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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と、
　前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置と
を含む無線通信システムであって、
　前記発信側端末は、前記着信側端末との直接通信を要求することを示す直接通信要求を
含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信する発側ページング処理部を備え、
　前記通信制御装置は、
　前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に必要となる通信環境の
設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するページング信号送信部と、
　前記発信側端末から受信した前記ページング信号に基づいて、前記着信側端末が直接通
信を実行可能か否か判定する判定部と、
　前記判定部によって前記直接通信が実行可能と判定された場合、前記着信側端末が直接
通信を実行可能であることを示す可能通知を前記発信側端末に通知するネットワーク側通
知部と
を備え、
　前記発側ページング処理部は、前記通信制御装置から通知された前記可能通知に基づい
て、前記着信側端末を直接呼び出し、
　前記判定部は、前記発信側端末と前記着信側端末との距離が所定距離以下の場合、前記
発信側端末及び前記着信側端末が送信する無線信号の電波強度を、前記距離に応じた所定
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値以下とすることを条件に前記直接通信が実行可能と判定し、
　前記ネットワーク側通知部は、前記所定値を含む前記可能通知を前記発信側端末に通知
する無線通信システム。
【請求項２】
　着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と、
　前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置と
を含む無線通信システムであって、
　前記発信側端末は、前記着信側端末との直接通信を要求することを示す直接通信要求を
含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信する発側ページング処理部を備え、
　前記着信側端末は、
　前記通信制御装置から受信した前記ページング信号に含まれる設定情報に基づいて、前
記発信側端末を直接呼び出す着側ページング処理部と、
　前記着側ページング処理部が前記発信側端末の呼び出しに失敗した場合、前記発信側端
末の呼び出しを失敗したことを前記通信制御装置に通知する端末側通知部と
を備え、
　前記通信制御装置は、
　前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に必要となる通信環境の
設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するページング信号送信部と、
　前記着信側端末が前記発信側端末の呼び出しを失敗したことを前記発信側端末に通知す
るネットワーク側通知部と
を備える無線通信システム。
【請求項３】
　着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と、
　前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置と
による通信制御方法であって、
　前記発信側端末が、前記着信側端末との直接通信を要求することを示す直接通信要求を
含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信するステップと、
　前記通信制御装置が、前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に
必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するステッ
プと、
　前記発信側端末から受信した前記ページング信号に基づいて、前記着信側端末が直接通
信を実行可能か否か判定するステップと、
　前記直接通信が実行可能と判定された場合、前記着信側端末が直接通信を実行可能であ
ることを示す可能通知を前記発信側端末に通知するステップと、
　前記発信側端末が、前記通信制御装置から通知された前記可能通知に基づいて、前記着
信側端末を直接呼び出すステップと
を有し、
　前記判定するステップでは、前記発信側端末と前記着信側端末との距離が所定距離以下
の場合、前記発信側端末及び前記着信側端末が送信する無線信号の電波強度を、前記距離
に応じた所定値以下とすることを条件に前記直接通信が実行可能と判定し、
　前記通知するステップでは、前記所定値を含む前記可能通知を前記発信側端末に通知す
る通信制御方法。
【請求項４】
　着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と、
　前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置と
による通信制御方法であって、
　前記発信側端末が、前記着信側端末との直接通信を要求することを示す直接通信要求を
