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(57)【要約】
デバイストゥデバイス通信を行うように構成された無線
通信デバイスの方法が開示される。この方法は、デバイ
ストゥデバイス通信能力の表示をネットワークノードへ
送信するステップと、デバイストゥデバイス通信を行う
ように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイスに
割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを受信す
るステップと、受信したビーコンパラメータに基づいて
デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視
するステップと、前記監視されたデバイストゥデバイス
通信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて、少な
くとも１つの無線操作タスクを実行するステップとを有
する。少なくとも１つの無線操作タスクは、デバイスト
ゥデバイス通信のために１つ以上の第２の無線通信デバ
イスの１つを選択または再選択するため、および／また
は監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナ
リングに基づいてネットワークノードにビーコン測定レ
ポートを送信するために、監視されたデバイストゥデバ
イス通信ビーコンシグナリングの測定結果を用いること
を含んでよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの方法であ
って、
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードへ、
デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信するステップ(220)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
に割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、前記ネットワークノードから受信す
るステップ(240)と、
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメー
タに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視するステップ(250
)と、
　前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて
、少なくとも１つの無線操作タスクを実行するステップと、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの無線操作タスクを実行する前記ステップが、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を選択するステップと、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を再選択するステップと、
の少なくとも１つを実行するために、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコン
シグナリングの前記測定結果を用い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】
　少なくとも１つの無線操作タスクを実行する前記ステップが、
　前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングに基づいて、前記ネッ
トワークノードにビーコン測定レポートを送信するステップ(260)を有することを特徴と
する請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信する前記ステップが、前記第１の無線通信
デバイスの前記ネットワークノードへの登録手順(115)に含まれることを特徴とする請求
項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記１つ以上のビーコンパラメータが、
　ローカルデバイスIDと、
　ビーコン受信パターンと、
の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関するビーコン信号を検出
するステップ(255)をさらに有することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータを受信するステップ(235
)と、
　前記第１の無線通信デバイスに関する前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基
づいて、ビーコン信号を送信するステップ(245)と、
をさらに有することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の無線通信デバイスに関する前記１つ以上のビーコンパラメータが、
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　ローカルデバイスIDと、
　ビーコン署名と、
　ビーコン送信電力と、
　ビーコン送信パターンと、
の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークノードへビーコン設定要求を送信(230)し、応答に含まれる前記１つ
以上のビーコンパラメータを受信するステップをさらに有することを特徴とする請求項１
から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークノードから、デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ
以上の第３の無線通信デバイスに隣接ネットワークノードが割り当てた１つ以上のビーコ
ンパラメータを受信するステップ(240)と、
　前記１つ以上の第３の無線通信デバイスの前記受信された１つ以上のビーコンパラメー
タに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視するステップ(250
)と、をさらに有し、
　前記ネットワークノードへの前記ビーコン測定レポートが、セルIDの表示を含む、
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードの方
法であって、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
にビーコンリソースを割り当てるステップ(110,125)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスから、デバ
イストゥデバイス通信能力の表示を受信するステップ(120)と、
　前記第１の無線通信デバイスに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記割り当
てたビーコンリソースに関する１つ以上のビーコンパラメータを送信するステップ(140)
と、
　前記第１の無線通信デバイスから、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくと
も１つに関するビーコン測定レポートを受信するステップ(160)と、
を有することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記ビーコン測定レポートに基づいて、前記第１の無線通信デバイスと前記１つ以上の
第２の無線通信デバイスの１つとの間の接続設定を支援するステップ(165,170,175)をさ
らに有することを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つに位置変化が生じたことを検出するステ
ップをさらに有し、
　ビーコンリソースを割り当てる前記ステップが、前記１つ以上の第２の無線通信デバイ
スのうち、位置変化が検出されたものだけにビーコン送信リソースを割り当てるステップ
を有する、
ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスにビーコンリソースを割り当てる前記ステップ
が、１つ以上の隣接ネットワークノードのそれぞれが前記１つ以上の第２の無線通信デバ
イスの少なくとも１つに割り当てた１つ以上のビーコンのパラメータを、前記１つ以上の
隣接ネットワークノードから受信するステップを有し、
　前記受信したビーコン測定レポートが、セルID表示を含む、
ことを特徴とする請求項１１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記ビーコン測定レポートに基づいて、前記第１の無線通信デバイスに関するセル変更
を行うステップと、
　前記ビーコン測定レポートに基づいて、隣接ネットワークノードから前記ネットワーク
ノードに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つに関するセル変更を要求するス
テップと、
の１つ以上をさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに、前記受信したビーコン測
定レポートを送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項１１から１５のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの方法であ
って、
　前記第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータをネット
ワークノードから受信するステップ(235)と、
　前記第１の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づい
て、デバイストゥデバイス通信のビーコンシグナリングを送信するステップ(245)と、
　前記送信したビーコンが１つ以上の第２の無線通信デバイスによって検出されたことを
示す、前記ネットワークノードからのビーコン測定レポートを受信するステップ(260)と
、
を有することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　プログラム命令を有するコンピュータプログラムを格納したコンピュータ可読媒体(700
)であって、前記プログラムはデータ処理ユニット(730)にロード可能であり、前記データ
処理ユニットによって実行された際に、請求項１から１７のいずれか１項に記載された方
法を実行させるように構成されている、コンピュータ可読媒体(700)。
【請求項１９】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの装置であ
って、
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードへ、
デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信するように構成された送信機(520)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
に割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、前記ネットワークノードから受信す
るように構成された受信機(510)と、
　コントローラ(530)と、を有し、
　前記コントローラは、
　前記受信機が、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記受信した１つ以上のビー
コンパラメータに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視する
ようにさせ、
　前記送信機と前記受信機の少なくとも一方が、前記監視されたデバイストゥデバイス通
信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて、少なくとも１つの無線操作タスクを実行
するようにさせる、ように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの無線操作タスクが、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を選択すること、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を再選択すること、
の少なくとも１つを実行するために、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコン
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シグナリングの測定結果を用いる、
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの無線操作タスクが、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビ
ーコンシグナリングに基づいて、前記ネットワークノードにビーコン測定レポートを送信
すること、を含むことを特徴とする請求項１９または２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関するビーコン信号を検出
するように構成された検出器(540)をさらに有することを特徴とする請求項１９から２１
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記受信機(510)がさらに、前記第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメ
ータを受信するように構成され、
　前記送信機(520)がさらに、前記第１の無線通信デバイスに関する、前記受信した１つ
以上のビーコンパラメータに基づいてビーコン信号を送信するように構成される、
ことを特徴とする請求項１９から２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記送信機(520)がさらに、前記ネットワークノードにビーコン設定要求を送信するよ
うに構成されることを特徴とする請求項１９から２３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２５】
　前記受信機がさらに、前記ネットワークノードから、デバイストゥデバイス通信を行う
ように構成された１つ以上の第３の無線通信デバイスに隣接ネットワークノードが割り当
てた１つ以上のビーコンパラメータを受信するように構成され、
　前記コントローラがさらに、前記受信機に、前記１つ以上の第３の無線通信デバイスの
