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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるＤ２Ｄ（デバイスツーデバイス）通信の使用方法であって、
　前記無線通信システムは、１つ以上のアクセスノードを含むセルラーネットワークと、
１つ以上の前記アクセスノードを介して１つのＵＥから別のＵＥへデータが送信されるセ
ルラーモードで動作可能なＵＥ（ユーザ端末）と、を備え、少なくともいくつかのＵＥは
、ＵＥのペアがＤ２Ｄリンク（Ｄ２Ｄ通信リンク）を介して１つのＵＥから他のＵＥへデ
ータを直接送信する直接通信モードでも動作可能なＤ２Ｄ－ＵＥ（Ｄ２Ｄ可能ＵＥ）であ
り、
　前記使用方法は、
　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥと前記セルラーネットワーク間の制御シグ
ナリング接続を維持し、
　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥを、前記セルラーモードに１回以上変更さ
せ、前記セルラーネットワークへＣＳＩ（チャネル状態情報）を送信させ、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥに前記直接通信モードまたは前記セルラーモードで動作させるかどうかを
決定するために、前記ＣＳＩ及び／またはＤ２Ｄ－ＵＥのためのネットワーク利用可能な
地理的位置情報を使用する方法であり、
　前記使用方法は、
　　Ｄ２Ｄ－ＵＥが直接通信を利用可能かどうか決定することを含むネットワークアシス
トディスカバリを実行すること、
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　　直接通信を確立するかどうか、または、セルラーモード通信を継続するかどうかを決
定するために、Ｄ２Ｄリンクとセルラーネットワークの１つまたは両方のＣＳＩ（チャネ
ル状態情報）を評価することを含む初期Ｄ２Ｄリンク評価を実行すること、
　　前記Ｄ２Ｄリンクを確立するためにＤ２Ｄリンク確立を実行すること、
　　前記Ｄ２Ｄリンクを介して直接通信を実行すること、及び
　　前記Ｄ２Ｄリンクを終了するＤ２Ｄリンク終了を実行すること、の１つ以上を含み、
　　　前記ネットワークアシストディスカバリの実行は、１つのＤ２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄグ
ループオーナの役割を割り当て、１つ以上の他のＤ２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄクライアントの役
割を割り当てることを含み、前記Ｄ２Ｄグループオーナ及びＤ２Ｄクライアントは、直接
通信するＤ２Ｄ－ＵＥのペアであり、
　　　前記初期Ｄ２Ｄリンク評価の実行では、
　　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアを前記直接通信モードに切り替え、
　　　　前記直接通信モードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、前記Ｄ２Ｄクライ
アントへプローブ要求メッセージを送信し、前記Ｄ２Ｄクライアントは、前記プローブ要
求メッセージを受信すると、前記Ｄ２Ｄクライアントによって観察された第１のＤ２Ｄリ
ンクＣＳＩを前記Ｄ２Ｄグループオーナへ送信し、
　　　　前記Ｄ２Ｄグループオーナは、ＣＳＩ測定を実行して、第２のＤ２ＤリンクＣＳ
Ｉを取得し、
　　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、所定の時間にセルラーモードに切り戻し、
　　　　前記セルラーモードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、そのアクセスノー
ドへ前記第１のＤ２ＤリンクＣＳＩ及び前記第２のＤ２ＤリンクＣＳＩの両方を送信し、
　　　　前記アクセスノードは、Ｄ２Ｄリンク管理を実行し、前記Ｄ２Ｄリンク管理は、
報告された前記第１のＤ２ＤリンクＣＳＩ及び前記第２のＤ２ＤリンクＣＳＩとセルラー
リンクＣＳＩとを比較し、前記直接通信をアクティブにするかどうか、または、Ｄ２Ｄ－
ＵＥのためのセルラー通信を継続するかどうか決定することを含む、
　使用方法。
【請求項２】
　前記Ｄ２Ｄリンク確立、前記直接通信及び前記Ｄ２Ｄリンク終了は、Ｄ２Ｄ－ＵＥが直
接通信を利用可能であり、かつ、前記Ｄ２Ｄリンク評価においてＤ２Ｄ－ＵＥが直接通信
を行うことを決定された場合にのみ実行される、
　請求項１記載の使用方法。
【請求項３】
　前記Ｄ２Ｄリンク管理の実行は、直接通信をアクティブにすると決定された場合に、前
記直接通信で使用する直接通信パラメータ値を取得することを含む、
　請求項１または２に記載の使用方法。
【請求項４】
　前記Ｄ２Ｄリンク終了は、Ｄ２Ｄトランザクションが完了したとき、または、Ｄ２Ｄリ
ンクの障害によって、または、セルラーネットワークアクセスノードによって、実行され
る、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の使用方法。
【請求項５】
　１つ以上のアクセスノードを含むセルラーネットワークと、
　１つ以上の前記アクセスノードを介して１つのＵＥから別のＵＥへデータが送信される
セルラーモードで動作可能なＵＥ（ユーザ端末）と、を備え、少なくともいくつかのＵＥ
は、ＵＥのペアが１つのＵＥから他のＵＥへデータを直接送信する直接通信モードでも動
作可能なＤ２Ｄ－ＵＥ（Ｄ２Ｄ可能ＵＥ）であり、
　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記セルラーネットワークとの制御シ
グナリング接続を維持し、前記セルラーモードに１回以上変更し、前記セルラーネットワ
ークへＣＳＩ（チャネル状態情報）を送信し、前記セルラーネットワークは、Ｄ２Ｄ－Ｕ
Ｅに前記直接通信モードまたは前記セルラーモードで動作させるかどうかの決定において
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、前記ＣＳＩ及び／またはＤ２Ｄ－ＵＥのためのネットワーク利用可能な地理的位置情報
を使用し、
　前記セルラーネットワークは、ネットワークアシストディスカバリを実行し、前記ネッ
トワークアシストディスカバリは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが直接通信を利用可能かどうか決定する
こと、１つのＤ２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄグループオーナの役割を割り当て、１つ以上の他のＤ
２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄクライアントの役割を割り当てることを含み、前記Ｄ２Ｄグループオ
ーナ及びＤ２Ｄクライアントは、直接通信するＤ２Ｄ－ＵＥのペアであり、
　前記セルラーネットワークは、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアを前記直接通信モードに切り替え、
　前記直接通信モードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、前記Ｄ２Ｄクライアント
へプローブ要求メッセージを送信し、前記Ｄ２Ｄクライアントは、前記プローブ要求メッ
セージを受信すると、前記Ｄ２Ｄクライアントによって観察された第１のＤ２ＤリンクＣ
ＳＩを前記Ｄ２Ｄグループオーナへ送信し、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、ＣＳＩ測定を
実行して、第２のＤ２ＤリンクＣＳＩを取得し、前記セルラーネットワークは、Ｄ２Ｄ－
ＵＥのペアを、所定の時間にセルラーモードに切り戻し、
　前記セルラーモードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、そのアクセスノードへ前
記第１のＤ２ＤリンクＣＳＩ及び前記第２のＤ２ＤリンクＣＳＩの両方を送信し、前記ア
クセスノードは、Ｄ２Ｄリンク管理を実行し、前記Ｄ２Ｄリンク管理は、報告された前記
第１のＤ２ＤリンクＣＳＩ及び前記第２のＤ２ＤリンクＣＳＩとセルラーリンクＣＳＩと
を比較し、前記直接通信をアクティブにするかどうか、または、Ｄ２Ｄ－ＵＥのためのセ
ルラー通信を継続するかどうか決定することを含む、
　無線通信システム。
【請求項６】
　前記無線通信システムは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えない、Ｄ２Ｄ
可能なＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ＴＤＤ（時分割多重）システムである、
　請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記セルラーモードは、ダウンリンク送信状態及びアップリンク送信状態を含み、
　前記ダウンリンク送信状態では、キャリア周波数上で、アクセスノードが、信号及び／
または物理チャネルの送信を実行しつつ、ＵＥが、信号及び／または物理チャネルの監視
または受信を実行し、
　前記アップリンク送信状態では、前記キャリア周波数上でまた、前記アクセスノードが
、信号及び／または物理チャネルの受信を実行しつつ、ＵＥが、信号及び／または物理チ
ャネルの送信を実行する、
　請求項６に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレームで動
作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが前記キャリア周波数または直接通信専用のキャリア
コンポーネントでＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を
実行する、
　請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　無線通信システムはＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えない、Ｄ２Ｄ可能な
ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ＦＤＤ（周波数分割多重）システムである、
　請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記セルラーモードでは、ダウンリンクキャリア周波数上で、アクセスノードが、ダウ
ンリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行しつつ、ＵＥが、ダウンリンク信号
及び／または物理チャネルの監視または受信を実行し、
　同時に、アップリンクキャリア周波数上で、前記アクセスノードが、アップリンク信号
及び／または物理チャネルの受信を実行しつつ、ＵＥが、アップリンク信号及び／または
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物理チャネルの送信を実行する、
　請求項９に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが前記直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレーム
で動作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥがＤ２Ｄ受信を前記ダウンリンクキャリア周波数
または前記アップリンクキャリア周波数または直接通信専用のキャリアコンポーネントで
実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行する、
　請求項１０に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、異なるキャリア周波数で同時に送信及び受信の実行を可能
にするフルデュプレクサを有し、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、前記ダウンリンクキャリア周波数上の特定のサブフレームによりＤ２
Ｄ受信を実行する前記直接通信モードで動作し、前記セルラーアップリンクキャリア周波
数上の同じサブフレームによりセルラーアップリンク信号及び／または物理チャネルの送
信を実行可能であり、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、前記セルラーアップリンクキャリア周波数上の特定のサブフレームに
よりＤ２Ｄ送信を実行する前記直接通信モードで動作し、前記セルラーダウンリンクキャ
リア周波数上の同じサブフレームによりセルラーダウンリンク信号及び／または物理チャ
ネルの監視または受信を実行可能である、
　請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記無線通信システムは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えた、Ｄ２Ｄ可
能なＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ＴＤＤ（時分割多重）システムである、
　請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項１４】
　前記セルラーモードは、ダウンリンク送信状態及びアップリンク送信状態を含み、
　前記ダウンリンク送信状態では、ＣＡ機能を備えたアクセスノードは、プライマリコン
ポーネントキャリアのセルラーダウンリンクリソースと必要に応じてセカンダリコンポー
ネントキャリアのセルラーアグリゲートダウンリンクリソースとで、ダウンリンク信号及
び／または物理チャネルの送信を実行し、ＵＥは、同じプライマリコンポーネントキャリ
アと必要に応じてセカンダリコンポーネントキャリアとで、信号及び／または物理チャネ
ルの監視または受信を実行し、
　前記アップリンク送信状態では、前記プライマリコンポーネントキャリアと必要に応じ
てセカンダリコンポーネントキャリアで、ＣＡ機能を備えたアクセスノードは、信号及び
／または物理チャネルの受信を実行しつつ、ＵＥは、アップリンク信号及び／または物理
チャネルの送信を実行する、
　請求項１３に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレームで動
作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが前記直接通信のネットワークによって設定されたリ
ソース上でＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行す
る、
　請求項１４に記載の無線通信システム。
【請求項１６】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、１つ以上のコンポーネントキャリア上で送信及び受信のい
ずれかの実行を可能にするＣＡ機能を有し、
　前記直接通信のために前記セルラーネットワークによって設定されたリソースが、プラ
イマリコンポーネントキャリアである場合、直接通信モードでセルラー通信は実行されず
、
　前記直接通信のためにネットワークにより設定されたリソースが、セカンダリコンポー
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ネントキャリアまたは直接通信専用のコンポーネントキャリアである場合：
　　特定のサブフレームでＤ２Ｄ受信を実行する直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥ
は、前記プライマリコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラーダウン
リンク信号及び／または物理チャネルの監視または受信を実行可能であり、
　　特定のサブフレームでＤ２Ｄ送信を実行する直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥ
は、前記プライマリコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラーアップ
リンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行可能である、
　請求項１５に記載の無線通信システム。
【請求項１７】
　前記無線通信システムは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えた、Ｄ２Ｄ可
能なＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ＦＤＤ（周波数分割多重）システムである
、
　請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項１８】
　前記セルラーモードでは、アクセスノードが、プライマリダウンリンクコンポーネント
キャリアのセルラープライマリダウンリンクリソースとアグリゲートされたセカンダリダ
ウンリンクコンポーネントキャリアのセルラーセカンダリダウンリンクリソースとの一方
または両方で、ダウンリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行し、ＵＥは、前
記プライマリダウンリンクコンポーネントキャリアと前記セカンダリダウンリンクコンポ
ーネントキャリアとの一方または両方で、ダウンリンク信号及び／または物理チャネルの
監視または受信を実行し、
　同時に、前記アクセスノードは、プライマリアップリンクコンポーネントキャリアのセ
ルラープライマリアップリンクリソースとアグリゲートされたセカンダリアップリンクコ
ンポーネントキャリアのセルラーセカンダリアップリンクリソースとの一方または両方で
、アップリンク信号及び／または物理チャネルの受信を実行し、ＵＥは、前記プライマリ
アップリンクコンポーネントキャリアと前記セカンダリアップリンクコンポーネントキャ
リアとの一方または両方で、アップリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行す
る、
　請求項１７に記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレームで動
作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが直接通信のネットワークによって設定されたリソー
ス上でＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行する、
　請求項１８に記載の無線通信システム。
【請求項２０】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、ＣＡ機能を有し、１つ以上のコンポーネントキャリア上で
送信及び受信を実行することが可能であり、
　直接通信のためのネットワークにより設定されたリソースが、前記プライマリアップリ
ンクコンポーネントキャリアまたはプライマリダウンリンクコンポーネントキャリアであ
る場合：
　　プライマリダウンリンクコンポーネントキャリアで特定のサブフレームによりＤ２Ｄ
受信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリアップリンクコンポーネントキャリア上
の同じサブフレームにより、セルラーアップリンク信号及び／または物理チャネルの送信
を実行可能であり、
　　前記プライマリアップリンクコンポーネントキャリアで特定のサブフレームによりＤ
２Ｄ送信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリダウンリンクコンポーネントキャリ
ア上の同じサブフレームによりセルラーダウンリンク信号及び／または物理チャネルの監
視または受信を実行可能であり、
　さらに、直接通信のためのネットワークによって設定されたリソースが、前記セカンダ
リアップリンクコンポーネントキャリアまたはダウンリンクコンポーネントキャリアまた
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はＤ２Ｄ専用のコンポーネントキャリアである場合、特定のサブフレームでＤ２Ｄの送信
または受信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリアップリンクコンポーネントキャ
リアまたは前記ダウンリンクコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラ
ーアップリンク物理チャネル及び／または信号の送信とセルラーダウンリンク物理チャネ
ル及び／または信号の監視または受信とを実行するように、必要に応じて構成されている
、
　請求項１９に記載の無線通信システム。
【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通信の使用方法、無線通信システム及びアーキテクチ