含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信するステップと、
　前記通信制御装置が、前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に
必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するステッ
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プと、
　前記着信側端末が、前記通信制御装置から受信した前記ページング信号に含まれる設定
情報に基づいて、前記発信側端末を直接呼び出すステップと、
　前記着信側端末が、前記発信側端末の呼び出しに失敗した場合、前記発信側端末の呼び
出しを失敗したことを前記通信制御装置に通知するステップと、
　前記通信制御装置が、前記着信側端末が前記発信側端末の呼び出しを失敗したことを前
記発信側端末に通知するステップと
を有する通信制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末間直接通信（D2D通信）を実行する複数の端末を含む無線通信システム
、通信制御装置及び通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線基地局やアクセスポイントを経由することなく、複数の無線通信端末（以下
、端末と適宜省略）が直接、無線通信を実行する無線通信方式、いわゆるDevice-to-Devi
ce（D2D）通信として、Bluetooth（登録商標）や無線LANのアドホックモードが知られて
いる。このような無線方式は、比較的低い無線送信電力を用いて近距離の無線通信を実現
する。このため、端末間の距離が離れている場合には、当該無線通信方式を利用すること
は難しい。
【０００３】
　そこで、通信事業者が提供する無線アクセスネットワーク（例えば、UTRA(3G)、E-UTRA
(LTE)またはGERAN(2G)）を用いて、D2D通信を実現することが検討されている（例えば、
非特許文献１）。
【０００４】
　このような無線アクセス技術を利用する場合、通信事業者が主管庁から認可を受けた周
波数帯域を用いるため、端末は、より高い無線送信電力を出力でき、無線基地局などのネ
ットワーク側のリソースを用いることなく、遠距離のD2D通信が可能となる。また、この
ような特徴は、震災など、無線基地局などのネットワーク側が被災している場合に特に有
効と考えられる。さらに、通信事業者が管轄する無線アクセスネットワーク（2G/3G/LTE
など）において用いられる周波数帯域を用いたD2D通信が実現される場合、端末に別の無
線通信（例えばBluetooth（登録商標））のためのモジュールを実装することなくD2D通信
が可能となり、端末コストの低減や小型化などのメリットがある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】“Key drivers for LTE success: Services Evolution”、２０１１年
９月、3GPP、インターネットURL： http://www.3gpp.org/ftp/Information/presentation
s/presentations_2011/2011_09_LTE_Asia/2011_LTE-Asia_3GPP_Service_evolution.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、通信事業者が提供する無線アクセスネットワークを用いてD2D通信を実
現する場合、次のような問題がある。すなわち、当該無線アクセスネットワークは、無線
基地局を経由した無線通信を前提としているため、端末がD2D通信を実行するに際して、
発信側端末は、無線通信が可能な範囲内に着信側端末が位置する場合でも当該着信側端末
を直接呼び出すことができない。また、着信側端末がD2D通信機能を無効にしているとき
も、着信側端末を呼び出すことができない。
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【０００７】
　そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、端末間直接通信（D2
D通信）をLTEなどの無線アクセスネットワークを用いて提供する場合において、無線通信
端末間において呼び出しをすることができる無線通信システム、通信制御装置及び通信制
御方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と
、前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置とを
含む無線通信システムであって、前記発信側端末は、前記着信側端末との直接通信を要求
することを示す直接通信要求を含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信する発
側ページング処理部を備え、前記通信制御装置は、前記発信側端末が直接通信を要求して
いること、及び直接通信に必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を前記着
信側端末に送信するページング信号送信部を備えることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と
