信がセルでサ
ポートされるか否かは、セルによりブロードキャスティングされるＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９で指示により判定される。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
１１１は、ステップ１１１９において、ｅＮＢ１１１３にディスカバリリソースリクエス
トメッセージを送信する。例えば、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケ
ーションユーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得
る。図１１の説明とは異なり、ディスカバリリソースリクエストメッセージがＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含まないケースもある。例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
に示す必要がない場合、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１１１１用Ｄ２Ｄ　ＩＤを含まない。
【０１８３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを通じて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリ情報を送信するためのディスカバリリソース
を要求することをｅＮＢ１１１３に指示できる。すなわち、ディスカバリリソースリクエ
ストメッセージは、ディスカバリ情報送信用ディスカバリリソースが要求されることを示
す情報を含むことができる。
【０１８４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ｅＮＢ１１１３にディスカバリリソースリクエストメ
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ッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がどれくらい多くディスカバリリソースを
要求するか、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が送信するディスカバリ情報エレメン
ト又はディスカバリメッセージの個数を示すことができる。すなわち、ディスカバリリソ
ースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースの個数を表す情報、あるいはディス
カバリ情報エレメントの個数を表す情報を含むことができる。
【０１８５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ｅＮＢ１１１３にディスカバリリソースリクエストメ
ッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリ情報を送信する期間を指示
する。すなわち、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソース
送信期間を表す情報を含むことができる。
【０１８６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ｅＮＢ１１１３にディスカバリリソースリクエストメ
ッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が各ディスカバリ情報に対して該当ディス
カバリリソースをどれくらい長く必要とするかを指示できる。すなわち、ディスカバリリ
ソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソース保持時間を表す情報を含むことが
できる。
【０１８７】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストイン
デックスを含むことができる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリリソースリク
エストメッセージで複数のディスカバリ情報送信用リソースを要求する場合、ディスカバ
リリソースリクエストインデックスは、要求される各リソースに対して割り当てられる。
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストで要
求される各リソースに対する優先順位レベルを含むことができる。
【０１８８】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、案内されるディスカバリ情報に関連し
た範囲クラスを含む。本発明の一実施形態において、ディスカバリサービスインジケータ
は定義できる。ディスカバリサービスインジケータは、ディスカバリ期間、優先順位、範
囲クラス、区間のようなパラメータの値に対する集合を示す。ディスカバリリソースリク
エストメッセージは、ディスカバリリソースが要求されるディスカバリ情報送信に対応す
るディスカバリサービスインジケータを含むことができる。ディスカバリサービスインジ
ケータは、別途のパラメータの代わりにディスカバリリソースリクエストメッセージに含
まれる。
【０１８９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信し
た後に、ｅＮＢ１１１３は、ステップ１１２１において、ディスカバリリソースリクエス
トメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１とネ
ットワークとの間で交換されるＵＥの能力に基づいて、固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを
判定する。ＵＥ能力は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がネットワークで登録する場合又は
ネットワークにより要求される場合にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１とネットワークとの間
で交換される。ｅＮＢ１１１３は、ネットワークでＵＥ加入プロファイルに基づいてディ
スカバリリソースリクエストメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固定Ｄ
２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定できる。
【０１９０】
　あるいは、ｅＮＢ１１１３は、ディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれる
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１からの指示に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固定Ｄ
２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。
【０１９１】
　又は、固定Ｄ２Ｄ　ＵＥのみがディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する
ように構成される。この場合、ディスカバリリソースリクエストメッセージがＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１１から送信されることは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固定的であるこ
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とを意味する。
【０１９２】
　あるいは、ｅＮＢ１１１３は、Ｄ２Ｄ　ＩＤに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が
固定的であるか否かを判定する。このＤ２Ｄ　ＩＤは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固
定的であるか否かを示すビットを含むことができる。固定Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる
Ｄ２Ｄ　ＩＤは、移動Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるＤ２Ｄ　ＩＤと異なる。ｅＮＢ１１
１３は、Ｄ２Ｄ　ＩＤのタイプを確認し、又はＤ２Ｄサーバに問い合わせることにより、
Ｄ２Ｄ　ＩＤを用いてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判
定できる。
【０１９３】
　図１１に示していないが、ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカ
バリリソースを要求することが許可されるＤ２Ｄ　ＵＥであるか否かを確認する動作を実
行する。ｅＮＢ１１１３は、ＭＭＥから受信されるＵＥコンテキストに基づいて、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリリソース(又はタイプ２ディスカバリリソース）を
要求することが許可されるＤ２Ｄ　ＵＥであるか否かを確認する動作を実行する。ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリリソースを要求することを許可する場合、ｅＮＢ１
１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１にディスカバリリソースを割り当てる。
【０１９４】
　例えば、ＵＥコンテキストは、（１）Ｄ２ＤＵＥがディスカバリリソースを要求するよ
うに許可されるか否かを示す情報、（２）どれくらいのディスカバリリソースがＤ２Ｄ　
ＵＥに割り当てられるかを示す情報、（３）Ｄ２Ｄ　ＵＥが使用するディスカバリリソー
スメカニズムを示す情報、（４）Ｄ２Ｄ　ＵＥが固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを示す情
報のうち少なくとも一つを含む。ディスカバリリソースメカニズムは、タイプ１ディスカ
バリリソースメカニズムと、タイプ２ディスカバリリソースメカニズムのうちいずれか一
つを含む。タイプ１(又はＵＥ自律リソース選択)ディスカバリリソースメカニズムにおい
て、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、リソースプールからリソースをランダムに選択する。複数のＴＸ　
ＵＥにより選択されるリソースは同一であり、そのため、タイプ１ディスカバリリソース
メカニズムで衝突され得る。タイプ２(又はスケジュールされたリソース割り当て)ディス
カバリリソースメカニズムにおいて、ディスカバリリソースは、ネットワークによりＤ２
Ｄ　ＵＥに割り当てられる。タイプ２ディスカバリリソースメカニズムで衝突はない。
【０１９５】
　ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＰｒｏＳｅ直接ディスカバリ案内(a
nnouncement)を許可しないと判定する場合、ディスカバリリソースリクエストメッセージ
を拒否し、これをディスカバリリソース応答メッセージでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に
指示する。この拒否は、ディスカバリリソース応答メッセージで明示的に示され得る。あ
るいは、ディスカバリリソースに関する情報を有しないディスカバリリソース応答メッセ
ージは、ディスカバリリソースリクエストメッセージの拒否を示す。ｅＮＢ１１３は、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであると判定すると、ステップ１１２１に
おいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に一つ以上の専用ディスカバリリソースを割り当て
る。専用ディスカバリリソースは、専用ディスカバリリソースプールであり、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１１は、ディスカバリ情報送信用リソースをランダムに選択する。専用ディ
スカバリリソースプールは、ディスカバリリソースプール内のリソースを示すリソースイ
ンデックスを有する専用ディスカバリリソースプールであり得る。ｅＮＢ１１１３は、ス
テップ１１２５において、ディスカバリリソーステーブルを管理し、割り当てられた専用
ディスカバリリソースと、専用ディスカバリリソースが割り当てられるＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１１１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を格納する。複数のディスカバリリソ
ースが同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対マッピングされ、それによってディスカバリリソーステー
ブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数のマッピング関係が存在することに注意すべきで
ある。
【０１９６】
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　ｅＮＢ１１１３は、ステップ１１２３において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１にディス
カバリリソースリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソー
ス応答メッセージを送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報を含む。例えば、
ディスカバリリソース応答メッセージは、ＲＲＣ接続再構成メッセージであり得る。
【０１９７】
　専用ディスカバリリソース情報は、専用ディスカバリリソースプールであり、Ｄ２Ｄ　
ＵＥは、ディスカバリ情報送信用リソースをランダムに選択する。専用ディスカバリリソ
ース情報は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられるディスカバリリソースプール
内のリソースを示す一つ以上のリソースインデックスを有する専用ディスカバリリソース
プールであり得る。リソースインデックスは、時間インデックスと周波数インデックスを
含む。時間インデックスは、割り当てられたディスカバリリソースを有する無線フレーム
及び/又はサブフレームを示す。周波数インデックスは、ディスカバリ物理チャンネルイ
ンデックス又は割り当てられたディスカバリリソースの物理無線ブロックインデックスを
示す。専用ディスカバリリソースに関する情報は、関連した専用ディスカバリリソース期
間を含む。あるいは、ディスカバリリソース期間は、ネットワークによりブロードキャス
ティングされ、専用にシグナリングされない。ディスカバリリソース期間は、該当ディス
カバリリソースを使用可能な期間であることを示す。 ディスカバリリソース期間は、ｎ
＊ディスカバリリソース周期に設定できる。ここで、ｎは、ディスカバリリソース応答メ
ッセージを通じてシグナリングされ、あるいは予め定義される。
【０１９８】
　ｅＮＢ１１１３は、ディスカバリリソース応答メッセージに割り当てられた専用ディス
カバリリソースに対するディスカバリリソース割り当てインデックスを含む。ディスカバ
リリソース割り当てインデックスは、ｅＮＢ１１１３又はＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１を
専用ディスカバリリソースの解除を要求するために使用され得る。すなわち、ｅＮＢ１１
１３は、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソースリクエスト
インデックスを含む場合、ディスカバリリソース割り当てインデックスをディスカバリリ
ソースリクエストインデックスと同一に設定する。
【０１９９】
　あるいは、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソースリクエ
ストインデックスを含まない場合、ｅＮＢ１１１３は、ディスカバリリソース割り当てイ
ンデックスをＤ２Ｄ　ＵＥ別に管理し、ディスカバリリソース応答メッセージにディスカ
バリリソース割り当てインデックスを含む。
【０２００】
　あるいは、ディスカバリリソースリクエストインデックスがディスカバリリソースリク
エストメッセージに含まれるか否かに関係なく、ｅＮＢ１１１３は、Ｄ２Ｄ　ＵＥ別にデ
ィスカバリリソース割り当てインデックスを管理し、ディスカバリリソース応答メッセー
ジにディスカバリリソース割り当てインデックスを含む。
【０２０１】
　上記とは異なり、ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に専用ディスカバリ
リソースを割り当てることでなく、競争ベースのリソースプール(又はタイプ１ＴＸリソ
ースプール）をＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に提供するか、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１１１１に専用ディスカバリリソースを提供しないことができる。
【０２０２】
　一方、範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信される場合、ｅ
ＮＢ１１１３は、範囲クラスに従って割り当てられたディスカバリリソース(競争ベース
のプール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定する。ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１１１１が異なるディスカバリ情報送信に対して異なる範囲クラスを通知する
場合、ｅＮＢ１１１３は、割り当てられたディスカバリリソース(競争ベースのプール又
は専用ディスカバリリソース)の各々に対して異なる電力パラメータを設定する。範囲ク
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ラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信され、ｅＮＢ１１３がディスカ
バリリソース応答メッセージでタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢ１
１１３は、要求される範囲クラスに対応してＴＸリソースプールを割り当て、ｅＮＢ１１
３は、各範囲クラスに対して別のＴＸリソースプールを保持する。
【０２０３】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に関連した範囲クラスは、ｅＮＢ１１１３によ
りＭＭＥから受信されるＵＥコンテキストから決定され、それによってｅＮＢ１１１３は
、範囲クラスによりＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられるディスカバリリソース
(競争ベースのプール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定する
。ｅＮＢ１１１３がディスカバリリソース応答でタイプ１ＴＸリソースプールを割り当て
る場合、ｅＮＢ１１１３は、要求される範囲クラスに対応してＴＸ応答プールを割り当て
、各範囲クラスに対して別のＴＸリソースプールを保持する。
【０２０４】
　あるいは、範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信されず、あ
るいは範囲クラスがＵＥのコンテキストでＭＭＥから受信されず、ｅＮＢ１１1３がディ
スカバリリソース応答メッセージでタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮ
Ｂ１１１３は、複数のＴＸリソースプールを割り当て、各範囲クラスに基づいて別のＴＸ
リソースプールを保持する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、範囲クラスに基づいてＴＸ
リソースプールを選択する。あるいは、ｅＮＢ１１１３は、ネットワークによりサポート
される範囲クラスと各範囲クラスに対する電力パラメータ(例えば、最大電力)との間のデ
ィスカバリリソース応答マッピングでブロードキャスティングし、あるいは送信すること
ができる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１の範囲クラス又
はＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が送信しようとするディスカバリ情報に関連した範囲クラ
スの許可に対応して電力パラメータを選択する。
【０２０５】
　ディスカバリリソース応答メッセージは、ディスカバリリソースが割り当てられる時区
間を含む。例えば、ディスカバリリソース応答メッセージは、ｘ送信の間にディスカバリ
リソースが使用可能であることを示し、ｘ送信の期間はｎ＊ディスカバリリソース周期で
ある。
【０２０６】
　専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状態のみで使用される場合、割り当てられたデ
ィスカバリリソースがＤ２Ｄ　ＵＥ又はｅＮＢにより明示的なシグナリングにより解除さ
れ、あるいはＲＲＣ接続が解除されるまで、時区間は定義されず、割り当てられたリソー
スは有効である。
【０２０７】
　ディスカバリリソース応答で受信したディスカバリリソース構成がディスカバリ情報送
信にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１により使用される時間は、次のように決定される。
【０２０８】
　第１の方式で、ｅＮＢがディスカバリリソース応答メッセージをディスカバリリソース
周期ｘで送信し、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがディスカバリリソース応答メッセージを
ディスカバリリソース周期ｘで受信する場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用
ディスカバリリソースの第１のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ以後のｐ番
目のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋ｐで存在する。
ｐは、Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムで固定的であり、例えば、ｐは、１に設定
され(ｐ＝１)、これは、ディスカバリリソースがディスカバリリソース応答メッセージに
含まれる場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１が、次のディスカバリリソース周期からディス
カバリ情報送信に対するディスカバリリソース応答で示すリソースを使用することを意味
する。あるいは、ｐは、ディスカバリリソース応答メッセージでシグナリングされ得る。
 
　第１の方式は、図２で説明したので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
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【０２０９】
　第２の方式で、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/フレ
ームとディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周期ｘ以
後の第１のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋１で割り
当てられる専用ディスカバリリソースに対応するサブフレーム/フレームとの間の差が予
め設定されているオフセットより小さい場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用
ディスカバリリソースの第１のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ＋２で存在
する。この場合、オフセットは、ディスカバリリソース応答メッセージに含まれる。
　第２の方式は、図３で説明したので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２１０】
　第３の方式で、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/フレ
ームとディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周期ｘ以
後の第１のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋１でＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対応するサブフレーム/フ
レームとの間の差が、予め設定されたオフセット以上である場合、割り当てられた専用デ
ィスカバリリソースの第１のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ＋１で存在す
る。この場合、オフセットは、ディスカバリリソース応答メッセージに含まれる。
　第３の方式は、図４で説明したので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２１１】
　一方、ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディスカ
バリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であるか否かを示す。例えば、ｅＮＢ１１
１３は、割り当てられた専用ディスカバリリソースＲＲＣアイドル状態でディスカバリリ
ソース応答メッセージに使用可能であるか否かを示す情報を含むことができる。
【０２１２】
　専用ディスカバリリソースに関する情報がＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示される場合、ｅＮ
Ｂ１１１３は、ステップ１１２７において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に専用ディスカ
バリリソースを割り当て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１の専用ディスカバリリソースに関
心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが存在するか否かを判定する。ｅＮＢ１１１３は、ステップ
１１２７で、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ接続ＩＤ、例えばセル無線ネットワーク臨時識別子(Ｃ-
ＲＮＴＩ)とＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが、関心があるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの
間のマッピング関係を含むディスカバリリソーステーブルを維持する。ディスカバリリソ
ーステーブルは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥからｅＮＢ１１１３へのディスカバリリソースリク
エストに基づいて保持される。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１の専用ディスカバリリソース
に関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが存在する場合、ｅＮＢ１１１３は、ステップ１１３３
において、専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース情報メッ
セージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、すなわちＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１５に送信する。ｅＮＢ
１１１３は、ディスカバリリソース情報メッセージに含まれている専用ディスカバリリソ
ースに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１のＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソース情報
メッセージに含むことができる。
【０２１３】
　新たな専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てた後に、ｅ
ＮＢ１１１３は、ステップ１１３５において、ディスカバリリソース情報に専用ディスカ
バリリソースに関する情報をアップデートする。ｅＮＢ１１１３は、ステップ１１３５に
おいて、アップデートしたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロード
キャスティングする。
【０２１４】
　ｅＮＢ１１１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１１１１は、ステップ１２９において、ｅＮＢ１１１３とＲＲＣ接続を解除し、Ｒ
ＲＣアイドル状態に遷移できる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ステップ１１３１において、Ｒ
ＲＣアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報を送信する。専
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用ディスカバリリソースが特定期間で使用可能である場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１
は、ｅＮＢ１１１３とＲＲＣ接続を確立し、専用ディスカバリリソースをｅＮＢ１１１３
に更に要求する。ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＲＲＣ接続を解除し
ても、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を維持することに注意すべ
きである。ｅＮＢ１１１３は、有効期間以後に割り当てられた専用ディスカバリリソース
を解除する。
【０２１５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ｅＮＢ
１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存
在しなければならないか否かを判定できる。ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１
１１の移動状態に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＲＲＣ接続状態又はＲＲＣアイ
ドル状態に存在しなければならないか否かを判定することができる。ｅＮＢ１１１３は、
ＲＲＣ接続が解除される場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディス
カバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であることを示すことができる。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられた専用ディスカバリリソースは、次のよう
なケースのうちいずれか一つで解除できる。
【０２１６】
　ａ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がパワーダウンされる。
　ｂ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がこれ以上割り当てら
れた専用ディスカバリリソースを必要としないことをｅＮＢ１１１３に通知する。
　ｃ)割り当てられた専用ディスカバリリソースが使用可能な期間が終了する。
【０２１７】
　例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１がディスカバリ
情報をこれ以上送信しないように判定する場合、ｅＮＢ１１１３にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
１１１がこれ以上割り当てられた専用ディスカバリリソースを必要としないことを通知で
きる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ｅＮＢ１１１３にディスカバリリソース解除メッ
セージを送信し、ディスカバリリソースリクエストメッセージで０にリソースの個数を示
す。
【０２１８】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に複数の専用ディスカバリリソースが割り当てられ、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１が複数の専用ディスカバリリソースのうち一部を解除しようとす
る場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１は、ｅＮＢ１１１３にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１
が解除しようとするディスカバリリソースの個数を通知するか、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１１１１が解除しようとするディスカバリリソースに対するディスカバリリソース割
り当てインデックスを通知する。
【０２１９】
　ｅＮＢ１１１３がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソ
ースを解除することに判定するケースで、すなわちｅＮＢ開始解除のケース、あるいはＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１からのディスカバリリソース解除メッセージを受信するケース
で、ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１にディスカバリリソース解除メッセ
ージあるいはＲＲＣ接続再構成メッセージを送信し、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り
当てられるディスカバリリソースを解除した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当て
られる既存の専用ディスカバリリソースに関する情報を送信し、あるいは解除された専用
ディスカバリリソースに関する情報を送信する。ここで、ｅＮＢ１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースの一部のみが解除される場合
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられる既存の専用ディスカバリリソースに関す
る情報を送信することができる。
【０２２０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１からリソース解除メッセージ又はＲＲＣ再構成メッセージ
を受信する場合、ｅＮＢ１１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられるすべ
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ての専用ディスカバリリソースを解除する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられ
る専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状態でのみ使用可能であり、あるいはすべての
専用ディスカバリリソースが解除される場合、ｅＮＢ１１１３は、ＲＲＣ接続解除メッセ
ージを送信してＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられるすべての専用ディスカバリ
リソースを解除できる。
【０２２１】
　専用ディスカバリリソース解除は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを用い
てＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１により指示できる。すなわち、ディスカバリリソースリク
エストメッセージは、専用ディスカバリリソースを要求し、あるいは割り当てられる専用
ディスカバリリソースを解除するために使用できる。
【０２２２】
　さらに、専用ディスカバリリソース解除は、ディスカバリリソース応答メッセージを用
いてｅＮＢ１１１３により指示できる。ディスカバリリソース応答メッセージは、専用デ
ィスカバリリソースを割り当て、あるいは割り当てられた専用ディスカバリリソースを解
除するために使用できる。
【０２２３】
　割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状態のみで使用可能であり、あ
るいはすべての専用ディスカバリリソースが解除するために必要である場合、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１１１１は、ＲＲＣ接続解除メッセージを送信してすべての専用ディスカバリリ
ソースを解除できる。
【０２２４】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを
解除した後、ｅＮＢ１１１３は、解除された専用ディスカバリリソースに関する情報をデ
ィスカバリリソース情報にアップデートして、解除された専用ディスカバリリソースに関
する情報を除去する。ｅＮＢ１１１３は、アップデートしたディスカバリリソース情報を
、システム情報を通じてブロードキャスティングする。
【０２２５】
　図１１が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示し、多
様な変形が図１１に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションとして示すが、図
１１の多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生
し、あるいは複数回を発生してもよい。
【０２２６】
　図１１を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスのもう
一つの例について説明し、図１２を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサ
ポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り
当てるプロセスの他の例について説明する。
【０２２７】
　図１２は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略
的に示す。
【０２２８】
　図１２を説明するに先立ち、ｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソー
スを独立的に割り当てる代わりに、リソースコーディネータの制御下で専用ディスカバリ
リソースを割り当てることができる。リソースコーディネータの制御下で専用ディスカバ
リリソースが割り当てられる場合、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられ
る専用ディスカバリリソースが、他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられない
ことを保証する。ここで、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによる専用ディスカバリ
リソースと他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによるディスカバリ情報送信との間の衝突
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は、一つのセルで特定ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースが
、他のセルで他のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられないことを保証することで避けるこ
とができる。リソースコーディネータは、共通専用ディスカバリリソースプールを管理し
、ｅＮＢの専用ディスカバリリソース割り当て状態を管理できる。
【０２２９】
　図１２を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１、ｅＮＢ１２１３
、リソースコーディネータ１２１５、及びＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１７を含む。
【０２３０】
　ディスカバリ情報を送信することを所望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１は、ステップ
１２１９において、ｅＮＢ１２１３と接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１は、ステップ１２２１において、ｅＮＢ１２１３でディスカバリリ
ソースリクエストメッセージを送信する。ディスカバリリソースリクエストメッセージは
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、ア
プリケーションユーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤで
あり得る。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、図１１を参照して説明したの
で、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２３１】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信し
た後に、ｅＮＢ１２１３は、ステップ１２２３において、リソースコーディネータ１２１
５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。リソースコーディネータ１
２１５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信した後に、ｅＮＢ１２１３は
、ステップ１２２５において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ディスカバリリ
ソースリクエストメッセージを送信したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥ
であるか否かを決定する動作は、図１１を参照して説明する方法で実現され、ここではそ
の詳細な説明を省略する。
【０２３２】
　ｅＮＢ１２１３からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した後に、リソ
ースコーディネータ１２１５は、ステップ１２２７において、共通専用ディスカバリリソ
ースプールに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に割り当てられる専用ディスカバリリ
ソースを決定し、決定した専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリ
ソース応答メッセージをｅＮＢ１２１３に送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に専用
ディスカバリリソースを割り当てる動作は、本発明の第１の実現方式、すなわち図５のリ
ソースコーディネータ５１５の動作、図６のリソースコーディネータ６１５の動作、及び
図９のリソースコーディネータ９２５の動作で説明したので、ここではその詳細な説明を
省略する。
【０２３３】
　リソースコーディネータ１２１５からディスカバリリソース応答メッセージを受信した
後に、ｅＮＢ１２１３は、ステップ１２２９において、ディスカバリリソース応答メッセ
ージに含まれる専用ディスカバリリソースに関する情報に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
２１１に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てた専用ディスカバリリソースに
関する情報を含むディスカバリリソース応答メッセージをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に
送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、図１１を参照して上記方式で実現さ
れるので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２３４】
　ｅＮＢ１２１３は、ステップ１２３１において、ディスカバリリソーステーブルを管理
し、割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソースが割り当てら
れたＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係をディスカバリ
リソーステーブルに格納する。同一のＤ２Ｄ　ＩＤに複数のディスカバリリソースがマッ
ピングされ、それによってディスカバリリソーステーブルに同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する
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複数のマッピング関係が存在できることに留意すべきである。
【０２３５】
　ｅＮＢ１２１３は、割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で
使用可能であるか否かを指示できる。例えば、ｅＮＢ１２１３は、割り当てられる専用デ
ィスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であるか否かを示す情報をディスカ
バリリソース応答メッセージに含める。
【０２３６】
　専用ディスカバリリソースに関する情報がＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示される場合、ｅＮ
Ｂ１２１３は、ステップ１２３３において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に専用ディスカ
バリリソースを割り当てた後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１の専用ディスカバリリソース
に関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが存在するか否かを判定する。ｅＮＢ１２１３は、ステ
ップ１２３３において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ接続識別子、例えばＣ-ＲＮＴＩとＲＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥが関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を含
むディスカバリリソーステーブルを維持する。ディスカバリリソーステーブルは、ＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥからｅＮＢ１２１３へのディスカバリリソースリクエストに基づいて保持さ
れる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１の専用ディスカバリリソースに関心のあるＲＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥが存在する場合、ｅＮＢ１２１３は、ステップ１２３９において、専用ディスカ
バリリソースに関する情報を含むディスカバリリソース情報メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ、すなわちＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１７に送信する。ｅＮＢ１２１３は、ディスカバ
リリソース情報メッセージに含まれる専用ディスカバリリソースに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１２１１のＤ２Ｄ　ＩＤを含むことができる。
【０２３７】
　新たな専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に割り当てた後に、ｅ
ＮＢ１２１３は、ステップ１２４１において、ディスカバリリソース情報に専用ディスカ
バリリソース情報をアップデートする。ｅＮＢ１２１３は、ステップ１２４１において、
アップデートしたディスカバリリソース情報を、システム情報を通じてブロードキャステ
ィングする。
【０２３８】
　ｅＮＢ１２１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１２１１は、ステップ１２３５において、ｅＮＢ１２１３とＲＲＣ接続を解除し
、ＲＲＣアイドル状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１は、ステップ１２３７に
おいて、ＲＲＣアイドル状態で割り当てられた専用ディスカバリリソースを用いてディス
カバリ情報を送信する。専用ディスカバリリソースが特定期間で使用可能である場合、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１は、ｅＮＢ１２１３とＲＲＣ接続を確立し、ｅＮＢ１２１３に
再び専用ディスカバリリソースを要求する。ｅＮＢ１２１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２
１１がＲＲＣ接続を解除しても割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を
維持することに留意すべきである。ｅＮＢ１２１３は、有効期間後に割り当てられた専用
ディスカバリリソースを解除する。
【０２３９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ｅＮＢ
１２１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１がＲＲＣ接続状態に、あるいはＲＲＣアイドル
状態に存在しなければならないかを判定する。専用ディスカバリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１２１１に割り当てられた後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１がｅＮＢ１２１３でＲ
ＲＣ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在しなければならないかを判定する動作は、図