ャに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下の略語について説明する。
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【表１】

【０００３】
　一般的に、無線通信システムにおけるユーザ端末（ＵＥ）や他のモバイルデバイスが、
セルラー通信モードで動作している場合、通信デバイスが互いに近接し配置されていても



(8) JP 6468185 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

、データトラフィックは、基地局（ＢＳ）のような集中コントローラやアクセスノードを
介して行われる。集中処理の利点の１つは、リソース制御及び管理と干渉制御及び管理の
容易性を向上できることである。潜在的な欠点が少なく、効率的にリソースを利用できる
。例えば、潜在的にリソースの２倍の量が、セルラーモードで動作するＵＥのために必要
とされる。例えば、セルラー通信モードで動作している２つのＵＥ間の通信では、１つの
セルラーＵＥが、それ自身と基地局との間に割り当てられた第１の無線リソースを有する
必要があり、別の無線リソースが、基地局（または別の基地局）と他のセルラーＵＥとの
間に割り当てられる必要がある。集中コントローラの一例は、ロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ）の拡張ノードＢ（ｅＮＢ）である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記と比較すると、直接通信（direct communication）モードまたはデバイスツーデバ
イス（Ｄ２Ｄ）モードで動作しているＵＥでは、直接通信を可能とするため２つのＵＥが
互いに十分近接している場合、１つのＤ２Ｄ通信可能なＵＥ（Ｄ２Ｄ-ＵＥ）とペアにな
るＤ２Ｄ-ＵＥとの間の通信のために、１つの無線リソースのみが必要とされる。システ
ムスループットの改善、すなわち全体的なセルスペクトル効率の改善を支援するためには
、無線ネットワークにおいて、Ｄ２Ｄ-ＵＥのペアを構成し、適切にＤ２Ｄモードで動作
することが好ましい。
【０００５】
　セルラーモードとＤ２Ｄモードの混合は、３ＧＰＰ（3rd generation partnership pro
ject）のＬＴＥ-Ａ（Long Term Evolution-Advanced）及びＷｉＭａｘ（worldwide inter
operability for microwave access）のような新しい世代の無線技術として検討されてい
る。Ｄ２Ｄモードネットワークの一例は、アドホックネットワークであり、アドホックネ
ットワークでは、１つのＤ２Ｄ-ＵＥが、ハンドシェイクや競合手続きを介して、ペアと
なるＵＥとの直接接続（direct connection）をセットアップする。
【０００６】
　セルラーネットワークは、例えば、ＵＭＴＳ（universal mobile telecommunications 
system）、Ｗ-ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）ネットワーク、Ｗ
ｉＭＡＸネットワーク及び３ＧＰＰ ＬＴＥネットワークのような、広域展開型ワイヤレ
スネットワーク（widely deployed wireless networks）を含む。
【０００７】
　以前のまたは既存の装置、製品、システム、方法、プラクティス、出版物、または他の
情報、あるいは、任意の関連する問題や課題への単なる言及は、それらが個別的にまたは
任意の組み合わせで、当分野における当業者の共通の一般的知識の一部を形成すること、
またはそれらが先行技術を許容することを、確認あるいは承認するものではないと、明ら
かに理解される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述したように、本発明は、セルラーネットワーク制御及び管理の下で直接デバイスツ
ーデバイス通信が許容されるセルラーネットワークにおける、デバイス間の情報通信に関
する。
【０００９】
　具体的に、第１の形式では、本発明は、広く無線通信システムに関し、前記無線通信シ
ステムは、
　１つ以上のアクセスノードを含むセルラーネットワークと、
　１つ以上の前記アクセスノードを介して１つのＵＥから別のＵＥへデータが送信される
セルラーモードで動作可能なＵＥ（ユーザ端末）と、を備え、少なくともいくつかのＵＥ
は、ＵＥのペアが１つのＵＥから他のＵＥへデータを直接送信する直接通信モードでも動
作可能なＤ２Ｄ－ＵＥ（Ｄ２Ｄ可能ＵＥ）であり、
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　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記セルラーネットワークとの制御シ
グナリング接続（control signalling connection）を維持し、前記セルラーモードに１
回以上変更し、前記セルラーネットワークへＣＳＩ（channel state information：チャ
ネル状態情報）を送信し、前記セルラーネットワークは、Ｄ２Ｄ－ＵＥに前記直接通信モ
ードまたは前記セルラーモードで動作させるかどうかの決定において、前記ＣＳＩ及び／
またはＤ２Ｄ－ＵＥのためのネットワーク利用可能な地理的位置情報を使用するものであ
る。
【００１０】
　ＵＥは、他のパーティ（ＵＥ）が遠くに位置するか、または直接通信のリンク品質がオ
ーバーレイされた無線ネットワークよりも悪い場合、セルラーモードで動作してもよい。
他方、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ペアになるＤ２Ｄ-ＵＥが、十分近くに位置し、直接通信のリン
ク品質がオーバーレイされたセルラー／無線ネットワークに比べて（少なくとも潜在的に
）良い場合、直接通信モード（またはＤ２Ｄモード）で動作してもよい。
【００１１】
　前記直接通信モード／Ｄ２Ｄモードでは、通信する２つのＤ２Ｄ－ＵＥは、セルラーモ
ードのＵＥと、セルラーネットワークのダウンリンクまたはアップリンクのリソースを共
有してもよい。代わりに、通信する２つのＤ２Ｄ－ＵＥは、直接通信専用リソースを使用
してもよい。前記専用リソースは、スペクトルのペアブロックではなく、オーバーレイセ
ルラーネットワークのアップリンクまたはダウンリンクのリソースのために使用されない
ものの、オーバーレイセルラーネットワークによって制御可能である、プライマリキャリ
アコンポーネントやセカンダリキャリアコンポーネントまたは専用のキャリアコンポーネ
ントにおける、セルラーアップリンク専用またはセルラーダウンリンク専用のリソースで
もよい。好ましくは、Ｄ２Ｄ通信の専用リソースでは、セル、ネットワークの一部、また
はネットワーク全体の中で、セルラーモード通信は行わない。
【００１２】
　任意の通信する２つのＤ２Ｄ－ＵＥが、セルラーモードのＵＥとセルラーネットワーク
のダウンリンクまたはアップリンクのリソースを共有することができ、また、専用のセル
ラーアップリンクまたは専用のセルラーダウンリンクのリソース内の専用のリソースで動
作することができるため、オーバーレイされたセルラーネットワークが任意の直接通信を
制御し、それにより、少なくともシステム全体の整合性と品質を確保し、及び／または、
全体的なスペクトル効率の改善を提供することを支援することが好ましいと理解される。
さらに、任意の通信する２つのＤ２Ｄ－ＵＥがモビリティの対象となってもよいことから
（一方または両方が移動してもよい）、特に、２つのＤ２Ｄ通信するＵＥが互いに離れる
ように移動する場合、例えば、シャドーイング領域に移動する場合、直接通信リンクは、
全体の直接通信セクションのために常に保証されず、劣化してもよい。
【００１３】
　無線通信システムの一実施の形態では、前記無線通信システムはキャリアアグリゲーシ
ョン（ＣＡ）機能を備えないＤ２Ｄ可能なロングタームエボリューション（ＬＴＥ）時分
割体重（ＴＤＤ）システムであってもよい。この実施の形態では、前記セルラーモードは
、ダウンリンク送信状態（downlink transmission state）及びアップリンク送信状態（u
plink transmission state）を含んでいてもよい。前記ダウンリンク伝送状態では、割り
当てられたキャリア周波数上で、アクセスノードが、信号（signal）及び／または物理チ
ャネルの送信を実行しつつ、ＵＥが、信号（signal）及び／または物理チャネルの監視ま
たは受信を実行してもよく、前記アップリンク送信状態では、前記キャリア周波数上で、
前記アクセスノードが、信号（signal）及び／または物理チャネルの受信を実行しつつ、
ＵＥが、信号（signal）及び／または物理チャネルの送信を実行してもよい。Ｄ２Ｄ－Ｕ
Ｅのペアが直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレームで動作している場
合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが前記キャリア周波数または直接通信専用のキャリアコンポーネン
トでＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行してもよ
い。
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【００１４】
　無線通信システムの別の実施の形態では、前記無線通信システムはキャリアアグリゲー
ション（ＣＡ）機能を備えないＤ２Ｄ可能なロングタームエボリューション（ＬＴＥ）周
波数分割多重（ＦＤＤ）システムであってもよい。この実施の形態では、前記セルラーモ
ードでは、ダウンリンクキャリア周波数上で、アクセスノードが、ダウンリンク信号（do
wnlink signal）及び／または物理チャネルの送信を実行しつつ、ＵＥが、ダウンリンク
信号（downlink signal）及び／または物理チャネルの監視または受信を実行してもよく
、同時に、アップリンクキャリア周波数上で、前記アクセスノードが、アップリンク信号
（uplink signal）及び／または物理チャネルの受信を実行しつつ、ＵＥが、アップリン
ク信号（uplink signal）及び／または物理チャネルの送信を実行してもよい。
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが前記直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレーム
で動作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥがＤ２Ｄ受信を前記ダウンリンクキャリア周波数
または前記アップリンクキャリア周波数または直接通信専用のキャリア周波数で実行して
いる間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行してもよい。
【００１５】
　前の段落で説明した無線通信システムの実施の形態において、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、異なるキャリア周波数で同時に送信及び受信の実行を可能
にするフルデュプレクサを有してもよく、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ダウンリンクキャリア周波数上の特定のサブフレームによりＤ２Ｄ受
信を実行する前記直接通信モードで動作し、セルラーアップリンクキャリア周波数上の同
じサブフレームによりセルラーアップリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行
してもよく、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、セルラーアップリンクキャリア周波数上の特定のサブフレームにより
Ｄ２Ｄ送信を実行する前記直接通信モードで動作し、セルラーダウンリンクキャリア周波
数上の同じサブフレームによりセルラーダウンリンク信号及び／または物理チャネルの監
視または受信を実行してもよい。
【００１６】
　無線通信システムのさらに別の実施の形態では、無線通信システムはキャリアアグリゲ
ーション（ＣＡ）機能を備えたＤ２Ｄ可能なロングタームエボリューション（ＬＴＥ）時
分割多重（ＴＤＤ）システムであってもよい。この実施の形態では、前記セルラーモード
は、ダウンリンク送信状態及びアップリンク送信状態を含んでもよく、
　前記ダウンリンク送信状態では、ＣＡ機能を備えたアクセスノードは、プライマリコン
ポーネントキャリア（ＰＣＣ）のセルラーダウンリンクリソースと必要に応じてセカンダ
リコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）のセルラーアグリゲートダウンリンクリソースとで
、ダウンリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行し、ＵＥは、同じプライマリ
コンポーネントキャリアと必要に応じてセカンダリコンポーネントキャリアとで、信号及
び／または物理チャネルの監視または受信を実行し、
　前記アップリンク送信状態では、前記プライマリコンポーネントキャリアと必要に応じ
てセカンダリコンポーネントキャリアで、ＣＡ機能を備えたアクセスノードは、信号及び
／または物理チャネルの受信を実行しつつ、ＵＥは、アップリンク信号及び／または物理
チャネルの送信を実行する。
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが前記直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレーム
で動作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが前記直接通信のネットワークによって設定され
たリソース上でＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実
行してもよい。
【００１７】
　前の段落で説明した無線通信システムの実施の形態において、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、１つ以上のコンポーネントキャリア上で送信及び受信のい
ずれかの実行を可能にするＣＡ機能を有してもよく、
　直接通信のために前記ネットワークによって設定されたリソースが、プライマリコンポ
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ーネントキャリアである場合、直接通信モードでセルラー通信は実行されなくてもよく、
　前記直接通信のためにネットワークにより設定されたリソースが、セカンダリコンポー
ネントキャリアまたは直接通信専用のコンポーネントキャリアである場合：
　　特定のサブフレームでＤ２Ｄ受信を実行する直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥ
は、前記プライマリコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラーダウン
リンク信号及び／または物理チャネルの監視または受信を実行してもよく、
　　特定のサブフレームでＤ２Ｄ送信を実行する直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥ
は、前記プライマリコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラーアップ
リンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行してもよい。
【００１８】
　無線通信システムのさらなる実施の形態では、無線通信システムはキャリアアグリゲー
ション（ＣＡ）機能を備えたＤ２Ｄ可能なロングタームエボリューション（ＬＴＥ）周波
数分割複信（ＦＤＤ）システムであってもよい。
この実施の形態では、前記セルラーモードでは、アクセスノードが、プライマリダウンリ
ンクコンポーネントキャリアのセルラープライマリダウンリンクリソースとアグリゲート
されたセカンダリダウンリンクコンポーネントキャリアのセルラーセカンダリダウンリン
クリソースとの一方または両方で、ダウンリンク信号及び／または物理チャネルの送信を
実行し、ＵＥは、前記プライマリダウンリンクコンポーネントキャリアと前記セカンダリ
ダウンリンクコンポーネントキャリアとの一方または両方で、ダウンリンク信号及び／ま
たは物理チャネルの監視または受信を実行してもよく、
　同時に、前記アクセスノードは、プライマリアップリンクコンポーネントキャリアのセ
ルラープライマリアップリンクリソースとアグリゲートされたセカンダリアップリンクコ
ンポーネントキャリアのセルラーセカンダリアップリンクリソースとの一方または両方で
、アップリンク信号及び／または物理チャネルの受信を実行し、ＵＥは、前記プライマリ
アップリンクコンポーネントキャリアと前記セカンダリアップリンクコンポーネントキャ
リアとの一方または両方で、アップリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行し
てもよい。
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが直接通信モードにおいて無線フレームの特定のサブフレームで動
作している場合、他のＤ２Ｄ－ＵＥが直接通信のネットワークによって設定されたリソー
ス上でＤ２Ｄ受信を実行している間、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみがＤ２Ｄ送信を実行しても
よい。
【００１９】
　前の段落で説明した無線通信システムの実施の形態において、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥは、それぞれ、ＣＡ機能を有し、１つ以上のコンポーネントキャリア上で
送信及び受信を実行可能としてもよく、
　直接通信のためのネットワークにより設定されたリソースが、前記プライマリアップリ
ンクコンポーネントキャリアまたはプライマリダウンリンクコンポーネントキャリアであ
る場合：
　　プライマリダウンリンクコンポーネントキャリアで特定のサブフレームによりＤ２Ｄ
受信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリアップリンクコンポーネントキャリア上
の同じサブフレームにより、セルラーアップリンク信号及び／または物理チャネルの送信
を実行してもよく、
　　前記プライマリアップリンクコンポーネントキャリアで特定のサブフレームによりＤ
２Ｄ送信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリダウンリンクコンポーネントキャリ
ア上の同じサブフレームによりセルラーダウンリンク信号及び／または物理チャネルの監
視または受信を実行してもよく、
　さらに、直接通信のためのネットワークによって設定されたリソースが、前記セカンダ
リアップリンクコンポーネントキャリアまたはダウンリンクコンポーネントキャリアまた
はＤ２Ｄ専用のコンポーネントキャリアである場合、特定のサブフレームでＤ２Ｄの送信
または受信を実行するＤ２Ｄ－ＵＥは、前記プライマリアップリンクコンポーネントキャ
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リアまたは前記ダウンリンクコンポーネントキャリア上の同じサブフレームによりセルラ
ーアップリンク物理チャネル及び／または信号の送信とセルラーダウンリンク物理チャネ
ル及び／または信号の監視または受信とを実行するように、必要に応じて構成されてもよ
い。
【００２０】
　本発明の第１の形態の無線通信システムに関連するさらなるコメントを以下に示す。
【００２１】
　前記システムは、セルラーカバレッジの下で、いくつかのモバイルデバイス（ＵＥ）の
ための無線接続性を提供するセルラーネットワークを形成する１つ以上のアクセスノード
を含んでもよい。前記モバイルデバイスのうち、少なくとも２つは、直接デバイスツーデ
バイス通信が可能なＤ２Ｄ－ＵＥであってもよい。前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、同じアクセスノ
ード、または異なるアクセスノードに属していてもよい。第１のＤ２Ｄ－ＵＥが第２のＤ
２Ｄ－ＵＥと通信する必要がある場合、前記第１及び第２のＤ２Ｄ－ＵＥは、まず、それ
らのアクセスノードと、シグナリングの確立／接続性の制御を行ってもよい。第１のＤ２
Ｄ－ＵＥが第２のＤ２Ｄ－ＵＥと十分近くに位置し、例えば、Ｄ２Ｄ－ＵＥのネットワー
ク利用可能な地理的情報から、それらのアクセスノードによって検出された場合、記アク
セスノードは、前記セルラーアクセスノードとの接続性の制御を維持しつつ、データの送
信及び受信のための直接通信を確立するよう、Ｄ２Ｄ－ＵＥを設定してもよい。
【００２２】
　本発明の前記第１の形態に係る無線通信システムのシステムモデルは、システム移行モ
