
JP 6606193 B2 2019.11.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスツーデバイス通信におけるインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス割振り
方法であって、第１のＩＰアドレスは、第１のユーザ機器（ＵＥ）において事前構成され
、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成され、かつ前記方法は、
　前記第１のＵＥによる、前記第２のＵＥに第１のメッセージを送信するステップであっ
て、前記第１のメッセージは、前記第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、前記命令
情報は、前記第１のＵＥが前記第１のＵＥにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使用す
ることを示すために使用され、さらに、前記命令情報は、前記第２のＵＥが前記第２のＵ
Ｅにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使用することを示すために使用され、前記第１
のメッセージは、前記第１のＩＰアドレスにより前記第１のＵＥに対してデバイスツーデ
バイス（Ｄ２Ｄ）通信接続を確立するよう前記第２のＵＥに要求するために使用される、
ステップと、
　前記第１のＵＥによる、前記第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信す
るステップであって、前記第２のメッセージは、前記Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したこ
とを示すために使用される、ステップと
　を備えるＩＰアドレス割振り方法。
【請求項２】
　デバイスツーデバイス通信におけるインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス割振り
方法であって、第１のＩＰアドレスは、第１のユーザ機器（ＵＥ）において事前構成され
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、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成され、かつ前記方法は、
　前記第２のＵＥによる、前記第１のＵＥからの第１のメッセージを受信するステップで
あって、前記第１のメッセージは、前記第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、前記
命令情報は、前記第１のＵＥが前記第１のＵＥにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使
用することを示すために使用され、さらに、前記命令情報は、前記第２のＵＥが前記第２
のＵＥにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使用することを示すために使用され、前記
第１のメッセージは、前記第１のＩＰアドレスにより前記第１のＵＥに対してデバイスツ
ーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信接続を確立するよう前記第２のＵＥに要求するために使用され
る、ステップと、
　前記第２のＵＥによる、前記第１のＵＥに第２のメッセージを送信するステップであっ
て、前記第２のメッセージは、前記Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すために使
用される、ステップとを備える
　ＩＰアドレス割振り方法。
【請求項３】
　第２のユーザ機器（ＵＥ）であって、第２のＩＰアドレスは、前記第２のＵＥにおいて
事前構成され、第１のＩＰアドレスは、第１のＵＥにおいて事前構成され、かつ前記第２
のＵＥは、
　前記第１のＵＥから第１のメッセージを受信するように構成され、前記第１のメッセー
ジは、前記第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、前記命令情報は、前記第１のＵＥ
が前記第１のＵＥにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使用することを示すために使用
され、さらに、前記命令情報は、前記第２のＵＥが前記第２のＵＥにおいて事前構成され
たＩＰアドレスを使用することを示すために使用され、前記第１のメッセージは、前記第
１のＩＰアドレスにより前記第１のＵＥに対してデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信接
続を確立するよう前記第２のＵＥに要求するために使用され、
　前記第２のＵＥは、前記第１のＵＥに第２のメッセージを送信するように構成され、前
記第２のメッセージは、前記Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すために使用され
る、
　第２のＵＥ。
【請求項４】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）であって、第１のＩＰアドレスは、前記第１のＵＥにおいて
事前構成され、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成され、かつ前記第１
のＵＥは、
　前記第２のＵＥに第１のメッセージを送信するように構成され、前記第１のメッセージ
は、前記第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、前記命令情報は、前記第１のＵＥが
前記第１のＵＥにおいて事前構成されたＩＰアドレスを使用することを示すために使用さ
れ、さらに、前記命令情報は、前記第２のＵＥが前記第２のＵＥにおいて事前構成された
ＩＰアドレスを使用することを示すために使用され、前記第１のメッセージは、前記第１
のＩＰアドレスにより前記第１のＵＥに対してデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信接続
を確立するよう前記第２のＵＥに要求するために使用され、
　前記第１のＵＥは、前記第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するよ
うに構成され、前記第２のメッセージは、前記Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示
すために使用される
　第１のＵＥ。
【請求項５】
　プログラムが記録されているコンピュータ可読記憶媒体であって、
　前記プログラムは、コンピュータに請求項１または２に記載の方法を実行させる
　コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の実施形態は、通信技術に関し、詳細には、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割
振り方法およびユーザ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル通信の高速度の発展とともに、ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔ
ｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、略して、ＬＴＥ）ネットワークシステムが、新たなタイプ
の多くのサービス、例えば、モバイル電話でインターネットをサーフィンすること、およ
びインスタントチャットなどのデータサービスをユーザに提供し、データサービスの広い
使用が、ユーザの帯域幅要件を増加させる。デバイスツーデバイス（Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ
－Ｄｅｖｉｃｅ、略して、Ｄ２Ｄ）通信が、ユーザ機器（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
、略して、ＵＥ）の間の直接の通信を可能にし、ユーザ機器は、セルネットワークの制御
下でセルユーザとスペクトルリソースを共有してよい。このことは、スペクトルリソース
の利用を効果的に向上させる。現在、Ｄ２Ｄ通信は、ＬＴＥネットワークシステムに適用
されている。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ通信は、１対多通信（Ｏｎｅ　ｔｏ　ｍａｎｙ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）
、すなわち、グループ通信、および１対１通信（Ｏｎｅ　ｔｏ　ｏｎｅ　ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）を含む。１対１通信において、送信パーティＵＥは、受信パーティＵＥと
Ｄ２Ｄ通信を実行するために受信パーティＵＥのアドレスを知る必要がある。アドレスは
、受信パーティＵＥのレイヤ２アドレス、すなわち、受信パーティＵＥのデバイスアドレ
スと、受信パーティＵＥのネットワークアドレス、すなわち、インターネットプロトコル
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、略して、ＩＰ）アドレスとを特に含む。特に、
レイヤ２アドレスは、Ｄ２Ｄ通信を実行する２つのＵＥによってシグナリング対話を実行
するのに使用され、ＩＰアドレスは、Ｄ２Ｄ通信を実行する２つのパーティによってデー
タ対話を実行するのに使用される。受信パーティＵＥのレイヤ２アドレスは、送信パーテ
ィＵＥによってＤ２Ｄ発見形態で、または事前構成形態で獲得されてよい。この事例にお
いて、送信パーティＵＥが、受信パーティＵＥとシグナリング対話を実行して、Ｄ２Ｄ通
信の１つのパーティＵＥが、他方のパーティＵＥのＩＰアドレスを獲得するようにする。
【０００４】
　従来技術において、送信パーティＵＥと受信パーティＵＥの両方が、ＩＰアドレスの割
振り側の役割をしてよく、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をしてよい。送信パーテ
ィＵＥと受信パーティＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役割をする場合、ＩＰアド
レスは、繰り返し割り振られることがある。例えば、送信パーティＵＥと受信パーティＵ
Ｅの両方が、動的ホスト構成プロトコル（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、略して、ＤＨＣＰ）サーバの役割をして、ＩＰｖ４タイプのＩＰア
ドレスを割り振ってよく、または送信パーティＵＥと受信パーティＵＥの両方が、ＩＰル
ータ（ＩＰ　ｒｏｕｔｅｒ）の役割をして、ＩＰｖ６タイプのＩＰアドレスを割り振って
よい。送信パーティＵＥと受信パーティＵＥの両方が、ＩＰアドレスの受取り側の役割を
する場合、ＩＰアドレスは、割り振られないことがある。前述の２つの問題は、Ｄ２Ｄ通
信接続を確立する際に障害をもたらすことがある。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施形態が、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプロセスにおいて送
信パーティＵＥと受信パーティＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役割をすることが
あるため、または受取り側の役割をすることがあるため、もたらされる、ＩＰアドレスが
繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事例を回避し、かつＤ２Ｄ
通信接続を確立する成功率を向上させる、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法お
よびユーザ機器を提供する。
【０００６】
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　第１の態様によれば、本発明の実施形態が、
　第１のユーザ機器ＵＥによる、第２のＵＥに第１のメッセージを送信することであって
、第１のメッセージは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレ
スを含むこと、および
　第１のＵＥによる、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信することで
あって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗し
たかを示すのに使用されることを含むＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を提供
する。
【０００７】
　第１の態様の第１の可能な実装形態において、第１のメッセージは、第１のパケットデ
ータネットワークＰＤＮタイプを含み、かつ第１のＰＤＮタイプは、第１のＵＥによって
サポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用される。
【０００８】
　第１の態様、または第１の態様の第１の可能な実装形態によれば、第２の可能な実施形
態において、第２のメッセージが、ＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すのに使用
される場合、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも
１つを含み、第２のＰＤＮタイプは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスの
タイプを示すのに使用され、かつ原因値は、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプを
サポートしないことを示すのに使用される。
【０００９】
　第１の態様の第２の可能な実装形態によれば、第３の可能な実装形態において、第２の
メッセージが第２のＰＤＮタイプを含む場合、方法は、
　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポート
すると決定した場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振り、
かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信することであって、第２のＩＰアドレスは、
第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接
続を確立するのに使用されること、または
　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポート
しないと決定した場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送
信することであって、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したこ
とを示すのに使用されることをさらに含む。
【００１０】
　第１の態様の第２の可能な実装形態によれば、第４の可能な実装形態において、第２の
メッセージが原因値を含むが、第２のＰＤＮタイプを含まない場合、方法は、
　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポ
ートする場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振り、かつ第
２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信することであって、第２のＩＰアドレスは、第２の
ＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される
こと、または
　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポ
ートしない場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送信する
ことであって、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示
すのに使用されることをさらに含む。
【００１１】
　第１の態様の第２の可能な実装形態によれば、第５の可能な実装形態において、第１の
メッセージが第１のＰＤＮタイプを含み、第２のメッセージが、原因値を含み、かつ原因
値は、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのにさらに使用される
場合、方法は、