１１を参照して説明した方式で実現され、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２４０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１２１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースが解除される
ケースは、図１１で説明したので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２４１】
　図１２は本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴ
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Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示すが、
多様な変形が図１２に対してなされ得る。例えば、図１２には一連のオペレーションが示
すが、図１２での多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる
順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０２４２】
　図１２を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの一例
について説明する。図１３を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポート
する通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当て
るプロセスの他の例について説明する。
【０２４３】
　図１３は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略
的に示す。
【０２４４】
　図１３を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１、ｅＮＢ１３１３
、リソースコーディネータ１３１５、及びＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１７を含む。
【０２４５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１は、ステップ１３１９において、ｅＮＢ１３１３とＲＲＣ
接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１は、ステップ１
３２１において、ｅＮＢ１３１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信す
る。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１のＤ２
Ｄ　ＩＤを含む。ここで、Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ
、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ディスカバリリソ
ースリクエストメッセージは、図１１を参照して説明した方式で実現されるので、ここで
はその詳細な説明を省略する。
【０２４６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信し
た後に、ｅＮＢ１３１３は、ステップ１３２３において、リソースコーディネータ１３１
５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。リソースコーディネータ１
３１５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信した後に、ｅＮＢ１３１３は
、ステップ１３２５において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する。ここで、ディス
カバリリソースリクエストメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１が固定Ｄ２
Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する動作は、図１１を参照して説明した方式で実現され、こ
こではその詳細な説明を省略する。
【０２４７】
　ｅＮＢ１３１３からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信した後に、リソ
ースコーディネータ１３１５は、ステップ１３２７において、共通専用ディスカバリリソ
ースプールに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に割り当てる専用ディスカバリリソー
スを判定し、判定した専用ディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソー
ス応答メッセージをｅＮＢ１３１３に送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に専用ディ
スカバリリソースを割り当てる動作は、本発明の第１の実現方式、すなわち図５のリソー
スコーディネータ５１５の動作、図６のリソースコーディネータ６１５の動作、及び図９
のリソースコーディネータ９２５の動作で説明したので、ここではその詳細な説明を省略
する。
【０２４８】
　リソースコーディネータ１３１５からディスカバリリソース応答メッセージを受信した
後に、ｅＮＢ１３１３は、ステップ１３２９において、ディスカバリリソース応答メッセ
ージに含まれる専用ディスカバリリソースに関する情報に基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
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３１１に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てた専用ディスカバリリソースに
関する情報を含むディスカバリリソース応答メッセージをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に
送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、図１１を参照して説明した方式で実
現され、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２４９】
　リソースコーディネータ１３１５は、ステップ１３３１において、ディスカバリリソー
ステーブルを管理し、割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソ
ースが割り当てられるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関
係をディスカバリリソーステーブルに格納する。同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対して複数のディ
スカバリリソースがマッピングされ、それによってディスカバリリソーステーブルには同
一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数のマッピング関係が存在することに留意すべきである。
【０２５０】
　ｅＮＢ１３１３は、割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で
使用可能であるか否かを示す。例えば、ｅＮＢ１３１３は、割り当てられた専用ディスカ
バリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であるか否かを示す情報をディスカバリリ
ソース応答メッセージに含める。
【０２５１】
　専用ディスカバリリソースに関する情報がＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示される場合、ｅＮ
Ｂ１３１３は、ステップ１３３３において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に専用ディスカ
バリリソースを割り当て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１の専用ディスカバリリソースに関
心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが存在するか否かを判定する。ｅＮＢ１３１３は、ステップ
１３３３において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ接続ＩＤ、例えば、Ｃ-ＲＮＴＩとＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥが関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピングを含むディス
カバリリソーステーブルを保持する。ディスカバリリソーステーブルは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥからｅＮＢ１３１３へのディスカバリリソースリクエストに基づいて維持される。Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１の専用ディスカバリリソースに関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
が存在する場合、ｅＮＢ１３１３は、ステップ１３３９において、専用ディスカバリリソ
ースに関する情報を含むディスカバリリソース情報メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、す
なわちＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１７に送信する。ｅＮＢ１３１３は、ディスカバリリソー
ス情報メッセージに含まれる専用ディスカバリリソースに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
３１１のＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソース情報メッセージに含むことができる。
【０２５２】
　新たな専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に割り当てた後、ｅＮ
Ｂ１３１３は、ステップ１３４１において、ディスカバリリソース情報に専用ディスカバ
リリソースに関する情報をアップデートする。ｅＮＢ１３１３は、ステップ１３４１にお
いて、アップデートしたディスカバリリソース情報はシステム情報を通じてブロードキャ
スティングする。
【０２５３】
　ｅＮＢ１３１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１３１１は、ステップ１３３５において、ｅＮＢ１３１３とＲＲＣ接続を解除し、
ＲＲＣアイドル状態に遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１は、ステップ１３３７にお
いて、ＲＲＣアイドル状態で割り当てられた専用ディスカバリリソースを用いてディスカ
バリ情報を送信する。専用ディスカバリリソースが特定期間で使用可能である場合、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１は、ｅＮＢ１３１３とＲＲＣ接続を確立し、専用ディスカバリリ
ソースをｅＮＢ１２１３に再び要求する。ｅＮＢ１３１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１
１がＲＲＣ接続を解除しても、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を
保持することに留意すべきである。ｅＮＢ１３１３は、有効期間後に割り当てられた専用
ディスカバリリソースを解除する。
【０２５４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に専用ディスカバリリソースを割り当てた後に、ｅＮＢ１
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３１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１がＲＲＣ接続状態に、あるいはＲＲＣアイドル状
態に存在しなければならないかを判定できる。専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１３１１に割り当てられが以後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１がｅＮＢ１３１３
でＲＲＣ接続状態に、あるいはＲＲＣアイドル状態に存在しなければならないかを判定す
る動作は、図１１を参照して説明した方式で実現され、ここでは詳細な説明を省略する。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１３１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースが解除される
ケースについて図１１で示すので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２５５】
　図１３は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示す
が、多様な変形が図１３に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションとして示す
が、図１３の多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序
で発生し、又は複数回発生してもよい。
【０２５６】
　図１３を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の
例について説明し、図１４を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポート
する通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当て
るプロセスの他の例について説明する。
【０２５７】
　図１４は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す。
【０２５８】
　図１４を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１、サーバ１４１３
、及びＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１５を含む。
【０２５９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１は、ステップ１４１７において、サーバ１４１３とＲＲＣ
接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１は、ステップ１
４１９において、サーバ１４１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信す
る。ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１のＤ２
Ｄ　ＩＤを含む。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コ
ード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ディスカバリリソースリク
エストメッセージは、図１１を参照して説明した方式で実現されるので、ここではその詳
細な説明を省略する。
【０２６０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信し
た後に、サーバ１４１３は、ステップ１４２１において、ディスカバリリソースリクエス
トメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを
判定する。ディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
４１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを判定する動作は、図１１を参照して説明した方
式で実現され、ここで詳細な説明を省略する。
【０２６１】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１が固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであると判定すると、サーバ１４１３
は、ステップ１４２１において、専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ　１４
１１に割り当てる。サーバ１４１３は、ステップ１４２５において、ディスカバリリソー
ステーブルを管理し、割り当てられた専用ディスカバリリソースと専用ディスカバリリソ
ースが割り当てられるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１のＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関
係を格納する。同一のＤ２Ｄ　ＩＤに複数のディスカバリリソースがマッピングされ、そ
れによってディスカバリリソーステーブルには同一のＤ２Ｄ　ＩＤに対する複数のマッピ
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ング関係が存在することに留意すべきである。
【０２６２】
　サーバ１４１３は、ステップ１４２３において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１にディス
カバリリソースリクエストメッセージに対する応答メッセージであるディスカバリリソー
ス応答メッセージを送信する。ディスカバリリソース応答メッセージは、図１１を参照し
て説明した方式で実現されるので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０２６３】
　専用ディスカバリリソースに関する情報がＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示される場合、サー
バ１４１３は、ステップ１４２７において、ＴＸ　Ｄ２‘Ｄ　ＵＥ１４１１に専用ディス
カバリリソースを割り当て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１の専用ディスカバリリソースに
関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが存在するか否かを判定する。サーバ１４１３は、ステッ
プ１４２７において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ接続ＩＤ、例えば、Ｃ-ＲＮＴＩとＲＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥが関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を含む
ディスカバリリソーステーブルを保持する。ディスカバリリソーステーブルは、ＲＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥからサーバ１４１３へディスカバリリソースリクエストに基づいて維持される
。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１の専用ディスカバリリソースに関心のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥが存在する場合、サーバ１４１３は、ステップ１４３３において、専用ディスカバリ
リソースに関する情報を含むディスカバリリソース情報メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
、すなわちＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１５に送信する。サーバ１４１３は、ディスカバリリ
ソース情報メッセージに含まれる専用ディスカバリリソースに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１４１１のＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソース情報メッセージに含むことができる。
【０２６４】
　新たな専用ディスカバリリソースをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１に割り当てた後、サー
バ１４１３は、ステップ１４３５において、ディスカバリリソース情報に専用ディスカバ
リリソースに関する情報をアップデートする。サーバ１４１３は、ステップ１４３５にお
いて、アップデートしたディスカバリリソース情報はシステム情報を通じてブロードキャ
スティングする。
【０２６５】
　サーバ１４１３から専用ディスカバリリソースを割り当てた後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１４１１は、ステップ１４２９において、サーバ１４１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣ
アイドル状態へ遷移する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１は、ステップ４１３１において、
ＲＲＣアイドル状態で専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報を送信する。
専用ディスカバリリソースが特定期間で使用可能である場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１
１は、サーバ１４１３とＲＲＣ接続を確立し、専用ディスカバリリソースをステップ１４
１３に再び要求する。サーバ１４１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１がＲＲＣ接続を解
除しても、割り当てられた専用ディスカバリリソースに関する情報を維持することに留意
すべきである。サーバ１４１３は、有効期間以後に割り当てられた専用ディスカバリリソ
ースを解除する。
【０２６６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１に専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、サーバ
１４１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１がＲＲＣ接続状態に、あるいはＲＲＣアイドル
状態に存在しなければならないかを判定できる。サーバ１４１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１４１１の移動状態に基づいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１がＲＲＣ接続状態に、ある
いはＲＲＣアイドル状態に存在しなければならないかを判定する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
４１１が移動状態に従ってＲＲＣ接続状態に、あるいはＲＲＣアイドル状態に存在しなけ
ればならないかを判定する動作は、図１１を参照して説明した方式で実現され、ここでは
詳細な説明を省略する。
【０２６７】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１４１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースが解除される
ケースは、図１１に示したので、ここではその詳細な説明を省略する。
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【０２６８】
　図１４は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を示す
が、多様な変形が図１４に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションとして示す
が、図１４の多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序
で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０２６９】
　図１４を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例
について説明し、図１５を参照して本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする
通信システムにおいてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提
供するプロセスの他の例について説明する。
【０２７０】
　図１５は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他
の例を概略的に示す。
【０２７１】
　図１５を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１とｅＮＢ１５１３
を含む。
【０２７２】
　ｅＮＢ１５１３は、ステップ１５１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図１５に図示せ