、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビ
ーコンシグナリングを監視させるように構成され、
　前記ネットワークノードへの前記ビーコン測定レポートが、セルIDの表示を含む、
ことを特徴とする請求項１９から２４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２６】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの装置であ
って、
　前記第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、ネッ
トワークノードから受信するように構成された受信機(510)と、
　前記第１の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づい
て、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを送信するように構成された送信機
(520)と、を有し、
　前記受信機がさらに、前記送信したビーコンが１つ以上の第２の無線通信デバイスによ
って検出されたことを示す、前記ネットワークノードからのビーコン測定レポートを受信
するように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２７】
　請求項１９から２６のいずれか１項に記載の装置を有し、デバイストゥデバイス通信を
行うように構成されたことを特徴とする無線通信デバイス。
【請求項２８】
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードの装
置であって、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
にビーコンリソースを割り当てるように構成されたプロセッサ(630)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスから、デバ
イストゥデバイス通信能力の表示を受信するように構成された受信機(610)と、
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　前記１つ以上の前記第２の無線通信デバイスに割り当てられた前記ビーコンリソースに
関する１つ以上のビーコンパラメータを、前記第１の無線通信デバイスに送信するように
構成された送信機(620)と、を有し、
　前記受信機(610)はさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つ
に関するビーコン測定レポートを、第１の無線通信デバイスから受信するように構成され
る、
ことを特徴とする装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサがさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つについて位置
変化が生じたことを検出し、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスのうち、位置変化が
検出されたものだけにビーコン送信リソースを割り当てるように構成されることを特徴と
する請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記送信機がさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに、前
記受信したビーコン測定レポートを送信するように構成されることを特徴とする請求項２
８または２９に記載の装置。
【請求項３１】
　請求項２８から３０のいずれか１項に記載の装置を有し、デバイストゥデバイス通信の
支援を提供するように構成されることを特徴とするネットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してネットワーク支援型デバイストゥデバイス通信の分野に関する。より
具体的には、そのような通信のビーコン管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイストゥデバイス（D2D）通信は、デバイス間の直接通信を意味する。D2D通信にお
いて、第１の機器から第２の機器へ送信されるデータは、通常、セルラネットワークを一
切経由せずに中継される。従来のD2D通信をいくつか例示すると、ブルートゥース（登録
商標）通信、FlashlinQ通信、WLAN（例えばIEEE 802.11）通信（例えばWIFIダイレクト）
である。
【０００３】
　デバイストゥデバイス通信は、さまざまなシナリオで適用されうる。１つのシナリオは
、セルラ無線アクセスネットワークが存在し、かつ２つのデバイス間のセルラ接続を設定
可能な場合である。このようなシナリオでは、D2D通信はセルラ通信を補完するものとな
りうる。
【０００４】
　D2D通信がセルラ通信よりも優れた性能（より良い信号品質、より高いビットレート、
より少ない遅延など）を提供しうる状況があるかもしれない。これは、デバイス間の距離
が近いこと、および／またはD2Dプロトコルの特定の信号ゲイン（例えばホップゲイン）
に起因するものかもしれない。
【０００５】
　いくつかの状況においてネットワークは、（例えば負荷が高いために）ネットワーク接
続を使用してサービスを全く提供できなくなるような制約を受けることがある。その結果
、D2D通信が代替物となるであろう。
【０００６】
　また、（例えば課金の関係で）デバイスのユーザがD2D通信の方を好む状況があるかも
しれない。
【０００７】
　D2D接続は、通常、セルラーネットワークが用いるスペクトル範囲（通常は認可された
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スペクトル）とは別のスペクトル範囲（例えば免許不要のスペクトル）を使用するため、
D2D通信はスペクトル効率を改善し、セルラーネットワークについてのネットワーク負荷
を低減することができる。さらに、セルラ通信が２つのデバイスの各々に対してアップリ
ンク-ダウンリンクペアを用いるのに対し、D2D接続は１つのリンクペアを使用するであろ
うから、D2D接続がセルラスペクトラムリソースを用いるとしても、スペクトル効率は向
上する。このことは、ネットワークリンク上で送信する必要のある情報量が少なく、デー
タのほとんどがD2D接続を介して送信されるであろう、ネットワーク支援型D2D通信につい
てすら当てはまる。
【０００８】
　D2D通信シナリオでは、互いに接近した多数のD2D可能なデバイスが、例えば特定のネッ
トワークノードによってカバーされる領域や、それより小さな領域に存在しうることが予
想される。この状況においては多くのD2Dリンク確立がなされる可能性が見越されるが、
一方で、例えばピアディスカバリのようなD2Dシグナリングがかなりの干渉を引き起こし
うる。このようなシナリオでの最適化、例えばリンク性能とシステムの性能の最適化は複
雑な作業である。
【０００９】
　D2D通信はアドホックであっても、ネットワーク支援型であってもよい。例えば、セル
ラーネットワークは、D2Dリンクのセキュリティを確立したり、および／または、D2D接続
の設定（例えば、デバイス／ピアディスカバリおよびリソース割り当て）を部分的または
完全に制御することにより、D2D接続を支援することができる。セルラーネットワークは
、干渉環境を制御することによってD2D通信も支援することができる。例えば、認可され
た事業者のスペクトルをD2D通信に用いる場合には、免許不要のスペクトルで稼働する場
合よりも高い信頼性を提供することができる。D2D接続を支援するため、ネットワークは
、同期、および／または、部分的または完全な無線リソース管理（RRM）を提供すること
ができる。
【００１０】
　D2D通信におけるデバイス／ピアのディスカバリは、通常、ビーコン信号を送信（例え
ばブロードキャスト）および／または検出するデバイスにそれぞれ基づいている。ネット
ワーク支援型D2Dデバイスディスカバリにおいて、ネットワークは、ビーコンリソースを
割り当て、かつ、ディスカバリに用いられるビーコン信号の構築および検出にデバイスが
利用可能な情報を提供することにより、デバイスを支援することができる。
【００１１】
　Foder、Dahlman、Mildh、Parkvall、Reider、MiklosおよびTuranyiによる「ネットワー
ク支援型デバイストゥデバイス通信の設計面(Design aspects of network assisted devi
ce-to-device communications）」、IEEE Communication Magazine、2012年3月、170-177
ページは、D2D候補を認識し、ビーコンを送信／スキャンするための時間及び周波数割り
当てを調整することにより、ネットワークがディスカバリ処理を仲介可能であることを開
示している。
【００１２】
　米国特許第6574266号は、基地局の識別情報とシステムクロックに関する情報を含むビ
ーコン信号を送信する基地局を開示している。ベース端末(base terminal)は、複数のリ
モート端末と情報を交換する。この情報は、マスター端末がスレーブ端末と直接通信セッ
ションを確立することを可能にする。端末間の接続の高速セットアップを可能にするため
に、マスター端末の識別情報とクロックは、他の端末または複数の端末へ、マスター基地
局により中継される。
【００１３】
　典型的には、あるデバイスのためのビーコン信号は、そのデバイスの識別情報に基づく
かもしれないし、ビーコン信号群からランダムに取得されるかもしれない。これは、ネッ
トワークがビーコンを割り当てる場合にも、ビーコンがネットワークによって提供されな
い場合にも当てはまる。
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【００１４】
　そして、ビーコン信号は、それぞれの（マスタ）デバイスにより（典型的には、一定時
間間隔で）送信される。そして、リスニング（スレーブ）デバイスは、ビーコンをスキャ
ンする必要がある。デバイスは、マスタのみの役割、スレーブのみの役割、または両方の
役割を担うことができることに留意されたい。ビーコンが検出されると、対応するスレー
ブは、通常、対応するマスタに確認応答を送信し、D2D接続が開始可能になる。
【００１５】
　（前述のIEEE Communications Magazineの記事のように）ネットワークによって割り当
てられ、かつ調整されたビーコンシグナリングを有することは、ビーコンが衝突するリス
クを低減する。さらに、（上述の引用文献のいずれにも記載されているように）スレーブ
に（１つ以上の）マスターの情報を持たせることにより、スキャン性能が向上するかもし
れない（例えば、ディスカバリ時間の短縮や消費電力の低減）。
【００１６】
　しかし、（D2D接続が設定される前に）調整なしの方法で送信される確認応答は、衝突
のリスクを受け、および／またはシステム内の干渉レベルを増加させうる。
【００１７】
　さらに、ネットワークにおけるビーコンの割り当ておよび、割り当て情報のデバイスへ
の効率的な送信は、デバイストゥデバイス通信について考慮すべき、可能性のあるデバイ
スの数が増加するにつれて煩雑になる。
【００１８】
　したがって、ネットワーク支援型デバイストゥデバイス接続設定への別の手法が必要と
されている。ネットワークによるビーコンリソース割り当ての代替手法、並びに割り当て
られたビーコンリソースに関する情報をデバイスへ送信する代替手法が必要とされている
。さらに、ビーコン確認応答を送信する代替手法が必要とされている。
【発明の概要】
【００１９】
　なお、本明細書で使用される場合、用語「有する(comprises / comprising)」は、ここ
で述べる特徴、整数、ステップ、または構成要素の存在を特定するものと解釈されるが、
他の特徴、整数、ステップ、構成要素、またはそれらのグループの１つ以上の存在または
追加を排除するものではないことを調調しておく。
【００２０】
　本発明の目的は、上述した問題点の不都合の少なくとも一部を解消し、ネットワーク支
援型デバイストゥデバイス接続設定の代替方法を提供することにある。
【００２１】
　第１の態様によれば、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された第１の無線通信デバイスの方法を含む。この方法は、デバイストゥデバイ
ス通信を支援するように適合されたネットワークノードへ、デバイストゥデバイス接続能
力の表示を送信する工程と、このネットワークノードから、デバイストゥデバイス通信を
実行するように適合された１つ以上の第２の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上
のビーコンパラメータを受信する工程とを有する。この方法はさらに、受信した、１つ以
上の第２無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータに基づいて、デバイストゥデ
バイス通信ビーコンシグナリングを監視する工程と、監視されたデバイストゥデバイス通
信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて、少なくとも１つの無線動作タスクを実行
する工程とを有する。
【００２２】
　一部のシナリオでは、無線操作タスク（ROT）、ネットワーク運用タスク、および無線
リソース管理、という用語は交換可能に使用されうる。他のシナリオでは、用語「無線操
作タスク」は、ネットワーク運用タスクおよび、さらに他のタスクを包含することができ
、および／または用語「ネットワーク運用タスク」は、無線リソース管理およびさらに他
のタスクを包含することができる。
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【００２３】
　デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングの監視は、ビーコンシグナリングに関
する１つ以上の測定の実行を意味してよい。このような測定は、例えば、第２の無線通信
デバイスによって送信されたビーコンの特定および／または検出、および特定されたビー
コン信号に関する信号測定の１つ以上を含んでよい。信号測定結果の例としては、信号強
度（例えば、RSRP、経路損失、パス利得など）、および信号品質（例えば、SINR、SNR、R
SRQ、BLER、BER等）である。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つの無線操作タスクの実行は、デバイスト
ゥデバイス通信のための１つ以上の第２の無線通信デバイスの選択と、デバイストゥデバ
イス通信のための１つ以上の第２の無線通信デバイスの再選択との少なくとも一方を実行
するために、監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングの測定結果を用