デルと考えられる。前記システム移行モデルは、セルラー通信モード（またはセルラーモ
ード）と直接通信モード（またはＤ２Ｄモード）の２つのモードを備えていてもよい。前
記セルラーモードでは、直接通信に関連する機能及び特徴を無効にしてもよく、これは、
アクセスノードすることによって認識されてもよい。直接通信モード／Ｄ２Ｄモードでは
、直接通信に関連する機能及び特徴が有効となっている。直接通信モードでは、Ｄ２Ｄ－
ＵＥのペアの間で、サブフレームのような特定の時間内に、１つのＤ２Ｄ－ＵＥのみが送
信を実行し、他のＤ２Ｄ－ＵＥ（またはグループを形成する他のＤ２Ｄ－ＵＥ）が受信を
実行してもよい。
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）時分割多重（ＴＤＤ）のＤ２Ｄ－ＵＥのため
、セルラー通信に関連する機能は、Ｄ２Ｄ－ＵＥが直接通信モードにある間、活性化され
なくてもよい。ＬＴＥ周波数分割多重（ＦＤＤ）のＤ２Ｄ－ＵＥのため、セルラー送信に
関連する機能は、Ｄ２Ｄ－ＵＥが受信のための直接通信モードである間、活性化されても
よい。ＬＴＥ ＦＤＤのＤ２Ｄ－ＵＥのため、セルラー受信に関連する機能は、ＦＤＤ Ｄ
２Ｄ－ＵＥが送信のための直接通信モードである間、活性化されてもよい。キャリアアグ
リゲーション（ＣＡ）を備えたＬＴＥ ＴＤＤまたはＦＤＤ Ｄ２Ｄ－ＵＥのために、Ｄ２
ＤモードのＴＤＤ Ｄ２Ｄ－ＵＥがセカンダリキャリアコンポーネント（ＳＣＣ）で構成
されたセルラーネットワーク上で、または、またはＤ２Ｄ専用のキャリアコンポーネント
上で、動作している間、セルラー通信に関連する機能は、セルラープライマリキャリアコ
ンポーネント（ＰＣＣ）上で活性化されてもよい。
　Ｄ２Ｄ送信やＤ２Ｄ受信の実行では、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、セルラーネットワークダウンリ
ンクフレーム、サブフレーム、Ｄ２Ｄ送信またはＤ２Ｄ受信用の基準タイミングとしてシ
ンボルタイミングを使用してもよい。セルラーモードと直接通信モード間、及びその逆の
周期的な遷移は、例えば、ＵＬ機能のための現在のＬＴＥ ＤＲＸやＳＰＳを利用するこ
とによって、ネットワークの予め設定されたタイミングパターンに従ってサブフレーム毎
に起こり得る。
【００２３】
　第２の形態では、本発明は、広くＤ２Ｄ－ＵＥの送信機と受信機のためのアーキテクチ
ャに広く関連する。
【００２４】
　本発明の前記第２の形態の１つの実施の形態では、Ｄ２Ｄ（デバイスツーデバイス）可
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能なＵＥ（Ｄ２Ｄ－ＵＥ）の送信機（transmitter）のアーキテクチャが提供され、前記
アーキテクチャは、
　セルラーアップリンク送信のために割り当てられたリソースでセルラーアップリンク通
信するロングタームエボリューション（ＬＴＥ）送信機及びＤ２Ｄ送信のために割り当て
られたリソースでＤ２Ｄ通信するＤ２Ｄ送信機を有する物理（Ｐｈｙｓ）レイヤと、
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤであって：
　　セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱ（hybrid-automatic retransmiss
ion request：ハイブリッド自動再送要求）エンティティ及びＤ２Ｄ通信のためのＤ２Ｄ
　ＨＡＲＱエンティティと、
　　適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信
及びＤ２Ｄ通信の一方または両方のために適切な送信機を選択する、ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモー
ドスイッチングエンティティと、を有し、
　さらに、ＬＴＥ無線リンク制御（radio link control：ＲＬＣ）レイヤと、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（packet data convergence protocol：Ｐ
ＤＣＰ）レイヤと、
　を備えるものである。
【００２５】
　前の段落におけるアーキテクチャの実施の形態では、前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、キャリアア
グリゲーション（ＣＡ）機能を備えなくてもよく、前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信の
ための単一のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティを備えてもよく、　前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモー
ドスイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を
提供し、時間によりセルラー通信またはＤ２Ｄ通信のいずれかに適切な送信機を選択して
もよい。
　あるいは、前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）機能を備えてもよ
く、前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティテ
ィを備えてもよく、前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切な
ＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信及び／また
はＤ２Ｄ通信のために適切な送信機を選択してもよい。
【００２６】
　本発明の第２の形態の別の実施の形態では、Ｄ２Ｄ（デバイスツーデバイス）可能なＵ
Ｅ（Ｄ２Ｄ－ＵＥ）の受信機（receiver）のアーキテクチャが提供され、前記アーキテク
チャは、
　セルラーダウンリンク送信のために割り当てられたリソースでセルラーダウンリンク通
信するロングタームエボリューション（ＬＴＥ）受信機及びＤ２Ｄ送信のために割り当て
られたリソースでＤ２Ｄ通信するＤ２Ｄ受信機を有する物理（Ｐｈｙｓ）レイヤと、
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤであって：
　　セルラー通信でトランスポートチャネルの受信を処理する１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲ
Ｑ（ハイブリッド自動再送要求）エンティティ及びＤ２Ｄ通信でトランスポートチャネル
の受信を処理するＤ２Ｄ　ＨＡＲＱエンティティと、
　　適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信
及びＤ２Ｄ通信の一方または両方のために適切な受信機を選択する、ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモー
ドスイッチングエンティティと、を有し、
　さらに、ＬＴＥ無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤと、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤと、
　を備えるものである。
【００２７】
　前の段落におけるアーキテクチャの実施の形態では、前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、キャリアア
グリゲーション（ＣＡ）機能を備えなくてもよく、前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信の
ための単一のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティを備えてもよく、前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモード
スイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提
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供し、時間によりセルラー通信またはＤ２Ｄ通信のいずれかに適切な受信機を選択しても
よい。
　あるいは、前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）機能を備えてもよ
く、前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティテ
ィを備えてもよく、前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切な
ＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信及び／また
はＤ２Ｄ通信のために適切な受信機を選択してもよい。
【００２８】
　第３の形態では、本発明は、広く無線通信システムにおけるＤ２Ｄ（デバイスツーデバ
イス）通信の使用方法に関し、
　前記無線通信システムは、１つ以上のアクセスノードを含むセルラーネットワークと、
１つ以上の前記アクセスノードを介して１つのＵＥから別のＵＥへデータが送信されるセ
ルラーモードで動作可能なＵＥ（ユーザ端末）と、を備え、少なくともいくつかのＵＥは
、ＵＥのペアがＤ２Ｄリンク（Ｄ２Ｄ通信リンク）を介して１つのＵＥから他のＵＥへデ
ータを直接送信する直接通信モードでも動作可能なＤ２Ｄ－ＵＥ（Ｄ２Ｄ可能ＵＥ）であ
り、
　前記使用方法は、
　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥと前記セルラーネットワーク間の制御シグ
ナリング接続を維持し、
　前記直接通信モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥを、前記セルラーモードに１回以上変更さ
せ、前記セルラーネットワークへＣＳＩ（チャネル状態情報）を送信させ、
　Ｄ２Ｄ－ＵＥに前記直接通信モードまたは前記セルラーモードで動作させるかどうかを
決定するために、前記ＣＳＩ及び／またはＤ２Ｄ－ＵＥのためのネットワーク利用可能な
地理的位置情報を使用するものである。
【００２９】
　前記使用方法は、さらに、以下の１つ以上を含んでもよい：
　Ｄ２Ｄ－ＵＥが直接通信を利用可能かどうか決定することを含み得るネットワークアシ
ストディスカバリ（network assisted discovery）を実行し、
　直接通信を確立するかどうか、または、セルラーモード通信を継続するかどうかを決定
するために、Ｄ２Ｄリンクとセルラーネットワークの１つまたは両方のＣＳＩ（チャネル
状態情報）を評価することを含み得る初期Ｄ２Ｄリンク評価（initial D2D link evaluat
ion）を実行し、
　前記Ｄ２Ｄリンクを確立するためにＤ２Ｄリンク確立（D2D link establishment）を実
行し、
　前記Ｄ２Ｄリンクを介して直接通信（direct communication）を実行し、
　前記Ｄ２Ｄリンクを終了するＤ２Ｄリンク終了（D2D link termination）を実行する。
【００３０】
　前記ネットワークアシストディスカバリの実行は、１つのＤ２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄグルー
プオーナの役割（role）を割り当て、１つ以上の他のＤ２Ｄ－ＵＥにＤ２Ｄクライアント
の役割を割り当てることを含んでもよく、前記Ｄ２Ｄグループオーナ及びＤ２Ｄクライア
ントは、直接通信するＤ２Ｄ－ＵＥのペアである。
　前記Ｄ２Ｄリンク確立、前記直接通信及び前記Ｄ２Ｄリンク終了は、Ｄ２Ｄ－ＵＥが直
接通信を利用可能であり、かつ、前記Ｄ２Ｄリンク評価においてＤ２Ｄ－ＵＥが直接通信
を行うことを決定された場合にのみ実行されてもよい。
【００３１】
　前記初期Ｄ２Ｄリンク評価の実行は、以下を含んでいてもよい：
・Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアを前記直接通信モードに切り替え、
・前記直接通信モードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、前記Ｄ２Ｄクライアント
へプローブ要求メッセージ（probe request message）を送信し、前記Ｄ２Ｄクライアン
トは、前記プローブ要求メッセージを受信すると、前記Ｄ２Ｄクライアントによって観察
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されたＣＳＩを含むプローブ応答メッセージで前記Ｄ２Ｄグループオーナへ応答してもよ
く、
・前記Ｄ２Ｄグループオーナは、前記Ｄ２Ｄクライアントによって観察されたＣＳＩ及び
前記Ｄ２Ｄグループオーナ自身のＣＳＩ測定に基づいてＣＳＩ測定（CSI measurement）
を実行してもよく、
・Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、所定の時間にセルラーモードに切り戻し（switch back）、
・前記セルラーモードにおいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナは、そのアクセスノードへＤ
２ＤリンクＣＳＩを送信し、
・前記アクセスノードは、Ｄ２Ｄリンク管理（D2D link management）を実行し、前記Ｄ
２Ｄリンク管理は、報告されたＤ２ＤリンクＣＳＩとセルラーリンクＣＳＩとを比較し、
前記直接通信をアクティブにするかどうか、または、Ｄ２Ｄ－ＵＥのためのセルラー通信
を継続するかどうか決定することを含んでもよい。
【００３２】
　前記Ｄ２Ｄリンク管理の実行は、直接通信をアクティブにすると決定された場合に、前
記直接通信で使用する直接通信パラメータ値を取得すること含んでもよい。
【００３３】
　前記Ｄ２Ｄリンクを介した直接通信の実行は、さらに以下を含んでいてもよい：
・直接データ交換を開始するため、所定の時間に前記直接通信モードへＤ２Ｄ－ＵＥのペ
アの両方を切り替え、
・Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの間で直接データ交換を実行し、
・所定の時間にＤ２Ｄ－ＵＥのペアによってＤ２ＤリンクＣＳＩ測定を実行し、
・所定の時間に、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの両方は、セルラーモードに切り替えて、ＣＳＩレ
ポートをそれらのアクセスノードへ送信し、前記報告されたＣＳＩは、前記直接通信モー
ドで前記Ｄ２Ｄ-ＵＥによって測定されたＣＳＩ及びセルラーモードで前記Ｄ２Ｄ-ＵＥに
よって測定されたＣＳＩを含み、
・報告されたＣＳＩに基づいて、前記Ｄ２Ｄグループオーナのアクセスノードは、干渉管
理及び接続評価手順（interference management & connection evaluation procedure）
を実行し、Ｄ２Ｄ-ＵＥへＤ２Ｄ再設定（reconfiguration）のための更新Ｄ２Ｄパラメー
タ値を送信し、
・更新Ｄ２Ｄパラメータ値のそれぞれを受信した後、Ｄ２Ｄ-ＵＥは、直接通信の新たな
サイクルのために直接通信モードに切り戻す。
【００３４】
　前記Ｄ２Ｄリンク終了は、Ｄ２Ｄトランザクションが完了したとき、または、Ｄ２Ｄリ
ンクの障害によって、または、セルラーネットワークアクセスノードによって、実行され
てもよい。
【００３５】
　ここに記載された特徴のいずれかは、本発明の範囲内で、ここに記載された任意の１つ
以上の他の特徴と任意に組み合わせることが可能である。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、Ｄ２Ｄモードで適切に動作することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、基地局のような単一のコントローラに属し、直接通信のためのペアを形
成する２つのＤ２Ｄ可能なＬＴＥ　ＵＥを、備える無線通信システムの一例を示す。
【図２】図２は、２つの異なる動作の基地局のような２つのコントローラに属し、直接通
信のためのペアを形成する２つのＤ２Ｄ可能なＬＴＥ　ＵＥを、備える無線通信システム
の一例を示す。
【図３】図３は、キャリアアグリゲーションを備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤシス
テムのモード遷移図の一例を示す。
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【図４】図４は、キャリアアグリゲーションを備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＦＤＤシス
テムのモード遷移図の一例を示す。
【図５】図５は、キャリアアグリゲーションを備えるＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤシステ
ムのモード遷移図の一例を示す。
【図６】図６は、キャリアアグリゲーションを備えるＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＦＤＤシステ
ムのモード遷移図の一例を示す。
【図７】図７は、キャリアアグリゲーションを備えないレガシーＬＴＥ－ＵＥの送信機に
基づいてＤ２Ｄ－ＵＥの送信機のアーキテクチャを生成するためのアーキテクチャエボリ
ューションを示す。
【図８】図８は、キャリアアグリゲーションを備えないレガシーＬＴＥ－ＵＥの受信機に
基づいてＤ２Ｄ－ＵＥの受信機に対応するアーキテクチャを生成するためのアーキテクチ
ャエボリューションを示す。
【図９】図９は、キャリアアグリゲーションを備えたレガシーＬＴＥ－ＵＥの送信機に基
づいてＤ２Ｄ－ＵＥの送信機のアーキテクチャを生成するためのアーキテクチャエボリュ
ーションを示す。
【図１０】図１０は、キャリアアグリゲーションを備えたレガシーＬＴＥ－ＵＥの受信機
に基づいてＤ２Ｄ－ＵＥの受信機のアーキテクチャを生成するためのアーキテクチャエボ
リューションを示す。
【図１１】図１１は、ネットワークアシストディスカバリを備えたオーバーレイセルラー
ネットワーク制御の下で、直接通信を確立及び終了するための方法を示す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１３Ａ】図１３Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１４Ａ】図１４Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、アクセスノード
により接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、アクセスノード
によって接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが単一のアクセスノードに属し、アクセスノード
によって接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１５Ａ】図１５Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属する直接通信の確立
及び終了手順の説明を支援する。
【図１６Ａ】図１６Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、Ｄ２Ｄ接続が障
害となる直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
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【図１７Ａ】図１７Ａは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、アクセスノード
によって接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、アクセスノード
によって接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥが複数のアクセスノードに属し、アクセスノード
によって接続の終了が開始される直接通信の確立及び終了手順の説明を支援する。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明の好ましい特徴、実施の形態およびバリエーションは、本発明を実施するために
、当業者に十分な情報を提供する以下の詳細な説明から理解することができる。この詳細
な説明は、いかなる方法でも上記本発明の概要の範囲を限定するものと見なされるもので
はない。この詳細な説明では、上記の図面の番号を参照する。
【００３９】
　図１は、同じセルでデバイスツーデバイスの直接通信を行う通信ネットワークを示す。
図１は、一例の無線通信システム１００を示す。図１に示す無線通信システム１００は、
マクロ基地局（base station：BS）である第１のアクセスノード１１０ａを含む。基地局