　第１のＵＥによる、第２のＵＥに第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスを割り振り
、かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信することであって、第２のＩＰアドレスは
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、第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信
接続を確立するのに使用されることをさらに含む。
【００１２】
　第１の態様の第２の可能な実装形態によれば、第６の可能な実装形態において、第１の
メッセージが、第１のＰＤＮタイプを含み、第２のメッセージが、原因値を含むが、第２
のＰＤＮタイプは含まず、かつ原因値は、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートし
ないことを示すのにさらに使用される場合、方法は、
　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプおよび第１のＰＤＮタイプを除いた別のタ
イプのＩＰアドレスをサポートする場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥに第２のＩＰア
ドレスを割り振り、かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信することであって、第２
のＩＰアドレスは、第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続
を確立するのに使用されること、または
　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプおよび第１のＰＤＮタイプを除いた別のタ
イプのＩＰアドレスをサポートしない場合、第１のＵＥによる、第２のＵＥにフィードバ
ックメッセージを送信することであって、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続
の確立が失敗したことを示すのに使用されることをさらに含む。
【００１３】
　第１の態様、または第１の態様の第１乃至第６の実装形態のうちのいずれか１つによれ
ば、第７の可能な実装形態において、第１のメッセージは、識別情報をさらに含み、かつ
識別情報は、識別情報により、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側
であると決定するよう第２のＵＥに命令するのに使用される、または識別情報は、第２の
ＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側であることを示すのに使用される。
【００１４】
　第１の態様、または第１の態様の第１乃至第７の実装形態のうちのいずれか１つによれ
ば、第８の可能な実装形態において、第１のＵＥによる、第２のＵＥに第１のメッセージ
を送信することの前に、方法は、
　第１のＵＥによる、第２のＵＥの第２のＰＤＮタイプを獲得すること、および
　第１のＵＥによる、第２のＵＥの第２のＰＤＮタイプにより第２のＵＥに第１のＩＰア
ドレスを割り振ることをさらに含む。
【００１５】
　第１の態様、または第１の態様の第１乃至第８の実装形態のうちのいずれか１つによれ
ば、第９の可能な実装形態において、第１のＵＥによる、第２のＵＥに第１のメッセージ
を送信することの前に、方法は、
　第１のＵＥによる、第２のＵＥによって送信された第３のメッセージを受信すること、
および
　第１のＵＥによる、第３のメッセージにより第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振
ることをさらに含む。
【００１６】
　第２の態様によれば、本発明の実施形態が、
　第２のユーザ機器ＵＥによる、第１のＵＥによって送信された第１のメッセージを受信
することであって、第１のメッセージは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた
第１のＩＰアドレスを含むこと、および
　第２のＵＥによる、第１のＵＥに第２のメッセージを送信することであって、第２のメ
ッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使
用されることを含むＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を提供する。
【００１７】
　第２の態様の第１の可能な実装形態において、第２のＵＥによる、第１のＵＥに第２の
メッセージを送信することは、
　第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプを
サポートしないと決定した場合、第２のＵＥによる、第１のＵＥに第２のメッセージを送
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信することであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したこと
を示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のパケットデータネットワークＰＤＮタ
イプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値は、第２のＵＥが第１のＩＰア
ドレスのタイプをサポートしないことを示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、
第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用されること、ま
たは
　第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプをさらに含み、かつ第２のＵＥが、第１のメッ
セージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないが、第２のＵ
Ｅが第１のＰＤＮタイプをサポートすると決定した場合、第２のＵＥによる、第１のＵＥ
に第２のメッセージを送信することであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレス
の割振りが失敗したことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプ
または原因値のうちの少なくとも１つを含み、かつ原因値は、第２のＵＥが第１のＩＰア
ドレスのタイプをサポートしないが、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートするこ
とを示すのに使用されること、または
　第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプをさらに含み、かつ第２のＵＥが、第１のメッ
セージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートせず、かつ第２のＵ
Ｅが第１のＰＤＮタイプをサポートしないと決定した場合、第２のＵＥによる、第１のＵ
Ｅに第２のメッセージを送信することであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレ
スの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第１のＰＤＮタイプは、第１のＵＥによ
ってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用され、第２のメッセージは、第
２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値は、第２のＵＥが
第１のＩＰアドレスのタイプをサポートせず、かつ第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサ
ポートしないことを示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、第２のＵＥによって
サポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用されること、または
　第２のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプをサポートする場合、第２のＵＥによる、
第１のＵＥに第２のメッセージを送信することであって、第２のメッセージは、第１のＩ
Ｐアドレスの割振りが成功したことを示すのに使用されることを含む。
【００１８】
　第２の態様、または第２の態様の第１の可能な実装形態によれば、第２の可能な実装形
態において、第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すの
に使用される場合、方法は、
　第２のＵＥによる、第１のＵＥによって送信された第２のＩＰアドレスを受信すること
であって、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間で
デバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用されること、または
　第２のＵＥによる、第１のＵＥによって送信されたフィードバックメッセージを受信す
ることであって、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを
示すのに使用されることをさらに含む。
【００１９】
　第２の態様、または第２の態様の第１乃至第２の実装形態のうちのいずれか１つによれ
ば、第３の可能な実装形態において、第１のメッセージは、識別情報をさらに含み、かつ
方法は、
　第２のＵＥによる、識別情報により、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの
割振り側である、または第２のＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側である
と決定することをさらに含む。
【００２０】
　第２の態様、または第２の態様の第１乃至第３の実装形態のうちのいずれか１つによれ
ば、第４の可能な実装形態において、第２のＵＥによる、第１のＵＥによって送信された
第１のメッセージを受信することの前に、方法は、
　第２のＵＥによる、第１のＵＥに第３のメッセージを送信することであって、第３のメ
ッセージは、第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るよう第１のＵＥに要求するのに
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使用されることをさらに含む。
【００２１】
　第３の態様によれば、本発明の実施形態が、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方
法を提供し、第１のＩＰアドレスは、第１のユーザ機器ＵＥにおいて事前構成され、第２
のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成され、かつ方法は、
　第１のＵＥによる、第２のＵＥに第１のメッセージを送信することであって、第１のメ
ッセージは、第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、命令情報は、第１のＩＰアドレ
スを使用するよう第２のＵＥに命令するのに使用され、かつ第１のメッセージは、第１の
ＩＰアドレスにより第１のＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立する
よう第２のＵＥに要求するのに使用されること、および
　第１のＵＥによる、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信することで
あって、第２のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すのに使用され
ることを含む。
【００２２】
　第４の態様によれば、本発明の実施形態が、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方
法を提供し、第１のＩＰアドレスは、第１のユーザ機器ＵＥにおいて事前構成され、第２
のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成され、かつ方法は、
　第１のＵＥによる、第２のＵＥに第１のメッセージを送信することであって、第１のメ
ッセージは、命令情報を含み、命令情報は、第１のＩＰアドレスを使用するよう第２のＵ
Ｅに命令するのに使用され、かつ命令情報は、第１のＵＥがデバイスツーデバイスＤ２Ｄ
通信接続の確立側であることを示すのにさらに使用されること、および
　第１のＵＥによる、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信することで
あって、第２のメッセージは、第２のＩＰアドレスを含み、第１のＵＥが、第２のＩＰア
ドレスにより第２のＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するように
することを含む。
【００２３】
　第４の態様の第１の可能な実装形態において、第１のメッセージは、パケットデータネ
ットワークＰＤＮタイプをさらに含み、かつＰＤＮタイプは、第１のＵＥによってサポー
トされるＩＰアドレスのタイプを示し、かつ第２のメッセージにおける第２のＩＰアドレ
スは、第２のＵＥによって、命令情報およびＰＤＮタイプに従って追加される。
【００２４】
　第５の態様によれば、本発明の実施形態が、
　ピアＵＥに第１のメッセージを送信するように構成された送信機であって、第１のメッ
セージは、ＵＥによってピアＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを含む、送信機と、
　ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するように構成された受信機であ
って、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗した
かを示すのに使用される、受信機とを含むＵＥを提供する。
【００２５】
　第５の態様の第１の可能な実装形態において、第１のメッセージは、第１のパケットデ
ータネットワークＰＤＮタイプを含み、かつ第１のＰＤＮタイプは、ＵＥによってサポー
トされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用される。
【００２６】
　第５の態様、または第５の態様の第１の可能な実装形態によれば、第２の可能な実装形
態において、第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すの
に使用される場合、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少な
くとも１つを含み、第２のＰＤＮタイプは、ピアＵＥによってサポートされるＩＰアドレ
スのタイプを示すのに使用され、かつ原因値は、ピアＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプ
をサポートしないことを示すのに使用される。
【００２７】
　第５の態様の第２の可能な実装形態によれば、第３の可能な実装形態において、第２の
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メッセージが、第２のＰＤＮタイプを含む場合、ＵＥは、第２のメッセージにより、ＵＥ
が第２のＰＤＮタイプをサポートすると決定した場合、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを
割り振るように構成されたプロセッサをさらに含み、
　送信機は、ピアＵＥに、プロセッサによって割り振られた第２のＩＰアドレスを送信す
るようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの
間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される、または
　プロセッサは、第２のメッセージにより、ＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポートしない
と決定するようにさらに構成され、かつ
　送信機は、ピアＵＥにフィードバックメッセージを送信するようにさらに構成され、フ
ィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される
。
【００２８】