、前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置であって、前記発信側
端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に必要となる通信環境の設定情報を含
むページング信号を前記着信側端末に送信するページング信号送信部を備えることを要旨
とする。
【００１０】
　本発明の第３の特徴は、着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と
、前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置とに
よる通信制御方法であって、前記発信側端末が、前記着信側端末との直接通信を要求する
ことを示す直接通信要求を含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信するステッ
プと、前記通信制御装置が、前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通
信に必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するス
テップとを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の特徴によれば、端末間直接通信（D2D通信）をLTEなどの無線アクセスネットワ
ークを用いて提供する場合において、無線通信端末間において呼び出しをすることができ
る無線通信システム、通信制御装置及び通信制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る端末400A（発信側端末）の機能ブロック構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る端末400B（着信側端末）の機能ブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る通信制御装置200の機能ブロック構成図である。
【図５】本発明の実施形態に係る端末400A, 400Bが直接通信を実行する通信シーケンスを
示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る端末400A, 400Bが直接通信を実行する他の通信シーケン
スを示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る端末400Aと端末400Bとの直接通信が不可であった場合に
おける通信シーケンスを示す図である。
【図８】動作例１において端末400Bが端末400Aを直接通信により呼び出したものの、端末
400Aが応答しなかった場合における通信シーケンスを示す図である。
【図９】本発明の変更例に係る端末400A, 400Bが直接通信を実行する通信シーケンスを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一ま
たは類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
【００１４】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００１５】
　（１）無線通信システムの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。図１に示すよ
うに、無線通信システム10は、無線基地局100、通信制御装置200及び複数の無線通信端末
400A, 400B（以下、端末400A, 400B）を含む。
【００１６】
　無線基地局100は、3GPPにおいて標準化された無線アクセス技術（RAT）、例えば、Long
 Term Evolution（LTE）に従った動作を実行する。
【００１７】
　通信制御装置200は、端末400A, 400Bが実行する通信を制御する。具体的には、通信制
御装置200は、無線基地局100から送信される報知情報や、端末400A, 400Bから送信された
通信要求に対して応答することによって、端末400A, 400Bが実行する通信を制御する。特
に、本実施形態では、無線基地局100は、端末400A, 400B間における直接通信を制御する
。具体的には、無線基地局100は、無線基地局100を経由することなく、つまり、無線アク
セスネットワークを経由することなく、端末400Aと端末400Bとの間において実行される直
接通信を制御する。
【００１８】
　端末400A及び端末400Bは、LTEなどの無線アクセス技術に従った無線通信を実行するUse
r Equipment（UE）である。端末400A（400B）は、無線基地局100を経由して端末400B（40
0A）と通信を実行すること、及び無線基地局100を経由せずに端末400B（400A）と直接通
信を実行することができる。
【００１９】
　本実施形態において、端末400Aは、端末400Bを呼び出すページング信号を送信する発信
側端末を構成する。また、端末400Bは、端末400Aによる呼び出しを受け付ける着信側端末
を構成する。
【００２０】
　（２）無線通信システムの機能ブロック構成
　次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、端末40
0A、端末400B及び通信制御装置200の機能ブロック構成について説明する。図２は、端末4