は、例えば、ｅＮＢであってもよい。アクセスノード／ｅＮＢ１１０ａは、マクロセルカ
バレッジと、ペアまたは非ペアのキャリア周波数Ｆ１上でＵＥ１２０ｂ、１２０ｃ.ｌ及
び１２０ｃ.２に無線接続１０２を提供する。無線通信システム１００は、また、オーバ
ーレイされたＢＳ１１０ａのマクロセルカバレッジ内のピコセルカバレッジのピコ基地局
である第２のアクセスノード１１０ｂを含む。ピコ基地局は、ペアまたは非ペアのキャリ
ア周波数Ｆ２上でＵＥ１２０ｂ及びＵＥ１２０ａに無線接続１０４を提供する。
【００４０】
　第１のアクセスノード１１０ａ及び第２のアクセスノード１１０ｂは、他のアクセスノ
ード及び／またはインターネットとのネットワーク接続を提供するモバイルネットワーク
／インターネット１３０によって接続されている。ＵＥ１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃ
は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）の特徴／機能及び／またはＤ２Ｄの特徴／機能を
サポート可能でもよい。ネットワークアクセスの際、第１（１１０ａ）または第２（１１
０ｂ）のアクセスノードのようなアクセスノードは、ＵＥが、ＣＡあり、またはなしで直
接通信するように設定されることが可能であるかどうかを知らされるべきである。Ｄ２Ｄ
－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及びＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.２のように直接通信をサポート可能なＵＥ
について、ネットワークベースのＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位シス
テム）のようなネットワーク利用可能な地理的位置情報に基づいて、ＢＳ１１０ａのよう
なアクセスノードは、デバイスディスカバリ（デバイス検出）を支援（アシスト）しても
よく、ＢＳ１１０ａを通過するトラフィックをオフロード（負荷低減）するための手段と
して、キャリア周波数Ｆ３上の直接通信１０６のための制御及びカバレッジの下でＤ２Ｄ
－ＵＥ１２０ｃ.ｌとＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.２を設定してもよく、提供されるＤ２Ｄ－Ｕ
Ｅ１２０ｃ.１及びＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.２は、互いに十分近くに位置しており、良好な
（または少なくとも十分な）ダイレクトリンク（直接リンク）品質を得ている。
【００４１】
　図２は、異なるセルでデバイスツーデバイスの直接通信を行う通信ネットワークを示す
。図２は、別の例の無線通信システムｌ００ｂｉｓを示す。例えば、図２の例における無
線通信システムｌ００ｂｉｓは、図１の例における無線通信システム１００に比べわずか
に拡張され、無線通信システムｌ００ｂｉｓは、さらに、ペアまたは非ペアのキャリア周
波数Ｆ４上でＵＥ１２０ａ及び１２０ｃ.２に無線接続を提供する第３のアクセスノード
（ＢＳ）１１０ｃを含む。第１のアクセスノードＢＳ１１０ａは、ＵＥ１２０ｂ及び１２
０ｃ.ｌに無線接続を提供する。第１のアクセスノード及び第３のアクセスノードの両方
は、第１の（１１０ａ）及び第３（１１０ｃ）のアクセスノードを含み、すべてのアクセ
スノード間でシグナリングおよびデータのためのネットワーク接続を提供するモバイルネ
ットワーク／インターネット１３０を介して相互に接続されている。ネットワーク利用可
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能な地理的位置情報に基づいて、ＢＳ１１０ａ及び１１０ｃのようなアクセスノードは、
デバイスディスカバリを支援してもよく、それらのネットワーク（例えばＢＳ１１０ａ及
びＢＳ１１０ｃを介して）を通過するトラフィックをオフロードするための手段として、
キャリア周波数Ｆ３上の直接通信１０６のための制御及びカバレッジの下でＤ２Ｄ－ＵＥ
１２０ｃ.ｌとＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.２を設定してもよく、提供されるＤ２Ｄ－ＵＥ１２
０ｃ.ｌ及びＤ２Ｄ－ＵＥ １２０ｃ.２は、互いに十分近くに位置しており、良好な（ま
たは少なくとも十分な）ダイレクトリンク品質を得ている。キャリア周波数Ｆ４は、キャ
リア周波数Ｆ１と同じであってもよい。
【００４２】
　２つの通信するＤ２Ｄ－ＵＥ（例えば１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２）は、セルラーモー
ドのＵＥ（１２０ａ及び１２０ｂ）とセルラーネットワークのダウンリンクまたはアップ
リンクリソースを共有してもよい。すなわち、Ｄ２Ｄ接続１０６がＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ
.ｌと１２０ｃ.２の間で確立されるキャリア周波数Ｆ３は、例示の無線通信システム１０
０のためのＦ１と同じであってもよく、また、例示の無線通信システムｌ００ｂｉｓのた
めのＦ１またはＦ４（Ｆ１とＦ４が異なる場合）のいずれかと同じであってもよい。
　代わりに、２つの通信するＤ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.１及び１２０ｃ.２は、Ｄ２Ｄ通信の
専用リソースを使用してもよい。専用リソースは、専用セルラーアップリンクまたは専用
セルラーダウンリンクリソースや、Ｆ３（Ｆ３≠Ｆ１かつＦ３≠Ｆ４）のようなスペクト
ルのペアブロックではなく、オーバーレイセルラーネットワークのアップリンクまたはダ
ウンリンク通信のために使用されないが、オーバーレイセルラーネットワークによってま
だ制御可能である専用リソースでもよい。Ｄ２Ｄ通信の専用リソースでは、セル、ネット
ワークの一部またはネットワーク全体の中であっても、セルラーモード通信は行われない
。
【００４３】
　ネットワーク制御の下での直接通信の主な態様では、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが、好ましく
は、オーバーレイセルラーネットワークとのシグナリング接続を維持しながら、直接通信
を実行することが可能である。これにより、Ｄ２Ｄ直接通信が、期待または許容可能な品
質を超えて低下したか、または障害（失敗）が発生した場合、そのセルラーネットワーク
ベースの通信を再開できることを確実に可能とし、もしくは少なくとも支援することがで
きる。
【００４４】
　ここで開示されるコンセプトは、レガシーＵＥシステムにほとんどまたは全く変更を必
要としない追加コンポーネントまたは機能として、Ｄ２Ｄの特徴及び機能を、レガシーＵ
Ｅシステムに統合されることを可能にするシステムである。さらに、このコンセプトは、
好ましくは、Ｄ２Ｄの特徴及び機能を、既存の全二重ＬＴＥ－ＦＤＤ及び半二重ＬＴＥ－
ＴＤＤシステムの両方に共通して適用可能である。
【００４５】
　図３は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）を備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤシ
ステムのモード遷移図の一例を示している。図３では、このシステムは、参照符号２００
によって全体的に示されている。図３は、現在のレガシーＬＴＥ－ＴＤＤシステムが、２
つの状態、すなわち、セルラー通信モード２１０を一緒に形成するダウンリンク送信状態
２１０.ａ及びアップリンク送信状態２１０.ｂから構成されることを示している。
　ダウンリンク送信状態２１０.ａでは、キャリア周波数Ｆ１ ２１３上で、ＵＥ１２０（
例えば、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.１または１２０ｃ.２のような）が、信号（signal）及び
／または物理チャネルの監視または受信２１４を実行しつつ、アクセスノード１１０ａ（
ｅＮＢのような）は、信号（signal）及び／または物理チャネルの送信を実行する。
　アップリンク送信状態２１０.ｂでは、キャリア周波数Ｆ１ ２１３上で、ＵＥ（例えば
、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌまたは１２０ｃ.２のような）が、物理チャネル及び／または
信号（signal）の送信２１５を実行しつつ、アクセスノード１１０ａ（ｅＮＢのような）
は、信号（signal）及び／または物理チャネルの受信を実行する。
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【００４６】
　３ＧＰＰ ＬＴＥにしたがって、ダウンリンク送信状態２１０.ａ及びアップリンク送信
状態２１０.ｂ間の遷移２１０ ｃ、及びその逆は、７つの予め定義されたＵＬ－ＤＬ設定
パターン（UL-DL configuration patterns）に応じて、サブフレーム単位で生じる。セル
ラーダウンリンク送信状態２１０.ａとセルラーアップリンク送信状態２１０．ｂのいず
れかで同時に直接通信を可能とすることは、フルデュプレクサが、Ｄ２Ｄ可能なＬＴＥ－
ＴＤＤ ＵＥ（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌまたは１２０ｃ.２のような）のために同時に送
信及び受信をイネーブルにすることを要求されるように、好ましくない。
　さらにまた、直接通信のためのセルラーネットワークのダウンリンクまたはアップリン
クリソースを共有することは、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌまたは１２０ｃ.２などのＬＴＥ
－ＴＤＤ　Ｄ２Ｄ－ＵＥが、同じキャリア周波数上で送信及び受信を行い、Ｄ２Ｄ－ＵＥ
が自身の送信信号を受信することができる状況に導かれるように、望ましくない（あるい
はできない場合がある）。
【００４７】
　したがって、図３のように、本提案の直接通信では、現在のセルラーＴＤＤ通信モード
２１０に、“直接通信モード”または“Ｄ２Ｄモード”２３０を追加し、またＲＲＣ＿Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤにおけるＤ２Ｄ－ＵＥを維持、つまり、オーバーレイセルラーネットワ
ークとの制御シグナリング接続（control signalling connection）におけるＤ２Ｄ－Ｕ
Ｅを維持する。
【００４８】
　提案された直接通信モード２３０では、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペア（例えば１２０ｃ.ｌ及び
１２０ｃ.２）のセルラー通信機能２３１は無効（ディスエーブル）であり、Ｄ２Ｄ－Ｕ
Ｅのペア（例えば１２０ｃ.１及び１２０ｃ.２）の直接通信機能２３２が有効（イネーブ
ル）である。また、上述のように、共有ダウンリンクまたはアップリンクセルラーネット
ワークリソース（Ｆ１）または直接通信の専用リソース（Ｆ１またはＦ３）２３３が設定
されたネットワーク上で、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌと１２０ｃ.２のペアの間で、特定の
サブフレームにより、一方のＤ２Ｄ－ＵＥ（すなわち１２０ｃ.ｌまたは１２０ｃ．２の
いずれか）のみが、他方のＤ２Ｄ－ＵＥ（すなわち、それぞれ１２０ｃ.２または１２０
ｃ．１）が受信２３５を実行している間、Ｄ２Ｄ送信２３４を実行する。
　直接通信役割（ｒｏｌｅ）スイッチング２３６（例えば、Ｄ２Ｄ－ＵＥはそれぞれ、Ｄ
２Ｄ送信及びＤ２Ｄ受信を実行し、スワップする）は、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの間でネゴシ
エートされたタイミングパターンに応じて、サブフレーム単位で可能となる。Ｄ２Ｄ－Ｕ
Ｅは、Ｄ２Ｄ送信２３４及びＤ２Ｄ受信２３５のための基準（参照）タイミングとして、
セルラーネットワークのダウンリンクフレーム、サブフレーム、及びシンボルタイミング
を使用する。
【００４９】
　また、本提案は、周期的な遷移２２０.ａ及び２２０.ｂを含む。つまり、一方がセルラ
ー通信状態２１０.ａ及び２１０.ｂ（すなわち、セルラー通信モード２１０）であり、他
方の直接通信モード２３０であり、及びその逆である。遷移２２０．ａ及び２２０.ｂは
、ＵＬ機能のための、現在のＬＴＥ不連続受信（discontinuous reception：ＤＲＸ）と
半永続スケジューリング（semi persistent scheduling ：ＳＰＳ）を利用することによ
り、ネットワークの予め設定されたタイミングパターンに応じて、サブフレーム単位の周
期で発生する。これは、以下でさらに説明される。
【００５０】
　図４は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）を備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＦＤＤシ
ステムのモード遷移図の一例を示している。図４では、このシステムは、参照番号３００
によって全体的に示されている。図４を参照して、直接通信をサポートするための本提案
は、現在のセルラーＦＤＤ通信モード３１０に追加される“直接通信モード”３３０であ
り、オーバーレイセルラーネットワークとの接続制御のためのＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥ
ＤにおけるＤ２Ｄ－ＵＥを維持しつつ、“セルラー通信モード”３１０への／からの周期
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的なスイッチング３４０.ａ及び３４０.ｂのための方法である。
【００５１】
　セルラーＦＤＤ通信モード３１０では、上記ＴＤＤシステム２００のために定義された
同じルールに従うことにより、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアのセルラ
ー通信機能３１２が有効であり、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの直接通信機能３１１が無効である
。ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアを含む）は、キャリア周
波数Ｆ１上で信号（signal）及び／または物理チャネルの監視または受信を実行しつつ、
アクセスノード１１０ａ（ｅＮＢのような）は、同じキャリア周波数Ｆ１上のセルラーダ
ウンリンクリソース３１３.ｂでダウンリンク信号（downlink signal）及び／または物理
チャネルの送信を実行する。
　同時に、ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２を含む）が、キャリア
周波数Ｆ１’上でアップリンク信号（uplink signal）及び／または物理チャネルの送信
を実行しつつ、アクセスノード１１０ａ（ｅＮＢのような）は、同じペアリングアップリ
ンクキャリア周波数Ｆ１’上のセルラーアップリンクリソース３１３でアップリンク信号
受信（uplink signal）及び／または物理チャネルの受信を実行する。
【００５２】
　直接通信モード３３０では、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.１及び１２０ｃ.２のペアの直接通
信機能３３２が有効である。直接通信サブモード（３３０.ａ）における共有／専用ダウ
ンリンクリソース３３３が設定されたネットワーク上で、または、直接通信サブモード（
３３０.ｂ）における共有／専用アップリンクリソース（３３３.ｂ）が設定されたネット
ワーク上で、または、上述したような、直接通信のための専用リソース（Ｆ１、Ｆ１’ま
たはＦ３）上で、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアの間で、無線フレーム
内の特定のサブフレームにより、一方のＤ２Ｄ－ＵＥ（１２０ｃ.ｌまたは１２０ｃ.２の
いずれか）のみが、他方のＤ２Ｄ－ＵＥ（それぞれ１２０ｃ.２または１２０ｃ.ｌ）が受
信３３５を実行している間、Ｄ２Ｄ送信３３４を実行する。
　直接通信役割スイッチング３３６は（例えば、Ｄ２Ｄ－ＵＥはそれぞれ、Ｄ２Ｄ送信及
びＤ２Ｄ受信を実行し、スワップする）、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの間で、ネゴシエートされ
たタイミングパターンに応じてサブフレームごとに可能となる。
【００５３】
　Ｄ２Ｄ可能なＦＤＤ－ＵＥは、異なるキャリア周波数で同時に送信及び受信を実行する
ことを可能とするフルデュプレクサを有しているため：
・セルラーＤＬリソース３３３は、Ｄ２Ｄサブモード３３０．ａのように直接通信（共有
または専用）が設定される場合、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.２のように、特定のサブフレー
ムで直接通信の受信３３５の役割を果たしているＤ２Ｄ－ＵＥのために、そのＤ２Ｄ－Ｕ
Ｅは、必要に応じて、セルラーＵＬキャリア周波数Ｆ１’上の同じサブフレームでｅＮＢ
１１０ａへセルラーＵＬ物理チャネル及び／または信号の送信３１３を実行するように構
成可能である。
・セルラーＵＬリソース３３３ｂは、Ｄ２Ｄサブモード３３０.ｂのように直接通信（共
有または専用）が設定される場合、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.１のように、特定のサブフレ
ームで直接通信の送信３３４の役割を果たしているＤ２Ｄ－ＵＥのために、そのＤ２Ｄ－
ＵＥは、必要に応じて、セルラーＤＬキャリア周波数Ｆ１上の同じサブフレームでｅＮＢ
１１０ａからセルラーＤＬ物理チャネル及び／または信号の監視または受信３１３.ｂを
実行するように構成可能である。
【００５４】
　この提案では、セルラーＵＬ送信またはＤＬ受信機能は、Ｄ２Ｄ可能なＦＤＤ－ＵＥの
ためのＤ２Ｄ直接通信の間、特に、直接通信のペアを形成するＤ２Ｄ－ＵＥが異なるセル
ラーネットワークに属する場合、Ｄ２Ｄ報告（reporting）及び再設定（reconfiguration
）におけるレイテンシー短縮を支援することができるよう、必要に応じて構成することが
できる。これは、以下でさらに説明される。
【００５５】
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　上記のように、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、Ｄ２Ｄ送信３３４及びＤ２Ｄ受信３３５のための基準
タイミングとして、セルラーネットワークのＤＬフレーム、サブフレームおよびシンボル
タイミングを使用する。
【００５６】
　図５は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）を備えたＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤシス
テムのモード遷移図の一例を示している。図５では、このシステムは、参照番号４００に
よって全体的に示されている。図５を参照して、直接通信をサポートするための本提案は
、ＣＡを備える現在のセルラーＴＤＤ通信モード４１０に追加される“直接通信モード”
４３０であり、オーバーレイセルラーネットワークとの接続制御のためのＰＣｅｌｌのＲ
ＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにおけるＤ２Ｄ－ＵＥを維持しつつ、“セルラー通信モード”
４１０への／からの周期的なスイッチング４２０のための方法である。
【００５７】
　セルラーＴＤＤ通信モード４１０では、上記ＣＡを備えないＴＤＤシステム２００のた
めに定義された同じルールに従うことにより、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペア（例えば１２０ｃ.ｌ
及び１２０ｃ.２）の直接通信機能４１１は無効である。３ＧＰＰ ＬＴＥ－Ａによれば、
ダウンリンク送信状態４１０．ａでは、ＣＡを備えたアクセスノード１１０ａ（ｅＮＢ局
のような）は、ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアを含む）が
、キャリアコンポーネントＰＣＣＦ１及び、可能ならＳＣＣＦ２上で信号及び／または物
理チャネルの監視または受信を実行しつつ、それぞれ同じプライマリキャリアコンポーネ
ント（ＰＣＣ）Ｆ１上のセルラーダウンリンクリソース４１３で、そして可能ならセカン
ダリキャリアコンポーネント（ＳＣＣ）Ｆ２上のセルラーアグリゲートダウンリンクリソ
ース４１３.ｓで、ダウンリンク信号及び／または物理チャネルの送信を実行する。
　また、現在のＬＴＥ－Ａに従って、アップリンク送信状態４１０.ｂでは、ＣＡを備え
るアクセスノード１１０ａ（ｅＮＢのような）は、ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.