いる工程を有する。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つの無線動作タスクの実行は、監視された
デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングに基づいて、ビーコン測定レポートをネ
ットワークノードへ送信する工程を有する。
【００２６】
　したがって、無線操作タスクのいくつかの例は、監視されたデバイストゥデバイス通信
ビーコンシグナリングに基づくビーコン測定レポートをネットワークノードへ送信する工
程と、デバイストゥデバイス通信を確立／再確立または開始するための第２の無線通信デ
バイスを選択又は再選択するために、ビーコン測定結果を使用する工程とを有する。
【００２７】
　D2D通信のための第２の無線通信デバイスの選択は、事前に規定された規則および／ま
たは、事前に規定された規則とネットワークから通知されたパラメータとの組み合わせに
基づくことができる。例えば、第１の無線通信デバイスは、第２の無線通信デバイスを自
律的に選択してもよいし、ネットワークノードによって通知された他の情報を選択のため
に用いてもよい。ネットワークから通知されるパラメータの例は信号強度閾値であり、こ
の閾値以上で第２の無線通信デバイスをデバイストゥデバイス通信のために選択すること
ができるる。同様の例は、第２の無線通信デバイスの再選択に適用される。
【００２８】
　表示は、第１のデバイスがどのD2D能力を有するか（例えば、ブルートゥース（登録商
標）、WLAN、セルラリソースの使用、測定能力など）に関する情報を有してよい。表示は
、グローバルデバイスIDを有してよい。登録手順は、第１のデバイスのマスタ／スレーブ
設定を有してよい。
【００２９】
　１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータは、ローカルデバ
イスIDおよびビーコン受信パターンの少なくとも１つを有してよい。
【００３０】
　第２のデバイスへのビーコンパラメータの割り当ては、ネットワークノードまたは別の
（例えば、隣接する）ネットワークノードによって行われてもよい。
【００３１】
　どのデバイス群が１つ以上の第２のデバイスに属するべきかという選択は、それらのデ
バイスが第１のデバイスとD2D接続を有することができるようになる可能性の高さ、およ
び／またはそれらデバイスが第１のデバイスに対する干渉源となる可能性の高さに基づい
てなされてよい。一例は、第１のデバイスに対する地理的な近接性に基づいて選択するこ
とである。
【００３２】
　ビーコン測定レポートは、検出された（１つ以上の）デバイスに関する情報、例えばロ
ーカルデバイスID、検出されたビーコンのタイミング、および／または周波数、検出され
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たビーコンの信号強度、および／または推定された経路損失（第１のデバイスが送信電力
を知っている場合。もしそうでなければ、ネットワークノードが、おそらくは関連するビ
ーコン送信デバイスからビーコン送信電力の情報を受信した後に、経路損失を推定しても
よい。）を有してよい。
【００３３】
　ビーコン測定レポートは、空であってもよい。
【００３４】
　ビーコン測定レポートは、ビーコンが検出された後、周期的に、および／または、タイ
マーが切れた後に送信されてよい。
【００３５】
　デバイストゥデバイス通信能力の表示の送信は、第１の無線通信デバイスをネットワー
クノードに登録する手順に含まれてもよい。
【００３６】
　この方法は、１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関連付けられたビ
ーコン信号の検出工程をさらに含むことができる。検出は、受信したビーコンの信号強度
および／または信号品質に基づくことができる。検出は、ローカルデバイスIDに受信信号
をマッピングする工程を有してもよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１の無線通信デバイスのビーコンパラメー
タの１つ以上を受信する工程と、受信した、第１の無線通信デバイスに関連付けられた１
つ以上のビーコンパラメータに基づいて、ビーコン信号を送信する工程を有してもよい。
第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上のビーコンパラメータは、ローカルデ
バイスID、ビーコン署名、ビーコン送信電力、およびビーコン送信パターンの少なくとも
１つ有してよい。
【００３８】
　方法は、ネットワークノードにビーコン設定要求を送信する工程と、その応答に含まれ
る１つ以上のビーコンパラメータを受信する工程とをさらに有してもよい。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、方法はさらに、デバイストゥデバイス通信を実行するように
適合された１つ以上の第３の無線通信デバイスに、隣接するネットワークノードによって
割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、ネットワークノードから受信する工程
と、受信した、１つ以上の第３の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータに基
づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視する工程とを有してもよ
い。そして、ネットワークノードへのビーコン測定レポートは、セルID表示を有してもよ
い。
【００４０】
　第２の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信の支援を提供
するように適合されたネットワークノードの方法を含む。この方法は、デバイストゥデバ
イス通信を実行するように適合された１つ以上の第２の無線通信デバイスにビーコンリソ
ースを割り当てる工程と、デバイストゥデバイス通信を実行するように適合された第１の
無線通信デバイスから、デバイストゥデバイス通信能力の表示を受信する工程とを有する
。この方法はまた、第１の無線通信デバイスに、１つ以上の第２の無線通信デバイスの割
り当てられたビーコンリソースに関する１つ以上のビーコンパラメータを送信する工程と
、第１の無線通信デバイスから、１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに
関するビーコン測定レポートを受信する工程とを有する。
【００４１】
　方法は、ビーコン測定レポートに基づいて、第１の無線通信デバイスと１つ以上の第２
の無線通信デバイスのうちの１つとの間の接続設定を支援する工程をさらに有してもよい
。
【００４２】
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　いくつかの実施形態において、方法はさらに、第２の無線通信デバイスの１つについて
、位置の変化が生じたことを検出する工程を有する。ビーコンリソースの割り当ては、第
２の無線デバイスのうち、位置の変化が生じたもののみにビーコン送信リソースを割り当
てる工程を含んでもよい。
【００４３】
　１つ以上の第２の無線通信デバイスへのビーコンリソースの割り当ては、１つ以上の隣
接ネットワークノードから、１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに対し
て個々の隣接ネットワークノードが割り当てた１つ以上のビーコンパラメータを受信する
工程を含んでもよい。受信したビーコン測定レポートは、セルIDの表示を含んでもよい。
この方法はさらに、ビーコン測定レポートに基づいて第１の無線通信デバイスについての
セル変更を実行する工程、および／または、ビーコン測定レポートに基づいて、第２の無
線通信デバイスの１つについてのセル変更を、隣接ネットワークノードからネットワーク
ノードに要求する工程を含んでもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態において方法は、１つ以上の第２の無線通信デバイスのうちの少な
くとも１つに、受信したビーコン測定レポートを送信する工程をさらに有する。
【００４５】
　第３の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された第１の無線通信デバイスの方法を含む。この方法は、ネットワークノード
から、第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを受信す
る工程と、受信した、第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータに基づい
て、デバイストゥデバイス通信のビーコンシグナリングを送信する工程と、１つ以上の第
２の無線通信デバイスによる、送信されたビーコンの検出を示すビーコン測定レポートを
、ネットワークノードから受信する工程とを有する。
【００４６】
　第４の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された第１の無線通信デバイスの装置(arrangement)を含む。装置は、デバイス
トゥデバイス通信の能力の表示を、デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように適
合されたネットワークノードへ送信するように適合された送信機を有する。装置はまた、
デバイストゥデバイス通信を実行するように適合された１つ以上の第２の無線通信デバイ
スに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、ネットワークノードから受信する
ように適合された受信機と、受信した、１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ以上の
ビーコンパラメータに基づいて、受信機に、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリ
ングを監視させるコントローラとをさらに有する。コントローラはさらに、前記監視され
たデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングの１つ以上の測定結果に基づいて、送
信機と受信機の少なくとも一方に、少なくとも１つの無線操作タスクを実行させるように
適合される。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つの無線操作タスクは、デバイストゥデバ
イス通信のために１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つを選択することと、デバイス
トゥデバイス通信のために１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つを再選択することの
少なくとも一方を実行するために、監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナ
リングの測定結果を用いることを含んでよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つの無線操作タスクは、監視されたデバイ
ストゥデバイスへ通信ビーコンシグナリングに基づいて、ネットワークノードにビーコン
測定レポートを送信することを含んでよい。
【００４９】
　装置は、１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関連付けられたビーコ
ン信号を検出するように適合された検出器をさらに有してもよい。
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【００５０】
　第５の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された第１の無線通信デバイスの装置を含む。装置は、第１の無線通信デバイス
に割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータをネットワークノードから受信するよう
に適合され、また、受信した、第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータ
に基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを送信するように適合され
た受信機を有する。受信機はさらに、１つ以上の第２の無線通信デバイスによる、送信さ
れたビーコンの検出を示すビーコン測定レポートを、ネットワークノードから受信するよ
うに適合される。
【００５１】
　第６の態様において、いくつかの実施形態では、デバイストゥデバイス通信の支援を提
供するように適合されたネットワークノードの装置を含む。装置は、デバイストゥデバイ
ス通信を実行するように適合された１つ以上の第２の無線通信デバイスにビーコンリソー
スを割り当てるように適合されたプロセッサと、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された第１の無線通信デバイスから、デバイストゥデバイス通信能力の表示を受
信するように適合された受信機と、１つ以上の第２の無線通信デバイスの、割り当てられ
たビーコンリソースに関する１つ以上のビーコンパラメータを、第１の無線通信デバイス
へ送信するように適合された送信機とを有する。。受信機はさらに、第１の無線通信デバ
イスから、１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関するビーコン測定レ
ポートを受信するように適合される。
【００５２】
　第７の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信の支援を提供
するように適合されたネットワークノードの方法を含む。方法は、デバイストゥデバイス
通信を実行するように適合された第１の無線通信デバイスから、第１の無線通信デバイス
に関連付けられた１つ以上の第１のグローバルデバイスIDを受信する工程と、受信した、
第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上の第１のグローバルデバイスIDに基づ
いて、第１の無線通信デバイスに１つ以上の第１のローカルデバイスIDを割り当てる工程
とを有してよい。この方法はまた、受信された１つ以上の第１のグローバルデバイスIDの
各々と、割り当てられた第１のローカルデバイスIDとのマッピングを、ネットワークノー
ドと共同して記憶する工程と、割り当てられた１つ以上の第１のローカルデバイスIDを示
す情報を第１の無線通信デバイスに送信する工程と、割り当てられた１つ以上の第１のロ
ーカルデバイスIDの少なくとも１つを示す情報を、デバイストゥデバイス通信を実行する