00A（発信側端末）の機能ブロック構成図であり、図３は、端末400B（着信側端末）の機
能ブロック構成図である。図４は、通信制御装置200の機能ブロック構成図である。
【００２１】
　（２．１）端末400A
　図２に示すように、端末400Aは、通信アプリケーション410及びページング処理部420を
備える。
【００２２】
　通信アプリケーション410は、端末400Aにおいて実行可能な通信アプリケーションであ
り、例えば、音声通話アプリケーションやメッセージサービスなどである。
【００２３】
　ページング処理部420は、通信アプリケーション410からの要求に基づいてページング信
号を送信する。具体的には、ページング処理部420は、端末400Bとの直接通信を要求する
ことを示す直接通信要求を含むページング信号を、無線基地局100を経由して通信制御装
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置200に送信する。本実施形態において、ページング処理部420は、発側ページング処理部
を構成する。
【００２４】
　ページング処理部420は、端末400Bからの接続を要求する接続信号に応じて、直接通信
が可能あることを端末400Bに応答し、端末400Bと直接通信を実行する。また、ページング
処理部420は、通信制御装置200から通知された端末400Bが直接通信を実行可能であること
を示す可能通知（直接通信bit）に基づいて、端末400Bを直接呼び出すこともできる。
【００２５】
　（２．２）端末400B
　図３に示すように、端末400Bは、通信アプリケーション430、ページング処理部440及び
通知部450を備える。
【００２６】
　通信アプリケーション430は、端末400Bにおいて実行可能な通信アプリケーションであ
り、例えば、音声通話アプリケーションやメッセージサービスなどである。
【００２７】
　ページング処理部440は、通信制御装置200から受信したページング信号に含まれる設定
情報に基づいて端末400Aを直接呼び出す。具体的には、ページング処理部440は、通信制
御装置200から送信され、無線基地局100によって中継された呼出信号に応じて、端末400A
に接続を要求する接続信号を送信し、端末400Aと直接通信を実行する。また、ページング
処理部440は、端末400Aからの呼び出しに応じて、端末400Aと直接通信を実行することも
できる。本実施形態において、ページング処理部440は、着側ページング処理部を構成す
る。ページング処理部440は、無線基地局100によって中継された呼出信号や、端末400Aか
らの呼び出しに応じて、当該通信に必要な通信アプリケーション430の起動を要求する。
【００２８】
　ページング信号に含まれる設定情報は、直接通信に必要となる通信環境の設定情報であ
り、直接通信で許容される周波数帯、無線信号の電波強度及び端末400A, 400Bの発信タイ
ミング（直接通信の実行タイミング）、相手（着信側）端末の識別子（電話番号、端末識
別子及び加入者識別子）などが含まれる。
【００２９】
　通知部450は、ページング処理部440が直接通信による端末400Aの呼び出しに失敗した場
合、端末400Aの呼び出しを失敗したことを通信制御装置200に通知する。本実施形態にお
いて、通知部450は、端末側通知部を構成する。
【００３０】
　（２．３）通信制御装置200
　図４に示すように、通信制御装置200は、ページング信号受信部210、ページング信号送
信部220、判定部230及び通知部240を備える。
【００３１】
　ページング信号受信部210は、端末400Aから送信されたページング信号を受信する。具
体的には、ページング信号受信部210は、端末400Bとの直接通信を要求することを示す直
接通信要求を含むページング信号を受信する。なお、ページング信号としては、TS36.331
（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (R
RC); Protocol specification）に記載のPaging Messageを用いることができる。
【００３２】
　ページング信号送信部220は、ページング信号受信部210が受信したページング信号に基
づいて、端末400Bにページング信号を送信する。具体的には、ページング信号送信部220
は、判定部230からの指示に基づいて、端末400Aが直接通信を要求していること、及び直
接通信に必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を端末400Bに送信する。
【００３３】
　判定部230は、端末400Aから受信したページング信号に基づいて、端末400Bが直接通信
を実行可能か否か判定する。具体的には、判定部230は、端末400Aと端末400Bとの距離に
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基づいて直接通信を実行可能か否か判定することができる。また、判定部230は、端末400
Aと端末400Bとの距離が所定距離以下の場合、端末400A及び端末400Bが送信する無線信号
の電波強度を、距離に応じた所定値以下とすることを条件に直接通信が実行可能と判定し
てもよい。
【００３４】
　或いは、判定部230は、端末400Aと端末400Bとが例えば同一または近隣のセル内、セク
タ内、トラッキングエリア内などに位置する場合、直接通信を実行可能か否か判定しても
よい。
【００３５】
　通知部240は、判定部230によって直接通信が実行可能と判定された場合、端末400Bが直