ｌ及び１２０ｃ.２のペアを含む）が、キャリアコンポーネントＰＣＣＦ１及び、可能な
らＳＣＣＦ２上で信号及び／または物理チャネルの送信を実行しつつ、それぞれ同じプラ
イマリキャリアコンポーネント（ＰＣＣ）Ｆ１上のセルラーアップリンクリソース４１３
で、そして可能ならセカンダリキャリアコンポーネント（ＳＣＣ）Ｆ２上のセルラーアグ
リゲートアップリンクリソース４１３.ｓで、アップリンク信号及び／または物理チャネ
ルの受信を実行する。
　さらに、現在のＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａによれば、ダウンリンク送信状態４１０ａ及びア
ップリンク送信状態４１０.ｂ間の遷移４１０.ｃは、７つの予め定義されたＵＬ－ＤＬ設
定パターン（UL-DL configuration patterns）に応じて、サブフレーム単位で発生する。
さらに、現在のＲｅｌ’１１ ＬＴＥは、また、異なるＵＬ－ＤＬ設定（UL-DL configura
tions）をＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌ上で設定することができる。
【００５８】
　図５における提案された直接通信モード４３０では、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１
２０ｃ.２のペアの直接通信機能４３１は、有効である。Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１
２０ｃ.２のペアの間で、特定のサブフレームにより、一方のＤ２Ｄ－ＵＥ（１２０ｃ.ｌ
または１２０ｃ.２のいずれか）のみが、他方（それぞれ１２０ｃ.２または１２０ｃ.１
）がネットワーク設定されたリソース（network configured resource）上で受信４３５
を実行している間、Ｄ２Ｄ送信４３４を実行する。直接通信役割スイッチング４３６は、
Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの間で、ネゴシエートされたタイミングパターンに応じて、サブフレ
ーム単位で可能となる。
【００５９】
　ＣＡを備えたＤ２Ｄ可能なＴＤＤ－ＵＥは、１以上のキャリアコンポーネントで受信ま
たは送信のいずれかを実行することができるため：
・直接通信のためのネットワーク設定されたリソース４３３がセルラーＰＣｅｌｌのリソ
ースである場合、それから、直接通信は、ＣＡを備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤシ
ステムのために定義されたルールに従う。すなわち、直接通信モード４３０でセルラー通
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信が許可されない。
・直接通信のためのネットワーク設定されたリソース４３３が、セルラーＳｃｅｌｌのリ
ソースＦ２または専用Ｄ２ＤリソースＦ３である場合、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ．２のよう
な特定のサブフレームで直接通信の受信４３５の役割を果たしているＤ２Ｄ－ＵＥのため
に、そのＤ２Ｄ－ＵＥは、必要に応じて、プライマリキャリアコンポーネントＦ１上の同
じサブフレームで、セルラーＤＬリソース上でｅＮＢ１１０ａからセルラーＤＬ物理チャ
ネル及び／または信号の監視または受信４３７を実行するように構成されてもよい。
・直接通信のためのネットワーク設定されたリソース４３３が、セルラーＳＣｅｌｌのリ
ソースＦ２または専用Ｄ２ＤリソースＦ３ ４３３である場合、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ
のような特定のサブフレームで直接通信の送信４３４の役割を果たしているＤ２Ｄ－ＵＥ
のために、そのＤ２Ｄ－ＵＥは、必要に応じて、プライマリキャリアコンポーネントＦ１
上の同じサブフレームで、セルラーＵＬリソース上でｅＮＢ１１０ａへセルラーＵＬ物理
チャネル及び／または信号の送信４３８を実行するように構成可能である。
【００６０】
　この提案では、セルラーＵＬ送信またはＤＬ受信機能は、ＣＡを備えたＤ２Ｄ可能なＴ
ＤＤ－ＵＥのためのＤ２Ｄ直接通信の間、特に、直接通信のペアを形成Ｄ２Ｄ－ＵＥが異
なるセルラーネットワークに属する場合、Ｄ２Ｄの報告及び再設定におけるレイテンシー
短縮を支援することができるよう、必要に応じて構成することができる。これは、以下で
さらに説明される。
【００６１】
　上記のように、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、Ｄ２Ｄ送信４３４及びＤ２Ｄ受信４３５のための基準
タイミングとして、セルラーネットワークのＤＬフレーム、サブフレームおよびシンボル
タイミングを使用する。
【００６２】
　図６は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）を備えたＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＦＤＤシス
テムのモード遷移図の一例を示している。図６では、参照番号５００によって全体的に示
されている。図６を参照して、直接通信をサポートするために本提案は、ＣＡを備える現
在のセルラーＦＤＤ通信モード５１０に追加される“直接通信モード”５３０であり、オ
ーバーレイセルラーネットワークとの接続制御のためのＰＣｅｌｌのＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤにおけるＤ２Ｄ－ＵＥを維持しつつ、“セルラー通信モード”５１０への／から
の周期的なスイッチング５２０のための方法である。
【００６３】
　セルラーＦＤＤ通信モード５１０では、上記ＴＤＤシステム４００のために定義された
同じルールに従うことにより、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアのセルラ
ー通信機能５１２は有効であり、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１２０ｃ.２のペアの直接
通信機能５１１は無効である。３ＧＰＰ ＬＴＥ－Ａによれば、アクセスノード１１０ａ
（ｅＮＢのような）は、プライマリキャリアコンポーネント（ＰＣＣ）Ｆ１上のセルラー
プライマリダウンリンクリソース５１３で、ダウンリンク信号及び／または物理チャネル
の送信を実行する。アクセスノード１１０ａは、また、アグリゲートセカンダリキャリア
コンポーネントＦ２上のセルラーセカンダリダウンリンクリソース５１４で、ダウンリン
ク信号及び／または物理チャネルの送信を実行する。ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ
.ｌ及び１２０ｃ.２のペアを含む）は、プライマリＤＬキャリアコンポーネント及びセカ
ンダリＤＬキャリアコンポーネントで、信号及び／または物理チャネルの監視または受信
を実行する。
　アクセスノード１１０ａ（ｅＮＢのような）は、また、ＵＥ１２０（Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２
０ｃ.１及び１２０ｃ.２を含む）が、同じプライマリＵＬキャリアコンポーネント及びセ
カンダリＵＬキャリアコンポーネントでアップリンク信号及び／または物理チャネルの送
信を実行しつつ、それぞれペアリングアップリンクキャリア周波数Ｆ１’及びＦ２’上の
セルラープライマリアップリンクリソース（５１５）及びセルラーセカンダリアップリン
クリソース（５１６）で、アップリンク信号の受信及び／または物理チャネルの受信を実
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行する。
【００６４】
　図６における提案された直接通信モード５３０では、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ及び１
２０ｃ.２のペアの直接通信機能５３１は、有効である。また、Ｄ２Ｄ－ＵＥ１２０ｃ.ｌ
及び１２０ｃ.２のペアの間で、特定のサブフレームにより、一方のＤ２Ｄ－ＵＥ（１２
０ｃ.ｌまたは１２０ｃ.２のいずれか）のみが、他方のＤ２Ｄ－ＵＥ（それぞれ１２０ｃ
.２または１２０ｃ.ｌ）がネットワーク設定されたリソース上で受信５３５を実行してい
る間、Ｄ２Ｄ送信５３４を実行する。
【００６５】
　Ｄ２Ｄ送信５３４またはＤ２Ｄ受信５３５の実行では、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、基準タイミン
グとしてセルラーネットワークのＤＬフレーム、サブフレーム及びシンボルタイミングを
使用する。
【００６６】
　ＣＡを備えたＤ２Ｄ可能なＦＤＤ－ＵＥは、１以上のキャリアコンポーネントで受信及
び送信を実行することが可能であるため：
・直接通信のためのネットワーク設定されたリソース５３３がセルラーＰＣｅｌｌのリソ
ース（ＵＬまたはＤＬリソースのいずれか）である場合、それから、直接通信は、ＣＡを
備えないＤ２Ｄ可能なＬＴＥ－ＴＤＤ及びＬＴＥ－ＦＤＤシステムのために定義されたル
ールに従う。
・直接通信のためのネットワーク設定されたリソース５３３が、セルラーＳＣｅｌｌのリ
ソースのＦ２／Ｆ２’または専用Ｄ２ＤリソースＦ３である場合、特定のサブフレームで
直接通信の送信５３４または受信５３５の役割を果たしているＤ２Ｄ－ＵＥのために、そ
のＤ２Ｄ－ＵＥは、必要に応じて、それぞれセルラープライマリキャリアコンポーネント
Ｆ１／Ｆ１’上の同じサブフレームで、基地局１１０ａへの／からのセルラーＵＬ物理チ
ャネル及び／または信号の送信と、セルラーＤＬ物理チャネル及び／または信号の監視ま
たは受信５３７を行うように構成可能である。
【００６７】
　本提案では、セルラーＵＬ送信及びＤＬ受信機能は、ＣＡを備えたＤ２Ｄ可能なＦＤＤ
－ＵＥのためのＤ２Ｄ直接通信の間、デュアルモード接続の提供を支援できるよう、必要
に応じて構成することができる。同時のセルラーモード及びＤ２Ｄモード、つまり、
・セルラーモードでは、Ｄ２Ｄ－ＵＥ（または他のＤ２Ｄ可能なデバイス）が、制御プレ
ーン上でモバイルネットワークのＲＲＣとの接続を維持することを可能し、また、ユーザ
プレーン上でモバイルネットワークとの接続を維持することを可能する。
・Ｄ２Ｄモードでは、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペア（または他のＤ２Ｄ可能なデバイス）が、セル
ラーネットワーク設定されたリソース上でユーザプレーンデータを互いに直接交換するこ
とを可能する。
【００６８】
　また、ここでは、ＣＡを備えない／備えたＤ２Ｄ－ＵＥの送信機及び受信機のアーキテ
クチャが、提案される。
【００６９】
　図７は、キャリアアグリゲーションなしの場合における、Ｄ２Ｄをサポートするための
送信機アーキテクチャエボリューション（evolution：発展）を示している。図7は、ＣＡ
を備えないレガシーＬＴＥ－ＵＥ６１０の送信機に基づいたＤ２Ｄ－ＵＥの送信機６３０
のために提案されたアーキテクチャを生成するアーキテクチャエボリューション６００を
示す。ＣＡを備えない３ＧＰＰ ＬＴＥにしたがって、基本的なＬＴＥ－ＵＥ送信機のア
ーキテクチャ６１０は、主要なレイヤ、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰｈｙ（物理）
レイヤ（層）を含む。これらのレイヤのうち、図７の提案によれば、サービングセルのた
めの単一のＨＡＲＱエンティティ６１２を有するＭＡＣレイヤ６１１とＬＴＥ送信機６１
６を有するＰｈｙレイヤ６１５は、直接通信をサポートするように変更される。具体的に
は、それらは、以下の追加によって変更される：
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・直接通信するための１つ以上のＨＡＲＱエンティティ、
・次のためのＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ：
　・直接通信またはセルラー通信のために、適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、選択
されたＨＡＲＱエンティティを管理し、
　・時間とともに、直接通信またはセルラー通信のため、適切な送信機を選択する際に、
制御シグナリングを提供する。
【００７０】
　したがって、図７における、提案されるＤ２Ｄ－ＵＥ送信機のアーキテクチャ６３０は
以下を含む： 
１．以下を有する新たに提案されたＭＡＣレイヤ６３１：
　ａ．セルラー通信のための既存のＨＡＲＱエンティティ６３２に加えて、直接通信のた
めのＤ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ６３４。
　ｂ．適切なＨＡＲＱエンティティ（６３２または６３４）を選択し、時間とともに、セ
ルラー通信または直接通信いずれかのために、適切な送信機（６３６または６３８）を選
択するための制御信号６３３.sを提供するＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティテ
ィ６３３。
２．セルラーアロケートリソース（cellular allocated resource）６３７でセルラーＵ
Ｌ通信するための既存のＬＴＥ送信機６３６に加えて、Ｄ２Ｄアロケートリソース（D2D 
allocated resources）６３９で動作する直接通信のための追加されたＤ２Ｄ送信機６３
８を有する新たに提案されたＰｈｙレイヤ６３５。
【００７１】
　図８は、キャリアアグリゲーションなしの場合における、Ｄ２Ｄをサポートするための
受信機アーキテクチャエボリューションを示している。図８は、ＣＡを備えないレガシー
ＬＴＥ－ＵＥ６６０の受信機に基づいた、対応するＤ２Ｄ－ＵＥの受信機６８０のために
提案されたアーキテクチャを生成するアーキテクチャエボリューション６５０を示す。Ｃ
Ａを備えない現在のＬＴＥにしたがって、基本的なＬＴＥ－ＵＥ受信機のアーキテクチャ
６６０は、主要なレイヤとしてＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰｈｙレイヤを含む。こ
れらのレイヤのうち。図８の提案によれば、サービングセルのトランスポートチャネルの
受信を処理する単一のＨＡＲＱエンティティ６６２を有するＭＡＣレイヤ６６１と、サー
ビングセルの信号及び物理チャネルを処理するＬＴＥ受信機６６６を有するＰｈｙレイヤ
６６５は、直接通信をサポートするように変更される。具体的には、それらは、以下の追
加によって変更される：
・直接通信におけるトランスポートチャネルを処理する１つ以上のＨＡＲＱエンティティ
、
・次のためのＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ：
　・直接通信またはセルラー通信のために、適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、選択
されたＨＡＲＱエンティティを管理し、
　・時間とともに、直接通信またはセルラー通信のため、適切な受信機を選択する際に、
制御シグナリングを提供する。
【００７２】
　したがって、図８における、提案されるＤ２Ｄ－ＵＥ受信機のアーキテクチャ６８０は
以下を含む：
１.以下を有する新たに提案されたＭＡＣレイヤ６８１：
　ａ．セルラー通信におけるトランスポートチャネルの受信を処理する既存のＨＡＲＱエ
ンティティ６８２に加えて、直接通信におけるトランスポートチャネルの受信を処理する
ためのＤ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ６８４。
　ｂ．適切なＨＡＲＱエンティティ（６８２または６８４）を選択し、時間とともに、セ
ルラー通信または直接通信のいずれかのために、適切な受信機（６８６または６８８）を
選択するための制御信号６８３.ｓを提供するＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンテ
ィティ６８３。
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２．セルラーＤＬアロケート（割り当てられた）リソース６８７でセルラー通信するため
の既存のＬＴＥ受信機６８６に加えて、Ｄ２Ｄアロケート（割り当てられた）リソース６
８９で動作する直接通信のためのＤ２Ｄ受信機６８８を有する新たに提案されたＰｈｙレ
イヤ６８５。
【００７３】
　図９は、キャリアアグリゲーションありの場合における、Ｄ２Ｄをサポートするための
送信機アーキテクチャエボリューションを示している。図９は、ＣＡを備えるレガシーＬ
ＴＥ－ＵＥの送信機７１０に基づいたＤ２Ｄ－ＵＥの送信機７３０のために提案されたア
ーキテクチャを生成するアーキテクチャエボリューション７００を示す。ＣＡを備える３
ＧＰＰ ＬＴＥにしたがって、基本的なＬＴＥ－ＵＥ送信機のアーキテクチャ７１０は、
主要なレイヤとして、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰｈｙレイヤを含む。これらのレ
イヤのうち、図９の提案によれば、プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）のための１
つのＨＡＲＱエンティティ７１２とセカンダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）のための１
つ以上のＨＡＲＱエンティティ７１２.ｓを有するＭＡＣレイヤ７１１と、ＬＴＥ送信機
７１６を有するＰｈｙレイヤ７１５は、直接通信をサポートするように変更される。具体
的には、それらは、以下の追加によって変更される：
・直接通信におけるトランスポートチャネルを処理する１つ以上のＨＡＲＱエンティティ
、
・次のためのＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ：
　・直接通信またはセルラー通信のために、適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、選択
されたＨＡＲＱエンティティを管理し、
　・時間とともに、直接通信またはセルラー通信のため、適切な受信機を選択する際に、
制御シグナリングを提供する。