　第５の態様の第２の可能な実装形態によれば、第４の可能な実装形態において、第２の
メッセージが、原因値を含むが、第２のＰＤＮタイプを含まない場合、ＵＥは、ＵＥが、
第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートする場合、ピ
アＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振るように構成されたプロセッサをさらに含み、
　送信機は、ピアＵＥに、プロセッサによって割り振られた第２のＩＰアドレスを送信す
るようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの
間でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される、または
　プロセッサは、ＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレ
スをサポートしないと決定するようにさらに構成され、かつ
　送信機は、ピアＵＥにフィードバックメッセージを送信するようにさらに構成され、フ
ィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される
。
【００２９】
　第５の態様の第２の可能な実装形態によれば、第５の可能な実装形態において、第１の
メッセージが第１のＰＤＮタイプを含む場合、第２のメッセージは、原因値を含み、かつ
原因値は、ピアＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのにさらに使用され
、ＵＥは、ピアＵＥに第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスを割り振るように構成さ
れたプロセッサをさらに含み、
　送信機は、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを送信するようにさらに構成され、第２のＩ
Ｐアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通
信接続を確立するのに使用される。
【００３０】
　第５の態様の第２の可能な実装形態によれば、第６の可能な実装形態において、第１の
メッセージが、第１のＰＤＮタイプを含む場合、第２のメッセージは、原因値を含むが、
第２のＰＤＮタイプを含まず、かつ原因値は、ピアＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポート
しないことを示すのにさらに使用され、ＵＥは、ＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプお
よび第１のＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートする場合、ピアＵ
Ｅに第２のＩＰアドレスを割り振るように構成されたプロセッサをさらに含み、かつ
　送信機は、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを送信するようにさらに構成され、第２のＩ
Ｐアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに
使用される、または
　プロセッサは、ＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプおよび第１のＰＤＮタイプを除い
た別のタイプのＩＰアドレスをサポートしないと決定するようにさらに構成され、
　送信機は、ピアＵＥにフィードバックメッセージを送信するようにさらに構成され、フ
ィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される
。
【００３１】
　第５の態様、または第５の態様の第１乃至第６の実装形態のいずれか１つによれば、第
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７の可能な実装形態において、第１のメッセージは、識別情報をさらに含み、かつ識別情
報は、識別情報により、ＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側であると決定
するようピアＵＥに命令するのに使用される、または識別情報は、ピアＵＥがＤ２Ｄ通信
におけるＩＰアドレスの受取り側であることを示すのに使用される。
【００３２】
　第５の態様、または第５の態様の第１乃至第７の実装形態のいずれか１つによれば、第
８の可能な実装形態において、受信機は、送信機がピアＵＥに第１のメッセージを送信す
る前に、ピアＵＥの第２のＰＤＮタイプを獲得するようにさらに構成され、かつＵＥは、
　ピアＵＥの第２のＰＤＮタイプによりピアＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るように
構成されたプロセッサを含む。
【００３３】
　第５の態様、または第５の態様の第１乃至第８の実装形態のいずれか１つによれば、第
９の可能な実装形態において、受信機は、送信機がピアＵＥに第１のメッセージを送信す
る前に、ピアＵＥによって送信された第３のメッセージを受信するようにさらに構成され
、かつＵＥは、
　第３のメッセージによりピアＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るように構成されたプ
ロセッサをさらに含む。
【００３４】
　第６の態様によれば、本発明の実施形態が、
　ピアＵＥによって送信された第１のメッセージを受信するように構成された受信機であ
って、第１のメッセージは、ピアＵＥによってＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを
含む、受信機と、
　ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように構成された送信機であって、第２のメッ
セージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使用
される、送信機とを含むＵＥを提供する。
【００３５】
　第６の態様の第１の可能な実装形態において、ＵＥは、プロセッサをさらに含み、かつ
送信機が、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように構成されることは、
　送信機が、プロセッサが、第１のメッセージにより、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイ
プをサポートしないと決定した場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特に
構成されることであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗した
ことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のパケットデータネットワークＰＤ
Ｎタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値は、ＵＥが第１のＩＰアド
レスのタイプをサポートしないことを示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、Ｕ
ＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用されること、または
　送信機が、第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプをさらに含み、かつプロセッサが、
第１のメッセージにより、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないが、ＵＥ
が第１のＰＤＮタイプをサポートすると決定した場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送
信するように特に構成されることであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの
割振りが失敗したことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプま
たは原因値のうちの少なくとも１つを含み、かつ原因値は、ＵＥが第１のＩＰアドレスの
タイプをサポートしないが、ＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのに使
用されること、または
　送信機が、第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプをさらに含み、かつプロセッサが、
第１のメッセージにより、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプも第１のＰＤＮタイプもサ
ポートしないと決定した場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特に構成さ
れることであって、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを
示すのに使用され、第１のＰＤＮタイプは、ピアＵＥによってサポートされるＩＰアドレ
スのタイプを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値
のうちの少なくとも１つを含み、原因値は、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプも第１の
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ＰＤＮタイプもサポートしないことを示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、Ｕ
ＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用されること、または
　送信機が、プロセッサが、ＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプをサポートすると決定
した場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特に構成されることであって、
第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したことを示すのに使用される
ことを含む。
【００３６】
　第６の態様、または第６の態様の第１の可能な実装形態によれば、第２の可能な実装形
態において、第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すの
に使用される場合、受信機は、ピアＵＥによって送信された第２のＩＰアドレスを受信す
るようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ＵＥによって、ＵＥとピアＵＥの間で
デバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される、または
　受信機は、ピアＵＥによって送信されたフィードバックメッセージを受信するようにさ
らに構成され、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示
すのに使用される。
【００３７】
　第６の態様、または第６の態様の第１乃至第２の実装形態のいずれか１つによれば、第
３の可能な実装形態において、第１のメッセージは、識別情報をさらに含み、かつＵＥは
、識別情報により、ピアＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側である、また
はＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側であると決定するように構成された
プロセッサをさらに含む。
【００３８】
　第６の態様、または第６の態様の第１乃至第３の実装形態のいずれか１つによれば、第
４の可能な実装形態において、送信機は、受信機が、ピアＵＥによって送信された第１の
メッセージを受信する前に、ピアＵＥに第３のメッセージを送信するようにさらに構成さ
れ、第３のメッセージは、ＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るようピアＵＥに要求する
のに使用される。
【００３９】
　第７の態様によれば、本発明の実施形態が、ＵＥを提供し、第１のＩＰアドレスは、Ｕ
Ｅにおいて事前構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥにおいて事前構成され、かつ
ＵＥは、
　ピアＵＥに第１のメッセージを送信するように構成された送信機であって、第１のメッ
セージは、第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、命令情報は、第１のＩＰアドレス
を使用するようピアＵＥに命令するのに使用され、かつ第１のメッセージは、第１のＩＰ
アドレスによりＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するようピアＵ
Ｅに要求するのに使用される、送信機と、
　ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するように構成された受信機であ
って、第２のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すのに使用される
、受信機とを含む。
【００４０】
　第８の態様によれば、本発明の実施形態が、ＵＥを提供し、第１のＩＰアドレスは、Ｕ
Ｅにおいて事前構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥにおいて事前構成され、かつ
ＵＥは、
　ピアＵＥに第１のメッセージを送信するように構成された送信機であって、第１のメッ
セージは、命令情報を含み、命令情報は、第１のＩＰアドレスを使用するようピアＵＥに
命令するのに使用され、かつ命令情報は、ＵＥがデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続の
確立側であることを示すのにさらに使用される、送信機と、
　ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するように構成された受信機であ
って、第２のメッセージは、第２のＩＰアドレスを含み、ＵＥが、第２のＩＰアドレスに
よりピアＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するようにする、受信
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機とを含む。
【００４１】
　第８の態様の第１の可能な実装形態において、第１のメッセージは、パケットデータネ
ットワークＰＤＮタイプをさらに含み、かつＰＤＮタイプは、ＵＥによってサポートされ
るＩＰアドレスのタイプを示し、かつ第２のメッセージにおける第２のＩＰアドレスは、
ピアＵＥによって、命令情報およびＰＤＮタイプに従って追加される。
【００４２】
　本発明の実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法およ
びユーザ機器によれば、第１のＵＥが、第２のＵＥに、割り振られた第１のＩＰアドレス
を含む第１のメッセージを送信し、第１のメッセージは、ＩＰアドレス割振りプロセスに
おける第１のＵＥおよび第２のＵＥの責任、すなわち、第１のＵＥがＩＰアドレスの割振
り側であり、かつ第２のＵＥがＩＰアドレスの受取り側であることを明示的に示して、第
２のＵＥが、受信された第１のＩＰアドレスにより第２のメッセージを戻すようにし、第
２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを特に
示し、すなわち、第２のＵＥが、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩ
Ｐアドレスのタイプをサポートしない場合、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作
を実行しない。実施形態において提供される方法によれば、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰ
アドレス割振りプロセスにおいて送信パーティＵＥとピアＵＥの両方がＩＰアドレスの割
振り側の役割をすることがあるため、または受取り側の役割をすることがあるため、もた
らされる、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない
事例が解決され、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率が対応するように向上させられる
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
　本発明の実施形態における、または従来技術における技術的ソリューションをより明確
に説明するのに、以下が、実施形態または従来技術を説明するために要求される添付の図
面を説明する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形
態を示し、当業者は、独創的な取組みなしに、これらの添付の図面から他の図面をさらに
導き出すことがある。
【図１】本発明の実施形態１によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示す流
れ図である。
【図２】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信における別のＩＰアドレス割振り方法を示す
流れ図である。
【図３】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアドレス割振り方法
を示す流れ図である。
【図４】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアドレス割振り方法
を示す流れ図である。
【図５】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアドレス割振り方法
を示す流れ図である。
【図６】本発明の実施形態２によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示す流
れ図である。
【図７】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信における別のＩＰアドレス割振り方法を示す
流れ図である。
【図８】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアドレス割振り方法
を示す流れ図である。
【図９】本発明の実施形態３によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示す流
れ図である。
【図１０】本発明の実施形態４によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示す
流れ図である。
【図１１】本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるＵＥの間の制御プレーンプロトコ
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ルスタックを示す概略図である。
【図１２Ａ】本発明の実施形態５によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示
す流れ図である。
【図１２Ｂ】本発明の実施形態５によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示
す流れ図である。
【図１３】本発明の実施形態６によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を示す
流れ図である。
【図１４】本発明の実施形態７によるＵＥを示す概略構造図である。
【図１５】本発明の実施形態による別のＵＥを示す概略構造図である。
【図１６】本発明の実施形態８によるＵＥを示す概略構造図である。
【図１７】本発明の実施形態による別のＵＥを示す概略構造図である。
【図１８】本発明の実施形態９によるＵＥを示す概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明の実施形態の目的、技術的ソリューション、および利点をより明確にするのに、
以下が、本発明の実施形態における添付の図面を参照して本発明の実施形態における技術
的ソリューションを明確に、かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本
発明の実施形態のうちのいくつかであるが、すべてではない。独創的な取組みなしに、本
発明の実施形態に基づいて当業者によって獲得される他のすべての実施形態は、本発明の
保護範囲に入るものとする。
【００４５】
　高密度のユーザおよび高いスループットのためのＬＴＥネットワークシステムの要件を
満たすのに、Ｄ２Ｄ通信が、ＵＥの間で一般に実行され、すなわち、通信は、セルリソー
スを再使用することによってＵＥの間で直接に実行されることができる。本発明の以下の
実施形態において説明されるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信を実行することができるＵＥであり、か
つＵＥは、セルネットワークの制御下でセルユーザとリソースを共有してよい。これは、
スペクトルリソースの利用を向上させる。さらに、Ｄ２Ｄ通信は、例えば、セルラネット
ワークの負担を軽減する、モバイル端末のバッテリ消費を低減する、ビットレートを増加
させる、かつネットワークインフラストラクチャ故障の堅牢性を向上させる利点をさらに
有し、かつ小さい範囲においてポイントツーポイントデータサービスをさらにサポートす
ることがある。
【００４６】
　現在、一般に使用されるＤ２Ｄ通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、
ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ－Ｆｉｄｅｌｉｔｙ、略して、Ｗｉ－Ｆｉ）
直接接続、すなわち、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ、および類似したものを含む。本発明の
以下の実施形態において説明されるＤ２Ｄ通信は、ＬＴＥネットワークシステムに基づく
Ｄ２Ｄ通信であり、かつ、一般に、ＬＴＥネットワークにおけるＤ２Ｄ通信（ＬＴＥ－Ｄ
２Ｄ）および近接性ベースのサービス（Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ、略して、ＰｒｏＳｅ）を含む。ＬＴＥ－Ｄ２ＤとＰｒｏＳｅの両方が、互いに直接に
通信するＵＥに適用されることができ、かつＵＥは、ネットワークインフラストラクチャ
がまったく存在しない場合に互いに通信することができる。
【００４７】
　アプリケーションシナリオの見地から、Ｄ２Ｄ通信は、グループ通信および１対１通信
を含み、かつ本発明の以下の実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレ
ス割振り方法が、１対１通信に適用可能である。特に、ＵＥ１がＵＥ２とＤ２Ｄ通信を実
行することを予期する場合、ＵＥ１は、ＵＥ２に通信確立要求メッセージを送信し、要求
メッセージは、ＵＥ２のレイヤ２アドレス、すなわち、Ｌａｙｅｒ－２アドレスを搬送す
る。Ｌａｙｅｒ－２アドレスは、プロトコルスタックの媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、略して、ＭＡＣ）層にＭＡＣ層のパケットヘッダとし
て入れられる。Ｌａｙｅｒ－２アドレスは、ＵＥ１によってＤ２Ｄ発見を用いて獲得され
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てよく、またはＵＥ１において事前構成されてよく、もしくは類似したことが行われてよ
い。要求メッセージを受信した後、ＵＥ２は、ＵＥ１の識別情報を検証してよい。しかし
、Ｄ２Ｄ通信を確立するＵＥは、データ伝送を実施するのにピアＵＥのＩＰアドレスを獲
得する必要がさらにある。従来技術において提供される前述のＩＰアドレス割振り形態に
おいて、ＵＥ１とＵＥ２の両方が、ＩＰアドレスの割振り側の役割をすることがあり、ま
たはＩＰアドレスの受取り側の役割をすることがある。したがって、ＩＰアドレスが、繰
り返し割り振られることがあり、またはＩＰアドレスが、割り振られないことがあり、Ｄ
２Ｄ通信接続を確立することの失敗をもたらす。
【００４８】
　特定の実施形態が、以下において本発明の技術的ソリューションについて詳細に述べる
のに使用される。本発明の実施形態において、ＩＰアドレスを割り振る割振り側とＩＰア
ドレスを受信する受取り側は、Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＮｏｄｅＢ、
略して、ｅＮＢ）などのネットワークデバイスを含むことなしに、２つだけのＵＥを含ん
でよく、すなわち、本発明の実施形態に含まれるネットワーク要素は、ＵＥだけである。
以下のいくつかの特定の実施形態は、互いに組み合わされてよく、かつ同一の、もしくは
類似した概念もしくはプロセスは、いくつかの実施形態において繰り返し説明されないこ
とがある。
【００４９】
実施形態１
　図１は、本発明の実施形態１によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法の流れ
図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信を確立する２つのＵＥが
ＩＰアドレスを割り振る事例に適用可能である。この実施形態において提供される方法は
、ＵＥによって実行されてよい。ＵＥは、ハードウェア形態またはソフトウェア形態で実
装されてよく、かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによ
って呼び出され、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施
形態における方法は、以下のステップを含む。
【００５０】
　Ｓ１１０　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のメッセージを送信し、第１のメッセージ
は、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを含む。
【００５１】
　この実施形態において、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側であり、かつＤ２Ｄ通信を
開始するとき、第１のＵＥは、第２のＵＥに、Ｄ２Ｄ通信を確立するのに使用される第１
のＩＰアドレスを割り振ってよい。したがって、第１のＵＥは、第１のＵＥのＩＰアドレ
スを知り、かつＤ２Ｄ通信におけるピアＵＥ、すなわち、第２のＵＥのＩＰアドレス、す
なわち、第１のＵＥによって割り振られた第１のＩＰアドレスを知ることがある。この実
施形態において提供される方法において、Ｄ２Ｄ通信の開始側として、第１のＵＥは、Ｄ
２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側である。特に、第１のＵＥによって割り振られ
た第１のＩＰアドレスは、第２のＵＥに送信される第１のメッセージにおいて搬送され、
かつ対応するように、第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側である
。特定の実装形態において、事前設定されたプロトコルにおいて、第１のＵＥおよび第２
のＵＥが、第１のメッセージにおいて搬送される情報要素を使用することによって、Ｄ２
Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプロセスにおけるそれぞれの責任を決定すべきことが規定さ
れてよい。この実施形態において、第１のＵＥによって送信される第１のメッセージが、
割り振られた第１のＩＰアドレスを含む場合、第１のＵＥがＩＰアドレスの割振り側であ
ると決定されてよく、したがって、第２のＵＥは、割り振られた第１のＩＰアドレス、お
よび知られているＬａｙｅｒ－２アドレスを使用することによって第１のＵＥの識別情報
を検証して、Ｄ２Ｄ通信接続の確立を実施してよい。
【００５２】
　この実施形態において第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られる第１のＩＰアドレ
スは、Ｄ２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、または
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第１のＵＥが通信確立要求メッセージを送信した後に送信されてよいことに留意されたい
。例えば、第１のＩＰアドレスは、送信するためにＩＰアドレス割振りメッセージにおい
て搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、通信確立要求メッ
セージまたはＩＰアドレス割振りメッセージであってよい。
【００５３】
　Ｓ１２０　第１のＵＥが、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信し、
第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示
すのに使用される。
【００５４】
　この実施形態において、要求メッセージであり、かつ第１のＵＥによって送信された第
１のメッセージを受信するとき、第２のＵＥは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振
られた第１のＩＰアドレスを獲得する。この事例において、第２のＵＥは、第１のＩＰア
ドレスが、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプであるかどうかを知
ることがある。しかし、第１のＩＰアドレスを割り振るとき、第１のＵＥは、第２のＵＥ
によってサポートされるＩＰアドレスのタイプを知らず、すなわち、第１のＩＰアドレス
のタイプは、第１のＵＥによって、第１のＵＥの能力によりランダムに割り振られる。し
たがって、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートする場合、戻される第２
のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したことを示す、または第２のＵＥ
が第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合、戻される第２のメッセージは、第
１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す。第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタ
イプをサポートしない場合、例えば、第１のＵＥによって割り振られた第１のＩＰアドレ
スのタイプがＩＰｖ６タイプであるが、第２のＵＥがＩＰｖ６タイプのＩＰアドレスをサ
ポートしない場合、第２のＵＥは、第１のＩＰアドレスを使用することによって第１のＵ
Ｅに対してＤ２Ｄ通信接続を確立することができない。
【００５５】
　この実施形態において、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスをサポートしない場合、Ｄ２
Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側として、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振ら
ないが、第１のＵＥに、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すインディケー
ションメッセージを特に戻して、後続のＩＰアドレス割振り作業を実行するよう第１のＵ
Ｅに命令するようにする。さらに、この事例において、第２のメッセージは、第２のパケ
ットデータネットワーク（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略して、ＰＤＮ）
タイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、第２のＰＤＮタイプは、第２のＵＥ
によってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用され、かつ原因値は、第２
のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないことを示すのに使用される。特に
、第２のＵＥは、第２のメッセージに情報要素を追加することによって、第１のＵＥに第
１のＩＰアドレスの割振り状況を示す。第２のＰＤＮタイプと原因値の両方が、第１のＩ
Ｐアドレスの割振りが失敗したことを示してよい。
【００５６】
　この実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法において
、第１のＵＥおよび第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信確立プロセスにおけるそれぞれの責任を決