ように適合された１つ以上の他の無線通信デバイスの第１のグループに送信する工程とを
有する。
【００５３】
　グローバルデバイスIDは、複数のデバイスから受信することができる。
【００５４】
　可能性のあるローカルデバイスID群は、通常、可能性のあるグローバルデバイスID群よ
りもずっと少なく、ローカルデバイスDIの表現は、グローバルデバイスIDの表現よりも通
常は短いであろう。ネットワークノードは、他のネットワークノードと、同じ、異なる、
または報復するローカスデバイスID群を有することができる。
【００５５】
　ネットワークノードと共同して記憶する工程は、例えば、ネットワークノードへの記憶
、ネットワークに接続されたメモリへの記憶、および他のネットワークノードへの記憶を
含んでよい。
【００５６】
　割り当てられた１つ以上の第１のローカルデバイスIDを示す情報の送信は、マッピング
の全部または一部を送信する工程を含むことができる。
【００５７】
　受信した、１つ以上の第１のグローバルIDに基づいて１つ以上の第１のローカルデバイ
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スIDを割り当てる工程は、１つ以上の第１のグローバルデバイスIDの各々について、特定
の第１のグローバルデバイスIDに固有の第１のローカルデバイスIDを割り当てる工程、特
定の第１のグローバルデバイスIDに複数の第１のローカルデバイスIDを割り当てる工程、
または特定の第１のグローバルデバイスIDに第１のローカルデバイスIDを割り当てる工程
であって、第１のローカルデバイスIDは、複数の第１のグローバルデバイスIDに割り当て
られる工程、を有してよい。
【００５８】
　第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上の第１のグローバルデバイスIDを受
信する工程は、第１の無線通信デバイスをネットワークに登録する手順に含まれてもよい
。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のローカルデバイスIDを１つ以上の他の無線通信デ
バイスに送信する工程は、１つ以上の他の無線通信デバイスの１つの要求に応じて実行さ
れてもよいし、および／または同報動作として実行されてもよい。
【００６０】
　１つ以上の他の無線通信デバイスの第１のグループは、デバイストゥデバイス通信を実
行するように適合され、かつネットワークノードに登録された無線通信デバイス群を有し
てもよい。例えば、この無線通信デバイス群は、ネットワークノード下で動作する、デバ
イストゥデバイス通信可能な全てのデバイスを有してもよいし、そのサブセットでもよい
。例えば、この無線通信デバイス群は、第１の無線通信デバイスに関する１つ以上のデバ
イストゥデバイス通信基準を満たす無線通信デバイスを有してよい。基準は、地理的な近
接性、デバイストゥデバイスリンクの無線状態、および／またはデバイスツーネットワー
クリンクのいずれかの無線状態を含んでよい。それに関連する情報は、マッピングにタグ
付けすることができる。
【００６１】
　方法はさらに、第１の無線通信デバイスに１つ以上の第１のオペレータIDを割り当てる
工程を有してもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において方法はさらに、受信した、第１の無線通信デバイスに関連
付けられた１つ以上の第１のグローバルIDに基づいて、１つ以上の第１の無線通信デバイ
スに、１つ以上の他の第１のローカルデバイスIDを再割り当てする工程と、受信した１つ
以上の第１のグローバルデバイスIDの各々と、割り当てられた１つ以上の第１のローカル
デバイスIDの各々とのマッピングを破棄する工程と、ネットワークノードと共同して、受
信した１つ以上の第１のグローバルデバイスIDの各々と、再割り当てされた１つ以上の他
の第１のローカルデバイスIDの各々とのマッピングを記憶する工程とを有してもよい。方
法はさらに、再割り当てされた１つ以上の他の第１のローカルデバイスIDを示す情報を第
１の無線通信デバイスに送信する工程と、再割り当てされた１つ以上の他の第１のローカ
ルデバイスIDの少なくとも１つを示す情報を、１つ以上の他の無線通信デバイスの第１の
グループに送信する工程とを有してもよい。 
【００６３】
　再割り当ては、例えば、１つ以上のデバイスがセルから出入りする際に、もしくは特定
のデバイス間の信号距離を最大化させるために適用されてよい。
【００６４】
　方法は、いくつかの実施形態において、デバイストゥデバイス通信を実行するように適
合された第２の無線通信デバイスから、第２の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以
上の第２のグローバルデバイスIDを受信する工程と、受信した、第２の無線通信デバイス
に関連付けられた１つ以上の第２のグローバルデバイスIDに基づいて、１つ以上の第２の
ローカルデバイスIDを第２の無線通信デバイスに割り当てる工程とをさらに有してもよい
。受信した１つ以上の第２のグローバルデバイスIDの各々と、割り当てられた１つ以上の
第２のローカルデバイスIDの各々とのマッピングは、ネットワークノードと共同して記憶
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することができる。方法は、割り当てられた１つ以上の第２のローカルデバイスIDを示す
情報を第２の無線通信デバイスへ送信する工程と、割り当てられた１つ以上の第２のロー
カルデバイスIDの少なくとも１つを示す情報を、デバイストゥデバイス通信を実行するよ
うに適合された他の無線通信デバイスの１つ以上の第２のグループへ送信する工程とを有
してもよい。
【００６５】
　第１のデバイスは第２のグループの一部であってもよいし、および／または第２のデバ
イスは第２のグループの一部であってよい。第１および第２のグループは同一であっても
、部分的に重複していても、異なっていてもよい。
【００６６】
　第８の態様において、いくつかの実施形態では、デバイストゥデバイス通信を実行する
ように適合された第１の無線通信デバイスの方法を含む。方法は、ネットワークノードか
ら、デバイストゥデバイス通信を実行するように適合された第２の無線通信デバイスに割
り当てられた少なくとも１つの第２のローカルデバイスIDを示す情報を受信する工程と、
受信した少なくとも１つの第２のローカルデバイスIDに基づいて、デバイストゥデバイス
通信のビーコンシグナリングを監視する工程とを有する。
【００６７】
　方法はさらに、第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上の第１のグローバル
デバイスIDをネットワークノードに送信する工程と、第１の無線通信デバイスに割り当て
られた１つ以上の第１のローカルデバイスIDを示す情報をネットワークノードから受信す
る工程とを有してもよい。
【００６８】
　第９の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信の支援を提供
するように適合されたネットワークノードの装置を含む。装置は、デバイストゥデバイス
通信を実行するように適合された第１の無線通信デバイスから、第１の無線通信デバイス
に関連付けられた１つ以上の第１のグローバルデバイスIDを受信するように適合された受
信機と、受信した、第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上の第１のグローバ
ルデバイスIDに基づいて、第１の無線通信デバイスに１つ以上の第１のローカルデバイス
IDを割り当てるように適合されたプロセッサと、割り当てられた１つ以上の第１のローカ
ルデバイスIDを示す情報を第１の無線通信デバイスに送信するとともに、割り当てられた
１つ以上の第１のローカルデバイスIDの少なくとも１つを示す情報を、デバイストゥデバ
イス通信を実行するように適合された１つ以上の他の無線通信デバイスの第１のグループ
に送信するように適合された送信機とを有する。
【００６９】
　装置は、受信した１つ以上の第１のグローバルデバイスIDの各々と、割り当てられた１
つ以上の第１のローカルデバイスIDの各々とのマッピングを記憶するように適合されたメ
モリをさらに有してもよい。
【００７０】
　第１０の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行する
ように適合された第１の無線通信デバイスの装置を含む。装置は、デバイストゥデバイス
通信を実行するように適合された第２の無線通信デバイスに割り当てられた少なくとも１
つの第２のローカルデバイスIDを示す情報をネットワークノードから受信するように適合
された受信機と、受信した少なくとも１つの第２のローカルデバイスIDに基づいて、デバ
イストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを受信機に監視させるように適合されたコン
トローラとを有する。
【００７１】
　装置はさらに、第１の無線通信デバイスに関連付けられた１つ以上の第１のグローバル
デバイスIDをネットワークノードに送信するように適合された送信機をさらに有して良く
、受信機はさらに、第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上の第１のローカル
デバイスIDを示す情報をネットワークノードから受信するように適合されてもよい。
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【００７２】
　第１１の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信を実行する
ように適合された無線通信デバイスと、第４、第５、および／または第１０の態様のいず
れかの装置とを含む。
【００７３】
　第１２の態様において、いくつかの実施形態は、デバイストゥデバイス通信に支援を提
供するように適合されたネットワークノードと、第６および／または第９の態様のいずれ
かの装置とを含む。
【００７４】
　第１３の態様において、いくつかの実施形態は、プログラム命令を含むコンピュータプ
ログラムであって、データ処理ユニットに読み込み可能であり、データ処理ユニットによ
って実行されると、第１、第２、第３、第７、および／または第８の態様に係る方法を実
行させるように適合されたコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ可読媒体を
含むコンピュータプログラム製品を含む。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、本発明の第４、第５、第６、第９、および第１０の態様
は、第１、第２、第３、第７、および第８の態様のそれぞれに関して上述したような様々
な特徴のいずれかと同一もしくは対応する特徴をさらに有してもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態の利点は、割り当てられたビーコンリソースに関する情報が、各デ
バイス（ビーコン送信デバイスおよび／またはビーコンスキャンデバイス）に効率的に提
供され得ることである。これは、使用する特定のリソースを通信する短いローカルデバイ
スIDを、はるかに長いグローバルデバイスIDや、使用すべき特定のリソース（例えば時間
、周波数、信号形状、ビーコン署名、信号パターンなど）を通信する他の手段の代わりに
用いることによって実現される。
【００７７】
　いくつかの実施形態の別の利点は、ローカルおよびグローバルデバイスID間の様々なマ
ッピング（例えば、１対１、１対多、多対１）の可能性により、動的なビーコン割り当て
が可能になることである。
【００７８】
　いくつかの実施形態の別の利点は、あるデバイスのローカルデバイスIDが他のデバイス
で利用可能なことから、他のデバイスのスキャン処理が簡略化されるということである。
【００７９】
　いくつかの実施形態のさらに別の利点は、スレーブデバイスからネットワークへのビー
コン測定レポートの導入により、確認応答メッセージの衝突リスクが低減することである
。レポートは免許不要のスペクトルで送信されず、（たとえあったとしても）再送が必要
となる確率は低いだろうから、結果として干渉の低減にもつながるであろう。
【００８０】
　いくつかの実施形態のさらなる利点は、ビーコン測定レポートに基づいて、ネットワー
クが２つのデバイス間の接続の設定をさらに支援可能なことである。例えば、ネットワー
クは、レポートの内容に基づいて、D2D接続とセルラー接続のどちらを使用すべきかを判
断するための、より適切な根拠を有することができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態のさらなる利点は、D2D通信に適用可能な無線状態を、効率的な方
法で推定することができることである。
【００８２】
　さらなる目的、特徴および利点は、添付図面の参照とともに、以下に述べる実施形態の
詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
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【図１ａ】いくつかの実施形態に係るネットワークにおけるデバイスを示す模式図である
。
【図１ｂ】いくつかの実施形態に係るネットワークにおけるデバイスを示す模式図である
。
【図２】いくつかの実施形態に係る例示的な方法およびシグナリングを示すフローチャー
トおよび信号図の組み合わせである。
【図３】いくつかの実施形態に係る例示的な方法を示すフローチャートである。
【図４】いくつかの実施形態に係る例示的な方法を示すフローチャートである。
【図５】いくつかの実施形態に係る例示的な装置を示すブロック図である。
【図６】いくつかの実施形態に係る例示的な装置を示すブロック図である。
【図７】いくつかの実施形態に係るコンピュータ可読媒体を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００８４】
　本明細書において用いられる場合、D2Dプロトコル／通信／接続は、任意の既知のまた
は将来の適切なD2Dアプリケーションに関連することに留意されたい。非限定的な例には
、ブルートゥース（登録商標）、WLAN（WIFIダイレクト）、FlashlinQ、およびセルラス
ペクトラムを用いるD2Dが含まれる。例えば、ネットワーク支援型D2D通信は、ネットワー
クノードによって割り当てられるようなセルラスペクトルのアップリンクおよび／または
ダウンリンクリソースを使用してもよい。D2D通信は、TDDであってもFDDであってもよい
。ネットワークノードは（特に、セルラおよび／または認可スペクトルが用いられる場合
）、D2D通信に、例えば最大許容送信電力および／または電力制御コマンドのような電力
制御を課すことができる。
【００８５】
　同様に、本明細書で用いられる場合、セルラープロトコル／通信／接続は、任意の既知