【００７４】
　したがって、図９における、提案されるＤ２Ｄ－ＵＥ送信機のアーキテクチャ７３０は
以下を含む：
１.以下を有する新しいＭＡＣレイヤ７３１：
　ａ．セルラー通信のための既存のＨＡＲＱエンティティ７３２及び７３２.ｓに加えて
、直接通信のためのＤ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ７３４。
　ｂ．適切なＨＡＲＱエンティティ７３２及び／または７３４を選択し、時間とともに、
セルラー通信及び／または直接通信のために適切な送信機７３６及び／または７３８を選
択するための制御信号７３３．ｓを提供するＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティ
ティ７３３。
（なお、セカンダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）のためのＨＡＲＱエンティティ７３２
.sは、直接通信の間、オフする必要がある。セカンダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）の
ためのＨＡＲＱエンティティ７３２.ｓが直接通信の間に無効にされるため、必要に応じ
て、直接通信のために利用することができる。したがって、実装するハードウェアリソー
スが低減する。）
２．セルラーＵＬアロケート（割り当てられた）リソース７３７でセルラー通信するため
の既存のＬＴＥ送信機７３６に加えて、Ｄ２Ｄアロケート（割り当てられた）リソース７
３９で動作する直接通信のためのＤ２Ｄ送信機７３８を有する新しいＰｈｙレイヤ７３５
。
【００７５】
　図１０は、キャリアアグリゲーションありの場合における、Ｄ２Ｄをサポートするため
の受信機アーキテクチャエボリューションを示している。図１０は、ＣＡを備えるレガシ
ーＬＴＥ－ＵＥの受信機７６０に基づいた、対応するＤ２Ｄ－ＵＥの受信機７８０のため
に提案されたアーキテクチャを生成するアーキテクチャエボリューション７５０を示して
いるＣＡを備える現在のＬＴＥにしたがって、基本的なＬＴＥ－ＵＥ受信機アーキテクチ
ャ７６０は、主要なレイヤとしてＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰｈｙレイヤを含む。
これらのレイヤのうち、図１０の提案によれば、プライマリサービングセル（ＰＣｅｌｌ
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）からのトランスポートチャネル処理する１つのＨＡＲＱエンティティ７６２とセカンダ
リサービングセル（ＳＣｅｌｌ）からトランスポートチャネルを処理する１つ以上のＨＡ
ＲＱエンティティ７６２.ｓを有するＭＡＣレイヤ７６１と、ＬＴＥ受信機７６６を有す
るＰｈｙレイヤ７６５は、直接通信をサポートするように変更される。具体的には、それ
らは、以下の追加によって変更される：
・直接通信におけるトランスポートチャネルを処理する１つ以上のＨＡＲＱエンティティ
、
・次のためのＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ：
　・直接通信及び／またはセルラー通信のために、適切なＨＡＲＱエンティティを選択し
、選択されたＨＡＲＱエンティティを管理する（なお、上述の提案に応じたて、直接通信
及びセルラー通信のために、同時に最大２つのＨＡＲＱエンティティは、ＣＡ機能を備え
たＤ２Ｄ－ＵＥのために許可される）。
　・時間とともに、直接通信及び／またはセルラー通信における、信号及び／または物理
チャネルの受信のための適切な受信機を選択する際に、制御シグナリングを提供する。
【００７６】
　したがって、図１０における、提案されるＤ２Ｄ－ＵＥ受信機のアーキテクチャ７８０
は以下を含む：
１.以下を有する新しいＭＡＣレイヤ７８１：
　ａ．セルラー通信におけるトランスポートチャネルを処理する既存のＨＡＲＱエンティ
ティ（７８２および７８２．ｓ）に加えて、直接通信におけるトランスポートチャネルを
処理するＤ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ７８４。
　ｂ．適切なＨＡＲＱエンティティ７８２及び／または７８４を選択し、時間とともに、
セルラー通信及び／または直接通信のために適切な受信機７８６及び／または７８８を選
択するための制御信号７８３．ｓを提供するＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティ
ティ７８３。（なお、セカンダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）のためのＨＡＲＱエンテ
ィティ７８２．ｓは、直接通信の間、オフにする必要がある。セカンダリサービングセル
（ＳＣｅｌｌ）のためのＨＡＲＱエンティティ７８２.ｓが、直接通信の間、無効である
ため、それらは、必要に応じて直接通信のために利用できる。）
２．セルラーＤＬアロケート（割り当てられた）リソース７８７でセルラー通信するため
の既存のＬＴＥ受信機７８６に加えて、Ｄ２Ｄアロケート（割り当てられた）リソース７
８９で動作する直接通信のためのＤ２Ｄ受信機７８８を有する新しいＰｈｙレイヤ７８５
。
【００７７】
　さらに、ここでは、ネットワークアシストディスカバリを備えるオーバーレイセルラー
ネットワーク制御の下で、直接通信を確立及び終了するための方法が提案される。図１１
は、ネットワークアシストディスカバリを備えるオーバーレイセルラーネットワーク制御
の下で直接通信を確立及び終了するための方法を示す。
　図１１に示す一実施の形態の方法８００は、ネットワークアシストディスカバリ（Netw
ork Assisted Discovery）８１０とともに開始される。ネットワークアシストディスカバ
リ８１０は、１つのＤ２Ｄ－ＵＥが、そのサービスアクセスノードによって、グループオ
ーナまたはマスタの役割が割り当てられる間、その他のＤ２Ｄ－ＵＥが、そのサービスア
クセスノードによって、直接通信ペアまたは直接通信グループを形成するクライアントま
たはスレーブの役割が割り当てられる、役割（ｒｏｌｅ）ネゴシエーションのための機能
を含む。クライアントまたはスレーブとして割り当てられた複数のＤ２Ｄ－ＵＥが存在し
てもよい。
【００７８】
　３ＧＰＰ ＬＴＥ近接ベースサービス（proximity-based services：ProSe）によれば、
セルラーネットワークは、ネットワークベースのＧＰＳのような地理的位置情報を使用し
て直接通信を開始することにより、Ｄ２Ｄディスカバリを支援してもよい。しかし、地理
的位置情報は、例えば、発生し得るシャドーイング等のようなその他の要因により、Ｄ２
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Ｄペアを形成するＤ２Ｄ－ＵＥ間のチャネル状態情報（channel state information ：CS
I）を正確に反映していない場合がある。したがって、提案された方法８００は、さらに
、直接通信を確立するか、セルラー通信を続行するかどうかを決定するため、セルラーネ
ットワークのためのＤ２ＤリンクのＣＳＩを測定するＤ２Ｄ初期リンク評価（D2D Initia
l Link Evaluation）８２０を含む。
【００７９】
　図１２Ａ－１２Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥによる、単一のアクセスノード－直接通信確立－終
了手順を示している。図１３Ａ－１３ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥ接続障害による、単一のアクセ
スノード－直接通信確立－終了手順を示している。図１４Ａ－１４Ｃは、アクセスノード
の終了開始による、単一のアクセスノード－直接通信確立－終了手順を示している。図１
５Ａ－１５Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥによる、複数のアクセスノード－直接通信確立－終了手順
を示している。図１６Ａ－１６Ｃは、Ｄ２Ｄ－ＵＥの接続障害による、複数のアクセスノ
ード－直接通信確立－終了手順を示している。図１７Ａ－１７Ｃは、アクセスノードの終
了開始による、複数のアクセスノード－直接通信確立－終了手順を示している。
　図１２Ａ－１２Ｃ、１３Ａ－１３Ｃ、１４Ａ－１４Ｃ、１５Ａ－１５Ｃ、１６Ａ－１６
Ｃ、及び１７Ａ－１７Ｃのそれぞれに示す、例示的なシステム８００.ａ、８００.ｂ、８
００.ｃ、８００.ｄ、８００.ｅ及び８００.ｆを参照すると、Ｄ２Ｄ初期リンク評価８２
０は以下を含む：
・８２１によって示されるように、サービングアクセスノードは、サーチ（探索）するた
め、Ｄ２ＤグループオーナへＰｒｏｂｉｎｇ_ＲＥＱ（ｓｅａｒｃｈｉｎｇ）メッセージ
を送信し、８２２によって示されるように、サービングアクセスノードは、リスニングす
るため、Ｄ２ＤクライアントへＰｒｏｂｉｎｇ_ＲＥＱ（ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ）メッセー
ジを送信する。システム８００.ａ（図１２Ａ－１２Ｃ）、８００.ｂ（図１３Ａ－１３Ｃ
）及び８００.ｃ（図１４Ａ－１４Ｃ）に示すように、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが、同じアク
セスノードに属する場合、ステップ８２１におけるアクセスノードは、ステップ８２２に
おけるものと同じであってもよい。そうでなければ、システム８００.ｄ（図１５Ａ－１
５Ｃ）、８００.ｅ（図１６Ａ－１６Ｃ）及び８００.ｆ（図１７Ａ－１７Ｃ）に示すよう
に、アクセスノードは異なる。
・それらのアクセスノードからＰｒｏｂｉｎｇ_ＲＥＱ（）メッセージを正常に受信する
と、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、ネットワーク設定された“アクティベーションタイム（Acti
vation time）”で、例えば、８２３で示されるような第１の時間にネットワーク設定さ
れたＤ２Ｄモードへ切り替わる。
・初期設定されるＤ２Ｄモードでは、グループオーナは、Ｄ２Ｄ通信の確立を意図する、
設定されたチャネル／リソースでＰｒｏｂｅ_Ｒｅｑｕｅｓｔ（）メッセージ８２４を送
信することにより、所定の時間内で“サーチ（search）”を実行する。クライアントは、
Ｐｒｏｂｅ_Ｒｅｑｕｅｓｔ（）メッセージのために設定されたチャネル／リソースを監
視することにより、所定の時間内で“リッスン（listen）”を実行する。Ｐｒｏｂｅ_Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ（）を受信すると、クライアントは、Ｐｒｏｂｅ_Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（）メ
ッセージ８２５で応答する。クライアントは、応答メッセージにおいて、Ｐｒｏｂｅ_Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ（）のために設定されたチャネル／リソースを監視するとき、観察されるＣ
ＳＩを含めてもよい。
・クライアントからＰｒｏｂｅ_Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（）メッセージを受信すると、グルー
プオーナは、ＣＳＩ測定（CSI measurement）８２６を実行する。グループオーナは、実
際のＤ２ＤＣＳＩを反映するため、自身のＣＳＩ測定に、クライアントによって観察され
たＣＳＩを含めてもよい。
・８２７によって示すように、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、ＳＦＮのフォーマットにおける所
定の時間と、セルラーアクセスノードによって設定されたサブフレーム番号で、ネットワ
ークモード（例えばセルラーモード）にスイッチバックする（切り戻す）。
・ステップ８２７の後のネットワークモード（セルラーモード）では、所定のＳＦＮ及び
サブフレーム番号で、グループオーナは、アクセスノードへ、最初に観察された直接通信
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ＣＳＩと定期的に測定されたセルラーネットワークＣＳＩを含むＰｒｏｂｉｎｇ_ＲＥＳ
（）８２８を送信する。ステップ８２７の後のネットワークモード（セルラーモード）で
は、クライアントは、現在のところ保留とするか、以前に設定したＤＲＸモードを再入力
し、自身のアクセスノードからの更なる指示を待つために、セルラー通信を再開してもよ
い。
・グループオーナからＰｒｏｂｉｎｇ_ＲＥＳ（）を受信すると、アクセスノードは、さ
らにＤ２Ｄリンク評価／管理（D2D link evaluation/management）８２９を実行する。Ｄ
２Ｄリンク評価／管理８２９は、報告されたセルラーリンクＣＳＩと報告されたＤ２Ｄリ
ンクＣＳＩの比較、および、ペアを意図するＤ２Ｄ－ＵＥの間のユーザデータの送受信の
ため、直接通信を有効にするか、またはセルラー通信を継続することがセルラーネットワ
ークにとって有益であるかどうかの決定を含んでもよい。直接通信が、セルラーネットワ
ークにとって有益であると考えられる場合、ステップ８２９において、Ｄ２Ｄリンク評価
／管理は、さらに直接通信パラメータ値を導出（取得）する動作を伴ってもよい。直接通
信パラメータ値は、最大送信電力（P_D_max）、初期送信電力（P_D_start）、電力制御ス
テップサイズ（P_D_delta）、リソースアロケーションを含むが、これに限らない。そう
でなければ、直接通信設定のための試みは、方法８００（図１１参照）のパス８３０によ
って終了される。
【００８０】
　直接通信をアクティベートする決定がＤ２Ｄ初期リンク評価８２０で確認されると、方
法８００は、さらに、直接通信するＤ２Ｄ－ＵＥのペアを設定するため、デバイスツーデ
バイスリンク確立（Device to Device Link Establishment）８４０を進める。Ｄ２Ｄ設
定（D2D configuration）は、Ｄ２Ｄ－ＵＥが、制御プレーン接続のためのそれらのサー
ビングアクセスノードと現在のＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードを維持することを許可
するため、ＤＲＸ設定（DRX configuration）およびＵＬのためのＳＰＳ設定（SPS confi
guration）から設定されてもよい。
【００８１】
　図１２Ａ－１２Ｃ、１３Ａ－１３Ｃおよび１４Ａ－１４Ｃのそれぞれに示すシステム８
００.ａ、８００.ｂと８００.ｃを参照すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが単一のアクセスノ
ードに属する場合、Ｄ２Ｄリンク確立ブロック８４０をさらに以下を含む：
・８４３によって示されるように、アクセスノードは、その制御下のＤ２Ｄ－ＵＥへＤ２
Ｄ＿Ｃｏｎｎｅｃｔ＿Ｃｏｎｆｉｇ＿ＲＥＱ（）メッセージを送信する。Ｄ２Ｄ＿Ｃｏｎ
ｎｅｃｔ＿Ｃｏｎｆｉｇ＿ＲＥＱ（）メッセージは、再設定のため定期的にセルラーＵＬ
チャネルを監視し、セルラーＵＬチャネルで定期的にＤ２ＤリンクＣＳＩレポートを送信
し、それぞれ直接通信を動作させるため、さらに、ＤＲＸ設定、ＵＬのためのＳＰＳ設定
、８４４で示されるような関連するアクティベーションタイムを有するＤ２Ｄ設定を含ん
でいてもよい。
・Ｄ２Ｄ＿Ｃｏｎｎｅｃｔ＿Ｃｏｎｆｉｇ＿ＲＥＱ（）の受信に応じて、Ｄ２Ｄ－ＵＥの
ペアは、Ｄ２Ｄリンク確立の完了を確認するため、ステップ８４５で、そのアクセスノー
ドへＤ２Ｄ＿Ｃｏｎｎｅｃｔ＿Ｃｏｎｆｉｇ＿ＣＯＮＦ（）メッセージを送信する。
・Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアからＤ２Ｄ＿Ｃｏｎｎｅｃｔ＿Ｃｏｎｆｉｇ＿ＣＯＮＦ（）メッセ
ージを受信すると、アクセスノードは、ステップ８４６で、合意されたアクティベーショ
ンタイムにＤＲＸおよび／またはＵＬ＿ＳＰＳをアクティベートする。
【００８２】
　図１５Ａ－１５Ｃ、１６Ａ－１６Ｃ及び１７Ａ－１７Ｃにそれぞれ示されるシステム８
００.ｄ、８００.ｅと８００.ｆを参照すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが、複数のアクセス
ノードに属する場合、Ｄ２Ｄリンク確立８４０は、ステップ８４３を実施する前に、グル
ープオーナのアクセスノードで導出される共通のＤ２Ｄ設定とクライアントのアクセスノ
ードのための基準タイミングを通信するため、追加のステップ８４１および８４２を含み
、以降は上記と同様である。
【００８３】
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　Ｄ２Ｄリンク確立８４０が完了すると、方法８００はさらに、Ｄ２Ｄ直接通信手順８６
０を実行する。Ｄ２Ｄ直接通信手順は以下を含む：
・直接通信は、セルラーネットワーク設定されたパラメータに従う。セルラーネットワー
ク設定されたパラメータは、最大送信電力（P_D_max）、初期送信電力（P_D_start）、電
力制御ステップサイズ（P_D_delta）、およびＤ２Ｄリソースアロケーションを含むが、
これらに限定されない。
・タイミングよく直接通信モードに切り替えて、ネットワーク設定されたリソース上で直
接通信を行うよう、また、タイミングよく定期的にセルラーネットワークモードに切り戻
して、予め設定されたセルラーＵＬチャネルで最新のＤ２ＤリンクＣＳＩを送信するよう
に、Ｄ２Ｄ－ＵＥを設定するため、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＳＰＳ－ＣｏｎｆｉｇＵＬ機能を
使用する。
・タイミングよく直接通信モードに切り替えて、ネットワーク設定されたリソース上で直
接通信を行うよう、また、タイミングよく定期的にセルラーネットワークモードに切り戻
して、Ｄ２Ｄ通信の変更、修正または再設定のためセルラーＤＬチャネルを監視するよう
に、Ｄ２Ｄ－ＵＥを設定するため、３ＧＰＰ ＬＴＥ ＤＲＸ機能を使用する。
【００８４】
　図１２Ａ－１２Ｃ、１３Ａ－１３Ｃ、１４Ａ－１４Ｃ、１５Ａ－１５Ｃ、１６Ａ－１６
Ｃ及び１７Ａ－１７Ｃのそれぞれに示される、システム８００.ａ、８００.ｂ、８００.