定する。一態様において、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつＩＰアド
レスを割り振る動作を能動的に実行する。別の態様において、第２のＵＥが、第１のＵＥ
によって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスがサポートされないことを知る場
合でさえ、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作を実行しないが、第２のＰＤＮタ
イプまたは原因値のうちの少なくとも１つを第１のＵＥにフィードバックして、第２のＵ
ＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを第１のＵＥに示す。したがって、Ｄ２
Ｄ通信を実行する２つのＵＥの両方が、ＩＰアドレスの割振り側の役割をする、またはＩ
Ｐアドレスの受取り側の役割をする事例が存在せず、その結果、ＩＰアドレスが繰り返し
割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事例を回避し、かつＤ２Ｄ通信接続
を確立する成功率を対応するように向上させる。
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【００５７】
　この実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法によれば
、第１のＵＥが、第２のＵＥに、割り振られた第１のＩＰアドレスを含む第１のメッセー
ジを送信し、第１のメッセージは、ＩＰアドレス割振りプロセスにおける第１のＵＥおよ
び第２のＵＥの責任、すなわち、第１のＵＥがＩＰアドレスの割振り側であり、かつ第２
のＵＥがＩＰアドレスの受取り側であることを明示的に示して、第２のＵＥが、受信され
た第１のＩＰアドレスにより第２のメッセージを戻すようにし、第２のメッセージは、第
１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを特に示し、すなわち、第２
のＵＥが、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプを
サポートしない場合、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作を実行しない。この実
施形態において提供される方法によれば、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプ
ロセスにおいて送信パーティＵＥとピアＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役割をす
ることがあるため、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をすることがあるため、もたら
される、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事
例が解決され、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率が対応するように向上させられる。
【００５８】
　さらに、第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す場合
、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを特に
搬送し、かつ第２のＰＤＮタイプは、第２のＵＥによってサポートされることができるＩ
Ｐアドレスのタイプを特に示す。第２のメッセージが原因値だけを含む場合、第２のＵＥ
によってサポートされることができるＩＰアドレスのタイプは明示的に示されないものの
、第２のＵＥによってサポートされることができるＩＰアドレスのタイプは、ＩＰアドレ
スのタイプが、一般に、現在、ＩＰｖ４タイプおよびＩＰｖ６タイプを含むため、暗黙に
示される。さらに、ＩＰアドレスの異なるタイプが第１のＵＥに適合することができると
いうファクタを考慮して、第２のＵＥが、割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプをサ
ポートしない場合でさえ、第１のＵＥは、第２のＵＥに、第２のＵＥによってサポートさ
れることができるタイプのＩＰアドレスを割り振る能力を有することがある。例えば、第
１のＵＥがＩＰｖ６アドレスタイプをサポートし、かつ第２のＵＥがＩＰｖ４アドレスタ
イプをサポートする場合、第１のＵＥによって割り振られる第１のＩＰアドレス、すなわ
ち、ＩＰｖ６タイプのアドレスは、第２のＵＥによってサポートされることができない。
しかし、第１のＵＥは、より高い適合性のため、ＩＰｖ４タイプのアドレスをさらに割り
振ることがある。したがって、この実施形態において提供される方法において、第２のＵ
Ｅは、ＩＰアドレスの割振り側、すなわち、第１のＵＥに、第２のＵＥによってサポート
されるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用される情報要素をさらに送信して、第２のＵ
Ｅに第２のＩＰアドレス、すなわち、第２のＰＤＮタイプを再割振りするよう第１のＵＥ
に命令するようにしてよい。したがって、第１のＵＥは、第２のメッセージにおける情報
要素により後続のＩＰアドレス割振り作業を実行してよい。
【００５９】
　任意選択で、図２は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信における別のＩＰアドレス割
振り方法の流れ図である。図２は、図１に示される実施形態に基づくさらなる説明である
。この実施形態におけるＳ１２０における第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割
振りが失敗したことを特に示し、かつ第２のメッセージが第２のＰＤＮタイプを特に含む
場合、この実施形態における方法は、以下をさらに含む。
【００６０】
　Ｓ１３０　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプ
をサポートすると決定した場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り
振り、かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信し、第２のＩＰアドレスは、第２のＵ
Ｅによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される。
【００６１】
　この実施形態において、第２のＵＥは、第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない
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ため、第２のＰＤＮタイプが、第２のＵＥによって第１のＵＥに送信される第２のメッセ
ージにおいて特に搬送される。第１のＵＥは、第２のＰＤＮタイプにより、第２のＵＥに
よってサポートされるＩＰアドレスのタイプを知ることがあり、かつ第２のＰＤＮタイプ
のＩＰアドレスが第１のＵＥに適合するかどうかを知ることがある。すなわち、第２のＰ
ＤＮタイプのＩＰアドレスが第１のＵＥに適合することができる場合、第１のＵＥは、Ｉ
Ｐアドレスの割振り側の役割をし、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを再割振りしてよく
、第２のＩＰアドレスのタイプは、第２のＰＤＮタイプによって示されるＩＰアドレスの
タイプである。
【００６２】
　図２に示される実施形態の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステップをさ
らに含む。
【００６３】
　Ｓ１４０　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプ
をサポートしないと決定した場合、第１のＵＥが、第２のＵＥにフィードバックメッセー
ジを送信し、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示す
のに使用される。
【００６４】
　この実施形態において、第２のＵＥによって戻される第２のＰＤＮタイプを獲得すると
き、第１のＵＥは、第２のＰＤＮタイプのＩＰアドレスが第１のＵＥに適合することがで
きないと決定する、すなわち、第１のＵＥは、第１のＵＥによって割り振られた各ＩＰア
ドレスが第２のＵＥによってサポートされることができないことを知ることがあり、かつ
第２のＵＥは、第１のＵＥによって割り振られたＩＰアドレスを使用することによってＤ
２Ｄ通信接続を確立することができない。この事例において、第１のＵＥは、第２のＵＥ
にフィードバックメッセージを送信して、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示す。
【００６５】
　前述のＳ１３０およびＳ１４０は、図２に示される実施形態における２つの任意選択の
実行形態であり、いずれか１つが実行されるように選択されることに留意されたい。
【００６６】
　任意選択で、図３は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信における別のＩＰアドレス割
振り方法の流れ図である。図３は、図１に示される実施形態に基づくさらなる説明である
。この実施形態におけるＳ１２０における第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割
振りが失敗したことを特に示し、かつ第２のメッセージが、原因値を特に含むが、第２の
ＰＤＮタイプを含まない場合、本発明の実施形態における方法は、以下のステップをさら
に含む。
【００６７】
　Ｓ１３０　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアド
レスをサポートする場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振り、
かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信し、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥによ
って、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される。
【００６８】
　この実施形態において、第２のＵＥは、第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない
ため、原因値が、第２のＵＥによって第１のＵＥに送信される第２のメッセージにおいて
特に搬送される。通信接続を確立するために一般に使用されるＩＰアドレスのタイプは、
ＩＰｖ４タイプおよびＩＰｖ６タイプを含むため、第１のＵＥによって割り振られた第１
のＩＰアドレスのタイプがＩＰｖ６タイプであり、かつ第２のＵＥがＩＰｖ６タイプをサ
ポートしない場合、原因値が、フィードバックのための第２のメッセージにおいて搬送さ
れて、第２のＵＥがＩＰｖ６タイプのアドレスをサポートしないことを示す。このことは
、第２のＵＥがＩＰｖ４タイプのアドレスをサポートすることを意味する。さらに、第１
のＵＥがＩＰｖ４タイプのアドレスもサポートする場合、第１のＵＥは、ＩＰアドレスの
割振り側の役割をし、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを再割振りしてよく、第２のＩＰ



(17) JP 6606193 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

アドレスのタイプは、ＩＰｖ４タイプである。この実施形態において、第１のＵＥは、第
２のメッセージにおける原因値、および割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプにより
、第２のＵＥによってサポートされる第２のＰＤＮタイプを決定して、第２のＰＤＮタイ
プが第１のＵＥに適合することができる場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰア
ドレスを割り振るようにしてよい。
【００６９】
　図３に示される実施形態の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステップをさ
らに含む。
【００７０】
　Ｓ１４０　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアド
レスをサポートしない場合、第１のＵＥが、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送
信し、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使
用される。
【００７１】
　この実施形態おいて、第２のＵＥによって戻される原因値を獲得するとき、第１のＵＥ
は、原因値、および割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプにより、第２のＵＥによっ
てサポートされる第２のＰＤＮタイプを決定してよい。しかし、第２のＰＤＮタイプが第
１のＵＥに適応することができない場合、すなわち、第１のＵＥが、第１のＵＥによって
割り振られた各ＩＰアドレスが第２のＵＥによってサポートされることができない場合、
第１のＵＥは、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送信して、Ｄ２Ｄ通信接続の確
立が失敗したことを示す。
【００７２】
　前述のＳ１３０およびＳ１４０は、図３に示される実施形態における２つの任意選択の
実行形態であり、いずれか１つが実行されるように選択されることに留意されたい。
【００７３】
　さらに、図１に示される実施形態において第１のＵＥによって送信される第１のメッセ
ージは、第１のＰＤＮタイプをさらに含んでよく、すなわち、第１のＵＥが、第１のメッ
セージを送信する場合、第１のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプが第２
のＵＥに示され、かつ第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したこと
を特に示す場合、第１のＵＥの処理形態は、図２および図３に示される前述の実施形態に
おけるものとは異なる。
【００７４】
　任意選択で、図４は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアド
レス割振り方法の流れ図である。図４は、図１に示される実施形態に基づくさらなる説明
である。この実施形態におけるＳ１１０における第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプ
をさらに含む場合、Ｓ１２０における第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振り
が失敗したことを特に示し、第２のメッセージは、原因値を特に含み、かつ原因値は、第
２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのにさらに使用され、この実施
形態における方法は、以下のステップをさらに含む。
【００７５】
　Ｓ１３０　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスを割
り振り、かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信し、第２のＩＰアドレスは、第２の
ＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確
立するのに使用される。
【００７６】
　この実施形態において、第１のＵＥによって割り振られる第１のＩＰアドレスのタイプ
は、第１のＰＤＮタイプでなくてよい。例えば、第１のＰＤＮタイプは、ＩＰｖ６タイプ
であるが、第１のＵＥによって割り振られる第１のＩＰアドレスは、ＩＰｖ４タイプであ
る。さらに、第２のＵＥの第２のＰＤＮタイプは、ＩＰｖ６タイプであり、かつＩＰｖ４
タイプは、第２のＵＥに適合しない。この事例において、戻される原因値は、第２のＵＥ



(18) JP 6606193 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

が第１のＩＰアドレスをサポートしないことを示す。第２のＵＥは、受信された第１のメ
ッセージから、第１のＵＥによってサポートされる第１のＰＤＮタイプが、第２のＵＥに
よってサポートされる第２のＰＤＮタイプと同一であることを知ることがあるため、第２