ず)に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てられた専用ディスカバリリソース
に関する情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てられた専用ディスカバリ
リソースに関する情報は、システム情報を通じてブロードキャスティングされる。ステッ
プ１５１５は、ｅＮＢ１５１３により選択的に遂行され得る。
【０２７３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報をモニタリングすることに関心
のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ステップ１５１９において、ｅＮＢ１５１３とＲ
ＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ステッ
プ１５２１において、ｅＮＢ１５１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１がモニタリングし
ようとするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソースリクエストメッセ
ージに含める。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コー
ド、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１
は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受
信する専用ディスカバリリソースを要求することを通知できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５
１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージにＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプ
リケーションＩＤ、又はＤ２Ｄカテゴリを含むことができる。
【０２７４】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１がｅＮＢ１５１３と接続を確立し、ｅＮＢ１５１３にディ
スカバリリソース割り当てリクエストメッセージを送信するケースについて、以上に説明
した。
【０２７５】
　あるいは、ｅＮＢ１５１３がステップ１５１７において任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専
用ディスカバリリソースを割り当てることを検出した場合にのみ、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
５１１は、ステップ１５１９において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信することができる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ｅＮＢ１５１３によりブロードキ
ャスティングされるリソース割り当て情報からｅＮＢ１５１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅに専用ディスカバリリソースを割り当てるか否かを検出できる。この場合、ステップ１
５１５は、選択的でない。ブロードキャスティングされるリソース割り当て情報は、任意
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の専用ディスカバリリソースが任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否かを示す
情報を含む。
【０２７６】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信す
る場合、ｅＮＢ１５１３は、ステップ１５２３において、ディスカバリリソーステーブル
を確認し、ディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤ、す
なわちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対して専用ディスカバリリソースが割り当て
られるか否かを判定する。ディスカバリリソースリクメッセージに含まれているＤ２Ｄ　
ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースが割り当てられる場合、
ｅＮＢ１５１３は、ステップ１５２５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専
用ディスカバリリソースに対するリソース割り当て情報を含むディスカバリリソース応答
メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１に送信する。
【０２７７】
　ｅＮＢ１５１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１５１１は、ｅＮＢ１５１３とＲＲＣ接続を解除せず、ＲＲＣ接続状態に存在する
。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ステップ１５２９において、ＲＲＣ接続状態でディス
カバリリソース応答メッセージに含まれるリソース割り当て情報に対応する専用ディスカ
バリリソースを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する。
【０２７８】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１により既にリソース割り
当て情報を獲得したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対
するリソース割り当て情報を検出するために、同一のｅＮＢ、すなわちｅＮＢ１５１３に
ディスカバリリソースリクエストメッセージを再び送信する必要はない。
【０２７９】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１がｅＮＢ１５１３と異な
る新たなｅＮＢへ移動する場合、新たなｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信するか、あるいはディスカバリリソース情報がアップデートされる場合に、デ
ィスカバリリソースリクエストメッセージをｅＮＢ１５１３に送信することができる。
【０２８０】
　図１５に示していないが、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエス
トメッセージに含まれるＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられない
場合、ｅＮＢ１５１３は、専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１に割
り当てられないことを表す情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１に送信できる。ＲＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１５１１は、ｅＮＢ１５１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態へ遷移
する。
【０２８１】
　ｅＮＢ１５１３は、ステップ１５２７において、ディスカバリリソースリクエストテー
ブルを管理し、ディスカバリリソースリクエストテーブルは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２
Ｄ　ＩＤとＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより要求される専用ディスカバリリソース情報に対する
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を保存する。ｅＮＢ１５１３
は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１５１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信
する場合にディスカバリリソースリクエストテーブルにエントリを追加する。ここで、デ
ィスカバリリソースリクエストテーブルに含まれるエントリは、該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
とｅＮＢ１５１３との間のＲＲＣ接続が解除され、あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがｅ
ＮＢ１５１３と異なる他のｅＮＢにハンドオーバーされ、あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅがパワーダウンされる場合に除去される。
【０２８２】
　図１５は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他
の例を示すが、多様な変形が図１５に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーション
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として示すが、図１５で多様なオペレーションがオーバーラップされ、並列に発生し、異
なる順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０２８３】
　図１５を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロ
セスの他の例について説明し、図１６を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式
をサポートする通信システムにおいて、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソース
に関する情報を提供するプロセスの他の例について説明する。
【０２８４】
　図１６は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他
の例を概略的に示す。
【０２８５】
　図１６を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１、ｅＮＢ１６１３
、及びリソースコーディネータ１６１５を含む。
【０２８６】
　ｅＮＢ１６１３は、ステップ１６１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図１６に図示せ
ず)に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てた専用ディスカバリリソースに関
する情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てた専用ディスカバリリソース
に関する情報は、システム情報を通じてブロードキャスティングされる。ステップ１６１
５は、ｅＮＢ１５１３により選択的に実行され得る。
【０２８７】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報をモニタリングすることに関心
のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ステップ１６２１において、ｅＮＢ１６１３とＲ
ＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ステッ
プ１６２３において、ｅＮＢ１６１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１がモニタリングし
ようとするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤをディスカバリリソースリクエストメッセ
ージに含める。Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コー
ド、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１
は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１がＤ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する
ための専用ディスカバリリソースを要求することを通知できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６
１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージにＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプ
リケーションＩＤ、又はＤ２Ｄカテゴリを含めることができる。
【０２８８】
　以上に、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１がｅＮＢ１６１３とＲＲＣ接続を確立し、ｅＮＢ
１６１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するケースについて説明し
た。
【０２８９】
　あるいは、ｅＮＢ１６１３が、ステップ１６１９において任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに
専用ディスカバリリソースを割り当てることを検出した場合のみに、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１６１１は、ステップ１６２１において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを
送信することができる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ｅＮＢ１６１３によりブロード
キャスティングされるリソース割り当て情報から任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディス
カバリリソースを割り当てるか否かを検出できる。この場合、ステップ１６１５は選択的
でない。ブロードキャスティングされるリソース割り当て情報は、任意の専用ディスカバ
リリソースが任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否かを示す情報を含む。
【０２９０】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信す
る場合、ｅＮＢ１６１３は、ステップ１６２５において、リソースコーディネータ１６１
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５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。ｅＮＢ１６１３からディス
カバリリソースリクエストメッセージを受信した後に、リソースコーディネータ１６１５
は、ステップ１６２７において、ディスカバリリソーステーブルを確認し、専用ディスカ
バリリソースがディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤ
、すなわちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対して割り当てられるとか否かを判定す
る。専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれる
Ｄ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対して専用ディスカバリリソースが割り当
てられる場合、リソースコーディネータ１６１５は、ステップ１６２９において、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対するリソース割り当て情報
を含むディスカバリリソース応答メッセージをｅＮＢ１６１３に送信する。
【０２９１】
　リソースコーディネータ１６１５からディスカバリリソース応答メッセージを受信した
後に、ｅＮＢ１６１３は、ステップ１６３１において、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１にデ
ィスカバリリソース応答メッセージを送信する。ｅＮＢ１６１３からディスカバリリソー
ス応答メッセージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ｅＮＢ１６１３とＲＲ
Ｃ接続を解除せずにＲＲＣ接続状態にそのまま残っている。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１
は、ステップ１６３５において、ＲＲＣ接続状態でディスカバリリソース応答メッセージ
に含まれるリソース割り当て情報に対応するように該当する専用ディスカバリリソースを
通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する。
【０２９２】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１が既にリソース割り当て
情報を獲得したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられた専用ディスカバリリソースに対する
リソース割り当て情報を検出するために、同一のｅＮＢ、すなわちｅＮＢ１６１３にディ
スカバリリソースリクエストメッセージを再び送信する必要はない。
【０２９３】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１がｅＮＢ１６１３と異な
る新たなｅＮＢに移動する場合、新たなｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信するか、あるいはディスカバリリソース情報がアップデートされる場合、ディ
スカバリリソースリクエストメッセージをｅＮＢ１６１３に送信できる。
【０２９４】
　図１６に別に図示されていないが、ディスカバリリソースリクエストメッセージに含ま
れているＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対して専用ディスカバリリソース
が割り当てられない場合、リソースコーディネータ１６１５は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専
用ディスカバリリソースが割り当てられないことを示す情報を、ｅＮＢ１６１３を通じて
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１に送信できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１６１１は、ｅＮＢ１６
１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態へ遷移する。
【０２９５】
　リソースコーディネータ１６１５は、ディスカバリリソースリクエストテーブルを管理
し、ディスカバリリソースリクエストテーブルは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤと
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより要求される専用ディスカバリリソース情報に対するＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を格納する。ここで、リソースコーディ
ネータ１６１５は、リソースコーディネータ１６１５がｅＮＢ１６１３からディスカバリ
リソースリクエストメッセージを受信する場合、ディスカバリリソースリクエストテーブ
ルにエントリを追加する。ここで、ディスカバリリソースリクエストテーブルに含まれる
エントリは、該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥとｅＮＢ１６１３との間のＲＲＣ接続が解除され、
あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがｅＮＢ１６１３でない他のｅＮＢにハンドオーバーし
、あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがパワーダウンされる場合に除去される。
【０２９６】
　図１６は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他の
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例を示すが、多様な変形が図１６に対してなされ得る。例えば、一連のオペレーションを
示すが、図１６で多様なオペレーションがオーバーラップされ、並列に発生し、異なる順
序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０２９７】
図１６を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムに
おいて、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセ
スの他の例について説明し、図１７を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式を
サポートする通信システムにおいて、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに
関する情報を提供するプロセスの他の例について説明する。
【０２９８】
　図１７は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースに関する情報を提供するプロセスの他の
例を概略的に示す。
【０２９９】
　図１７を参照すると、通信システムは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１とサーバ１７１３
を含む。
【０３００】
　サーバ１７１３は、ステップ１７１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ(図１７に図示せ
ず)に専用ディスカバリリソースを割り当て、割り当てた専用ディスカバリリソースに関
する情報をブロードキャスティングする。例えば、割り当てた専用ディスカバリリソース
に関する情報は、システム情報を通じてブロードキャスティングする。ステップ１７１５
は、サーバ１７１３により選択的に実行され得る。
【０３０１】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより送信されるディスカバリ情報をモニタリングすることに関心
のあるＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ステップ１７１９において、リソース割り当て情
報を受信する場合、サーバ１７１３とＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ステップ１７２１において、サーバ１７１３にディスカ
バリリソースリクエストメッセージを送信する。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ＲＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１がモニタリングしようとするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤを
ディスカバリリソースリクエストメッセージに含める。ここで、Ｄ２Ｄ　ＩＤは、ＵＥ　
ＩＤ、アプリケーションユーザーＩＤ、表現コード、又はアプリケーションＩＤ＋ユーザ
ーＩＤであり得る。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１がＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信するための専用ディスカバリリソース
を要求することを通知できる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ディスカバリリソースリ
クエストメッセージがＤ２Ｄ　ＩＤの一部、例えばアプリケーションＩＤ、又はＤ２Ｄカ
テゴリを含むことができる。
【０３０２】
　以上に、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１がサーバ１７１３とＲＲＣ接続を確立し、サーバ
１７１３にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するケースについて説明し
た。
【０３０３】
　あるいは、サーバ１７１３がステップ１７１７において任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専
用ディスカバリリソースを割り当てることを検出した場合にのみ、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１
７１１は、ステップ１７１９において、ディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信することができる。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、サーバ１７１３によりブロードキ
ャスティングされるリソース割り当て情報からサーバ１７１３が任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅに専用ディスカバリリソースを割り当てるか否かを検出できる。この場合、ステップ１