のまたは将来の適切なセルラアプリケーションに関連することに留意されたい。非限定的
な例には、3GPPセルラ規格（例えばGSM（登録商標）、WCDMA（登録商標）、TD-SCDMA、LT
E）、WLAN、さらにはデバイストゥデバイスネットワークが含まれる。ネットワークノー
ドは例えば、基地局、ノードB、eノードB、またはWLANアクセスポイントを含んでもよい
。
【００８６】
　ネットワークノードは、ネットワークの任意の適切な部分（例えば、在圏または制御ノ
ード）であってよく、例えばセルラ基地局、中継ノード、無線アクセスポイント、または
コアネットワークノードであってよい。
【００８７】
　ビーコンまたはビーコン信号は、あるデバイス（ネットワークノードまたは無線通信デ
バイス）からのブロードキャスト信号であってよく、他のデバイスが自身の存在に気付く
ことを可能にする。その送信電力は固定であっても可変であってもよい。ビーコンまたは
ビーコン信号は、D2D通信シナリオにおいてピアディスカバリに用いられるのが一般的で
あろうが、他のシナリオにも適用可能である。いくつかの用途では、ビーコンは、基準信
号または同期信号の一種と呼ぶことができる。
【００８８】
　ビーコン送信は、免許不要のスペクトルで、または認可スペクトルで行うことができる
。同様に、D2D通信は、免許不要のスペクトルと認可スペクトルのどちらがビーコン送信
のために使用されるかには必ずしも依存せずに、免許不要のスペクトルまたは認可スペク
トルで行うことができる。
【００８９】
　以下では、ネットワーク支援型デバイストゥデバイス接続設定のための様々な代替手法
を用いる実施形態を説明する。
【００９０】
　例えば、ネットワーク支援型D2Dリンク推定は、いくつかの手法に従って提供されてよ
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い。これは、例えば、集中型の干渉調整にとって好都合であろう。D2D通信の集中的な（
すなわち、ネットワーク支援型の）干渉調整は、通常、ネットワークノード（および、場
合によりデバイスも）が、適用可能な干渉状況（または、より一般的には、適用可能な無
線条件）を、少なくとも部分的に知っていることを必要とする。この知見(awareness)の
獲得は複雑なタスクであり、ここに提示するいくつかの実施形態によって支援することが
できる。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、ビーコン情報のベアラとして、短く、従って効率的なローカ
ルデバイスID (LDID)を用いる。このローカルデバイスIDは、ネットワークノードにおい
て、デバイスからネットワークノードに伝達された、対応するグローバルデバイスID (GD
ID)に割り当てられる。
【００９２】
　各GDIDは、デバイスそれ自体に関連付けられてもよいし、あるいはそのデバイスによっ
て用いられる（おそらくはいくつかのうちの）１つのサブスクリプションに関連付けられ
てもよい。さらに、デバイス（またはサブスクリプション）は、例えば、（そのデバイス
によって提供され、または要求される）異なる複数のサービスについて、異なる複数のGD
IDを関連付けられることができる。一例は、IMSIをGDIDとして使用することである。１つ
のデバイスに対するいくつかのGDIDの例は、それぞれが独自のGDIDを有するいくつかの飲
料を販売する自動販売機ということもありうる。GDIDは例えば、サブスクリプション固有
およびサービス固有IDの組み合わせであってよい。GDIDは、典型的には、デバイスの位置
、現在のトラッキングエリア、またはそのデバイスのセルアソシエーションとは独立して
関連付けられる。
【００９３】
　ネットワークに保持される、可能性のあるLDIDのセットは、対応するビーコン間の相互
相関を最小にするか、信号距離を最大化するように設計することができる。特定の時点で
使用されるLDIDのサブセットは、そのような条件を念頭に置いても選択することができる
。特定の時点で使用されるLDIDのサブセットの大きさは、例えば、セル内に存在するD2D
可能なデバイスの現在数、またはセル内のD2Dアクティブデバイスの現在数に依存し得る
。したがって、セル内のD2D通信のためにネットワークノードによって用いられるローカ
ルデバイスIDの数および／または特性は、１つ以上の基準を用いて決定することができる
。基準の非限定的な例には、セル内で稼働中のD2D対応デバイスの現在数、LDIDの相関特
性、利用可能なLDIDの総数、隣接ネットワークノードによって使用されるLDIDなどが含ま
れる。
【００９４】
　割り当てられたローカルデバイスIDを示す情報は対応するデバイスに送信され、ビーコ
ン信号をどのように送信するかを決定するために使用されてよい。割り当てられたローカ
ルデバイスIDを示す情報は他のデバイスにも送信され、ビーコン信号をどのように受信ま
たは検出するか決定するために使用されてよい。
【００９５】
　必要に応じて、グローバルデバイスIDとローカルデバイスIDとのマッピングが更新され
てもよい。例えば、あるデバイスがセルに入ったり、出たりする際に更新が必要とされ得
る。更新は、例えば、使用されるビーコン間の信号距離を最大にするために好都合であろ
う。
【００９６】
　いくつかの実施形態において、ネットワークノードは、D2D対応（マスタ）デバイスに
ビーコンリソースを割り当てる。割り当てに関する情報は、対応するデバイスおよび他の
D2D対応（スレーブ）デバイスに送信される。対応するデバイスは、自身のビーコン信号
を送信するためにその情報を使用する。他のデバイスは、おそらく、ビーコン信号を検出
するため、関連するビーコンリソースを監視するのに情報を使用する。
【００９７】
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　他のデバイスは、ネットワークへのそれぞれのビーコン測定レポートを送信する。レポ
ートは、（ビーコンが検出されたか否かに関わらず）所定の回数／間隔で送信されてもよ
いし、および／または、ビーコン検出の結果として送信されてもよい。
【００９８】
　レポートは、ネットワークノードが２つの対応するデバイス間の接続のセットアップを
支援するために有用かもしれない。たとえば、レポートは、D2D接続またはセルラー接続
を使用するかどうかを決定するために使用され得る。D2D接続が使用される場合、レポー
トの情報をセットアップ手順で使用することができる。
【００９９】
　図１ａは、基地局（ネットワークノード）４０を備える基地局サイト５０を有するネッ
トワーク内のデバイス１０、２０、３０、６０、７０、８０を示す模式図である。ネット
ワークノード４０は、デバイス１０、２０、３０、６０、７０、８０のそれぞれに、それ
ぞれの無線リンク１５、２５、３５、６５（図示していないリンクもある）を介して接続
されている。デバイスはD2D能力を有している。また、D2Dに対応しないデバイス（図示せ
ず）があってもよい。デバイス１０および２０は地理的に近接しているので、この例では
、それらの間の直接通信のための無線状態は非常に良好である。したがって、ネットワー
クノードは、D2D無線リンク１２をセットアップするように（リンク１５および２５を介
して）それらを支援してきた。同様に、デバイス３０および６０は、D2Dリンク６２を介
して接続され、デバイス７０および８０は、D2Dリンク７２を介して接続されている。ま
た、デバイス６０と７０との間の潜在的な干渉の状況が、７１によって示されている。デ
バイス１０および２０は、（この場合は、見込まれるD2D接続１２に関して）互いに関連
する１つのグループとして見ることができ、デバイス３０、６０、７０及び８０は、（こ
の場合、リンク６２および／または７２を介する、見込まれるD2Dに関して、またさらに
干渉７１に関して）互いに関連するもう１つのグループとして見ることができる。
【０１００】
　図１ｂは、基地局（ネットワークノード）４０を備える基地局サイト５０を有するネッ
トワーク内のデバイス１０、２０、３０、６０、７０、８０を示す模式図である。図１ｂ
は、図１ａよりも後の時点の状態を示している。図１bにおいて、デバイス７０は移動し
、今は別の場所にある。デバイス７０および８０は依然としてD2Dリンク７２を介して接
続されている。しかしながら、装置７０は現在デバイス６０から遠くにあり、図１ａにお
いて受けていた干渉状態は変化している。代わりに、現在は、デバイス２０と７０との間
の、７３で示す潜在的な干渉状況が存在する。したがって、この時点においてデバイス１
０、２０、７０及び８０はデバイスが相互に関連する１つのグループと見ることができ、
デバイス３０および６０はデバイスが相互に関連するもう１つのグループと見ることがで
きる。
【０１０１】
　ネットワークノードがD2D通信のためのリソースを割り当て可能になる前に、どのデバ
イスが互いを理解可能か（例えば、ピアディスカバリ）と、それらの相互リンクの状況（
例えば、無線状況、干渉など）についてネットワークノードが知ることは有益である。そ
のような情報は、好ましくは、体系的かつ効率的な方法で達成されるべきである。各デバ
イス（または一部のデバイス）が、この知見の少なくとも一部を入手できていればそれも
また有益である。
【０１０２】
　図２は、一部の実施形態に従って、ネットワークノード（例えば、図１aのネットワー
クノード４０）とD2D対応デバイス（例えば、図１ａのデバイス１０および２０の１つ）
の各々で実行される例示的な方法と、それらの間での信号のやりとり（シグナリング）を
示す、フローチャートおよび信号図の組み合わせである。
【０１０３】
　方法１００はネットワークノード１０１によって実行され、方法２００はデバイス（ユ
ーザ機器 - UE）２０１によって実行される。
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【０１０４】
　既にネットワークノードに登録されている他のD2D対応デバイスがある場合、ネットワ
ークノードは、１１０においてそれらデバイスにビーコンリソースを割り当て済みである
。ビーコンリソースの割り当ては、図３に関連して後述するように、ローカルデバイスID
(LDID)の割り当てを含むことができる。ローカルデバイスIDは、ビーコンリソース（例え
ば、時間および／または周波数、信号形状、ビーコン署名、送信パターン、送信電力など
）を、（例えばルックアップテーブルを通じて、あるいはLDIDで始まるシフトレジスタを
通じて）表すものであってよい。いくつかの実施形態では、プライマリ/セカンダリ同期
信号（PSS/SSS）をビーコン信号として使用することができる。他の例にはZadoff-Chu系
列とM-配列が含まれる。いくつかの実施形態では、ビーコンは、例えば、直交符号、擬似
雑音系列、またはBCH符号に基づくことができる。
【０１０５】
　後述する、１１０および１２５での割り当て（および／または再割り当て）は、リソー
ス効率のよい方法で行うことができる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、ビーコン送信の総数を最小化することが有益かもしれない。
例えば、ビーコンの送信は一度に１つのデバイスだけが許可され、残りの装置はリスンす
ることが求められてよい。つまり、ビーコン送信の割り当ては、まず、第１のデバイスに
送信を許可し、次いで第２のデバイス、次いで第３のデバイス、といったようなものであ
ってよい。
【０１０７】
　この手法は、ネットワークノードに登録されたすべてのD2D対応デバイスに対して行わ
れても、またはネットワークノードに登録されたD2D対応デバイスのグループ（例えば、
互いに近接しているデバイスのグループ、同じ地理的領域内に存在するデバイスのグルー
プ、あるいはD2D通信が設定できるようになりそうなデバイスのグループ）に対して行わ
れてもよい。したがって、後者の場合、ビーコン送信の割り当ては、まず第１のグループ
の第１のデバイスと第２グループの第１のデバイスが同時に送信することを許可し、次い
で各グループの第２のデバイス、といったようなものであってよい。そのような例では、
最初のグループのデバイスは、最初のグループに関して送信されたビーコンだけをリスン
するように求められ、第２グループのデバイスについても同様である。
【０１０８】
　この手法は、セル／領域で送信されるビーコンの数を最小化する、体系的なビーコン送
信方法が得られるという利点を提供する。ビーコン間の干渉のリスクのみならず、ビーコ
ンがセル内の他のシグナリングに対して生成する干渉も最小限に抑えられる。これは、ビ
ーコン手順を通じて抽出可能な情報量を損なうことなく達成される。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、ビーコン送信の総数および／またはビーコン監視の総量を最
小化することが有益であり得る。このような目的のためには、第１のデバイスから第２の
デバイスへの信号経路の状況が、その信号経路の逆方向における状況とおそらく同じであ
るか、少なくとも類似している（少なくとも、両方向について類似の周波数帯域が使用さ
れる場合（例えばTDD）。ただし、FDDにおいても平均リンク減衰が高い相関を有すること
が一般的であるから、FDDにも適用可能である）ことに留意されたい。したがって、D2D通
信の可能性を検出するため、および／または可能性のあるD2Dリンクのシグナリング状況
を推定するためには、２つのデバイスの一方だけにビーコンを送信させ、他方はリスンさ
せることで十分であろう。
【０１１０】
　この原則に従って、（ネットワークノードで登録されたすべてのD2D対応デバイス、ま
たはデバイスのグループに対する）ビーコンリソースの割り当ては、あるデバイスが割り
当てられたビーコンを一旦送信したならば、リスンさせる目的でそのデバイスを起動しな
いことによって調整することができる。したがって、ビーコン送信の割り当ては、まず、
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第１のデバイスに送信を許可して他のデバイスにはリスンするように要求し、次いで第２
にデバイスに送信を許可して（第１の装置を除く）他のデバイスにはリスンするように要
求し、次いで第３のデバイスに送信を許可して（第１、第２のデバイスを除く）他のデバ
イスにはリスンするように要求する、（以下同様）ものであってよい。
【０１１１】
　この手法は、デバイスの平均ビーコンリスン時間（従って消費電力）を最小化するさら
なる利点を有する。
【０１１２】
　いくつかの実施形態において、ビーコン送信リソースは、（図１ａおよび１ｂの装置の
ように）位置を変更した１つ以上のデバイスだけに割り当てられてもよい。このような位
置の変化は、例えば、セルへの入来を含んでもよいが、さらに、あるいは代わりに、（例
えば、GPSのようなデバイスの測位装置により検出された）セル内での装置の移動を含ん
でもよい。したがって、デバイスが移動した場合、デバイスはネットワークノードからビ
ーコン送信リソースを割り当てられてもよく、ネットワークノードはまた他のデバイスに