のＵＥは、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることができると決定し、かつ
、次に、原因値を使用することによって前述の決定の結果を示す。したがって、原因値が
、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのにさらに使用される場合
、第１のＵＥは、ＩＰアドレスの割振り側の役割をし、かつ第１のＵＥは、第２のＵＥに
第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスをさらに割り振ってよい。
【００７７】
　任意選択で、図５は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアド
レス割振り方法の流れ図である。図５は、図１に示される実施形態に基づくさらなる説明
である。この実施形態におけるＳ１１０における第１のメッセージが、第１のＰＤＮタイ
プをさらに含み、Ｓ１２０における第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが
失敗したことを特に示し、第２のメッセージが、原因値を特に含むが、第２のＰＤＮタイ
プを含まず、かつ原因値が、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートしないことを示
すのにさらに使用される場合、この実施形態における方法は、以下のステップをさらに含
む。
【００７８】
　Ｓ１３０　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプおよび第１のＰＤＮタイプを除
いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートする場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２の
ＩＰアドレスを割り振り、かつ第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信し、第２のＩＰア
ドレスは、第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立す
るのに使用される。
【００７９】
　この実施形態において、例えば、第１のＵＥによってサポートされる第１のＰＤＮタイ
プと割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプの両方がＩＰｖ６タイプであり、かつ第２
のＵＥが、ＩＰｖ４タイプだけをサポートする場合、第２のＵＥによって送信される第２
のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示し、かつ第２のＵＥは
、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートしないと直接に決定してよい。この事例に
おいて、第１のＵＥの適合性を考慮して、ＩＰｖ４タイプのＩＰアドレスが第１のＵＥに
適合することができる場合、第１のＵＥは、ＩＰアドレスの割振り側の役割をし、第２の
ＵＥに、第１のＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスを割り振ってよく、第２
のＩＰアドレスのタイプはでＩＰｖ４タイプである。
【００８０】
　図５に示される実施形態の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステップをさ
らに含む。
【００８１】
　Ｓ１４０　第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプおよび第１のＰＤＮタイプを除
いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートしない場合、第１のＵＥが、第２のＵＥにフィ
ードバックメッセージを送信し、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が
失敗したことを示すのに使用される。
【００８２】
　この実施形態において、図５に示される実施形態におけるＳ１３０における事例が、説
明のための例として使用される。第１のＵＥによってサポートされる第１のＰＤＮタイプ
と割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプの両方がＩＰｖ６タイプであり、かつ第２の
ＵＥが、ＩＰｖ４タイプだけをサポートする場合、第２のＵＥによって送信される第２の
メッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示し、かつ第２のＵＥは、
第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートしないと直接に決定してよい。この事例にお
いて、ＩＰｖ４タイプのＩＰアドレスが第１のＵＥに適合することができない場合、すな
わち、第１のＵＥが、第１のＵＥによって割り振られた各ＩＰアドレスが第２のＵＥによ
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ってサポートされることができないことを知ることがある場合、第１のＵＥは、第２のＵ
Ｅにフィードバックメッセージを送信して、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示す
。
【００８３】
　前述のＳ１３０およびＳ１４０は、図５に示される実施形態における２つの任意選択の
実行形態であり、いずれか１つが実行されるように選択されることに留意されたい。
【００８４】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、第１のＵＥによって送信
される第１のメッセージは、識別情報をさらに含んでよく、かつ識別情報は、例えば、第
１のメッセージにおいて搬送される情報要素ＩＰ役割（ｒｏｌｅ）であってよい。ＩＰ役
割がサーバ（ｓｅｒｖｅｒ）として設定される場合、ＩＰ役割は、第１のＵＥがＩＰアド
レスの割振り側であることを示す。対応するように、第１のメッセージからＩＰ役割を読
み取るとき、第２のＵＥは、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側
であると決定する、またはＩＰ役割により、第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアド
レスの受取り側であると決定する。この実施形態において、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する２
つのＵＥの、ＩＰアドレス割振りプロセスにおけるそれぞれの責任は、識別情報を追加す
ることによって明示的に指定される。これは、ＩＰアドレス割振りの実現可能性をさらに
確実にする。
【００８５】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、Ｓ１１０の前に、方法は
、第１のＵＥによる、第２のＵＥの第２のＰＤＮタイプを獲得することをさらに含んでよ
い。第２のＰＤＮタイプは、第１のＵＥと第２のＵＥの近接場発見プロセスにおいて獲得
されて、第１のＵＥが、獲得された第２のＰＤＮタイプにより、第２のＵＥによってサポ
ートされるＩＰアドレスのタイプを知り、かつ、第２のＰＤＮタイプが第１のＵＥに適合
することができる場合、第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振ることができるように
してよく、第１のＩＰアドレスのタイプは、第２のＰＤＮタイプである。
【００８６】
　本発明の前述の実施形態における第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつ
ＩＰアドレスを割り振ることを担うことに留意されたい。さらに、Ｄ２Ｄ通信の開始側は
、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をしてもよい。例えば、特定の実装
形態は、以下のとおりである。本発明の前述の実施形態において、Ｓ１１０の前に、方法
は、第１のＵＥによる、第２のＵＥによって送信された第３のメッセージを受信すること
、および第１のＵＥによる、第３のメッセージにより第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを
割り振ることをさらに含んでよい。この実施形態において、第２のＵＥは、特に、Ｄ２Ｄ
通信の開始側であり、かつＤ２Ｄ通信の開始側は、実際には、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰア
ドレスの受取り側の役割をする。
【００８７】
実施形態２
　図６は、本発明の実施形態２によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法の流れ
図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信を確立する２つのＵＥが
ＩＰアドレスを割り振る事例に適用可能である。この実施形態において提供される方法は
、ＵＥによって実行されてよい。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウェア形態で実装さ
れてよく、かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによって
呼び出され、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施形態
における方法は、以下のステップを含む。
【００８８】
　Ｓ２１０　第２のＵＥが、第１のＵＥによって送信された第１のメッセージを受信し、
第１のメッセージは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレス
を含む。
【００８９】
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　図１乃至図５に示される前述の実施形態と同じく、この実施形態における第２のＵＥは
、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側である。第１のＵＥによって送信された第
１のメッセージを受信するとき、第２のＵＥは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振
られた第１のＩＰアドレスを受信して、Ｄ２Ｄ通信の開始側が明示的に知られるようにす
る、すなわち、第１のＵＥが、特に、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側である
。特定の実装形態において、事前設定されたプロトコルにおいて、第１のＵＥおよび第２
のＵＥが、第１のメッセージにおいて搬送される割り振られたＩＰアドレスを使用するこ
とによって、Ｄ２Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプロセスにおけるそれぞれの責任を決定す
べきことが規定されてよい。この実施形態において、第１のＵＥによって送信される第１
のメッセージが、割り振られた第１のＩＰアドレスを含む場合、第１のＵＥがＩＰアドレ
スの割振り側であると決定されてよく、したがって、第２のＵＥは、割り振られた第１の
ＩＰアドレス、および知られているＬａｙｅｒ－２アドレスを使用することによって第１
のＵＥの識別情報を検証して、Ｄ２Ｄ通信接続の確立を実施してよい。
【００９０】
　この実施形態において第１のＵＥによって割り振られ、かつ第２のＵＥによって受信さ
れる第１のＩＰアドレスは、Ｄ２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬
送されてよく、または第１のＵＥが通信確立メッセージを送信した後に送信されてよいこ
とに留意されたい。例えば、第１のＩＰアドレスは、送信するためにＩＰアドレス割振り
メッセージにおいて搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、
通信確立メッセージまたはＩＰアドレス割振りメッセージであってよい。
【００９１】
　Ｓ２２０　第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信し、第２のメッセージ
は、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使用される
。
【００９２】
　この実施形態において、第２のＵＥは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた
第１のＩＰアドレスを獲得し、第２のＵＥは、第１のＩＰアドレスが、第２のＵＥによっ
てサポートされるＩＰアドレスのタイプであるかどうかを知ることがある。しかし、第１
のＩＰアドレスを割り振るとき、第１のＵＥは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰ
アドレスのタイプを知らず、すなわち、第１のＩＰアドレスのタイプは、第１のＵＥによ
って、第１のＵＥの能力によりランダムに割り振られる。したがって、第２のＵＥが第１
のＩＰアドレスのタイプをサポートする場合、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰ
アドレスの割振りが成功したことを示す、または第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイ
プをサポートしない場合、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが
失敗したことを示す。第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合、
例えば、第１のＵＥによって割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプがＩＰｖ６タイプ
であるが、第２のＵＥがＩＰｖ６タイプのＩＰアドレスをサポートしない場合、第２のＵ
Ｅは、第１のＩＰアドレスを使用することによって第１のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を
確立することができない。
【００９３】
　この実施形態において提供される方法において、第２のＵＥによって受信される第１の
メッセージは、割り振られた第１のＩＰアドレスを搬送する、すなわち、Ｄ２Ｄ通信を確
立する２つのＵＥは、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側である
と決定する。したがって、第２のＵＥが、割り振られた第１のＩＰアドレスをサポートし
ない場合でさえ、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作を実行しないが、第１のＵ
Ｅに、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すインディケーションメッセージ
を戻して、後続のＩＰアドレス割振り作業を実行するよう第１のＵＥに命令するようにす
る。さらに、この事例において、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値
のうちの少なくとも１つを含み、かつ第２のＵＥは、第２のメッセージに情報要素を追加
することによって、第１のＵＥに第１のＩＰアドレスの割振り状況を示す。第２のＰＤＮ
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タイプと原因値の両方が、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示してよい。
【００９４】
　この実施形態において、第１のＵＥおよび第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信確立プロセスにお
いてそれぞれの責任を決定する。一態様において、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の
役割をし、かつＩＰアドレスを割り振る動作を能動的に実行する。別の態様において、第
２のＵＥが、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスがサポー
トされないことを知る場合でさえ、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作を実行し
ないが、第２のＰＤＮタイプを第１のＵＥにフィードバックして、第２のＵＥによってサ
ポートされるＩＰアドレスのタイプを第１のＵＥに示す。したがって、Ｄ２Ｄ通信を実行