接通信を実行可能であることを示す可能通知を端末400Aに通知する。本実施形態において
、通知部240は、ネットワーク側通知部を構成する。さらに、通知部240は、無線信号の電
波強度の距離に応じた所定値を含む可能通知を端末400Aに通知してもよい。
【００３６】
　また、通知部240は、端末400Bから端末400Aの呼び出しを失敗したことが通知された場
合、端末400Bが端末400Aの呼び出しを失敗したことを端末400Aに通知することができる。
【００３７】
　（３）無線通信システムの動作
　次に、上述した無線通信システム10の動作について説明する。
【００３８】
　（３．１）動作例１
　図５は、端末400A, 400Bが直接通信を実行する通信シーケンスを示す。図５に示すよう
に、端末400Aは、端末400Bとの直接通信を実行するためページング信号、具体的には、直
接通信を要求する直接通信bitを含む発信信号を通信制御装置200に送信する（S10）。端
末400Aは、実行される通信アプリケーションに応じて直接通信を要求し、内部などに保存
する端末400Bの識別番号（電話番号など）を指定する。
【００３９】
　通信制御装置200は、端末400Aと端末400Bとの直接通信を実行するためページング信号
、具体的には、直接通信を要求する直接通信bitを含む呼出信号を端末400Bに送信する（S
50）。
【００４０】
　また、通信制御装置200は、直接通信の設定情報、具体的には、直接通信で許容される
周波数帯、無線信号の電波強度及び端末400A, 400Bの発信タイミング（直接通信の実行タ
イミング）及び相手端末の識別子などの情報を当該ページング信号に含める。なお、無線
基地局100は、多数の直接通信が実行されている場合、直接通信に必要な設定情報が重複
したり、干渉が発生したりしないことを監視する。
【００４１】
　端末400Bは、通信制御装置200から受信したページング信号に基づいて、無線アクセス
ネットワークを経由することなく端末400Aに直接接続する（S60）。具体的には、端末400
Bは、直接通信の設定情報に基づいて直接通信の接続信号を生成し、当該接続信号を端末4
00Aに向けて送信する。なお、当該接続信号は、複数の端末に向けてブロードキャストさ
れてもよいし、共通チャネルまたは個別チャネルを用いて送信されてもよい。
【００４２】
また、当該接続信号には、通信制御装置200から受信した直接通信の設定情報が
含まれる。
【００４３】
　端末400Aは、端末400Bから接続信号を受信すると、当該接続信号に応答（S70）し、受
信した直接通信の設定情報に基づいて端末400Bとの通信路を確立する（S80）。
【００４４】
　なお、上述した動作例１において、通信制御装置200が、以下に説明するステップS20～
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S40の処理（図中の点線枠内）をさらに実行してもよい。
【００４５】
　通信制御装置200は、端末400Aからの発信信号に基づいて、着信側端末（端末400B）の
在圏する位置を特定する（S20）。通信制御装置200は、端末400A及び端末400Bの位置、つ
まり、端末400Aと端末400Bとの距離に基づいて、端末400Aと端末400Bとの直接通信が可能
か否かを判定する（S30）。なお、端末400Aと端末400Bとが、互いに異なる無線基地局の
形成するエリア（例えば、セル）に在圏している場合において、端末400Aと端末400Bとの
距離から直接通信が可能と判定された場合には、当該無線基地局が構成するエリアに限定
せずに端末400Aと端末400Bとの間で直接通信を許容することができる。
【００４６】
　また、通信制御装置200は、端末400Bには直接通信が許容されていない、または端末400
Bが直接通信の機能を備えていないことが判別している場合には、端末400Aからの発信信
号をrejectしてもよい。
【００４７】
　ここでは、通信制御装置200は、端末400Aと端末400Bとの直接通信が可能と判定する（S
40）。
【００４８】
　（３．２）動作例２
　図６は、端末400A, 400Bが直接通信を実行する他の通信シーケンスを示す。図６に示す
通信シーケンスでは、端末400Aが端末400Bを直接通信により呼び出す。
【００４９】
　図６に示すように、ステップS110～S150の動作は、動作例１のS10～S50と同様である。
ステップS150において、端末400Aは、通信制御装置200から送信された呼出信号を端末400
Bと同様に受信する。
【００５０】
　端末400Aは、当該呼出信号を受信すると、呼出信号を受信したことを示す確認応答を通
信制御装置200に送信する（S160）。また、端末400Aは、受信した直接通信の設定情報に
基づいて端末400Bを直接呼び出し（S170）、端末400Bとの通信路を確立する（S180）。
【００５１】
　（３．３）動作例３
　図７は、端末400Aと端末400Bとの直接通信が不可であった場合における通信シーケンス
を示す。図７に示すステップS210～S230の動作は、動作例１のS10～S30と同様である。
【００５２】
　通信制御装置200は、端末400Aと端末400Bとの距離が所定の距離以上であることなどの
理由に基づいて、端末400Aと端末400Bとの直接通信が不可と判定する（S240）。通信制御
装置200は、端末400Aと端末400Bとの直接通信が不可であることを示す直接通信不可通知