リスンするように要求してもよい。ネットワークはセル内のすべてのD2D対応デバイスに
リスンするように要求してもよい。あるいは、ネットワークは、上述したようなグループ
のデバイスだけにリスンするよう要求してもよい。そのグループは、デバイスが以前の位
置に従って属するグループであってもよいし、および／またはデバイスが現在の位置に従
って属するグループであってもよい。例えば、小さな動きが検出された場合は、デバイス
が以前属していたグループだけがリスンするように要求され、大きな動きやセルの変更が
検出された場合は、新しいグループ（またはすべてのデバイス）がリスンするように要求
されてよい。いくつかの実施形態では、移動していないデバイスにはビーコン送信リソー
スが割り当てられない。
【０１１３】
　デバイスの位置変化は、（例えばセル変更に関して）ネットワークノードによって自律
的に検出してもよいし、デバイス（例えば、セル内での移動を検出するデバイスのGPS）
からネットワークノードへのシグナリングを通じてネットワークノードによって検出され
てもよい。起こりうる位置変化を検出する別の方法は、対応する無線リンクが変化してい
るかどうかを評価することを含んでもよい。
【０１１４】
　２１５では、新しいデバイス（デバイス２０１）が、例えば登録要求メッセージ２１６
を送信することによって、ネットワークノード１０１への登録を開始し、ネットワークノ
ード１０１は例えば登録応答メッセージ２１７を送信することによって、１１５で新しい
デバイス２０１を登録する。後続の動作は、新しいデバイスがネットワークノードに登録
済みの場合であっても行われうるので、この例において新しいデバイスの登録はオプショ
ンとして表わされている。
【０１１５】
　２２０において、デバイス２０１はD2D対応表示（例えばD2Dアクセス要求）をネットワ
ークノード１０１に送信し、ネットワークノード１０１は１２０でその表示を受信する。
図２に示すように、D2D対応表示は、メッセージ２２１を介して送信することができる。
あるいは、２２０および１２０は、D2D能力表示が登録要求メッセージ２１６に含まれう
る場合には、登録手順２１５、１１５の一部であってもよい。D2D能力表示は、デバイス
２０１に関連づけられた１つ以上のグローバルデバイスIDを有していてもよい。
【０１１６】
　１２５において、ネットワークノード１０１は、１１０に関連して説明したのと同様の
方法で、装置２０１にビーコンリソースを割り当てる。それが妥当な場合、ネットワーク
ノード１０１は、１２５において、新しい条件に基づいて、他のデバイスに割り当て済み
のリソースを再割り当てしてもよい。
【０１１７】
　ビーコン設定要求メッセージ２３１は、必要に応じて、デバイス２０１が２３０で送信
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し、ネットワークノード１０１が１３０で受信してもよい。
【０１１８】
　ビーコン設定要求メッセージ２３１への応答として、あるいは自律的に、ネットワーク
ノード１０１は、デバイス２０１に割り当てられたビーコンリソースに関する情報を、１
３５でメッセージ２３７を用いて送信することができる。同様に、ビーコン構成要求メッ
セージ２３１への応答として、あるいは自律的に、ネットワークノード１０１は、他のデ
バイスに割り当てられたビーコンリソースに関する情報を、１４０でメッセージ２４２を
使用して送信する。
【０１１９】
　いくつかの実施形態において、ネットワークノードは、隣接するネットワークノードに
割り当てられたビーコンリソースに関する情報を受信してもよい。
【０１２０】
　そのような実施形態では、１３５および１４０におけるビーコン情報の送信が、ネット
ワークノード１０１のセル内のデバイスに割り当てられたビーコンリソースに関する情報
を、メッセージ２３７および２４２の１つ以上、または別個のメッセージ（不図示）を使
用して、隣接するネットワークノードへ送信することをさらに含んでもよい。
【０１２１】
　１４０におけるビーコン情報の送信は、メッセージ２４２を使用して、他の隣接セル内
のデバイスに割り当てられたビーコンリソースに関する情報を送信することをさらに含む
ことができる。
【０１２２】
　１３５及び１４０における送信は、デバイス２０１および他の装置への共同送信（例え
ば、情報のブロードキャストや、共有チャネルを利用した送信）であってよい。あるいは
、またはさらに、１３５および１４０における送信は、（例えば、専用のシグナリングを
使用した）、デバイス２０１および他のデバイスそれぞれへの個別送信を含んでもよい。
例えば、送信は、（例えば、アプリケーションレイヤ上での）専用のデータパケットメッ
セージ、専用無線リソース制御（RRC）メッセージ、または専用MACレイヤメッセージの形
態であってよい。
【０１２３】
　送信２３７，２４２の、割り当てられたビーコンリソースに関する情報は、例えば、ロ
ーカルデバイスID、ビーコン署名、ビーコン信号形状、ビーコン署名、ビーコン信号パタ
ーン（例えば、ビーコン信号形状／署名が使用されなければならない時間および／または
周波数に関するパターン、および／または、ビーコン信号形状／署名がどのように繰り返
さなければならないかの規定）、および／またはビーコン送信電力（最小値／実際値／最
大値）を含むことができる。ビーコン送信電力は、最大許容送信電力、最小許容送信電力
、許容送信電力範囲、および送信電力変動方式（例えば、異なる時間／周波数リソースに
対して異なる送信電力を用いる）の１つ以上を含むこともありうる。
【０１２４】
　ビーコン署名シーケンスは、例えば直交符号、擬似雑音シーケンス、BCH符号など、任
意の適切な形式のものでありうる。ビーコン署名シーケンスは、LDIDとして使用されるこ
ともありうる。あるいは、（例えば標準化されたプロトコル、以前にネットワークから受
信した情報、ルックアップテーブルなどに基づく）予め定められた規則に従って、LDIDが
署名シーケンスにマッピングされてもよい。あるいは、LDIDは（例えば署名を生成するた
めに使用される符号化パラメータまたはフィルタパラメータを規定することにより）署名
シーケンスを生成するために使用することができる。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、１２５における動作は登録手順２１５、１１５の一部であっ
てよく、２３７および２４２の情報の一部（例えばLDID）または全てが登録応答メッセー
ジ２１７に含まれてもよい。
【０１２６】
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　１４０における、他のデバイスに関する割り当て情報の送信は、どのデバイスが、新た
なデバイス２０１とのD2D通信について良好な見込み（例えば、同様のD2D能力を有する、
地理的に近接している、見込まれるD2Dリンクについて良好な無線状況を有する、など）
を有するかに基づくことができる。このような情報は、ビーコン割り当て情報とともに、
ネットワークノード（またはネットワークの他の任意の適切なエンティティ）に格納する
ことができる。
【０１２７】
　２３５において、デバイス２０１は、自身に割り当てられたビーコンリソースに関する
情報を受信し、自身のビーコンを２４５で送信するために情報を使用する。ビーコンの送
信は、任意の適切な、公知又は将来の方法を用いて行うことができる。例えば、ビーコン
署名は、（適用可能な規格に準拠して）変調にマッピングされ、送信されてもよい。送信
パターンは、署名の送信に使用する時間／周波数リソースであってよい。このようなリソ
ースは、単一のインスタンスか、繰り返しパターンに準拠したものかもしれない。パター
ンは、時間領域において規則的な場合も不規則な場合もありうるし、規則的または不規則
的に周波数シフトされる場合もありうる。周波数シフトは、パターンの２つの送信インス
タンス間で行われる場合もありうるが、（例えば、第１の周波数割り当て（例えば利用可
能な帯域幅の終端）が３GPPリリース１０のPUCCHのスロット１に適用され、第２の、別の
周波数割り当て（例えば利用可能な帯域幅の始端）がPUCCHのスロット２に適用されるPUC
CHでの送信と同様に）特定のビーコン送信セッション内でのリソースの周波数シフトの場
合もありうる。UMTS LTEに適用可能な例を用いると、時間シフトは、サブフレーム内のス
ロット間で行われうる（すなわち、PUCCH送信と同様である）。サブフレーム内のスロッ
ト間のそのようなシフトは、構成メッセージ２３７の情報に含まれてもよいが、また規格
で予め規定されてもよい。送信パターンは、さらに、パターンの開始時間と停止時間を含
むことができる。ビーコンの送信は、例えば停止条件が満たされた際、伝送パターンの最
後に達した際、またはタイマがタイムアウトした際に停止されてよい。
【０１２８】
　２４０においてデバイス２０１は、他のデバイスに割り当てられたビーコンリソースに
関する情報を受信する。この情報は、関連するビーコンリソースだけを監視するために２
５０で用いられる。いくつかの実施形態において、デバイスは、受信したビーコン設定メ
ッセージに従ってビーコン信号が予期される時間間隔でだけ受信機を有効にする。
【０１２９】
　なお、この例においてオプションとして記載した１つ以上の動作は、他の例においては
必須であってよいことに留意されたい。同様に、この例で必須として記載した１つ以上の
動作が、他の例ではオプションであってよい。
【０１３０】
　この例では、１３５、２３５、２４５をオプションとして記載した。これらは、マスタ
ーとして動作するデバイスにだけ適用される。
【０１３１】
　前述したように、マスタデバイスはビーコン信号を送信し、スレーブデバイスはビーコ
ンをスキャンする。なお、デバイスは、マスタのみ、スレーブのみ、またはその両方の役
割を担うことができることに留意されたい。
【０１３２】
　（例えば、ビーコンが送信されるかどうか、無線状態など）状況に応じて、ビーコンは
２５５で検出されてもされなくてもよい。検出処理は、適切な既知または将来のアルゴリ
ズムの何らかを含むことができる。例えば、検出は、信号検出、エネルギー検出、１つ以
上の既知のシーケンスに対する相関、および符号化メッセージの復号の１つ以上を含むこ
とができる。ディスカバリ手順２５０、２５５は、１つのビーコン信号またはビーコン信
号のサブセットが見つかると終了することができる（発見されたビーコン信号の各々は、
通常、別個のLDIDおよび／または別個のデバイスに関連付けられている）。ビーコン送信
はまた、（予め定められた、または動的な）特定時間が経過した際、例えば、送信パター
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ン情報または検出セッションに関連付けられたタイマーがタイムアウトした際に終了され
ることもあり得る。。
【０１３３】
　２６０で、ビーコン測定レポート（またはビーコン検出レポート）２６１がデバイス２
０１によって送信される。レポートは、１６０でネットワークノード１０１によって受信
される。これは、デバイスがビーコン監視デバイス（スレーブ）である状況に関連する。
レポートは、（ビーコンが検出されたか否かとは無関係に）所定の回数／間隔で送信され
ても、および／または２５５におけるビーコン検出の結果として送信されてもよい。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、ビーコン測定レポート２６２は１６０でネットワークによっ
て送信され、２６０でデバイスによって受信される。これは、デバイスが、ビーコン送信
デバイス（マスタ）である状況に関連する。
【０１３５】
　従って、ネットワークノード１０１は、１６０で１つ以上のビーコン測定レポートを受
信し、レポート内の情報（の少なくとも一部）を、２６２で図示するように１つ以上のデ
バイスに送信することができる。例えば、情報は、ビーコン測定レポート内の情報に基づ
いて、他のデバイスのどれについてD2D接続が見込まれるかに関して各デバイスに送信さ
れてもよい。それぞれのネットワークノードへの／からのビーコン測定レポート２６１お
よび２６２は、同一または異なるフォーマットを有することができる。
【０１３６】
　ビーコン測定レポート２６１は、（もしあれば）検出されているビーコン数と検出され
たビーコンの詳細に関する情報（例えば、ビーコン署名、対応するLDID、セルID（すなわ
ち、ビーコンを送信したデバイスがどのセルに属するかの表示）、ビーコンの受信電力、
RSSI、RSRP、RSRQ、干渉推定値、信号対雑音比(SNR)、信号対干渉比(SIR)、信号対雑音お
よび干渉比(SINR)、対応するデバイス間の推定された経路損出および／または無線チャネ
ルなどの１つ以上）を含んでもよい。検出された信号の他の詳細もレポートされてよい。
例えば、他のタイミング（例えばネットワークノードに接続するためのDLまたはULタイミ
ング）に関する、検出された信号のタイミング（OFDMシステムについてのサイクリックプ
レフィックス内であってよい）がレポートされてもよい。実際の検出に先立つ検出試行回
数もまたレポートされてもよい。レポート内容の別の例は、どの時間／周波数リソースで
ビーコン信号が検出されたかに関する表示であってもよい。
【０１３７】
　ビーコン測定レポート２６２は、レポート２６１と同一または類似の情報を含むことが
できる。さらに、または代わりに、特定のデバイスへのビーコン測定レポート２６２は、
どのデバイスが、その特定のデバイスのビーコンを確実に検出していることを示している
かに関する情報（例えば識別情報、無線状態推定など）を含むことができる。また、さら
に、または代わりに、特定のデバイスへのビーコン測定レポート２６２は、どのデバイス
がその特定のデバイスへの干渉を引き起こしうるかに関する情報を含んでもよい。
【０１３８】
　ビーコン測定レポートは、デバイス２０１と他の特定のデバイスの間のセットアップの
設定における１６５、１７０、１７５をネットワークノードが支援するために用いられて
よい。例えば、ネットワークノードは、D2D接続のセットアップ中に関連デバイスを支援
するため、および／または、D2D接続をセットアップするか全くしないかを決定するため
に、情報（の少なくとも一部）を関連するデバイスに中継してもよい。
【０１３９】
　別の例においてレポートは、セルラー接続とD2D接続のどちらを用いるか（または接続
をセットアップするか全くセットアップしないか）を１６５で決定する際に用いることが
できる。装置２０１が特定のデバイスのビーコンを検出していればD2D接続を選択するこ
とができ、特定のデバイスのビーコンが検出されなかった場合にはセルラ接続を選択する
ことができる。他の条件がさらに適用されてもよい。例えば、見込まれるD2Dリンクにお
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ける無線伝播状況、ネットワークノードとデバイス２０１との間のリンクにおける無線伝
搬状況（および／またはネットワークノードと１つ以上の他の装置、例えば見込まれるD2