ｓ、８００.ｄ、８００.ｅ、および８００.ｆを参照すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが単一
のアクセスノードまたは複数のアクセスノードのいずれかに属する場合、Ｄ２Ｄ通信８６
０は、さらに以下を含む：
・８６１によって示されるように、予め定義された基準タイミングで、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペ
アの両方が、同時に直接データ交換を開始するためにＤ２Ｄモードに切り替える。
・８６２によって示されるように、ステップ８４３で取得したＤ２Ｄ＿Ｃｏｎｆｉｇ情報
に基づいて、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、グループオーナ－クライアントまたはマスタ－スレ
ーブのコンセプトを使用して互いに直接データ交換を実行する。
・８６３によって示されるように、設定されたＳＰＳ－ＣｏｎｆｉｇＵＬサイクルの終わ
り（end）の近くで定期的に、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、Ｄ２ＤリンクＣＳＩ測定を実行す
る。
・８６４によって示されるように、Ｄ２Ｄ－ＵＥがＤ２ＤリンクＣＳＩを報告することに
なってされているサブフレームの前の所定の無線フレーム＆サブフレームで、Ｄ２Ｄ－Ｕ
Ｅのペアは、セルラーモードに切り替える。
・８６５によって示されるように、無線フレーム内の所定のサブフレームで、及び、セル
ラーアクセスノードによって設定された所定のセルラーＵＬアロケートリソースで、Ｄ２
Ｄ－ＵＥはそのアクセスノードにＣＳＩレポートを送信する。報告されたＣＳＩは、Ｄ２
Ｄモードの間にＤ２Ｄ－ＵＥによって測定されたＣＳＩと、セルラーモードの間にＤ２Ｄ
－ＵＥによって測定されたＣＳＩを含んでもよい。
・８６６によって示されるように、報告されたＣＳＩに基づいて、グループオーナのアク
セスノードは、“干渉管理および接続の評価（interference management & connection e
valuation）”の手順を実行し、Ｄ２Ｄ再設定のためのＤ２Ｄパラメータ値の更新セット
を導出する。Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが異なるアクセスノードに属する場合、更新されたＤ２
Ｄ再設定のために、クライアントの報告されたＣＳＩをグループオーナのアクセスノード
へ交換するルートを伴う、特別なステップ８６６.ｂｉｓ（システム８００.ｄ、８００.
ｅと８００.ｆに示された）が存在する。
・８６７によって示されるように、ＤＲＸサイクルの終わりの近くで定期的に、Ｄ２Ｄ－
ＵＥは、セルラーモードとなることになり、また、セルラーアクセスノードによって設定
された所定の無線フレーム及びサブフレームで、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、更新されたＤ２Ｄ再設
定を設定するＤ２Ｄ＿ＣＯＭ＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（）メッセージのため、セルラーＤＬチ
ャネルを監視する。
・８６８によって示されるように、Ｄ２Ｄ＿ＣＯＭ＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（）メッセージの
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各受信後、所定の無線フレーム及びサブフレームで、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ステップ８６１か
ら繰り返されるＤ２Ｄ通信の新たなサイクルのためにＤ２Ｄモードに切り戻す。
【００８５】
　なお、セルラーモードからＤ２Ｄモードへおよびその逆を介した切り替えの数を減らす
ため、アクセスノードは、無線フレーム内のＤＲＸサイクル終端とＳＰＳ－Ｃｏｎｆｉｇ
ＵＬサイクル終端を有するＤ２Ｄ－ＵＥのためＤＲＸ及びＳＰＳ＿ＣｏｎｆｉｇＵＬを設
定してもよいことは、重要である。上記のアーキテクチャに従って、ＣＡ機能を備えたア
ーキテクチャは、デュアル接続モードで動作するＤ２Ｄ－ＵＥが、Ｄ２Ｄ通信のために割
り当てられた他のセカンダリキャリアコンポーネントで直接リンク通信を行いつつ、プラ
イマリキャリアコンポーネントでセルラーネットワークの接続性を維持することを可能に
する。
【００８６】
　Ｄ２Ｄ直接通信手順８６０は、Ｄ２Ｄトランザクションが完了したときＤ２Ｄ－ＵＥに
よって、または、セルラーネットワーク設定されたパラメータ値の制約の下で、所望のま
たは十分な品質を維持しているＤ２Ｄリンクの障害によって、または、セルラー基地局の
ようなセルラーネットワークアクセスノードによって、終了させることができる。したが
って、方法８００はさらに、存在するＤ２Ｄ通信を終了するためのＤ２Ｄリンク終了８８
０を含む。
【００８７】
　Ｄ２Ｄトランザクションが完了したときＤ２Ｄ－ＵＥによって直接通信が終了される場
合について、Ｄ２Ｄリンク終了手順８８０を、さらに、それぞれの単一のアクセスノード
と複数のアクセスノードのシステムのため、図１２Ａ－１２Ｃ及び図１５Ａ－１５Ｃに示
されるシステム８００.ａ及び８００.ｄを参照して説明する。システム８００.ａと８０
０.ｄを参照すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥ８８０.ａによるＤ２Ｄリンク終了は以下を含む：
・８８１．ａによって示されるように、このステップは、Ｄ２Ｄモード内に存在し、この
ステップでは、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアはＤ２Ｄトランザクションを完了し、電力の節約及び
アロケート（割り当てられた）リソースの解放のためにＤ２Ｄ接続を終了することを決定
する。
・８８２．ａによって示されるように、Ｄ２Ｄ－ＵＥによるＤ２Ｄ接続の終了の決定が確
定すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアは、セルラーモードに切り戻し、現在のＳＰＳ－Ｃｏｎｆ
ｉｇＵＬサイクルの終了を待って、ＵＬのための現在のＬＴＥＳＰＳに応じた予めスケジ
ュールされたセルラーＵＬチャネルで、Ｄ２Ｄ ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ ｉｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎメッセージをアクセスノードへ送信する。
・８８３.ａによって示されるように、現在のＳＰＳ－ＣｏｎｆｉｇＵＬサイクルの終端
で、無線フレーム内の所定のサブフレームで、また、セルラーアクセスノードによって設
定された所定のセルラーＵＬアロケートリソースで、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、そのアクセスノー
ドへ、通常の“ＣＳＩ Ｒｅｐ”メッセージの代わりにＤ２Ｄ＿ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ＿
ＩＮＤ（）メッセージを送信する。
・８８５.aによって示されるように、Ｄ２Ｄ－ＵＥからＤ２Ｄ＿ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ＿
ＩＮＤ（）メッセージを受信すると、アクセスノードは、特定のＤ２Ｄ－ＵＥのためのＤ
ＲＸ及びＳＰＳセッティングをディアクティベート（de-activate：非アクティベート）
する。アクセスノードは、さらに、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードがもはや特定のＤ
２Ｄ－ＵＥのために必要ではない場合、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードからＲＲＣ＿
ＩＤＬＥモードに移るよう、Ｄ２Ｄ－ＵＥを設定してもよい。
【００８８】
　Ｄ２Ｄ‐ＵＥのペアが複数のアクセスノードに属している場合について、図１５Ａ－１
５Ｃに示される例示的なシステム８００.ｄを参照すると、Ｄ２Ｄリンク終了８８０.ａは
さらに、追加のステップ８８４.ａを含み、すなわち、ステップ８８５.ａを実施する前に
、Ｄ２Ｄ接続の終了を確認するため、Ｄ２Ｄ＿Ｃｏｎｎｅｃｔ＿Ｃｌｏｓｅ＿ＣＦＮ（）
メッセージをクライアントのアクセスノードへ通信し、以降は上述と同様である。
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【００８９】
　セルラーネットワーク設定のパラメータ値の制約の下で所望のまたは十分な品質を維持
しているＤ２Ｄリンクの障害によりＤ２Ｄ通信が終了される場合について、Ｄ２Ｄリンク
終了手順８８０は、さらに、単一のアクセスノードと複数のアクセスノードのシステムの
それぞれのため、図１３Ａ－１３Ｃ及び図１６Ａ－１６Ｃに示されるシステム８００.ｂ
及び８００.ｅを参照して説明する。システム８００.ｂと８００.ｅを参照すると、Ｄ２
Ｄ接続障害によるＤ２Ｄリンク終了８８０.ｂはさらに以下を含む：
・８８１.ｂによって示されるように、このステップはＤ２Ｄモードに存在する。このス
テップでは、セルラーネットワークによって設定された制限、例えば、Ｐ＿Ｄ＿ｍａｘの
ようなパラメータがもはや所望のまたは十分なＤ２Ｄ通信品質を維持するためにＤ２Ｄ－
ＵＥに適していない、という制限に達している。
・８８２.ｂによって示されるように、セルラーネットワークによって設定された上記制
限に達すると、Ｄ２Ｄ通信は、ＤＲＸまたはＳＰＳ＿ＣｏｎｆｉｇＵＬサイクルの残りの
ために保留する。
・８８３.ｂによって示されるように、依然としてＤ２Ｄモードである間、Ｄ２Ｄ－ＵＥ
は通常のようにＣＳＩの測定を行ってもよい。
・８８４.ｂによって示されるように、現在のＳＰＳ ＣｏｎｆｉｇＵＬサイクルの終端で
、Ｄ２Ｄ－ＵＥがＤ２ＤリンクＣＳＩを報告することになっているサブフレームの前の所
定の無線フレーム＆サブフレームにおいて、Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアの両方は、セルラーモー
ドに切り替える。
・８８５.ｂによって示されるように、無線フレーム内の所定のサブフレームで、また、
セルラーアクセスノードによって設定された所定のセルラーＵＬアロケートリソースで、
Ｄ２Ｄ－ＵＥは、アクセスノードへＣＳＩレポートを送信する。報告されたＣＳＩは、ア
クセスノードによる決定のため、Ｄ２Ｄ接続障害指示（D2D connection failure indicat
ion）および関連情報を含んでもよい。
・８８７.ｂによって示されるように、Ｄ２Ｄ－ＵＥからＤ２Ｄ接続障害指示を有するＣ
ＳＩレポートを受信すると、アクセスノードは、Ｄ２Ｄ通信の継続パラメータ値の新しい
セットをＤ２Ｄ－ＵＥに提供し、または現在のＤ２Ｄ通信を終了し、そして、このケース
のように、現在のトランザクションを完了するためにセルラー通信を再開してもよい。
それらのアクセスノードへＤ２Ｄ接続障害指示を有するＣＳＩレポートを送信した後、Ｄ
２Ｄ－ＵＥは、さらにＲＲＣ制御情報（RRC control information）のため、セルラーＤ
Ｌチャネルを監視する。そのＤ２Ｄ－ＵＥからＤ２Ｄ接続障害指示を有するＣＳＩレポー
トを受信し、セルラーアクセスノードが現在設定されているＤ２Ｄ通信を終了することを
決定すると、アクセスノードは、Ｄ２Ｄ接続の終了を確認するため、そのＤ２Ｄ－ＵＥへ
Ｄ２Ｄ＿ＣＯＭ＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）メッセージを送信し、さらに、必要な
場合は、セルラーユーザデータ接続の再開を指示する。
・８８８.ｂによって示されるように、そのＤ２Ｄ－ＵＥへＤ２Ｄ＿ＣＯＭ＿ＲｅＣｏｎ
ｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）を送信すると、アクセスノードは、現在設定されているＤＲＸ及び
ＳＰＳ＿ＣｏｎｆｉｇＵＬをディアクティベート（de-activate）し、セルラーデータ接
続を用いて、現在のユーザーデータトランザクションを再開する。
【００９０】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが複数のアクセスノードに属する場合について、図１６Ａ－１６Ｃ
に示されるシステム８００.eを参照すると、Ｄ２Ｄリンク終了８８０.ｂは、さらに、追
加のステップ８８６．ｂを含み、すなわち、ステップ８８７.ｂを実施する前に、Ｄ２Ｄ
接続の終了を指示するため、クライアントのアクセスノードへＤ２Ｄ＿ＣＯＭ＿ＲｅＣｏ
ｎｆｉｇ（ＣＬＯＳＥ）メッセージを通信し、以降は上述と同様である。
【００９１】
　セルラーアクセスノードによって直接通信が終了される場合について、Ｄ２Ｄリンク終
了手順８８０は、さらに、単一のアクセスノードと複数のアクセスノードのシステムのそ
れぞれのため、図１４Ａ－１４Ｃ及び１７Ａ－１７Ｃに示されるシステム８００.ｃ及び
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８００.ｆを参照して説明する。システム８００.ｃと８００.ｆを参照すると、アクセス
ノードによるＤ２Ｄリンク終了８８０.ｃは、さらに以下を含む：
・８８３.cによって、示されるように、アクセスノードがＤ２Ｄ接続を終了することを決
定すると、その制御下のＤ２Ｄ－ＵＥが、セルラーモードに切り戻し、セルラーＤＬチャ
ネルを監視するため、現在のＤＲＸサイクルの終端（end）まで待つことができる。現在
のＤＲＸサイクルの終端で、Ｄ２Ｄ－ＵＥがＲＲＣシグナリングのためのＤＬチャネルを
監視することになっている無線フレーム内のサブフレームにおいてアクセスノードは、現
在のＤ２Ｄリンクの終了を指示するため、意図しているＤ２Ｄ－ＵＥへ、Ｄ２Ｄ＿ＣＯＮ
＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）を送信する。
・８８４.ｃによって示されるように、そのアクセスノードからＤ２Ｄ＿ＣＯＮ＿ＲｅＣ
ｏｎｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）メッセージを受信すると、Ｄ２Ｄ－ＵＥは、そのセルラー接続
を再開し、現在のデータトランザクションを完了するため、そのペアリングＤ２Ｄ－ＵＥ
を有するセルラーモードにおいてデータ接続を再確立してもよい。
【００９２】
　Ｄ２Ｄ－ＵＥのペアが複数のアクセスノードに属している場合について、図１７Ａ－１
７Ｃに示されるシステム８００.ｆを参照すると、Ｄ２Ｄリンク終了ブロック８８０.ｃは
、さらに、追加のステップ８８１.ｃを含み、すなわち、Ｄ２Ｄ接続の終了を指示するた
め、ペアリングのアクセスノードへＤ２Ｄ＿ＣＯＮ＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）メ
ッセージを通信する。Ｄ２Ｄ＿ＣＯＮ＿ＲｅＣｏｎｆｉｇ（ｃｌｏｓｅ）メッセージを受
信すると、ペアリングのアクセスノードは、Ｄ２Ｄ接続の終了を確認するため、Ｄ２Ｄ＿
ＣＯＮ＿ＣＦＮ（ｃｌｏｓｅ）８８２.cで応答する。上述したように、これらの追加のス
テップ８８１.ｃと８８２.cは、ステップ８８３.ｃを実施する前に、生じるべきであり、