を端末400Aに送信する（S250）。
【００５３】
　なお、端末400Aは、直接通信不可通知を受信したことに対する確認応答を送信（S260）
してもよい。
【００５４】
　（３．４）動作例４
　図８は、上述した動作例１において端末400Bが端末400Aを直接通信により呼び出したも
のの、端末400Aが応答しなかった場合における通信シーケンスを示す。端末400Aが応答し
ない原因としては、端末400A（端末400B）が直接通信の要求後に直接通信の可能範囲外に
移動した場合などが考えられる。
【００５５】
　図８に示すように、端末400Bは、所定時間を経過しても端末400Aから応答がない場合、
端末400A（発信側端末）の応答がないと判定し（S310）、端末400Aとの直接通信が不可な
ことを通信制御装置200に通知する（S320）。
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【００５６】
　なお、通信制御装置200は、端末400Bからの当該通知に基づいて、端末400Bが端末400A
を直接通信により呼び出したものの応答がなかったことを端末400Aに通知（S330）しても
よい。
【００５７】
　（４）作用・効果
　無線通信システム10によれば、端末400Aは、端末400Bとの直接通信を要求することを示
す直接通信要求を含むページング信号を通信制御装置200に送信する。
【００５８】
また、通信制御装置200は、端末400Aが直接通信を要求していること、及び直接通信に必
要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を端末400Bに送信する。さらに、端末
400B（または端末400A）は、通信制御装置200から受信したページング信号に含まれる設
定情報に基づいて、端末400A（端末400B）を直接呼び出す。
【００５９】
　このため、端末間直接通信（D2D通信）をLTEなどの無線アクセスネットワークを用いて
提供する場合において、端末間において直接呼び出しをすることができる。特に、　既存
のページング技術の拡張によって、直接通信したい端末を容易に呼び出すことが可能とな
る。
【００６０】
　（５）その他の実施形態
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開
示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
【００６１】
　上述した本発明の実施形態では、端末400Aまたは端末400Bが相手端末を直接通信によっ
て呼び出す動作例について説明したが、ネットワーク側、具体的には、通信制御装置200
から発信側端末にページング信号（発信信号）を送信してもよい。
【００６２】
　図９は、本発明の変更例に係る端末400A, 400Bが直接通信を実行する通信シーケンスを
示す図である。以下、図５に示した動作例１との相違点について主に説明し、動作例１と
同様の部分については、その説明を適宜省略する。なお、本変更例では、端末400Aは無線
基地局100が形成するセルに在圏し、端末400Bは無線基地局100に隣接する無線基地局110
が形成するセルに在圏するものとする。
【００６３】
　図９に示すように、無線基地局100は、直接通信を要求する直接通信bitを含む発信信号
を端末400Aから受信すると、端末400Aと端末400Bとが直接通信を実行する際に用いられる
直接通信の設定情報（上述した周波数帯など）を割り当て（S410）、当該設定情報が付加
された発信信号を通信制御装置200に転送する（S420）。
【００６４】
　通信制御装置200は、端末400Aと端末400Bとの直接通信を実行するためページング信号
、具体的には、直接通信を要求する直接通信bitと、無線基地局100によって割り当てられ
た設定情報を含む呼出信号を無線基地局110に送信する（S430）。
【００６５】
　無線基地局110は、通信制御装置200から受信した呼出信号に含まれる設定情報が無線基
地局110の形成するセル内でも利用可能か否かを判定する（S440）。ここでは、当該設定
情報が利用可能と判定されたものとする。
【００６６】
　無線基地局110は、当該セル内に在圏する端末400Bに直接通信を要求する直接通信bitを
含む呼出信号を送信する（S450）。当該呼出信号を受信した端末400Bは、直接通信bitに
応答することを示す直接通信応答bitを含む発信信号を、無線基地局110を経由して通信制
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御装置200に送信する（S460）。
【００６７】
　通信制御装置200は、当該発信信号を受信すると、端末400Aと端末400Bとの直接通信用
の鍵を割り当て（S470）、当該直接通信用の鍵を含む発信信号応答を、無線基地局100を
経由して端末400Aに、また、無線基地局110を経由して端末400Bにそれぞれ送信する（S48
0）。直接通信用の鍵は、端末400Aと端末400Bとを互いに認証するためなどに用いられる
。
【００６８】
　端末400Bは、無線アクセスネットワークを経由することなく端末400Aに直接接続（S490
）し、直接通信を開始する（S500）。
【００６９】
　このような変更例によれば、端末400Aと端末400Bとが異なるセル、例えば近隣セルに在
圏する場合でも、直接通信を実行できる可能性を高めることができる。
【００７０】
　また、上述した実施形態では、端末400Aは、通信アプリケーション410及びページング