D接続の他の装置）、現在のトラフィック負荷および／またはネットワークノードの容量
など。セル内の現在のトラフィック負荷が高い場合、および／またはネットワークと、見
込まれるD2D接続の機器との相段個々のリンクの無線状況が悪く、それらデバイスとの見
込まれるD2Dリンクの無線状況が良好である場合に、D2D接続が選択されてよい。隣接セル
のビーコンがスキャン処理およびネットワークへのレポートに含まれる実施形態において
、そういった情報は、D2D接続セットアップの開始前に、デバイスを隣接セルへハンドオ
ーバするかどうか（より汎用的にはそのデバイスについてのセル変更を実行するかどうか
）、（あるいは隣接セルからのハンドオーバを要求するかどうか）の決定に用いられてよ
い。
【０１４０】
　セルラ接続が選択された場合、ネットワークノードは、１７５でそれをセットアップす
る。D2D接続が選択された場合、ネットワークノードは１７０および２７０でのセットア
ップを支援することができる。例えば、ネットワークノードは、どのタイプ（免許不要ま
たは免許要、適用可能なプロトコルなど）のD2D接続を用いるかを決定し、D2D接続にリソ
ース（プロトコル、時間、周波数など）を割り当て、電力制御を提供する（例えば、受信
ビーコン信号電力に基づいて、初期送信電力を設定する）ことができる。この支援は、ネ
ットワークノードとデバイス２０１との間（およびネットワークノードと他の特定デバイ
スとの間）のシグナリング２７１、２７２を用いることができる。例えば、このようなシ
グナリングは、デバイス２０１のビーコンが検出された場合に、デバイス２０１から特性
デバイスへ確認メッセージを直接送信することを不要にすることができる。
【０１４１】
　D2D接続が設定されている場合、２つのデバイスは、２７５において、D2D通信プロトコ
ルに従って互いに直接通信する。
【０１４２】
　図２の例では、検索／監視／検出２５０、２５５および報告２６０を別個の動作として
記載している。いくつかの実施形態では、それらが並列的あるいは反復的に実行されても
よいことに留意されたい。例えば、他のビーコンの探索を継続しながら、検出されたビー
コンについてはできるだけ早く報告するようにしてもよい。いくつかの実施形態では、レ
ポートをいつ送信すべきかを、ビーコン受信パターンの終わりに関連付けられたタイマが
制御する。報告は、（例えば検出が行われた場合やタイマに従った）トリガに応じたイベ
ントであっても、周期的なイベントであってもよい。周期的なレポートは、前回のレポー
ト以降検出されたすべてのビーコンの情報を含むことができる。レポートは空のセットを
含むこともあり得る（例えば、レポート送信時において検出されているビーコンが存在し
ない場合）し、報告する事項がない場合には省略されることもあり得る。
【０１４３】
　さらに、（必要に応じた）ビーコン送信２４５と、ビーコンのスキャンおよび報告２５
０、２５５、２６０を別個の動作として説明した。しかし、いくつかの実施形態では、そ
れらは別の順序で、並列的（交互(interleaved)）に、あるいは反復的に行われてもよい
ことに留意されたい。例えば、デバイスは、ビーコン送信とビーコンスキャン／受信とを
双方向に切り替えたり、自身のビーコンの送信と他のビーコンのスキャンを同時に行うた
めの能力を有したりすることができる。
【０１４４】
　上述したように、ネットワークノードは（いくつかの実施形態によれば）１つ以上の隣
接ネットワークノードから、D2D動作や通信のために隣接ネットワークノードの制御下に
あるD2D対応デバイスに隣接ネットワークノードが割り当てたビーコンリソースに関する
情報を取得することができる。情報は、D2D対応デバイスのためにそれらの隣接ネットワ
ークノードによって確保されているビーコンリソースを示してもよい。より具体的には、
隣接ネットワークノードから取得する情報は、これらの隣接ネットワークノードによって
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D2D対応デバイスに割り当てられたローカルデバイスID、および／またはD2D通信用に確保
されたローカルデバイスIDを含んでいてもよい。
【０１４５】
　この情報は、ローカルデバイスIDがD2D対応デバイスに割り当てられる継続期間（例え
ばT０）のような追加情報を含んでもよい。継続期間に関する情報は、ビーコンリソース
の各々に関連付けられても、ビーコンリソースのグループに関連付けられても、あるいは
全てのビーコンリソースに共通であってもよい。継続期間は、ビーコンリソースがD2D対
応デバイスに割り当てられる開始基準時間に関して（例えば、隣接セルにおけるシステム
フレーム番号（SFN）を単位として）表わされてよく、（隣接セルのSFNを単位とした）開
始基準時間からの期間、および／または期間の終わりであってよい。
【０１４６】
　ネットワークノードは、受信情報（隣接ネットワークノードからの、ビーコンリソース
に関する、および／または対応するLDID）の全部または一部を、自身の制御下にあるD2D
対応デバイスに送信してもよい。ネットワークノードはまた、自身のD2D対応デバイスに
、送信された情報が、１つ以上の隣接ネットワークによって使用されているビーコンリソ
ース、および／またはD2D対応デバイス用に確保されたビーコンリソースに対応するもの
であることを通知することができる。
【０１４７】
　D2D対応デバイスは、ネットワークノードから、隣接ビーコンリソースのいずれかを使
用する可能性のあるいずれかのD2D対応デバイスを特定または検出（あるいはそのD2D対応
デバイスの特定されたビーコン信号の測定を実行）し、特定されたD2Dデバイスに関して
ネットワークノードへ通知するように要求されてもよい。D2D対応デバイスは、検出され
た隣接ビーコンリソース上の信号測定（例えば信号強度、経路損失、信号品質など）を実
行し、無線操作タスクを実行するように要求されてもよい。無線操作タスクの例は、D2D
通信用の第２の無線装置の選択または再選択、および／またはネットワークノードへの測
定結果報告である。D2D通信用の第２の無線装置の選択または再選択は、事前に規定され
た規則および／または、事前に規定された規則とネットワークから通知される派他メータ
（例えば、信号閾値）との組み合わせに基づくことができる。
【０１４８】
　ネットワークノードによって受信されたレポートは、１つ以上のネットワーク運用タス
クのために使用されてよい。ネットワーク運用タスクのいくつかの例には、隣接ノードの
１つへのD2D対応デバイスのセル変更実施、隣接ノードの１つからのD2D対応デバイスのセ
ル変更要求、D2D対応デバイスに対するビーコンリソースの計画および割り当て、および
隣接ノードへの部分的または完全なレポートの転送が含まれるが、これらに限定されない
。
【０１４９】
　例えば、セル変更は、D2D対応デバイスが、隣接ネットワークノードの下で動作するD2D
対応デバイスとD2Dリンクを確立しようとする場合に実行されてよい。セル変更（または
セル切り替え）の例には、ハンドオーバ、リダイレクションを伴うRRC接続解放、RRC接続
再確立、セル再選択、キャリアアグリゲーションまたはマルチキャリア動作におけるPCel
l変更などが含まれる。
【０１５０】
　部分的または完全なレポートを隣接ノードへ転送する場合の例は、隣接ノードが自己組
織化ノード(SON)、ネットワーク監視ノード、OSS（運用支援システム）ノード、Ｏ＆Ｍ（
運用及び管理）ノード、ＭＤＴ(minimization of drive test)ノードなどの１つである場
合のシナリオに有益であろう。これらのノードは、ネットワーク内のビーコンリソースの
割り当ておよび分配といったパラメータを調節することにより、ネットワーク運用を改良
するためにも、それらの結果を用いることができる。
【０１５１】
　しかし、すべてのD2D対応デバイスが、隣接ネットワークノードのビーコンリソースを
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特定し、測定し、報告する能力を有するとは限らない。例えば、必要な処理およびメモリ
リソースをデバイスが有さないかもしれない。
【０１５２】
　したがって、いくつかの実施形態において、D2D対応デバイスは、隣接ビーコンリソー
スに関する能力をネットワークノードに報告してもよい。報告された能力情報は、追加情
報を含んでもよい。追加情報の例には、そのデバイスが測定可能な隣接ビーコンリソース
の最大数（合計または隣接ネットワークノードあたりの数）を含むが、それには限定され
ない。
【０１５３】
　例えば、デバイスは能力情報を、ネットワークノードからの明示的な要求を受信せずに
先回りして報告することによって送信してもよいし、ネットワークノードからの明示的な
要求を受信すると報告することによって送信してもよい。明示的な要求は、任意の適切な
時間や機会に、ネットワークノードによって送信されてよい。例えば、要求は、初期セッ
トアップ中またはセル変更後にデバイスに送信されてよい。先回り的な報告について、デ
バイスは例えば、初期セットアップ中、コールセットアップ中（例えばRRC接続確立時）
、セルの変更中の１つ以上において能力を報告することができる。
【０１５４】
　ネットワークノードは受信した能力情報を、さまざまなネットワーク運用タスクのため
に使用することができる。
【０１５５】
　一例によれば、能力情報はD2D通信モードのデバイスおよび／または他のネットワーク
ノード、例えば、無線ネットワークノード、コアネットワークノード、または測位ノード
に転送されてよい。転送された情報は、例えばセル変更後に有用であろう（デバイスがセ
ルを変更後に能力を再通知しなくてすむであろう）。
【０１５６】
　ネットワークは、特定のD2D対応デバイスに隣接ネットワークノードビーコンリソース
の特定および報告を要求するかどうかの決定にも、能力情報を用いることができる。ネッ
トワークノードはさらに、隣接ネットワークノードビーコンリソース上での測定のために
D2D対応デバイスに送信される測定設定情報要素内で用いられる１つ以上の設定パラメー
タを選択するために、受信した能力情報を使用することができる。例えば、ネットワーク
ノードは、そのような測定を実行するためのD2D対応デバイスに送信すべき、隣接ネット
ワークノードビーコンリソースの最大数を（受信した能力情報に基づいて）選択すること
ができる。
【０１５７】
　図３は、いくつかの実施形態に係るネットワークノード（例えば、図１ａのネットワー
クノード４０および／または図２の１０１）の例示的な方法３００を示すフローチャート
である。方法３００は、方法１００と組み合わせることができる。
【０１５８】
　３１０において、新しいデバイスがネットワークノードに登録され、新しいデバイスか
ら１つ以上のグローバルデバイス識別情報(GDID)が３２０で受信される。３２０における
GDIDの受信は、いくつかの実施形態では登録手順３１０に含まれてもよい。各GDIDは、そ
れ自体、デバイスまたはデバイスによって使用される（おそらくいくつかのうちの）１つ
サブスクリプションに関連付けられてよい。さらに、デバイス（またはサブスクリプショ
ン）は、例えば、（デバイスによって提供または要求される）サービスに応じて異なるGD
IDに関連付けられてもよい。一例は、GDIDとしてIMSIを使用することである。単一デバイ
スに対するいくつかのGDIDの例は、それぞれが独自のGDIDを有するいくつかの飲料を販売
する自動販売機でありうる。GDIDは、例えば、サブスクリプション固有かつサービス固有
IDの組み合わせということもありうる。GDIDは通常、デバイスの位置または現在のトラッ
キングエリアまたはセルアソシエーションには依存せずにデバイスに関連づけられる。
【０１５９】
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　ネットワークノード（またはネットワークの他の任意の適切な部分）は、３３０におい
て、受信した１つ以上のGDIDを、ローカルデバイス識別情報(LDID)にマッピングする。図
４とともに後述するように、必要なら、割り当て済みの１つ以上のLDIDの再マッピングも
ここで行うことができる。LDIDは通常GDIDよりもずっと短く、見込まれるLDIDのセットは
GDIDのセットよりもかなり小さい。例えば、LDIDの数は１万から１００万となりうるが、
GDIDの数は１００億から１兆になりうる。これは、特定のLDID群を、例えば基地局または
アクセスポイントのカバレッジエリアのような、限られた地理的領域内でのみ適用可能と
することによって実現される。
【０１６０】
　LDIDへの各GDIDのマッピングは１対１、１対多、または多対１とすることができる。１
対多または多対１のマッピングでは、全てのIDが同じデバイスに関連付けられるような制
限が課されるのが一般的である。いくつかの実施形態において、デバイスは１つのLDIDを
割り当てられる。すなわち、デバイスに関連付けられる全てのGDIDが、１つのLDIDにマッ
ピングされる。いくつかの実施形態では、１つのデバイスの複数のGDIDのサブセットが１
つのLDIDに関連付けられ、１つのデバイスの複数のGDIDの別のサブセットが別のLDIDに関
連付けられる。つまり、このような実施形態においては、いくつかのLDIDがデバイスに割
り当てられる。例えば、デバイスがD2D通信の対象となり得る異なる複数のサービスをサ
ポートし、各サービスが独自のLDIDを取得する場合に、この方法が便利かもしれない。い
くつかの実施形態において、デバイスは、ただ１つのGDIDを有してもよく、いくつかのLD
IDが例えば要求されたサービスに応じて割り当てられる。
【０１６１】
　マッピングは、３４０で示すように、ネットワークノード（またはネットワークの他の
任意の適切な部分）に保存される。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、マップ内の１つ以上のエントリは、デバイスに関連付けられ
たリンク品質に関する情報でタグ付けされてもよい。リンク品質情報は、（マップエント
リに関連付けられた）関連するデバイスとネットワークノードとの間の接続についての信
号強度測定結果、または関連するデバイスと（過去に検出されたビーコンに基づく）他の
デバイスとの間の接続いついてのリンク品質推定値に基づくことができる。
【０１６３】
　新しいデバイスの複数のLDIDを少なくとも示す情報は、（３５０で）新しいデバイスに
送信され、また（３７０で）他のデバイスの１つ以上に送信される。これらの送信は、フ
ルマップ、部分マップ（例えば、更新された部分）、または新しいデバイスのLDIDのみ、
の送信を含むことができる。図２に関連して説明したビーコン情報と同様、LDIDを示す情
報は、いくつかのデバイスに関して同時に送信（例えばブロードキャストまたは共用シグ
ナリング）されてもよいし、各デバイスに個別に送信（例えば専用シグナリング）されて
もよい。LDID情報送信は所定時間に、一定時間間隔で（例えば、周期的に）、または３６