以降は、上記と同様である。
【００９３】
　本明細書および請求項（任意）において、“備える”及び“含む”などの派生語は、記
載された数の各構成を含むが、その他の１以上の数の構成を含むことを排除するものでは
ない。
【００９４】
　本明細書を通して１つの実施の形態への参照は、実施の形態に関連して記載される特定
の特徴、構造、または特性が、少なくとも本発明の１つの実施の形態に含まれることを意
味する。したがって、本明細書を通して様々な場所における「１つの実施の形態において
」というフレーズの表現は、必ずしも全て同じ実施の形態を指すものではない。さらに、
特定の特徴、構造、または特性は、１つ以上の組合せで、任意の適切な方法で組み合わせ
ることができる。
【００９５】
　法令の遵守のため、本発明の構造的または方法的な特徴について、おおよそ具体的な表
現で記載されている。本発明は、本明細書に記載の手段が有効に本発明を実施する好まし
い形態を含むため、図示及び説明した特定の特徴に限定されないことが理解されるべきで
ある。したがって、本発明は、当業者によって適切に解釈され、請求項（任意）の適切な
範囲内で、その形態やその変形のいずれかが含まれる。
【００９６】
　本出願は、２０１３年４月２４日に出願されたオーストラリア特許出願第２０１３９０
１４３２を基礎として優先権の利益を主張するものであり、参照によりその開示の全体が
本明細書に組み込まれる。
　上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限ら
れない。
（付記１）
　Ｄ２Ｄ（デバイスツーデバイス）可能なＵＥ（Ｄ２Ｄ－ＵＥ）の送信機のアーキテクチ
ャであって、
　セルラーアップリンク送信のために割り当てられたリソースでセルラーアップリンク通
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信するＬＴＥ（ロングタームエボリューション）送信機及びＤ２Ｄ送信のために割り当て
られたリソースでＤ２Ｄ通信するＤ２Ｄ送信機を有する物理（Ｐｈｙｓ）レイヤと、
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤであって：
　　セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）エ
ンティティ及びＤ２Ｄ通信のためのＤ２Ｄ　ＨＡＲＱエンティティと、
　　適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信
及びＤ２Ｄ通信の一方または両方のために適切な送信機を選択する、ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモー
ドスイッチングエンティティと、を有し、
　さらに、ＬＴＥ無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤと、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤと、
　を備える、送信機のアーキテクチャ。
（付記２）
　前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えず、
　前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための単一のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティを備
え、
　前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティ
ティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信またはＤ２Ｄ通信のいずれか
に適切な送信機を選択する、
　付記１に記載の送信機のアーキテクチャ。
（付記３）
　前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えており、
　前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティ
を備え、
　前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティ
ティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信及び／またはＤ２Ｄ通信のた
めに適切な送信機を選択する、
　付記１に記載の送信機のアーキテクチャ。
（付記４）
　Ｄ２Ｄ（デバイスツーデバイス）可能なＵＥ（Ｄ２Ｄ－ＵＥ）の受信機のアーキテクチ
ャであって、
　セルラーダウンリンク送信のために割り当てられたリソースでセルラーダウンリンク通
信するＬＴＥ（ロングタームエボリューション）受信機及びＤ２Ｄ送信のために割り当て
られたリソースでＤ２Ｄ通信するＤ２Ｄ受信機を有する物理（Ｐｈｙｓ）レイヤと、
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤであって：
　　セルラー通信でトランスポートチャネルの受信を処理する１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲ
Ｑ（ハイブリッド自動再送要求）エンティティ及びＤ２Ｄ通信でトランスポートチャネル
の受信を処理するＤ２Ｄ　ＨＡＲＱエンティティと、
　　適切なＨＡＲＱエンティティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信
及びＤ２Ｄ通信の一方または両方のために適切な受信機を選択する、ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモー
ドスイッチングエンティティと、を有し、
　さらに、ＬＴＥ無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤと、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤと、
　を備える、受信機のアーキテクチャ。
（付記５）
　前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えず、
　前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための単一のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティを備
え、
　前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティ
ティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信またはＤ２Ｄ通信のいずれか
に適切な受信機を選択する、
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　付記４に記載の受信機のアーキテクチャ。
（付記６）
　前記Ｄ２Ｄ－ＵＥは、ＣＡ（キャリアアグリゲーション）機能を備えており、
　前記ＭＡＣレイヤは、セルラー通信のための１つ以上のＬＴＥ　ＨＡＲＱエンティティ
を備え、
　前記ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティは、前記適切なＨＡＲＱエンティ
ティを選択し、制御信号を提供し、時間によりセルラー通信及び／またはＤ２Ｄ通信のた
めに適切な受信機を選択する、
　付記４に記載の受信機のアーキテクチャ。
【符号の説明】
【００９７】
１００　　　無線通信システム
１０２、１０４　無線接続
１０６　　　直接通信
１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ　アクセスノード／基地局（ＢＳ）
１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ　ＵＥ（ユーザ端末）
１３０　　　モバイルネットワーク／インターネット
２００　　　ＴＤＤシステム
２１０　　　セルラー通信モード
２１０.ａ　ダウンリンク送信状態
２１０.ｂ　アップリンク送信状態
２１０.ｃ　ダウンリンク送信状態及びアップリンク送信状態間の遷移
２１１　　　直接通信機能
２１２　　　セルラー通信機能
２１３　　　キャリア周波数Ｆ１
２１４　　　信号／物理チャネルの監視または受信
２１５　　　物理チャネル／信号の送信
２２０ａ、２２０ｂ　セルラー通信状態及び直接通信モード間の遷移
２３０　　　直接通信モード
２３１　　　セルラー通信機能
２３２　　　直接通信機能
２３３　　　直接通信
２３４　　　Ｄ２Ｄ送信
２３５　　　Ｄ２Ｄ受信
２３６　　　直接通信役割スイッチング
３００　　　ＬＴＥ－ＦＤＤシステム
３１０　　　セルラーＦＤＤ通信モード
３１１　　　直接通信機能
３１２　　　セルラー通信機能
３１３　　　セルラーアップリンクリソース
３１３.ｂ　　セルラーダウンリンクリソース
３３０　　　直接通信モード
３３０.ａ、３３０.ｂ　直接通信サブモード
３３１　　　セルラー通信機能
３３２　　　直接通信機能
３３３、３３３.ｂ　共有／専用ダウンリンクリソース
３３４　　　Ｄ２Ｄ送信
３３５　　　Ｄ２Ｄ受信
３３６　　　直接通信役割スイッチング
３４０ａ、３４０ｂ　周期的スイッチング
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４００　　　ＴＤＤシステム
４１０　　　セルラーＴＤＤ通信モード
４１０.ａ　　ダウンリンク送信状態
４１０.ｂ　　アップリンク送信状態
４１０.ｃ　　ダウンリンク送信状態及びアップリンク送信状態間の遷移
４１１　　　直接通信機能
４１３　　　セルラーダウンリンクリソース／セルラーアップリンクリソース
４１３.ｓ　　セルラーアグリゲートダウンリンクリソース／セルラーアグリゲートアッ
プリンクリソース
４２０　　　周期的スイッチング
４３０　　　直接通信モード
４３１　　　直接通信機能
４３３　　　直接通信のリソース
４３４　　　Ｄ２Ｄ送信
４３５　　　Ｄ２Ｄ受信
４３６　　　直接通信役割スイッチング
４３７　　　セルラーＤＬ物理チャネル／信号のモニタまたは受信
４３８　　　セルラーＵＬ物理チャネル／信号の送信
５００　　　ＬＴＥ－ＦＤＤシステム
５１０　　　セルラーＦＤＤ通信モード
５１１　　　直接通信機能
５１２　　　セルラー通信機能
５１３　　　セルラープライマリダウンリンクリソース
５１４　　　セルラーセカンダリダウンリンクリソース
５１５　　　セルラープライマリアップリンクリソース
５１６　　　セルラーセカンダリアップリンクリソース
５２０　　　周期的スイッチング
５３０　　　直接通信モード
５３１　　　直接通信機能
５３２　　　セルラー通信機能
５３３　　　直接通信のリソース
５３４　　　Ｄ２Ｄ送信
５３５　　　Ｄ２Ｄ受信
５３６　　　周期的スイッチング
５３７　　　ＰＣＣまたはＰＣＥＬＬのリソース
６００　　　アーキテクチャエボリューション
６１０　　　基本的なＬＴＥ－ＵＥ送信機アーキテクチャ
６１１　　　ＭＡＣレイヤ
６１２　　　ＨＡＲＱエンティティ
６１５　　　Ｐｈｙレイヤ
６１６　　　ＬＴＥ送信機
６１７　　　アロケートリソース
６２０　　　ＬＴＥ－ＵＥ送信機エボリューションパス
６３０　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥ送信機アーキテクチャ
６３１　　　ＭＡＣレイヤ
６３２　　　既存のＨＡＲＱエンティティ
６３３　　　ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ
６３３.ｓ　　制御信号
６３４　　　Ｄ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ
６３５　　　Ｐｈｙレイヤ
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６３６　　　ＬＴＥ送信機
６３７　　　セルラーアロケートリソース
６３８　　　Ｄ２Ｄ送信機
６３９　　　Ｄ２Ｄアロケートリソース
６５０　　　アーキテクチャエボリューション
６６０　　　基本的なＬＴＥ－ＵＥ受信機アーキテクチャ
６６１　　　ＭＡＣレイヤ
６６２　　　ＨＡＲＱエンティティ
６６５　　　Ｐｈｙレイヤ
６６６　　　ＬＴＥ受信機
６６７　　　アロケートリソース
６７０　　　ＬＴＥ－ＵＥ受信機エボリューションパス
６８０　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥ受信機アーキテクチャ
６８１　　　ＭＡＣレイヤ
６８２　　　既存のＨＡＲＱエンティティ
６８３　　　ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ
６８３.s　　制御信号
６８４　　　Ｄ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ
６８５　　　Ｐｈｙレイヤ
６８６　　　ＬＴＥ受信機
６８７　　　セルラーＤＬアロケートリソース
６８８　　　Ｄ２Ｄ受信機
６８９　　　Ｄ２Ｄアロケートリソース
７００　　　アーキテクチャエボリューション
７１０　　　基本的なＬＴＥ－ＵＥ送信機アーキテクチャ
７１１　　　ＭＡＣレイヤ
７１２、７１２.s　ＨＡＲＱエンティティ
７１５　　　Ｐｈｙレイヤ
７１６　　　ＬＴＥ送信機
７１７、７１７.ｓ　アロケートリソース
７２０　　　ＬＴＥ－ＵＥ送信機エボリューションパス
７３０　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥ送信機アーキテクチャ
７３１　　　ＭＡＣレイヤ
７３２、７３２.ｓ　既存のＨＡＲＱエンティティ
７３３　　　ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ
７３３.ｓ　　制御信号
７３４　　　Ｄ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ
７３５　　　Ｐｈｙレイヤ
７３６　　　ＬＴＥ送信機
７３７　　　セルラーＵＬアロケートリソース
７３８　　　Ｄ２Ｄ送信機
７３９　　　Ｄ２Ｄアロケートリソース
７５０　　　アーキテクチャエボリューション
７６０　　　基本的なＬＴＥ－ＵＥ受信機アーキテクチャ
７６１　　　ＭＡＣレイヤ
７６２、７６２.ｓ　ＨＡＲＱエンティティ
７６５　　　Ｐｈｙレイヤ
７６６　　　ＬＴＥ受信機
７６７、７６７.s　アロケートリソース
７７０　　　ＬＴＥ－ＵＥ受信機エボリューションパス
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７８０　　　Ｄ２Ｄ－ＵＥ受信機アーキテクチャ
７８１　　　ＭＡＣレイヤ
７８２、７８２.s　既存のＨＡＲＱエンティティ
７８３　　　ＬＴＥ－Ｄ２Ｄモードスイッチングエンティティ
７８３.ｓ　　制御信号
７８４　　　Ｄ２Ｄ ＨＡＲＱエンティティ
７８５　　　Ｐｈｙレイヤ
７８６　　　ＬＴＥ受信機
７８７　　　セルラーＤＬアロケートリソース
７８８　　　Ｄ２Ｄ受信機
７８９　　　Ｄ２Ｄアロケートリソース

【図１】 【図２】
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【図１６Ｂ】 【図１６Ｃ】
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