処理部420を備えていたが、端末400Bのページング処理部440及び通知部450の機能をさら
に備えても構わない。同様に、端末400Bは、ページング処理部440及び通知部450を備えて
いたが、端末400Aのページング処理部420の機能を備えても構わない。
【００７１】
　上述した実施形態では、通信制御装置200が判定部230を備える例について説明したが、
図５に示した動作例１のように、判定部230の動作（ステップS20～S40）は必須ではない
。つまり、通信制御装置200は、判定部230を備えていなくてもよい。
【００７２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【００７３】
　また、上述した本発明は、以下のように表現されてもよい。本発明の第１の特徴は、端
末400B（着信側端末）を呼び出すページング信号を送信する端末400A（発信側端末）と、
前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置200と
を含む無線通信システム10であって、前記発信側端末は、前記着信側端末との直接通信を
要求することを示す直接通信要求を含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信す
るページング処理部420（発側ページング処理部）を備え、前記通信制御装置は、前記発
信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に必要となる通信環境の設定情報
を含むページング信号を前記着信側端末に送信するページング信号送信部220を備えるこ
とを要旨とする。
【００７４】
　本発明の第１の特徴において、前記着信側端末は、前記通信制御装置から受信した前記
ページング信号に含まれる設定情報に基づいて、前記発信側端末を直接呼び出すページン
グ処理部440（着側ページング処理部）を備えてもよい。
【００７５】
　本発明の第１の特徴において、前記通信制御装置は、前記発信側端末から受信した前記
ページング信号に基づいて、前記着信側端末が直接通信を実行可能か否か判定する判定部
230と、前記判定部によって前記直接通信が実行可能と判定された場合、前記着信側端末
が直接通信を実行可能であることを示す可能通知を前記発信側端末に通知する通知部240
（ネットワーク側通知部）とを備え、前記発側ページング処理部は、前記通信制御装置か
ら通知された前記可能通知に基づいて、前記着信側端末を直接呼び出してもよい。
【００７６】
　また、前記判定部は、前記発信側端末と前記着信側端末との距離に基づいて前記直接通
信を実行可能か否か判定してもよい。さらに、前記判定部は、前記発信側端末と前記着信
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線信号の電波強度を、前記距離に応じた所定値以下とすることを条件に前記直接通信が実
行可能と判定し、前記ネットワーク側通知部は、前記所定値を含む前記可能通知を前記発
信側端末に通知してもよい。
【００７７】
　さらに、前記着信側端末は、前記着側ページング処理部が前記発信側端末の呼び出しに
失敗した場合、前記発信側端末の呼び出しを失敗したことを前記通信制御装置に通知する
通知部450（端末側通知部）を備え、前記通信制御装置は、前記着信側端末が前記発信側
端末の呼び出しを失敗したことを前記発信側端末に通知する通知部240（ネットワーク側
通知部）を備えてもよい。
【００７８】
　本発明の第２の特徴は、着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と
、前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置200であって、前記発
信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通信に必要となる通信環境の設定情報
を含むページング信号を前記着信側端末に送信するページング信号送信部を備えることを
要旨とする。
【００７９】
　本発明の第３の特徴は、着信側端末を呼び出すページング信号を送信する発信側端末と
、前記発信側端末と前記着信側端末との間における直接通信を制御する通信制御装置とに
よる通信制御方法であって、前記発信側端末が、前記着信側端末との直接通信を要求する
ことを示す直接通信要求を含む前記ページング信号を前記通信制御装置に送信するステッ
プと、前記通信制御装置が、前記発信側端末が直接通信を要求していること、及び直接通
信に必要となる通信環境の設定情報を含むページング信号を前記着信側端末に送信するス
テップとを有してもよい。
【００８０】
　本発明の第３の特徴において、前記着信側端末が、前記通信制御装置から受信した前記
ページング信号に含まれる設定情報に基づいて、前記発信側端末を直接呼び出すステップ
をさらに有してもよい。
【符号の説明】
【００８１】
　10…無線通信システム
　100…無線基地局
　200…通信制御装置
　210…ページング信号受信部
　220…ページング信号送信部
　230…判定部
　240…通知部
　400A, 400B…無線通信端末
　410…通信アプリケーション
　420…ページング処理部
　430…通信アプリケーション
　440…ページング処理部
　450…通知部
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