７１５は、選択的でない。ブロードキャスティングされるリソース割り当て情報は、任意
の専用ディスカバリリソースが任意のＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるか否かを示す
情報を含む。
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【０３０４】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信す
る場合、サーバ１７１３は、ステップ１７２３において、ディスカバリリソーステーブル
を確認し、ディスカバリリソースリクエストメッセージに含まれているＤ２Ｄ　ＩＤ、す
なわちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤに対して専用ディスカバリリソースが割り当て
られるか否かを判定する。ディスカバリリソースリクメッセージに含まれているＤ２Ｄ　
ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースが割り当てられる場合、
サーバ１７１３は、ステップ１７２５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専
用ディスカバリリソースに対するリソース割り当て情報を含むディスカバリリソース応答
メッセージをＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１に送信する。
【０３０５】
　サーバ１７１３からディスカバリリソース応答メッセージを受信した後、ＲＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１７１１は、サーバ１７１３とＲＲＣ接続を解除せず、ＲＲＣ接続状態に存在する
。ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ステップ１７２９において、ＲＲＣ接続状態でディス
カバリリソース応答メッセージに含まれるリソース割り当て情報に対応する専用ディスカ
バリリソースを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが送信するディスカバリ情報を受信する。
【０３０６】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１により既にリソース割り
当て情報を獲得したＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対
するリソース割り当て情報を検出するために、同一のｅＮＢ、すなわちサーバ１７１３に
ディスカバリリソースリクエストメッセージを再び送信する必要はない。
【０３０７】
　ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１がサーバ１７１３と異な
る新たなｅＮＢへ移動する場合、新たなｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信するか、あるいはディスカバリリソース情報がアップデートされる場合に、デ
ィスカバリリソースリクエストメッセージをサーバ１７１３に送信することができる。
【０３０８】
　図１７に示していないが、専用ディスカバリリソースがディスカバリリソースリクエス
トメッセージに含まれるＤ２Ｄ　ＩＤに対応するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられない
場合、サーバ１７１３は、専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１に割
り当てられないことを表す情報をＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１に送信できる。ＲＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１７１１は、サーバ１７１３とＲＲＣ接続を解除し、ＲＲＣアイドル状態へ遷移
する。
【０３０９】
　サーバ１７１３は、ステップ１７２７において、ディスカバリリソースリクエストテー
ブルを管理し、ディスカバリリソースリクエストテーブルは、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２
Ｄ　ＩＤとＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにより要求される専用ディスカバリリソース情報に対する
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥのＤ２Ｄ　ＩＤとの間のマッピング関係を保存する。サーバ１７１３
は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１７１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信
する場合にディスカバリリソースリクエストテーブルにエントリを追加する。ここで、デ
ィスカバリリソースリクエストテーブルに含まれるエントリは、該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ
とサーバ１７１３との間のＲＲＣ接続が解除され、あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがサ
ーバ１７１３と異なる他のｅＮＢにハンドオーバーされ、あるいは該当ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅがパワーダウンされる場合に除去さされる。
【０３１０】
　図１１乃至図１７を参照して本発明の第２の実現方式について説明し、図１８乃至図２
６を参照して本発明の第３の実現方式について説明する。
【０３１１】
　図１８を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例
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について説明する。
【０３１２】
　図１８は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てるプロセスの他の例を概略的
に示す。
【０３１３】
　図１８を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１、ｅＮＢ１８１３
、及びＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１５を含む。図１８に示していないが、図１８の動作を実
行する前に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がとどまって
いるセルがディスカバリサービスをサポートするか否かを判定する。例えば、これは、と
どまるセルでｅＮＢ１８１３によりディスカバリ情報を搬送するＳＩＢがブロードキャス
ティングされるか否かを判定することで決定できる。
【０３１４】
　ディスカバリ情報送信に関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ステップ１８１５
で、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がｅＮＢ１８１３でディスカバリリソースリクエストメ
ッセージを送信しなければならないか否かを決定する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１によ
るディスカバリリソースリクエストメッセージを送信することに対する判定は、次のよう
な方式のうち一つ以上を用いて実行される。
【０３１５】
　第１の方式で、ｅＮＢ１８１１は、ＵＥ自律リソース選択(すなわち、タイプ１)及び/
又はスケジューリングされたディスカバリリソース割り当て(すなわち、タイプ２）をサ
ポートできる。ｅＮＢ１８１１は、システム情報、例えばＤ２Ｄシステム情報ブロック(
ＳＩＢ)を用いてネットワークによりタイプ１及び/又はタイプ２ディスカバリリソース割
り当てがサポートされるか否かを示す。ここで、タイプ１リソースは共通ディスカバリリ
ソースを意味し、タイプ２リソースは専用ディスカバリリソースを意味する。ネットワー
クがタイプ２ディスカバリリソース割り当てメカニズムをサポートする場合、ディスカバ
リ情報の送信を所望するＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１１にディスカバリ
リソースを要求する。
【０３１６】
　第２の方式で、ネットワークは、タイプ１ディスカバリリソース割り当てメカニズムと
タイプ２ディスカバリリソース割り当てメカニズムを両方ともにサポートでき、ネットワ
ークは、Ｄ２Ｄ　ＵＥの加入情報、例えば該当Ｄ２Ｄ　ＵＥが高品質を要求する高品質Ｄ
２Ｄ　ＵＥであり、あるいは該当Ｄ２Ｄ　ＵＥが固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであること示す情報に
基づいて特定Ｄ２Ｄ　ＵＥがタイプ２ディスカバリリソースを使用するように事前構成で
きる。この方式で、ディスカバリ情報の送信を所望し、タイプ２ディスカバリリソースを
使用するように事前構成された送信Ｄ２ＤＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３にディスカバ
リリソースを要求する。
【０３１７】
　第３の方式で、Ｄ２Ｄ　ＵＥがタイプ１ディスカバリリソース及びタイプ２ディスカバ
リリソースのうちいずれか一つでも使用するように事前構成される場合及びネットワーク
がタイプ１ディスカバリリソース割り当てメカニズム及びタイプ２ディスカバリリソース
割り当てメカニズムをサポートする場合、タイプ１ディスカバリリソース又はタイプ２デ
ィスカバリリソースを使用するか否かは、Ｄ２Ｄ　ＵＥ実現で決定され得る。
【０３１８】
　例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、常にタイプ２ディスカバリリソースを使用で
きる。他の例で、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１の上位階
層が特定ディスカバリ情報の送信のためにタイプ２ディスカバリリソースを使用すること
を示す場合にタイプ２ディスカバリリソースを要求できる。もう一つの例で、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１８１１は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が、タイプ１ディスカバリリソースが
他のＤ２Ｄ　ＵＥにより使用されることを検出する場合、タイプ２ディスカバリリソース
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を要求できる。
【０３１９】
　第４の方式で、ｅＮＢ１８１３は、ユニキャスト又はブロードキャスト方式でＤＬ受信
信号電力しきい値をシグナリングする。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１により測定されるＤ
Ｌ受信信号電力がＤＬ受信信号電力しきい値より大きい場合、ＴＸＤ２Ｄ　ＵＥは、タイ
プ２ディスカバリリソースを使用する。
【０３２０】
　第５の方式で、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がＲＲＣ接続状態に存在し、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１８１１がＲＲＣ接続状態へ遷移するのでディスカバリリソースリクエストを送信
しなかった場合、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がＲＲＣアイドル状態に存在し、
共通ディスカバリＴＸリソースがｅＮＢ１８１３によりブロードキャスティングされない
場合、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１により要求されるディスカバリリソースの個
数がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースリクエストを送信した最後時間
以後に変更される場合、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースリ
クエストメッセージを送信した最後時間以後に、ディスカバリサービスをサポートしない
セルに接続しない場合、ＴＸＤ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３にディスカバリリ
ソースに対する要求を送信する。
【０３２１】
　ステップ１８１５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースのた
めにｅＮＢ１９１１にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信しなければなら
ないと判定し、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がＲＲＣ接続状態に存在しない場合、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ステップ１８１７において、ｅＮＢ１８１３とＲＲＣ接続を確
立し、ＲＲＣ接続状態へ遷移する。本発明の一実施形態において、ＲＲＣ接続状態に存在
せず、ディスカバリ情報送信に関心のあるＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカバリ
情報送信がＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がとどまるセルによりサポートされ、ディスカバ
リ情報送信のための共通リソースがブロードキャスティングされない場合、ＲＲＣ接続確
立を開始する。ディスカバリ情報送信は、ディスカバリ情報を搬送するＳＩＢ(例えば、
ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９)がセルによりブロードキ
ャスティングされる場合にサポートされる。あるいは、ディスカバリ情報送信がセルでサ
ポートされるか否かは、セルによりブロードキャスティングされるディスカバリ情報を搬
送するＳＩＢ(例えば、ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１９)に
含まれている指示により決定される。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ステップ１８１９
において、ディスカバリリソースリクエストメッセージをｅＮＢ１８１３に送信する。例
えば、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ＰｒｏＳｅ　ＵＥ情報メッセージ
であり得る。
【０３２２】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３にディスカバリリソースリクエストメ
ッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がどれくらいの個数のディスカバリリソー
スを必要とするか、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が送信するディスカバリ情報エ
レメント又はディスカバリメッセージの個数を示す。すなわち、ディスカバリリソースリ
クエストメッセージは、ディスカバリリソースの個数を示す情報又はディスカバリ情報エ
レメント又はディスカバリメッセージの個数を示す情報を含むことができる。ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１８１１がディスカバリ情報を送信する期間をｅＮＢ１８１３に指示できる。すな
わち、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソース送信期間を
示す情報を含むことができる。
【０３２３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３にディスカバリリソースリクエストメ
ッセージを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が各ディスカバリ情報に対して該当ディス
カバリリソースをどれくらい長く必要とするかを指示できる。すなわち、ディスカバリリ
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ソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソース保持時間を表す情報を含むことが
できる。
【０３２４】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストイン
デックスを含むことができる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースリク
エストメッセージで複数のディスカバリ情報送信に対するリソースを要求する場合、ディ
スカバリリソースリクエストインデックスは、要求される各リソースに対して割り当てら
れる。
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースリクエストで要
求される各リソースに対する優先順位レベルを含むことができる。
【０３２５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカバリリソースリクエストメッセージでＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１の所望リソースタイプ(競争ベースタイプ又は専用タイプ）を示す
ことができる。ディスカバリリソースリクエストメッセージに複数のディスカバリ情報送
信に対するリソース要求が含まれる場合、各リソース要求に対して所望のリソースタイプ
が含まれる。
【０３２６】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、案内されるディスカバリ情報と関連し
た範囲クラスを含むことができる。本発明の一実施形態において、ディスカバリサービス
指示インジケータが定義される。ディスカバリサービスインジケータは、ディスカバリ期
間、優先順位、範囲クラス、区間のようなパラメータの値に対する集合を示す。ディスカ
バリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースが要求されるディスカバリ
情報送信に対応するディスカバリサービスインジケータを含むことができる。ここで、デ
ィスカバリサービスインジケータは、別途のパラメータの代わりにディスカバリリソース
リクエストメッセージに含まれる。
【０３２７】
　図１８に示していないが、ｅＮＢ１８１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１がディスカ
バリリソースを要求することを許可するＤ２Ｄ　ＵＥであるか否かを確認する動作を実行
する。ｅＮＢ１８１３は、ＭＭＥから受信されるＵＥコンテキストに基づいてＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースを要求することが許可されるＤ２Ｄ　ＵＥであ
るか否かを確認する動作を実行する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ１８１１がディスカバリリソース
を要求することが許可される場合、ｅＮＢ１８１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１にデ
ィスカバリリソースを割り当てる。
【０３２８】
　例えば、ＵＥコンテキストは、（１）Ｄ２Ｄ　ＵＥがディスカバリリソースを要求する
ことが許可されるか否かを示す情報、(２)どれくらいのディスカバリリソースがＤ２Ｄ　
ＵＥに割り当てられるかを示す情報、(３)Ｄ２Ｄ　ＵＥが使用するディスカバリリソース
メカニズムを示す情報、(４)Ｄ２Ｄ　ＵＥが固定Ｄ２Ｄ　ＵＥであるか否かを示す情報の
うち少なくとも一つを含む。ディスカバリリソースメカニズムは、タイプ１ディスカバリ
リソースメカニズムとタイプ２ディスカバリリソースメカニズムのうちいずれか一つを含
む。タイプ１(又はＵＥ自律リソース選択)ディスカバリリソースメカニズムにおいて、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、リソースプールからリソースをランダムに選択する。複数のＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥにより選択されるリソースは同一であり、それによってタイプ１ディスカバ
リリソースメカニズムで衝突できる。タイプ２(又はスケジュールされたリソース割り当
て)ディスカバリリソースメカニズムで、ディスカバリリソースは、ネットワークにより
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる。タイプ２ディスカバリリソースメカニズムでは衝
突は存在しない。
【０３２９】
　ｅＮＢ１８１３が、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がＰｒｏＳｅ直接ディスカバリ案内に
対して許可されないと判定する場合、ｅＮＢ１８１３は、ディスカバリリソースリクエス
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トメッセージを拒否し、ディスカバリリソースリクエストメッセージが拒否されることを
ディスカバリリソース応答メッセージでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１に示す。拒否は、デ
ィスカバリリソース応答メッセージで明示的に指示できる。あるいは、ディスカバリリソ
ースがないディスカバリリソース応答メッセージは、ディスカバリリソースリクエストメ
ッセージの拒否を指示することができる。
【０３３０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受信し
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースを要求することが許可されること
を確認した後、ｅＮＢ１８１３は、ステップ１８２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８
１１に一つ以上の専用ディスカバリリソースを割り当てる。専用ディスカバリリソースは
、専用ディスカバリリソースプールであり、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカバ
リ情報送信のためにリソースをランダムに選択する。専用ディスカバリリソースは、ディ
スカバリリソースプール内で割り当てられたリソースを表す一つ以上のリソースインデッ
クスを有する専用ディスカバリリソースであり得る。
【０３３１】
　ｅＮＢ１８１３は、ステップ１８２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１にディス
カバリリソースリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソー
ス応答メッセージを送信する。例えば、ディスカバリリソース応答メッセージは、ＲＲＣ
接続再構成メッセージであり得る。ディスカバリリソース応答メッセージは、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１８１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報を含む。
【０３３２】
　専用ディスカバリリソース情報は、専用ディスカバリリソースプールであり、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカバリリソース送信のためにランダムにリソースを選択す
る。専用ディスカバリリソース情報は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１に割り当てられるデ
ィスカバリリソースプール内でのリソースを示す一つ以上のリソースインデックスを有す
る専用ディスカバリリソースプールであり得る。リソースインデックスは、時間インデッ
クス及び周波数インデックスを含むことができる。時間インデックスは、割り当てられた
ディスカバリリソースを有する無線フレーム及び/又はサブフレームを指示できる。周波
数インデックスは、割り当てられたディスカバリリソースのディスカバリ物理チャンネル
インデックスあるいは物理無線ブロックインデックスを指示する。専用ディスカバリリソ
ースに関する情報は、関連した専用ディスカバリリソース期間を含むことができる。ある
いは、専用リソース期間は、ネットワークによりブロードキャスティングされ、専用にシ
グナリングされない。専用ディスカバリリソース期間は、該当専用ディスカバリリソース
が使用可能な期間を表す。また、専用ディスカバリリソース期間は、ｎ＊ディスカバリリ
ソース周期に設定できる。ここで、ｎは、ディスカバリリソース応答メッセージを通じて
シグナリングされ、あるいは予め定義され得る。
【０３３３】
　ｅＮＢ１８１３は、ディスカバリリソース応答メッセージに割り当てられた専用ディス
カバリリソースに対するディスカバリリソース割り当てインデックスを含むことができる
。ディスカバリリソース割り当てインデックスは、ｅＮＢ１８１３又はＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１８１１によりリソースの解除を要求するために使用できる。すなわち、ｅＮＢ１８１
３は、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソースリクエストイ
ンデックスを含む場合、ディスカバリリソース割り当てインデックスは、ディスカバリリ
ソースリクエストインデックスと同一に設定される。
【０３３４】
　あるいは、ディスカバリリソースリクエストメッセージがディスカバリリソースリクエ
ストインデックスを含まない場合、ｅＮＢ１８１３は、ディスカバリリソース割り当てイ
ンデックスをＤ２Ｄ　ＵＥ別に管理し、ディスカバリリソース応答メッセージにディスカ
バリリソース割り当てインデックスを含む。
【０３３５】
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　あるいは、ディスカバリリソースリクエストインデックスがディスカバリリソースリク
エストメッセージに含まれるか否かに関係なく、ディスカバリリソース割り当てインデッ
クスは、ＵＥ別にｅＮＢ１８１３により管理され、ｅＮＢ１８１３は、ディスカバリリソ
ース応答メッセージにディスカバリリソース割り当てインデックスを含める。
【０３３６】
　あるいは、範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信される場合
、ｅＮＢ１８１３は、範囲クラスにより割り当てられるディスカバリリソース(競争ベー
スのプール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定する。ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が異なるディスカバリ情報送信に対して異なる範囲クラスを通知す
る場合、ｅＮＢ１８１３は、割り当てられたディスカバリリソース(競争ベースのプール
又は専用ディスカバリリソース)各々に対して異なる電力パラメータを設定する。範囲ク
ラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信され、ｅＮＢ１８１３がディス
カバリリソース応答メッセージでタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢ
１８１３は、要求される範囲クラスに対応するようにＴＸリソースプールを割り当て、ｅ
ＮＢ１８１３は、各範囲クラスに対して別途のＴＸリソースプールを維持する。
【０３３７】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１に関連した範囲クラスは、ｅＮＢ１８１３によ
りＭＭＥから受信されたＵＥコンテキストから決定され、それによって、ｅＮＢ１８１３
は、範囲クラスに従ってＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１に割り当てられたディスカバリリソ
ース(競争ベースのプール又は専用ディスカバリリソース)に対する電力パラメータを設定
する。ｅＮＢ１８１３がディスカバリリソース応答メッセージでタイプ１ＴＸリソースプ
ールを割り当てる場合、ｅＮＢ１８１３は、要求される範囲クラスに対応してＴＸリソー
スプールを割り当てる。ここで、ｅＮＢ１８１３は、各範囲クラスに対して別途のＴＸリ
ソースプールを維持する。
【０３３８】
　範囲クラスがディスカバリリソースリクエストメッセージで受信されず、又は範囲クラ
スがＵＥのコンテキストでＭＭＥから受信されない場合、及びｅＮＢ１８１３がディスカ
バリリソース応答メッセージでタイプ１ＴＸリソースプールを割り当てる場合、ｅＮＢ１
８１３は、複数のＴＸリソースプールを割り当てることができ、ｅＮＢ１８１３は、は各
範囲クラスに対して別途のＴＸリソースプールを維持する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１
は、範囲クラスに基づいてＴＸリソースプールを選択する。あるいは、ｅＮＢ１８１３は
、ネットワークによりサポートされる各範囲クラスに対して範囲クラスと電力パラメータ
(例えば、最大電力)との間のマッピングをディスカバリリソース応答メッセージでブロー
ドキャスティングし、あるいは送信できる。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、その許可さ
れた範囲クラス又はＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が送信することを希望するディスカバリ
情報に関連した範囲クラスに対応するように電力パラメータを選択すべきである。
【０３３９】
　ｅＮＢ１８１３は、割り当てられたディスカバリリソースのタイプに関係なくＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１８１１がディスカバリリソースリクエストメッセージを送信するように構成
できる。したがって、タイプ１リソースがディスカバリリソースリクエストメッセージに
対するディスカバリリソース応答メッセージを通じて割り当てられる場合、ディスカバリ
リソースの追加のために、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３でディスカバ
リリソースリクエストメッセージを送信する。また、ｅＮＢ１８１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ１８１１が割り当てられるタイプ１ＴＸリソースプールから使用できるディスカバリ
リソースの個数を指示できる。ここで、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がより多くの許可さ
れたディスカバリリソースを必要とする場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ディスカ
バリリソースリクエストメッセージを送信する。
【０３４０】
　ディスカバリリソースリクエストメッセージは、以前のディスカバリリソースリクエス
トメッセージに対する情報を含むことができる。例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は
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、１個のディスカバリリソースに対するディスカバリリソースリクエストメッセージを送
信し、それによって１個のディスカバリリソースを獲得する。その後、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ１８１１は、追加的なディスカバリリソースを必要とすることがある。この場合、次の
ような２個のオプションが存在できる。
【０３４１】
　まず、第１のオプションについて、次のように説明される。
【０３４２】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、追加的なディスカバリリソースリクエストに関する情
報のみを含むディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する。すなわち、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、該当時点で必要となる１個の追加的なディスカバリリソースリ
クエストに関する情報のみを含むディスカバリリソースリクエストメッセージを送信する
。
【０３４３】
　次に、第２のオプションについて、次のように説明される。
【０３４４】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅＮＢ１８１３に複数のディスカバリリソース、例え
ば２個のディスカバリリソース、すなわち１個の追加的なディスカバリリソース、１個の
新たなディスカバリリソースに関する情報を含むディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを送信する。ｅＮＢ１８１３は、受信されるディスカバリリソースリクエストメッセ
ージを追跡する必要がないため、ｅＮＢ１８１３を助け、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１が
ターゲットｅＮＢ(図１８に図示せず）にハンドオーバーする場合、ターゲットｅＮＢに
フォワードされる累積要求情報を形成する。
【０３４５】
　ディスカバリリソース応答メッセージは、割り当てられたディスカバリリソースが使用
可能な時間を示すことができる。あるいは、ディスカバリリソース応答メッセージは、割
り当てられたディスカバリリソースが終了した後の時間を示す。例えば、ディスカバリリ
ソース応答メッセージは、ディスカバリリソースがｘ個の送信に対して有効であり、送信
間の期間は、ｎ＊ディスカバリリソース周期である。
【０３４６】
　専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状態でのみ使用される場合、専用ディスカバリ
リソースは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１又はｅＮＢ１８１３により明示的にシグナリン
グを通じて解除され、あるいはＲＲＣ接続が解除されるまで別途の時間期間は定義されず
、割り当てられたディスカバリリソースは使用可能である。
【０３４７】
　ディスカバリリソース送信のためにディスカバリリソース応答メッセージで受信された
ディスカバリリソース構成が提供可能であり、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１により使用さ
れる時間は、次のように決定される。
【０３４８】
　第１の方式では、ｅＮＢがディスカバリリソース応答メッセージをディスカバリリソー
ス周期ｘで送信し、あるいはディスカバリリソース周期ｘでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがディス
カバリリソース応答メッセージを受信する場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専
用ディスカバリリソースの第１のインスタンスはディスカバリリソース周期ｘ以後のｐ番
目のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋ｐに存在する。
ここで、ｐはＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムで固定的であり、例えば、ｐはディ
スカバリリソースがディスカバリリソース応答メッセージに含まれる場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ１８１１が次のディスカバリリソース周期からディスカバリ情報送信のためにディ
スカバリリソース応答メッセージで指示されるリソースを使用することを表す１に設定す
ることができる(ｐ＝１)。あるいは、ｐは、ディスカバリリソース応答メッセージでシグ
ナリングされる。
【０３４９】
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　第１の方式は、図２を参照して説明した方法で実現され、ここではその詳細な説明を省
略する。
【０３５０】
　第２の方式で、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/フレ
ームとディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周期ｘの
次の、最初のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋１で割
り当てられた専用ディスカバリリソースに対応するサブフレーム/フレームとの間の差が
予め設定されているオフセットより小さい場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専
用ディスカバリリソースの第１のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ＋２に存
在する。この場合、オフセットは、ディスカバリリソース応答メッセージに含まれる。
【０３５１】
　第２の方式は、図３を参照して説明した方法で実行され、ここではその詳細な説明を省
略する。
【０３５２】
　第３の方式で、ディスカバリリソース応答メッセージが受信されるサブフレーム/フレ
ームとディスカバリリソース応答メッセージが受信されるディスカバリリソース周期ｘ以
後の、第１のディスカバリリソース周期、すなわちディスカバリリソース周期ｘ＋１でＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに対応するサブフレーム/
フレームとの間の差が予め設定されているオフセット以上である場合、割り当てられた専
用ディスカバリリソースの第１のインスタンスは、ディスカバリリソース周期ｘ＋１に存
在する。この場合、オフセットは、ディスカバリリソース応答メッセージに含まれる。
【０３５３】
　第３の方式は、図４を参照して説明した方法で実行され、ここではその詳細な説明を省
略する。
【０３５４】
　さらに、ｅＮＢ１８１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１に割り当てられた専用ディス
カバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使用可能であるか否かを指示できる。
【０３５５】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ステップ１８２５において、ＲＲＣアイドル状態で割
り当てられる専用ディスカバリリソースを用いてディスカバリ情報を送信する。専用ディ
スカバリリソースが特定期間で使用可能である場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、ｅ
ＮＢ１８１３とＲＲＣ接続を確立し、ｅＮＢ１８１３に再び専用ディスカバリリソースを
要求する。ｅＮＢ１８１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１がＲＲＣ接続を解除した後に
も割り当てられた専用ディスカバリリソースに対する情報を維持することに留意すべきで
ある。ｅＮＢ１８１３は、有効期間後に割り当てられた専用ディスカバリリソースを解除
する。あるいは、ｅＮＢから割り当てられたディスカバリリソースに関する情報を有する
ディスカバリリソース応答メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１８１１は、
ステップ１８２５において、ＲＲＣ接続状態で割り当てられたディスカバリリソースを用
いてディスカバリ情報を送信する。
【０３５６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＲＲＣアイドル状態で新たなセルを選択し、新たなｅＮＢとＲＲ
Ｃ接続を確立し、新たなｅＮＢに専用ディスカバリリソースを要求する場合が発生できる
。ここで、新たなｅＮＢをターゲットｅＮＢと称する。この場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＲＲＣアイドル状態で使用する専用ディスカバリリソースを割り
当てた以前ｅＮＢに関する情報をターゲットｅＮＢに指示できる。ここで、以前ｅＮＢを
ソースｅＮＢと称する。したがって、ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢと通信してＵＥ
コンテキストを獲得でき、ソースｅＮＢにＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディ
スカバリリソースを解除するように要請する。
【０３５７】
　あるいは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、他の状態に遷移することなく、ＲＲＣ接続状態にあ
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り、必要な場合に専用ディスカバリリソースを要求できる。また、ｅＮＢは、必要な場合
にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対するディスカバリリソースに関する情報をアップデートできる
。
【０３５８】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に
専用ディスカバリリソースをハンドリングする動作について、具体的に説明すれば、次の
ようである。
【０３５９】
　(１)専用ディスカバリリソース処理動作＃１
　ソースｅＮＢは、ターゲットｅＮＢにハンドオーバーするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当
てられる専用ディスカバリリソースに関する情報を送信しない。ソースｅＮＢは、ターゲ
ットｅＮＢからハンドオーバー成功指示を受信した後にＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対して割り
当てられる専用ディスカバリリソースを解除する。本発明の一実施形態において、ターゲ
ットｅＮＢからのハンドオーバー成功指示は、ＵＥコンテキスト解除メッセージであり得
る。したがって、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ターゲットｅＮＢに成功的にハンドオーバーし
た後に、ターゲットｅＮＢにディスカバリリソースリクエストを送信することでディスカ
バリリソースを要求する。これについて、具体的に説明すれば、次の通りである。
【０３６０】
　図１９を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへハンドオーバーす
る場合に専用リソース割り当てを処理するプロセスの例について説明する。
【０３６１】
　図１９は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへハンドオーバーする場合に
専用リソース割り当てを処理するプロセスの一例を概略的に示す。
　図１９を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１９１１、ソースｅＮＢ１
９１３、及びターゲットｅＮＢ１９１５を含む。
【０３６２】
　ソースｅＮＢ１９１３は、ステップ１９１７において、ターゲットｅＮＢ１９１５にＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１９１１に対するハンドオーバーリクエストメッセージを送信する。ソ
ースｅＮＢ１９１３からハンドオーバーリクエストメッセージを受信した後に、ターゲッ
トｅＮＢ１９１５は、ステップ１９１９において、ソースｅＮＢ１９１３からハンドオー
バーリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてハンドオーバー要求ＡＣＫ(ack
nowledgement)メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ１９１５からハンドオーバー要
求ＡＣＫメッセージを受信した後に、ソースｅＮＢ１９１３は、ステップ１９２１におい
て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１９１１にハンドオーバー命令メッセージを送信する。
【０３６３】
　ソースｅＮＢ１９１３からハンドオーバー命令メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ１９１１は、ステップ１９２３において、ターゲットｅＮＢ１９１５にハンドオ
ーバー確認メッセージを送信する。図１９において、ハンドオーバー確認メッセージは、
ディスカバリリソースに対するリクエストを含む。ハンドオーバー確認メッセージを受信
した後に、ターゲットｅＮＢ１９１５は、ハンドオーバー確認メッセージがディスカバリ
リソースに対するリクエストを含むことをわかり、ステップ１９２５において、ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥ１９１１にディスカバリリソース応答メッセージを送信する。ターゲットｅＮ
Ｂ１９１５は、ステップ１９２７において、ソースｅＮＢ１９１３にＵＥコンテキスト解
除メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ１９１５からＵＥコンテキスト解除メッセー
ジを受信した後に、ソースｅＮＢ１９１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ１９１１に割り当てら
れる専用ディスカバリリソースを解除する。
【０３６４】
　図１９が本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴ
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Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへハンドオーバーする場合に専用
リソース割り当てを処理するプロセスの一例を示すが、多様な変形が図１９になされ得る
。例えば、一連のオペレーションを示すが、図１９の多様なオペレーションは、オーバー
ラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生し、あるいは複数回発生してもよい。
【０３６５】
　図１９を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする
場合に専用リソース割り当てを処理するプロセスの一例について説明し、図２０を参照し
て、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合にソースｅＮ
Ｂから割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除するプロセスの他の例について説
明する。
【０３６６】
　図２０は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢへハンドオーバーする場合に
専用リソース割り当てを処理するプロセスの他の例を概略的に示す。
【０３６７】
　図２０を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１、ソースｅＮＢ２
０１３、及びターゲットｅＮＢ２０１５を含む。
【０３６８】
　ソースｅＮＢ２０１３は、ステップ２０１７において、ターゲットｅＮＢ２０１５にＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１に対するハンドオーバーリクエストメッセージを送信する。ソ
ースｅＮＢ２０１３からハンドオーバーリクエストメッセージを受信した後に、ターゲッ
トｅＮＢ２０１５は、ステップ２０１９において、ソースｅＮＢ２０１３にハンドオーバ
ーリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてハンドオーバーリクエストＡＣＫ
メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ２０１５からハンドオーバーリクエストＡＣＫ
メッセージを受信した後に、ソースｅＮＢ２０１３は、ステップ２０２１において、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１にハンドオーバー命令メッセージを送信する。
【０３６９】
　ソースｅＮＢ２０１３からハンドオーバー命令メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥ２０１１は、ステップ２０２３において、ターゲットｅＮＢ２０１５にハンドオ
ーバー確認メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１は、ステップ２０２５に
おいて、ターゲットｅＮＢ２０１５にディスカバリリソースリクエストメッセージを送信
する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１からディスカバリリソースリクエストメッセージを受
信した後に、ターゲットｅＮＢ２０１５は、ステップ２０２７において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥ２０１１にディスカバリリソース応答メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ２０
１５は、ステップ２０２９において、ソースｅＮＢ２０１３にＵＥコンテキスト解除メッ
セージを送信する。ターゲットｅＮＢ２０１５からＵＥコンテキスト解除メッセージを受
信した後に、ソースｅＮＢ２０１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２０１１に割り当てられる専
用ディスカバリリソースを解除する。
【０３７０】
(２)専用ディスカバリリソース処理動作＃２
　ソースｅＮＢは、ターゲットｅＮＢにハンドオーバーするＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当
てられる専用ディスカバリリソースに関する情報を送信する。例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅに割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報は、ハンドオーバーリクエス
トメッセージを通じて送信される。ターゲットｅＮＢがＤ２Ｄディスカバリサービスをサ
ポートする場合、ターゲットｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに新たな専用ディスカバリリ
ソースを割り当て、あるいは既に割り当てられる専用ディスカバリリソースの一部を修正
することができる。例えば、ターゲットｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる
専用ディスカバリリソースに関する情報を、ハンドオーバーリクエストＡＣＫメッセージ
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を通じてソースｅＮＢに送信できる。ソースｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに関する情報
、すなわちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報
をＲＲＣ再構成メッセージ、ディスカバリリソース応答メッセージ、及びハンドオーバー
命令メッセージのうちいずれか一つを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに送信する。これについ
て後述する。
【０３７１】
　図２１を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーす
る場合に、専用リソース割り当てを処理するプロセスの他の例について説明する。
【０３７２】
　図２１は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に
専用リソース割り当てを処理する他の例を概略的に示す。
【０３７３】
　図２１を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１、ソースｅＮＢ２
１１３、及びターゲットｅＮＢ２１１５を含む。
【０３７４】
　ソースｅＮＢ２１１３は、ステップ２１１７において、ターゲットｅＮＢ２１１５にＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１に対するハンドオーバーリクエストメッセージを送信する。ハ
ンドオーバーリクエストメッセージは、ディスカバリリソースコンテキスト情報、すなわ
ちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報
を含む。ソースｅＮＢ２１１３からハンドオーバーリクエストメッセージを受信した後に
、ターゲットｅＮＢ２１１５は、ステップ２１１９において、ソースｅＮＢ２１１３にハ
ンドオーバーリクエストメッセージに対する応答メッセージとしてハンドオーバーリクエ
ストＡＣＫメッセージを送信する。ハンドオーバーリクエストＡＣＫメッセージは、ディ
スカバリリソース情報を含む。
【０３７５】
　ターゲットｅＮＢ２１１５からハンドオーバーリクエストＡＣＫメッセージを受信した
後に、ソースｅＮＢ２１１３は、ステップ２１２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１
１にハンドオーバー命令メッセージを送信する。ｅＮＢ２１１３からハンドオーバー命令
メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１は、ステップ２１２３において
、ターゲットｅＮＢ２１１５にハンドオーバー確認メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ２１１１からハンドオーバー確認メッセージを受信した後に、ターゲットｅＮＢ２
１１５は、ステップ２１２５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１にＵＥコンテキスト
解除メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ２１１５からＵＥコンテキスト解除メッセ
ージを受信した後に、ソースｅＮＢ２１１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２１１１に割り当て
られる専用ディスカバリリソースを解除する。
【０３７６】
　図２１は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に専
用リソース割り当てを処理するプロセスの他の例を示すが、多様な変更が図２１に対して
なされる。例えば、一連のオペレーションを示すが、図２１の多様なオペレーションは、
オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生し、あるいは複数回発生してもよ
い。
【０３７７】
　図２１を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーす
る場合に専用リソース割り当てを処理するプロセスの他の例を示し、図２２を参照して、
本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合にソースｅＮＢ
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から割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除するプロセスの他の例について説明
する。
【０３７８】
　図２２は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に
専用リソース割り当てを処理するプロセスの他の例を概略的に示す。
【０３７９】
　図２２を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１、ソースｅＮＢ２
２１３、及びターゲットｅＮＢ２２１５を含む。
【０３８０】
　ソースｅＮＢ２２１３は、ステップ２２１７において、ターゲットｅＮＢ２２１５にＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１に対するハンドオーバーリクエストメッセージを送信する。ハ
ンドオーバーリクエストメッセージは、ディスカバリリソースコンテキスト情報、すなわ
ちＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースに関する情報
を含む。ソースｅＮＢ２２１３からハンドオーバーリクエストメッセージを受信した後に
、ステップ２２１９において、ソースｅＮＢ２２１３にハンドオーバーリクエストメッセ
ージに対する応答メッセージとしてハンドオーバーリクエストＡＣＫメッセージを送信す
る。
【０３８１】
　ターゲットｅＮＢ２２１５からハンドオーバーリクエストＡＣＫメッセージを受信した
後に、ソースｅＮＢ２２１３は、ステップ２２２１において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１
１にハンドオーバー命令メッセージを送信する。ｅＮＢ２２１３からハンドオーバー命令
メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１は、ステップ２２２３において
、ターゲットｅＮＢ２２１５にハンドオーバー確認メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥ２２１１からハンドオーバー確認メッセージを受信した後に、ターゲットｅＮＢ２
２１５は、ステップ２２２５において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１にディスカバリリソ
ース応答メッセージを送信する。ターゲットｅＮＢ２２１５は、ステップ２２２７におい
て、ソースｅＮＢ２２１３にＵＥコンテキスト解除メッセージを送信する。ターゲットｅ
ＮＢ２２１５からＵＥコンテキスト解除メッセージを受信した後に、ソースｅＮＢ２２１
３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２２１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除す
る。
【０３８２】
　図２２は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢからターゲットｅＮＢにハンドオーバーする場合に
ソースｅＮＢから割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除するプロセスの他の例
を示すが、多様な変更が図２２になされる。例えば、一連のオペレーションは示すが、図
２２の多様なオペレーションは、オーバーラップされ、並列に発生し、異なる順序で発生
し、あるいは複数回発生してもよい。
【０３８３】
　一方、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがターゲットｅＮＢにハンドオーバーした後、すなわちター
ゲットｅＮＢがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥからハンドオーバー完了メッセージ又はＲＲＣ接続再
構成メッセージを受信した後に、ターゲットｅＮＢは、新たな専用ディスカバリリソース
に関する情報を送信できる。ターゲットｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに既に割り当てら
れている専用ディスカバリリソースを連続して使用することを所望し、それによってター
ゲットｅＮＢは、Ｄ２Ｄディスカバリサービスと専用ディスカバリリソースをサポートす
る場合、新たな専用ディスカバリリソースを割り当てることができない。ソースｅＮＢは
、ターゲットｅＮＢからハンドオーバー成功指示を受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに
割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除する。例えば、ターゲットｅＮＢからの
ハンドオーバー成功指示は、ＵＥコンテキスト解除メッセージであり得る。ＴＸ　Ｄ２Ｄ
　ＵＥは、ターゲットｅＮＢにより割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除する
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ことを要請するまで、あるいはターゲットｅＮＢが新たな専用ディスカバリリソースをＴ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられるまでソースｅＮＢにより割り当てられる専用ディスカ
バリリソースを継続して使用する。
【０３８４】
　例えば、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ターゲットｅＮＢがソースｅＮＢにより割り当てられ
る専用ディスカバリリソースを連続して使用することを要請するまで、あるいはＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥに新たな専用ディスカバリリソースを割り当てるまで、ソースｅＮＢにより割
り当てられる専用ディスカバリリソースを用いて停止する。ターゲットｅＮＢは、ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥが既に割り当てられた専用ディスカバリリソースを継続して使用しなければ
ならないか否かをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに指示できる。
【０３８５】
(３)専用ディスカバリリソース処理動作＃３
　ソースｅＮＢは、ソースｅＮＢによりＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディス
カバリリソース(タイプ１リソースプール又は専用ディスカバリリソース)に対関する情報
をターゲットｅＮＢに送信する。また、ソースｅＮＢは、ディスカバリリクエストメッセ
ージでＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥから受信した情報をターゲットｅＮＢに送信する。ソースｅＮ
Ｂは、ハンドオーバーリクエストメッセージで又はＭＭＥを介して直接にターゲットｅＮ
Ｂにこの情報を送信できる。専用ディスカバリリソースがソースｅＮＢによりＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥに既に割り当てられている場合、ターゲットｅＮＢは、新たな専用ディスカバリ
リソースを割り当て、あるいは既に割り当てられた専用ディスカバリリソースのうち一部
をアップデートすることができる。専用ディスカバリリソースがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにソ
ースｅＮＢにより既に割り当てられる場合、ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢから専用
ディスカバリリソースに関する情報を受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにタイプ１リソ
ースプールを割り当てることができる。
【０３８６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢでタイプ１リソースプールを使用する場合、ターゲ
ットｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに専用ディスカバリリソースを割り当てる。ＴＸ　Ｄ
２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢでタイプ２リソースプールを使用する場合、ターゲットｅＮＢ
は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにタイプ１リソースプールを解除することを要請できる。ＴＸ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ターゲットｅＮＢにディスカバリリソースリクエストメッセージを送信
する。
【０３８７】
　ターゲットｅＮＢは、専用ディスカバリリソースに関する情報を、ハンドオーバーリク
エストＡＣＫメッセージを用いてソースｅＮＢに送信する。ソースｅＮＢは、専用ディス
カバリリソースに関する情報をＲＲＣ再構成メッセージ、ディスカバリリソース応答メッ
セージ、及びハンドオーバー命令メッセージのうちいずれか一つを通じてＴＸ　Ｄ２Ｄ　
ＵＥに送信する。
【０３８８】
(４)専用ディスカバリリソース処理動作＃４
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢでタイプ１リソースプールを使用する場合、専用デ
ィスカバリリソース解除動作は、専用ディスカバリソース処理動作＃１として実行される
。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがソースｅＮＢを割り当てる専用ディスカバリリソースを使用する
場合、専用ディスカバリリソース処理動作は、専用ディスカバリリソース解除動作＃２と
して実行される。
【０３８９】
　専用ディスカバリリソースが割り当てられた後、ｅＮＢは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＲＲ
Ｃ接続状態又はＲＲＣアイドル状態に存在しなければならないと判定する。ここで、ｅＮ
Ｂは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの移動状態に基づいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがＲＲＣ接続状態
又はＲＲＣアイドル状態に存在しなければならないと判定できる。ＲＲＣ接続が解除され
る場合、ｅＮＢは、割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣアイドル状態で使
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用可能であるか否かを示すことができる。
【０３９０】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用リソースは、次のケースのうちいずれか一つ
で解除される。
【０３９１】
　ａ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがパワーダウンされる。
　ｂ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥがこれ以上割り当てられた専用リソースを要求しないことをｅ
ＮＢに指示する。
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ディスカバリ情報をこれ以上送信しないと判定する場合、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥがこれ以上割り当てられたディスカバリリソースを要求しないことを指示
できる。
　ｃ)割り当てられた専用ディスカバリリソースが使用可能な期間が終了する。
　ｄ)ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが他のｅＮＢにハンドオーバーする。
ｅ)ｅＮＢが割り当てられた専用ディスカバリリソースを取り消すことを所望する。
　ｆ)ＲＲＣ接続が終了する。
　これは、専用ディスカバリリソースらがＲＲＣ接続状態でのみ使用されるケースのため
のものである。
【０３９２】
　一方、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ｅＮＢにディスカバリリソース解除メッセージを送信す
る。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに複数の専用ディスカバリリソースが割り当てられ、ＴＸ　Ｄ２
Ｄ　ＵＥが複数の専用ディスカバリリソースの一部を解除することを希望する場合、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、解除又は保持される専用ディスカバリリソースの個数を指示するか、
あるいは解除される専用ディスカバリリソースを指示する。
【０３９３】
　ｅＮＢ開始解除の場合、又はＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥからのディスカバリリソース解除メッ
セージに対する応答として、ｅＮＢは、ディスカバリリソース解除メッセージ又はＲＲＣ
接続再構成メッセージを送信し、専用ディスカバリリソースを解除し、既存の専用ディス
カバリリソース(存在する場合)あるいは解除された専用ディスカバリリソースを示す。
【０３９４】
　例えば、すべての専用ディスカバリリソースは、ディスカバリリソース解除メッセージ
又はＲＲＣ再構成メッセージが受信される場合に解除される。割り当てられた専用ディス
カバリリソースがＲＲＣ接続状態でのみ使用可能であり、すべての専用ディスカバリリソ
ースが解除される場合、ｅＮＢは、接続解除メッセージをすべてのディスカバリリソース
を解除できる。
【０３９５】
　例えば、ディスカバリリソース解除メッセージは、ディスカバリリソースリクエストメ
ッセージとなり、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによりディスカバリリソース解除を示す。すなわち
、ディスカバリリソースリクエストメッセージは、ディスカバリリソースを要求し、ある
いはディスカバリリソースを解除するために使用され得る。
【０３９６】
　例えば、ディスカバリリソース解除メッセージは、ディスカバリリソース応答メッセー
ジとなり、ｅＮＢによりディスカバリリソース解除を示す。ディスカバリリソース応答メ
ッセージは、ディスカバリリソースを割り当て、あるいはディスカバリリソースを解除す
るために使用することができる。
【０３９７】
　割り当てられた専用ディスカバリリソースがＲＲＣ接続状態でのみ使用可能であり、あ
るいはすべての専用ディスカバリリソースが解除される場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、す
べての専用ディスカバリリソースを解除するように接続解除メッセージを送信する。
【０３９８】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられた専用ディスカバリリソースを解除した後に、ｅＮ



(62) JP 2016-539603 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

Ｂは、専用ディスカバリリソースに関する情報をディスカバリリソース情報にアップデー
トして、解除された専用ディスカバリリソースに関する情報を除去する。アップデートさ
れたディスカバリリソース情報は、システム情報をブロードキャスティングする時間に送
信される。
【０３９９】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに対する専用ディスカバリリソースに対してアップデートされる場
合、アップデートされた専用ディスカバリリソースに関する情報は、ディスカバリリソー
スリクエストテーブルに基づいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの専用ディスカバリリソースに対応
するＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに通知される。
【０４００】
　ｅＮＢからＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられたタイプ２ディスカバリリソースを解除
する動作について、以下に説明する。
【０４０１】
　(１)タイプ２ディスカバリリソース解除動作＃１
　ＵＥ開始解除のケースにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ｅＮＢにディスカバリリソー
ス解除メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに複数の専用ディスカバリリソースが
割り当てられ、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥが複数の専用ディスカバリリソースの一部を解除する
ことを所望する場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、解除される専用ディスカバリリソースの個
数を指示する。
【０４０２】
　(２)タイプ２ディスカバリリソース解除動作＃２
　ｅＮＢ開始解除の場合、あるいはＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥからのディスカバリリソース解除
メッセージに対する応答で、ｅＮＢは、ディスカバリリソース解除メッセージを送信し、
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥに割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除し、既存の専用デ
ィスカバリリソース(存在する場合）を示す。ディスカバリリソース解除メッセージを受
信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、解除された専用ディスカバリリソースを使用しない
。例えば、ディスカバリリソース解除メッセージがＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥによりディスカバ
リリソース周期ｘで受信される場合、専用ディスカバリリソースは、ディスカバリリソー
ス周期ｘ＋ｐから解除され、ｐは０より大きい。ｐは、予め定義されるか、あるいはシグ
ナリングできる。
【０４０３】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、システム情報、例えばＳＩＢを通じてシグナリングされるディ
スカバリリソース、例えばディスカバリリソースＲＸプールに関する情報に対応するディ
スカバリリソースから割り当てられた専用ディスカバリリソースを除去する。ここで、Ｔ
Ｘ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは、割り当てられた専用ディスカバリリソースがＳＩＢに対応するディ
スカバリリソースに含まられるか否かを確認する。割り当てられた専用ディスカバリリソ
ースがＳＩＢに対応するディスカバリリソースに含まれない場合、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥは
、専用ディスカバリリソースが解除されることを考慮する。
【０４０４】
　図２３乃至図２８を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通
信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカ
バリリソースを解除する動作について説明する。
【０４０５】
　図２３を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソース
を解除するプロセスの一例について説明する。
【０４０６】
　図２３は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除す
るプロセスの一例を概略的に示す。
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【０４０７】
　図２３を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２３１１とｅＮＢ２３１３
を含む。
【０４０８】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２３１１は、ステップ２３１５において、ｅＮＢ２３１３にディス
カバリリソース解除メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２３１１からディスカバ
リリソース解除メッセージを受信した後に、ｅＮＢ２３１３は、ステップ２３１７におい
て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２３１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除し、