する２つのＵＥの両方が、ＩＰアドレスの割振り側の役割をする、またはＩＰアドレスの
受取り側の役割をする事例が存在せず、その結果、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる
、またはＩＰアドレスが割り振られない事例を回避し、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する信
頼性を対応するように向上させる。
【００９５】
　この実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法によれば
、第２のＵＥが、第１のＵＥによって送信され、かつ割り振られた第１のＩＰアドレスを
含む第１のメッセージを受信して、ＩＰアドレス割振りプロセスにおける第１のＵＥおよ
び第２のＵＥの責任、すなわち、第１のＵＥがＩＰアドレスの割振り側であり、かつ第２
のＵＥがＩＰアドレスの受取り側であることを明示的に知り、第２のＵＥが、受信された
第１のＩＰアドレスにより第２のメッセージを戻すようにし、第２のメッセージは、第１
のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使用され、すなわち
、第２のＵＥが、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスのタ
イプをサポートしない場合、第２のＵＥは、ＩＰアドレスを割り振る動作を実行しない。
この実施形態において提供される方法によれば、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰアドレス割
振りプロセスにおいて送信パーティＵＥとピアＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役
割をすることがあるため、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をすることがあるため、
もたらされる、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られ
ない事例が解決され、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率が対応するように向上させら
れる。
【００９６】
　本発明の前述の実施形態の特定の実装において、第２のＵＥは、受信された第１のＩＰ
アドレスのタイプ、および第１のメッセージにおいて搬送されることがある第１のＰＤＮ
タイプにより、戻される第２のメッセージにおける命令情報を決定する。図７は、本発明
の実施形態によるＤ２Ｄ通信における別のＩＰアドレス割振り方法の流れ図を示し、かつ
図７は、図６に示される実施形態に基づくさらなる説明である。任意選択で、この実施形
態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む。Ｓ２３０　第２のＵＥが、
割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプをサポートする場合、第２のＵＥが、第１のＵ
Ｅに第２のメッセージを送信し、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成
功したことを示すのに使用される。
【００９７】
　この実施形態の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステップをさらに含む。
Ｓ２４０　第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスの
タイプをサポートしないと決定した場合、第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージ
を送信し、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すのに
使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１
つを含み、原因値は、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないことを
示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰ
アドレスのタイプを示すのに使用される。この実施形態において、第２のＵＥは、第１の
ＩＰアドレスのタイプ、および第２のＵＥの能力により、第１のＩＰアドレスのタイプが
サポートされるかどうかを直接に決定する。この事例において、第１のＵＥは、第１のＵ
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Ｅの適合性により、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振ることを続
けてよいかどうかを決定してよい。特に、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポートす
ることができる場合、第２のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスが、第２のＵＥに割り振
られてよく、または第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポートすることができない場合
、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すフィードバックメッセージが送信される。
【００９８】
　前述のＳ２３０およびＳ２４０は、図７に示される実施形態における２つの任意選択の
実行形態であり、いずれか１つが実行されるように選択されることに留意されたい。
【００９９】
　さらに、図８は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるさらに別のＩＰアドレス
割振り方法の流れ図であり、かつ図８は、図６に示される実施形態に基づくさらなる説明
である。この実施形態において、第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプをさらに含む場
合、この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む。Ｓ２３０　
第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサ
ポートしないが、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすると決定した場合、第２
のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信し、第２のメッセージは、第１のＩＰア
ドレスの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮ
タイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、かつ原因値は、第２のＵＥが第１の
ＩＰアドレスのタイプをサポートしないが、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポート
することを示すのに使用される。この実施形態において、ＩＰアドレスの異なるタイプが
第１のＵＥに適合することができるというファクタを考慮して、第２のＵＥが、割り振ら
れた第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合でさえ、第１のＵＥは、第２のＵ
Ｅに、第２のＵＥによってサポートされることができるタイプのＩＰアドレスを割り振る
能力を有することがある。例えば、第１のＵＥがＩＰｖ６タイプをサポートし、かつＩＰ
ｖ４タイプが第１のＵＥに適合することができ、かつ第２のＵＥがＩＰｖ６タイプをサポ
ートするが、ＩＰｖ４タイプが第２のＵＥに適合することができない。第１のＵＥによっ
て割り振られた第１のＩＰアドレスがＩＰｖ４タイプである場合、第１のＩＰアドレスは
、第２のＵＥによってサポートされることができない。しかし、第２のＵＥが、第１のメ
ッセージを使用することによって、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすること
ができることを知った場合、送信される第２のメッセージは、タイプが第１のＰＤＮタイ
プと同一である第２のＩＰアドレスを割り振るよう第１のＵＥに命令するのに使用される
。この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む。Ｓ２４０　第
２のＵＥが、第１のＵＥによって送信された第２のＩＰアドレスを受信し、第２のＩＰア
ドレスは、第２のＵＥによって、第２のＵＥと第１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立す
るのに使用される。
【０１００】
　この実施形態の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステップをさらに含む。
Ｓ２５０　第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスの
タイプをサポートせず、かつ第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートしないと決定し
た場合、第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信し、第２のメッセージは、
第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第１のＰＤＮタイプは
、第１のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用され、第２の
メッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値
は、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないこと、および第２のＵＥ
が第１のＰＤＮタイプをサポートしないことを示すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイ
プは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用される。
この実施形態において、同様に、第１のＵＥの適合性が考慮される。第１のＩＰアドレス
のタイプがサポートされないと決定した後、第２のＵＥは、第１のＰＤＮタイプがサポー
トされるかどうかをさらに決定する。例えば、第１のＩＰアドレスのタイプがＩＰｖ６タ
イプであり、第１のＰＤＮタイプもＩＰｖ６タイプであり、かつ第２のＵＥが、ＩＰｖ４
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タイプのＩＰアドレスだけをサポートすることができる。したがって、第２のメッセージ
が送信される場合、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプも第１のＰＤＮタイプもサ
ポートしないことが、原因値において示されることがある。第１のＵＥは、第１のＵＥの
適合性により、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振ることを続けて
よいかどうかを決定してよい。特に、第２のＰＤＮタイプが第１のＵＥに適合することが
できる場合、第２のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスが、第２のＵＥに割り振られてよ
く、または第２のＰＤＮタイプが第１のＵＥに適合することができない場合、Ｄ２Ｄ通信
接続の確立が失敗したことを示すフィードバックメッセージが送信される。
【０１０１】
　前述のＳ２３０乃至Ｓ２４０およびＳ２５０は、図８に示される実施形態における２つ
の任意選択の実行形態であり、いずれか１つが実行されるように選択されることに留意さ
れたい。
【０１０２】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、第１のＵＥによって送信
される第１のメッセージは、識別情報をさらに含んでよく、かつ識別情報は、例えば、第
１のメッセージにおいて搬送される情報要素ＩＰ役割であってよい。ＩＰ役割がサーバと
して設定されてよい場合、この実施形態において提供される方法は、第２のＵＥによる、
識別情報により、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側であると決
定する、または、第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側であると決
定することをさらに含む。この実施形態において、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する２つのＵＥ
の、ＩＰアドレス割振りプロセスにおけるそれぞれの責任は、識別情報を追加することに
よって明示的に指定される。これは、ＩＰアドレス割振りの実現可能性をさらに確実にす
る。
【０１０３】
　本発明の前述の実施形態における第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受
取り側の役割をし、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつＩＰアドレスを
割り振ることを担うことに留意されたい。同様に、Ｄ２Ｄ通信の開始側は、Ｄ２Ｄ通信に
おけるＩＰアドレスの受取り側の役割をしてもよい。例えば、特定の実装形態は、以下の
とおりである。本発明の前述の実施形態において、Ｓ２１０の前に、方法は、第２のＵＥ
による、第１のＵＥに第３のメッセージを送信することをさらに含み、第３のメッセージ
は、第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るよう第１のＵＥに要求するのに使用され
る。この実施形態において、第２のＵＥは、特に、Ｄ２Ｄ通信の開始側であり、かつＤ２
Ｄ通信の開始側は、実際には、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をする
。
【０１０４】
実施形態３
　図９は、本発明の実施形態３によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法の流れ
図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信を確立する２つのＵＥが
ＩＰアドレスを獲得する事例に適用可能である。この実施形態において提供される方法は
、ＵＥによって実行されてよい。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウェア形態で実装さ
れてよく、かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによって
呼び出され、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施形態
における方法は、以下のステップを含む。
【０１０５】
　Ｓ３１０　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のメッセージを送信し、第１のメッセージ
は、第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、命令情報は、事前構成された第１のＩＰ
アドレスを使用するよう第２のＵＥに命令するのに使用され、かつ第１のメッセージは、
第１のＩＰアドレスにより第１のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を確立するよう第２のＵＥ
に要求するのに使用される。
【０１０６】
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　この実施形態において、第１のＩＰアドレスは、第１のＵＥにおいて事前構成され、第
２のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前構成される。例えば、第１のＵＥおよび第
２のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信の前にグループ通信を実行しており、かつ第１のＵＥおよび第２
のＵＥはそれぞれ、構成されたＩＰアドレスを有する。この事例において、第１のＵＥと
第２のＵＥがＤ２Ｄ通信を実行する必要がある場合、グループ通信において使用された構
成されたＩＰアドレスが、ＩＰアドレスを割り振る必要なしに直接に使用されてよい。特