０で示すような、デバイスから受信したLDID要求への応答として行うことができる。図２
のステップ１４０に関連して説明した一般的な原理、代替例、および実施例は、３７０に
も適用することができる。
【０１６４】
　３７０における、他のデバイスへの完全なまたは部分的なマップの送信は、ネットワー
クノードに登録されたD2D対応デバイスのすべて（またはサブセット）に対して行われて
よい。それは、例えば、どのデバイスが相互のD2D通信について良好な見込みを有するか
（例えば同様のD2D能力を有する、地理的に近接している、見込まれるD2Dリンクの無線状
況がよい、など）、および／または、どのデバイスが、同様のサービスに関連しているか
に基づくサブセットかもしれない。マップの異なる部分は異なるデバイスに送信されてよ
い。
【０１６５】
　図４は、いくつかの実施形態に係るネットワークノード（例えば図１ａのネットワーク
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４０および／または図２の１０１）の例示的な方法４００を示すフローチャートである。
方法４００は、方法３００および／または方法１００と組み合わせることができる。
【０１６６】
　４１０において、GDIDとLDIDsとの間のマッピングの再構成が必要または望ましいと判
断される。これは、新しいデバイスがセルに入来（または自身のD2D能力を登録）するこ
と、デバイスがセルを離れる（または自身のD2D能力の登録を解除する）こと、セル内の
トラフィック状況が変化したこと、などに起因して起こりうる。例えば、再構成は、割り
当てられるビーコン間の信号距離ができるだけ大きく保つようにすることが望ましいであ
ろう。
【０１６７】
　４３０でネットワークノード（またはネットワークの他の任意の適切な部分）は、アク
ティブな（１つ以上の）GDIDを（１つ以上の）LDIDに再マッピングする。
【０１６８】
　４４０で示すように、新しいマッピングは、ネットワークノード（またはネットワーク
の他の任意の適切な部分）に保存され、４５０に示すように、古いマッピングは破棄され
る。もちろん、４４０および４５０は、保存されたマッピングのうち、変化した部分だけ
を更新することを含んでもよい。
【０１６９】
　４６０で示すように、関連するデバイスに、少なくとも更新されたLDIDを示す情報が（
図３にとともに説明した方法と同様の方法で）送信される。
【０１７０】
　典型的には、（図２、３、および４とともに説明したように）あるデバイスに関連付け
られたLDIDは、そのデバイスがビーコン送信のための情報を生成するために、および他の
デバイスがビーコンスキャンするための情報を生成するために、使用されてよい。生成は
、例えば、ルックアップテーブルを用いて、および／または初期値としてLDIDを用いる１
つ以上のシフトレジスタを動作させることにより行われてもよい。
【０１７１】
　LDIDの非常に短い表現を用いることにより、ビーコン情報を非常に効率的にマスタおよ
びスレーブデバイスの両方に伝達することができ、効率的なピア発見が促進される。
【０１７２】
　割り当ておよび再割り当てを提供することにより、ネットワークがビーコンリソース（
例えばLDID）を現況（例えばセル内に現存するD2Dデバイスの数、現在のセル負荷など）
に基づいて割り当てることができる動的割り当て手法が実現される。これは、より効率的
なビーコンシグナリングを提供するだけでなく、セル内のセルラ通信対D2D通信のより効
率的かつ動的な分配を提供する。
【０１７３】
　実施形態は、ネットワーク支援型D2D通信用のスペクトルの、より良い利用を提供する
。例えば、ビーコンレポートは、ネットワークノードが、どの通信方法を用いるべきかに
関して、情報に基づいた決定を行うことを可能にする。実施形態はまた、（例えば、LDID
へのGDIDのマッピングを使用することによって、および／または他の関連のデバイスのビ
ーコンの詳細を通知することによって、）ピア発見手順におけるデバイスの探索空間の削
減を提供する。これは、ひいてはデバイスの消費電力を低減する。
【０１７４】
　（例えばマルチオペレータの配備のための）いくつかの実施形態において、セル特有の
LDIDのコンセプトをさらに発展させることができる。そのようなシナリオにおいてLDIDは
、オペレータ識別情報(OPID)によって補完されてもよい。OPIDは例えば１バイトかもしれ
ない。GDIDは、そのようなシナリオでは、OPIDとLDIDにマッピングされてよい。OPIDは通
常、（少なくとも特定の地理的領域内では）オペレータに固有である。典型的には、同じ
領域内の異なるオペレータは、２つ以上のオペレータのカバレージエリア内に存在するデ
バイスが全てのオペレータから同じLDIDを取得するが、OPIDが異なるように、個々のマッ
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ピングを調整することができる。
【０１７５】
　ここでの例は、ネットワーク支援型デバイストゥデバイス通信に１つのネットワークノ
ードが関与する状況に主に言及していることに留意すべきである。このネットワークノー
ドは、例えば基地局または(e)Node B、ネットワークコントローラノード、中継ノード、
などのように、任意の好適なネットワークノードであってよい。ネットワークノードは１
つまたはいくつかの基地局に関するビーコン（および／または他のD2D）リソースを制御
してよい。例えば、ネットワークコントローラは、異なる複数の基地局の下で動作してい
るデバイスにビーコンリソースを割り当てることができる。
【０１７６】
　いくつかの実施形態において、第１のネットワークノードは、ビーコンリソースの第１
のセットを制御し、第２のネットワークノードは、ビーコンリソースの第２のセットを制
御する。第１および第２のセットは、一致していてもよいし、重複していてもよいし、重
複が無くてもよい。第１のネットワークノードは、第２のネットワークノード内に割り当
てられたビーコンリソースに関する情報を取得してもよい。このような情報は、第１のネ
ットワークノードの制御下にあるデバイスが共有することができる。第１のネットワーク
ノードの制御下にある第１のデバイスと第２のネットワークノードの制御下にある第２の
デバイスとがD2D接続をセットアップしうることが検出された場合、一方のデバイスに関
するノードを変更（例えばセル変更）してもよいし、一方のネットワークノードが必要な
際に他方のネットワークノードを中継機として用いてD2D接続を支援してもよい。
【０１７７】
　図５は、いくつかの実施形態に係る例示的な装置５００を示すブロック図である。例示
的な装置は、デバイス（例えば、図１ａのデバイス１０および２０の一方、および／また
は図２のデバイス２０１）に含まれてもよい。
【０１７８】
　装置は、受信機５１０、送信機５２０、コントローラ５３０、および検出器５４０を有
し、例えば図２の方法２００を実行するように構成されてよい。送信機は、場合によって
は登録要求メッセージの一部として、D2D能力表示を送信するように構成される。受信機
は、登録要求メッセージに対する登録確認メッセージを受信するように構成されてよい。
【０１７９】
　送信機は、ビーコン要求メッセージを送信するようにも構成されてもよく、受信機は、
デバイス自身に関連するビーコン情報、および／または他のデバイスに関連するビーコン
情報を受信するように構成される。
【０１８０】
　コントローラは、受信した情報に応じて、他のデバイスのビーコンシグナリングを監視
するように構成される。例えば、コントローラは、受信機が受信した情報に従って、受信
機をリスンさせるように構成されてもよい。検出器は、監視されたシグナリング中にビー
コン信号が存在すれば、それを検出するように構成される。コントローラはさらに、受信
した情報に従って、送信機にビーコン信号を送信させるように構成されてもよい。
【０１８１】
　送信機は、ビーコンシグナリングの監視結果に従って、ビーコン測定レポートを送信す
るように構成される。送信機、受信機、およびコントローラは、D2D接続をセットアップ
し、D2Dプロトコルに従って通信するように構成される。
【０１８２】
　なお、送信機と受信機が単一のエンティティ（トランシーバ）に含まれてもよいこと、
および、コントローラと検出器が単一のエンティティに含まれてもよいことに留意された
い。また、送信機および／または受信機は、いくつかの異なる送信機／受信機、例えばD2
D送信機／受信機対およびセルラー送信機／受信機対を含んでもよいことに留意されたい
。
【０１８３】
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　図６は、いくつかの実施形態に係る例示的な装置６００を示すブロック図である。例示
的な装置は、ネットワークノード（例えば、図１aの４０および／または図２の１０１）
に含まれてもよい。
【０１８４】
　装置は、受信機６１０、送信機６２０、プロセッサ６３０、および（装置の他の部分と
同じデバイスに含まれても含まれなくてもよい）メモリ６４０を有し、例えば図２の方法
１００および／または図３および図４の方法３００および４００の少なくとも一方を実行
するように構成されてよい。
【０１８５】
　受信機は、場合によっては登録要求メッセージの一部として、場合によっては１つ以上
のGDIDを有するD2D能力表示を送信するように構成される。送信機は、登録要求メッセー
ジに応答して登録確認メッセージを送信するように構成されてよい。
【０１８６】
　プロセッサは、ビーコンリソースの割り当ておよび再割り当てを行うように構成される
。これはLDIDにGDIDをマッピングすることと、この目的のために適合されたメモリ６４０
にマッピングを保存することを含んでもよい。
【０１８７】
　受信機はさらに、ビーコン要求メッセージを受信するように構成されてよく、また送信
機は、ビーコンリソースの割り当てに関する情報を送信するように構成される。
【０１８８】
　受信機は、ビーコン測定レポートを受信するように構成されてよく、プロセッサは、図
２とともに説明されたように、２つのデバイス間の接続の確立を支援するためにレポート
を用いるように構成されてよい。
【０１８９】
　送信機と受信機が単一のエンティティ（トランシーバ）に含まれてもよいことに留意さ
れたい。
【０１９０】
　本発明の説明した実施形態およびその等価物は、ソフトウェア、ハードウェア、または
それらの組み合わせで実現されてもよい。これらは、デジタル信号プロセッサ(DSP)、中
央処理装置(CPU)、コプロセッサユニット、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)、または他のプログラム可能なハードウェアのような、通信デバイスに付随する、また
は統合された汎用回路によって、あるいは例えば特定用途向け集積回路(ASIC)のような専
用回路によって実施することができる。このような形態の全ては、本発明の範囲内に含ま
れるものと見なされる。
【０１９１】
　本発明は、本発明の実施形態のいずれかに従った回路／ロジックを有する、あるいは本
発明の実施形態のいずれかに従った方法を実行する、電子装置（例えば、無線通信デバイ
ス）の内部で実施することができる。電子装置は、例えば、ポータブル又はハンドヘルド
移動無線通信機器、移動無線端末、携帯電話機、基地局、コミュニケータ、電子手帳、ス
マートフォン、コンピュータ、ノート型コンピュータ、または携帯ゲーム機であってもよ
い。
【０１９２】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、コンピュータプログラム製品は、図７の７００
で示すように、例えば、フレキシブルディスクまたはCD-ROMのようなコンピュータ可読媒
体を有する。コンピュータ可読媒体７００には、プログラム命令を含むコンピュータプロ
グラムが格納されていてよい。コンピュータプログラムは、データ処理部７３０にロード
可能であってよく、データ処理部７３０は例えば移動端末またはネットワークノード７１
０に含まれていてもよい。データ処理部７３０にロードされる際、コンピュータプログラ
ムは、データ処理部７３０に付随するもしくは一体化されたメモリ７２０に格納されてよ
い。いくつかの実施形態によれば、コンピュータプログラムは、データ処理部にロードさ
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した方法に準じた方法のステップをデータ処理ユニットに実行させる。
【０１９３】
　本発明を様々な実施形態に関して説明してきた。しかしながら、本技術分野に属する当
業者は、説明した実施形態の多数の派生物が、依然として本発明の範囲に含まれることを
認識するであろう。例えば、本明細書に記載した方法の実施形態は、ある特定の順序で実
行される方法のステップによって、例示的な方法を説明している。しかし、これらイベン
トのシーケンスは、本発明の範囲から逸脱することなく、別の順序で行ってもよいことが
理解される。さらに、いくつかの方法ステップは、順番に実行されるものとして説明され
ていても、並列に実行されうる。
【０１９４】
　同様に、本発明の実施形態の説明において、特定の単位への機能ブロックの分割はいか
なる意味においても本発明を限定するものでないことに留意すべきである。逆に、これら
の分割は単なる例である。１単位としてここに記載した機能ブロックは、２つ以上の単位
に分割されてもよい。同様に、２つ以上の単位として実施されるものとしてここに説明さ
れている機能ブロックは、本発明の範囲を逸脱することなく、単一の単位として実現され
てもよい。
【０１９５】
　従って、説明された実施形態の限定は単なる例示目的のものであり、いかなる意味にお
いても限定的ではないことを理解すべきである。代わりに、本発明の範囲は発明の詳細な
説明によってではなく、特許請求の範囲によって規定され、特許請求の範囲の範囲に入る
すべての派生物が本発明に包含されることが意図されている。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図４】 【図５】

【図６】
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【要約の続き】
　無線通信デバイスの別の方法は、ネットワークノードから無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコン
のパラメータを受信するステップと、受信したビーコンパラメータに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコン
シグナリングを送信するステップと、送信したビーコンが１つ以上の第２の無線通信デバイスによって検出されたこ
とを示すネットワークノードからのビーコン測定レポートを受信するステップとを有する。
　対応する、ネットワークノードの方法、ならびに、対応する装置、無線通信デバイスおよびネットワークノードも
また開示される。
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