ディスカバリリソース解除メッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソー
ス解除メッセージを送信する。
【０４０９】
　図２３を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソース
を解除するプロセスの一例について説明する。図２４を参照して、本発明の一実施形態に
よるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから
割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除するプロセスの他の例について説明
する。
【０４１０】
　図２４は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除
するプロセスの他の例を概略的に示す。
【０４１１】
　図２４を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２４１１とｅＮＢ２４１３
を含む。
【０４１２】
　ｅＮＢ２４１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２４１１に割り当てられるディスカバリリソー
スを解除すると判定する場合、ステップ２４１５で、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２４１１にディ
スカバリリソース解除メッセージを送信する。ｅＮＢ２４１３からディスカバリリソース
解除メッセージを受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２４１１は、ステップ２４１７にお
いて、ディスカバリリソース解除ＡＣＫメッセージをｅＮＢ２４１３に送信する。
【０４１３】
　図２４を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソー
スを解除するプロセスの他の例について説明する。図２５を参照して、本発明の一実施形
態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢ
から割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除するプロセスのもう一つの例に
ついて説明する。
【０４１４】
　図２５は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除
するプロセスの他の例を概略的に示す。
【０４１５】
　図２５を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１とｅＮＢ２５１３
を含む。
【０４１６】
　ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１は、ステップ２５１５において、ｅＮＢ２５１３にディス
カバリリソース解除メッセージを送信する。ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１からディスカバ
リリソース解除メッセージを受信した後に、ｅＮＢ２５１３は、ステップ２５１７におい
て、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１に割り当てられる専用ディスカバリリソースを解除し、
ディスカバリリソース解除メッセージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソー
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ス構成メッセージ又はＲＲＣ接続再構成メッセージを送信する。ｅＮＢ２５１３からディ
スカバリリソース構成メッセージ又はＲＲＣ接続再構成メッセージを受信した後に、ＴＸ
　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２５１１は、ステップ２５１９において、ディスカバリリソース構成メッ
セージに対する応答メッセージとしてディスカバリリソース構成完了メッセージ又はＲＲ
Ｃ接続再構成メッセージに対する応答メッセージとしてＲＲＣ接続再構成完了メッセージ
をｅＮＢ２５１３に送信する。
【０４１７】
　図２５を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
において、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソー
スを解除するプロセスの他の例について説明する。図２６を参照して、本発明の一実施形
態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢ
から割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除するプロセスのもう一つの例に
ついて説明する。
【０４１８】
　図２６は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソースを解除
するプロセスの他の例を概略的に示す。
【０４１９】
　図２６を参照すると、通信システムは、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２６１１とｅＮＢ２６１３
を含む。
【０４２０】
　ｅＮＢ２６１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２６１１に割り当てられるディスカバリリソー
スを解除すると判定する場合、ステップ２６１５において、ディスカバリリソース構成メ
ッセージ又はＲＲＣ接続再構成メッセージをＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２６１１に送信する。ｅ
ＮＢ２６１３からディスカバリリソース構成メッセージ又はＲＲＣ接続再構成メッセージ
を受信した後に、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２６１１は、ディスカバリリソース構成メッセージ
に対する応答メッセージとしてディスカバリリソース構成完了メッセージ又はＲＲＣ接続
再構成メッセージに対する応答メッセージとしてＲＲＣ接続再構成完了メッセージをｅＮ
Ｂ２６１３に送信する。
【０４２１】
　図２６を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥにｅＮＢから割り当てられるタイプ２ディスカバリリソース
を解除するプロセスの他の一つの例について説明する。図２７を参照して、本発明の一実
施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部
構造について説明する。
【０４２２】
　図２７は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構成を概略的に示す。
【０４２３】
　図２７を参照すると、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２７００は、送信器２７１１、制御器２７１
３、受信器２７１５、及び格納部２７１７を含む。
【０４２４】
　制御器２７１３は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２７００の全般的な動作を制御する。特に、制
御器２７１３は、本発明の一実施形態によるリソース割り当て情報の送受信動作に関連し
た動作を遂行するようにＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２７００を制御する。このリソース割り当て
情報の送受信動作に関連した動作は、図１乃至図２６を参照して説明した方法で実行され
、ここではその詳細な説明を省略する。
【０４２５】
　送信器２７１１は、制御器２７１３の制御により、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ｅＮＢ、及び
サーバに多様な信号及びメッセージを送信する。送信器２７１１で送信した多様な信号及
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びメッセージは、図１乃至図３９で説明するので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０４２６】
　受信器２７１５は、制御器２７１３の制御下でＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ｅＮＢ、サーバか
ら各種信号ら及び各種メッセージを受信する。受信器２７１５で受信した各種信号ら及び
各種メッセージは、図１乃至図２６で説明したので、ここではその詳細な説明を省略する
。
【０４２７】
　格納部２７１７は、ＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２７００の動作に必要な多様なデータと、リソ
ース割り当て情報の送受信動作に関連した情報などを格納する。格納部２７１７は、受信
器２７１５で受信した多様な信号及びメッセージを格納する。
【０４２８】
　送信器２７１１、制御器２７１３、受信器２７１５、及び格納部２７１７は、別途のプ
ロセッサで示したが、これは、単に説明の便宜のためのものであることが理解される。言
い換えれば、送信器２７１１、制御器２７１３、受信器２７１５、及び格納部２７１７の
うちいずれか２個以上が１個のプロセッサに組み込まれ得る。
【０４２９】
　図２７を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構成について説明し、図２８を参照して、本発明の一
実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内
部構成について説明する。
【０４３０】
　図２８は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおける
ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構成を概略的に示す。
【０４３１】
　図２８を参照すると、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２８００は、送信器２８１１、制御器２８１
３、受信器２８１５、及び格納部２８１７を含む。
【０４３２】
　制御器２８１３は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２８００の全般的な動作を制御する。特に、制
御器２８１３は、本発明の一実施形態によるリソース割り当て情報送受信動作に関連した
全般的な動作を遂行するようにＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２８００を制御する。リソース割り当
て情報の送受信動作に関連した動作は、図１乃至図２６を参照して説明し、ここではその
詳細な説明を省略する。
【０４３３】
　送信器２８１１は、制御器２８１３の制御下でＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ｅＮＢ、及びサー
バに様々な信号及びメッセージを送信する。送信器２８１１で送信した様々な信号及びメ
ッセージは、図１乃至図２６で説明するので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０４３４】
　受信器２８１５は、制御器２８１３の制御によりＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ｅＮＢ、サーバ
から多様な信号及びメッセージを受信する。受信器２８１５で受信した多様な信号及びメ
ッセージは図１乃至図２６で説明するので、ここではその詳細な説明を省略する。
【０４３５】
　格納部２８１７は、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ２８００の動作に必要な各種データ、リソース
割り当て情報の送受信動作に関連した情報などを格納する。格納部２８１７は、受信器２
８１５で受信した多様な信号及びメッセージを格納する。
【０４３６】
　送信器２８１１、制御器２８１３、受信器２８１５、及び格納部２８１７は別途のプロ
セッサとして示すが、単に説明の便宜のためのものであることが理解される。言い換えれ
ば、送信器２８１１、制御器２８１３、受信器２８１５、及び格納部２８１７のうち２個
以上が１個のプロセッサに組み込まれ得る。
【０４３７】
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　図２８を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてＲＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥの内部構造について説明し、図２９を参照して、本発明の一
実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてｅＮＢの内部構成につい
て説明する。
【０４３８】
　図２９は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
ｅＮＢの内部構成を概略的に示す。
【０４３９】
　図２９を参照すると、ｅＮＢ２９００は、送信器２９１１、制御器２９１３、受信器２
９１５、及び格納部２９１７を含む。
【０４４０】
　制御器２９１３は、ｅＮＢ２９００の全般的な動作を制御する。特に、制御器２９１３
は、本発明の一実施形態によるリソース割り当て情報の送受信動作に関連した全般的な動
作を遂行するようにｅＮＢ２９００を制御する。リソース割り当て情報の送受信動作に関
連した動作は、図１乃至図２６を参照して説明した方法で実行され、ここでは、その詳細
な説明を省略する。
【０４４１】
　送信器２９１１は、制御器２９１３の制御下でＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ、サーバ、及びリソースコーディネータに多様な信号及びメッセージを送信する。送信
器２９１１で送信した各種信号及びメッセージは、図１乃至図２６で説明するので、ここ
では、その詳細な説明を省略する。
【０４４２】
　受信器２９１５は、制御器２９１３の制御下でＴＸ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ、ＲＸ　Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ、サーバ、リソースコーディネータから多様な信号及びメッセージを受信する。受信器
２９１５で受信した各種信号及びメッセージは、図１乃至図２６で説明するので、ここで
は、その詳細な説明を省略する。
【０４４３】
　格納部２９１７は、ｅＮＢ２９００の動作に必要な多様なデータ、リソース割り当て情
報の送受信動作に関連した情報などを格納する。格納部２９１７は、受信器２９１５で受
信した多様な信号及びメッセージを格納する。
【０４４４】
　送信器２９１１、制御器２９１３、受信器２９１５、及び格納部２９１７が別途のプロ
セッサとして示すが、これは、単に説明の便宜のためのものであることが明らかである。
言い換えれば、送信器２９１１、制御器２９１３、受信器２９１５、及び格納部２９１７
のうち２個以上が１個のユニットに組み込まれ得る。
【０４４５】
図２９を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムに
おいて、ｅＮＢの内部構成について説明し、図３０を参照して本発明の一実施形態による
Ｄ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてリソースコーディネータの内部構成につ
いて説明する。
【０４４６】
　図３０は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいて
リソースコーディネータの内部構成を概略的に示す。
【０４４７】
　図３０を参照すると、リソースコーディネータ３０００は、送信器３０１１、制御器３
０１３、受信器３０１５、及び格納部３０１７を含む。
【０４４８】
　制御器３０１３は、リソースコーディネータ３０００の全般的な動作を制御する。特に
、制御器３０１３は、本発明一実施形態によるリソース割り当て情報の送受信動作に関連
した全般的な動作を遂行するようにリソースコーディネータ３０００を制御する。リソー
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ス割り当て情報の送受信動作に関連した動作は、図１乃至図２６を参照して説明する方法
で実行するので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０４４９】
　送信器３０１１は、制御器３０１３の制御下でｅＮＢ、サーバに多様な信号、多様なメ
ッセージを送信する。送信器３０１１で送信した各種信号及びメッセージは、図１乃至図
２６で説明するので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０４５０】
　受信器３０１５は、制御器３０１３の制御下でｅＮＢ、サーバから各種信号及びメッセ
ージを受信する。受信器３０１５で受信した各種信号及びメッセージは、図１乃至図２６
で説明するので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０４５１】
　格納部３０１７は、リソースコーディネータ３０００の動作に必要な多様なデータ、リ
ソース割り当て情報の送受信動作に関連した情報などを格納する。格納部３０１７は、受
信器３０１５で受信した多様な信号及びメッセージなどを格納する。
【０４５２】
　送信器３０１１、制御器３０１３、受信器３０１５、及び格納部３０１７は別途のプロ
セッサとして説明されるが、これは、単に説明の便宜のためのものであることが理解され
る。言い換えれば、送信器３０１１、制御器３０１３、受信器３０１５、及び格納部３０
１７のうち２個以上が１個のプロセッサに組み込まれ得る。
【０４５３】
　図３０を参照して、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システム
においてリソースコーディネータの内部構成について説明し、図３１を参照して、本発明
の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムにおいてサーバの内部構成に
ついて説明する。
【０４５４】
　図３１は、本発明の一実施形態によるＤ２Ｄ方式をサポートする通信システムでサーバ
の内部構成を概略的に示す。
　図３１を参照すると、サーバ３１００は、送信器３１１１、制御器３１１３、受信器３
１１５、及び格納部３１１７を含む。
【０４５５】
　制御器３１１３は、サーバ３１００の全般的な動作を制御する。特に、制御器３１１３
は、本発明の一実施形態によるリソース割り当て情報の送受信動作に関連した動作を遂行
するようにサーバ３１００を制御する。リソース割り当て情報の送受信動作に関連した動
作について図１ないし図２６を参照して説明する方法で実行され、ここでは、その詳細な
説明を省略する。
【０４５６】
　送信器３１１１は、制御器３１１３の制御下でｅＮＢ、リソースコーディネータに各種
信号及び各種メッセージらを送信する。送信器３１１１で送信した各種信号及び各種メッ
セージは、図１乃至図２６で説明するので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０４５７】
　受信器３１１５は、制御器３１１３の制御下で、ｅＮＢ、リソースコーディネータから
多様な信号及びメッセージを受信する。受信器３１１５で受信した多様な信号及びメッセ
ージは、図１乃至図２６で説明するので、ここでは、その詳細な説明を省略する。
【０４５８】
　格納部３１１７は、サーバ３１００の動作に必要な多様なデータと、リソース割り当て
情報の送受信動作に関連した情報を格納する。格納部３１１７は、受信器３１１５で受信
した各種信号及びメッセージを格納する。
【０４５９】
　送信器３１１１、制御器３１１３、受信器３１１５、及び格納部３１１７は別途のプロ
セッサとして説明するが、これは、単に説明の便宜のためのものであることが理解され得
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る。言い換えれば、送信器３１１１、制御器３１１３、受信器３１１５、及び格納部３１
１７のうち２個以上が一つのプロセッサに組み込まれ得る。
【０４６０】
　上記した本発明による実施形態は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に対するコン
ピュータ読み取り可能なコードとして実施されることができる。このコンピュータ読み取
り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取り可能なデータを格納するデ
ータストレージデバイスとなり得る。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては
、ＲＯＭ(Read-Only Memory)、ＲＡＭ(Random-Access Memory)、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テー
プ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ格納装置、及び搬送波(有無線伝送経路
を介してインターネットを経由するデータ伝送のような)を含むが、これに限定されるこ
とではない。また、このコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、ネットワーク接続され
たコンピュータシステムにわたって分散されることによって、コンピュータ読み取り可能
なコードは分散形態で格納及び遂行される。また、本発明を達成するための機能(functio
n)プログラム、コード、及びコードセグメントは、当該技術分野における熟練されたプロ
グラマにとっては容易に理解できることである。
【０４６１】
　本発明の実施形態によるトポロジ処理方法は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれ
らの組み合せの形態で実現可能であることがわかる。このようなソフトウェアは、例えば
、揮発性又は非揮発性格納装置(例えば、削除可能/再書き込み可能なＲＯＭ(Read Only M
emory)、メモリ(例えば、ＲＡＭ(Random Access Memory)、メモリチップ、及び集積回路(
ＩＣ)チップ)、又は光的に又は磁気的に記録可能な機械(例えば、コンピュータ)-読み取
り可能な格納媒体(例えば、ＣＤ(Compact Disc)、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、磁
気ディスク、及び磁気テープ)に格納することができる。トポロジ処理方法は、制御部及
びメモリを含むコンピュータ又は移動端末により実現され得る。このメモリは、本発明の
実施形態を実現するための命令を含むプログラムを格納するのに適合した機械読み取り可
能な格納媒体であり得る。
【０４６２】
　したがって、本発明は、本請求項により定められた装置及び方法を実現するための符号
を含むプログラム、及びこのようなプログラムを格納する機械(例えば、コンピュータ)読
み取り可能な格納媒体を含む。このプログラムは、有線/無線接続を通じて伝送される通
信信号のような媒体を介して電気的に伝送でき、これに均等なものと共に本発明に含まれ
る。
【０４６３】
本発明の一実施形態による装置は、有線又は無線で接続されるプログラム提供装置から上
記プログラムを受信して保存することができる。このプログラム提供装置は、既に設定さ
れたコンテンツ保護方法を実行するようにする指示、及びコンテンツ保護方法に必要な情
報を格納するメモリと、グラフィック処理装置との有線又は無線通信を遂行するための通
信部と、グラフィック処理装置の要請又は自動で該当プログラムを送受信装置に伝送する
制御部とを含むことができる。
【０４６４】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求
の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を逸脱す
ることなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の
知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【０４６５】
２７００　ＵＥ
２７１１　送信器
２７１３　制御器
２７１５　受信器
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２７１７　格納部
２８００　ＵＥ
２８１１　送信器
２８１３　制御器
２８１５　受信器
２８１７　格納部
２９００　ｅＮＢ
２９１１　送信器
２９１３　制御器
２９１５　受信器
２９１７　格納部
３０００　リソースコーディネータ
３０１１　送信器
３０１３　制御器
３０１５　受信器
３０１７　格納部
３１００　サーバ
３１１１　送信器
３１１３　制御器
３１１５　受信器
３１１７　及び格納部
３１１７　格納部

【図１】 【図２】
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【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】

【図２４】
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【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】
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