に、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつＤ２Ｄ通信を開始するとき、第
１のＵＥは、第１のメッセージに第１のＵＥの構成された第１のＩＰアドレス、および命
令情報を追加する。例えば、命令情報が事前構成される（ｐｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ
）ように設定される場合、命令情報は、第１のＩＰアドレスを使用するよう第２のＵＥに
命令する。第２のＵＥは、命令情報および第１のＩＰアドレスにより第２のＵＥと第１の
ＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立してよい。
【０１０７】
　この実施形態における第１のＵＥは、第１のメッセージを使用することによって、第１
のメッセージにおいて搬送される第１のＩＰアドレスを使用することによってＤ２Ｄ通信
接続を確立するよう第２のＵＥに命令することに留意されたい。第１のＩＰアドレスは、
Ｄ２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、または第１の
ＵＥが通信確立メッセージを送信した後に送信されてよい。例えば、第１のＩＰアドレス
は、送信するためにＩＰアドレス送信メッセージにおいて搬送される。すなわち、この実
施形態における第１のメッセージは、通信確立メッセージまたはＩＰアドレス送信メッセ
ージであってよい。
【０１０８】
　Ｓ３２０　第１のＵＥが、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信し、
第２のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すのに使用される。
【０１０９】
　この実施形態において、第１のＵＥによって送信された第１のメッセージを受信すると
き、第２のＵＥは、第１のメッセージから第１のＩＰアドレスを獲得する。第１のＵＥお
よび第２のＵＥは、グループ通信を以前に実行しているため、第２のＵＥは、第１のＩＰ
アドレスをサポートすることができ、かつ第１のＩＰアドレスを使用することによって第
１のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を確立してよい。したがって、接続の確立が成功したこ
とを示すのに使用される第２のメッセージが、第１のＵＥに戻される。
【０１１０】
　この実施形態において、第１のＵＥおよび第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信確立プロセスにお
けるそれぞれの責任を決定する。一態様において、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の
役割をし、かつ第１のＵＥによって送信される第１のメッセージに第１のＩＰアドレスお
よび命令情報を追加して、それぞれの構成されたＩＰアドレスを使用するよう第１のＵＥ
および第２のＵＥに命令する。別の態様において、第１のＵＥによって送信される第１の
メッセージが第１のＩＰアドレスを搬送することは、第２のＵＥがＤ２Ｄ通信接続の確立
側であることをさらに示す。したがって、Ｄ２Ｄ通信を実行する２つのＵＥに関して、指
定されたＵＥが、ピアＵＥの構成されたＩＰアドレスを獲得し、かつピアＵＥから獲得さ
れたＩＰアドレス、および指定されたＵＥの構成されたＩＰアドレスを使用することによ
ってＤ２Ｄ通信を確立する。明らかに、２つのＵＥの両方が、ＩＰアドレスの割振り側の
役割をする、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をする事例が存在せず、それによって
、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事例を回
避し、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率を対応するように向上させる。
【０１１１】
　この実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法によれば
、第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含む第１のメッセー
ジを送信し、命令情報は、事前構成された第１のＩＰアドレスを使用するよう第２のＵＥ
に命令するのに使用されて、第２のＵＥが、第１のメッセージ、および第１のメッセージ
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において搬送される第１のＩＰアドレスを使用することによって第１のＵＥに対してＤ２
Ｄ通信接続を確立するようにする。この実施形態において提供される方法において、第１
のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信において第１のＵＥおよび第２のＵＥによって使用されるＩ
Ｐアドレス、およびＤ２Ｄ通信を確立するための第１のＵＥおよび第２のＵＥの責任を明
示的に示して、それによって、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプロセスにお
いて送信パーティＵＥとピアＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役割をすることがあ
るため、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をすることがあるため、もたらされる、Ｉ
Ｐアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事例が解決さ
れ、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率が対応するように向上させられる。
【０１１２】
実施形態４
　図１０は、本発明の実施形態４によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法の流
れ図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信を確立する２つのＵＥ
がＩＰアドレスを獲得する事例に適用可能である。この実施形態において提供される方法
は、ＵＥによって実行されてよい。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウェア形態で実装
されてよく、かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによっ
て呼び出され、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施形
態における方法は、以下のステップを含む。
【０１１３】
　Ｓ４１０　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のメッセージを送信し、第１のメッセージ
は、命令情報を含み、命令情報は、事前構成された第１のＩＰアドレスを使用するよう第
２のＵＥに命令するのに使用され、かつ命令情報は、第１のＵＥがデバイスツーデバイス
Ｄ２Ｄ通信接続の確立側であることを示すのにさらに使用される。
【０１１４】
　図９に示される前述の実施形態と同様に、この実施形態において、第１のＩＰアドレス
は、第１のＵＥにおいて事前構成され、第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥにおいて事前
構成される。例えば、第１のＵＥおよび第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信の前にグループ通信を
実行しており、かつ第１のＵＥおよび第２のＵＥはそれぞれ、構成されたＩＰアドレスを
有する。この事例において、第１のＵＥと第２のＵＥがＤ２Ｄ通信を実行する必要がある
場合、グループ通信において使用された構成されたＩＰアドレスが、ＩＰアドレスを割り
振る必要なしに直接に使用されてよい。特に、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割
をする。例えば、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信を開始する場合、命令情報が、第１のＩＰアド
レスを使用するよう第２のＵＥに命令するように事前構成される（ｐｒｅ－ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒｅｄ）ように設定され、かつ命令情報は、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信接続の確立側であ
ることを示すのにさらに使用される。すなわち、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信においてピア
ＵＥのＩＰアドレスを獲得する必要がある場合、第２のＵＥは、第１のＵＥに第２のＵＥ
の事前構成された第２のＩＰアドレスを送信するように命令される。
【０１１５】
　Ｓ４２０　第１のＵＥが、第２のＵＥによって送信された第２のメッセージを受信し、
第２のメッセージは、第２のＩＰアドレスを含んで、第１のＵＥが、第２のＩＰアドレス
により第２のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を確立するようにする。
【０１１６】
　この実施形態において、第１のＵＥによって送信された第１のメッセージを受信すると
き、第２のＵＥは、命令情報のコンテンツを使用することによって、第１のＵＥがＤ２Ｄ
通信接続を確立することを知ってよい。したがって、第２のＵＥは、第２のメッセージに
第２のＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを追加し、かつ第１のＵＥに第２のメッ
セージを送信して、第１のＵＥが、第２のＩＰアドレスを獲得した後、第２のＩＰアドレ
ス、および第１のＵＥの事前構成された第１のＩＰアドレスを使用することによって第２
のＵＥに対して直接のＤ２Ｄ通信接続を確立するようにする。
【０１１７】
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　この実施形態における第２のＵＥは、命令情報を含む受信された第１のメッセージを使
用することによって、第１のＵＥに第２のＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを送
信して、Ｄ２Ｄ通信接続を確立することに留意されたい。命令情報は、Ｄ２Ｄ通信を開始
するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、または第１のＵＥが通信確立メ
ッセージを送信した後に送信されてよい。例えば、命令情報は、送信するためにＩＰアド
レス送信メッセージにおいて搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセ
ージは、通信確立メッセージまたはＩＰアドレス送信メッセージであってよい。
【０１１８】
　さらに、この実施形態において提供される方法において、第１のメッセージは、ＰＤＮ
タイプをさらに含んでよく、ＰＤＮタイプは、特に、第１のＵＥによってサポートされる
ＰＤＮタイプであり、かつＰＤＮタイプは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアド
レスのタイプを示す。第２のメッセージにおける第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥによ
って、命令情報およびＰＤＮタイプに従って追加される。この実施形態において、複数の
ＩＰアドレスが、第１のＵＥと第２のＵＥの両方において事前構成されてよく、かつ複数
の事前構成されたＩＰアドレスは、異なるタイプのＩＰアドレスであってよい。したがっ
て、第２のＵＥに対してＤ２Ｄ通信要求を開始するとき、第１のＵＥは、第１のメッセー
ジに、第１のＵＥに適合することができるＰＤＮタイプを追加して、第１のＵＥに第２の
メッセージを戻すとき、第１のＵＥに、ＰＤＮタイプとタイプが同一である第２のＩＰア
ドレスを送信するよう第２のＵＥに命令する。
【０１１９】
　この実施形態において、第１のＵＥおよび第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信確立プロセスにお
けるそれぞれの責任を決定する。一態様において、第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の
役割をし、かつ第１のＵＥによって送信される第１のメッセージに第１のＩＰアドレスお
よび命令情報を追加して、それぞれの構成されたＩＰアドレスを使用するよう第１のＵＥ
および第２のＵＥに命令する。別の態様において、第１のメッセージにおける命令情報は
、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信接続の確立側であることをさらに示す。したがって、Ｄ２Ｄ通
信を実行する２つのＵＥに関して、指定されたＵＥが、ピアＵＥの構成されたＩＰアドレ
スを獲得し、かつピアＵＥから獲得されたＩＰアドレス、および指定されたＵＥの構成さ
れたＩＰアドレスを使用することによってＤ２Ｄ通信を確立する。明らかに、２つのＵＥ
の両方が、ＩＰアドレスの割振り側の役割をする、またはＩＰアドレスの受取り側の役割
をする事例が存在せず、それによって、ＩＰアドレスが繰り返し割り振られる、またはＩ
Ｐアドレスが割り振られない事例を回避し、かつＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率を対応
するように向上させる。
【０１２０】
　この実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法によれば
、第２のＵＥが、第１のＵＥによって送信され、かつ命令情報を含む第１のメッセージを
受信し、命令情報は、事前構成された第１のＩＰアドレスを使用するよう第２のＵＥに命
令し、かつ第１のＵＥがＤ２Ｄ通信接続における確立側であることを示すのに使用されて
、第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを送信す
るようにし、かつ第１のＵＥが、第２のＩＰアドレスにより第２のＵＥに対してＤ２Ｄ通
信接続を確立するようにする。この実施形態において提供される方法において、第１のメ
ッセージは、Ｄ２Ｄ通信において第１のＵＥおよび第２のＵＥによって使用されるＩＰア
ドレス、およびＤ２Ｄ通信を確立するための第１のＵＥおよび第２のＵＥの責任を明示的
に示し、それによって、従来技術のＤ２Ｄ通信のＩＰアドレス割振りプロセスにおいて送
信パーティＵＥとピアＵＥの両方がＩＰアドレスの割振り側の役割をすることがあるため
、またはＩＰアドレスの受取り側の役割をすることがあるため、もたらされる、ＩＰアド
レスが繰り返し割り振られる、またはＩＰアドレスが割り振られない事例が解決され、か
つＤ２Ｄ通信接続を確立する成功率が対応するように向上させられる。
【０１２１】
　本発明において提供される実施形態は、Ｄ２Ｄ通信を直接に実行するＵＥに適用可能で
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あり、かつメッセージは、ネットワークデバイスを使用することによって転送される必要
がないことに留意されたい。したがって、ネットワークカバレッジなしのアプリケーショ
ンシナリオにおいてさえ、例えば、地震または津波のためにインフラストラクチャが損害
を受けた場合、ＩＰアドレスは、ネットワークデバイスを使用することによって、Ｄ２Ｄ
通信を実行すべきＵＥに割り振られることができない。本発明の実施形態において提供さ
れる方法において、Ｄ２Ｄ通信においてＩＰアドレスが割り振られることに成功すること
が確実にされることができる。
【０１２２】
　本発明の前述の実施形態の特定の実装において、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する２つのＵＥ
、すなわち、第１のＵＥと第２のＵＥの間の通信のためのプロトコルスタックは、制御プ
レーンとユーザプレーンに分割され、かつプロトコルスタックは、伝送制御プロトコル／
インターネットプロトコル（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、略して、ＴＣＰ／ＩＰ）のプロトコルスタ
ックと同様である。制御プレーンの機能は、接続確立中に実行される、通信パラメータの
要求、認証、および割振りなどのシグナリング対話であり、ユーザプレーンの機能は、実
際のデータ受信およびデータ送信である。本発明の前述の実施形態における第１のメッセ
ージ、第２のメッセージ、第３のメッセージ、およびフィードバックメッセージは、２つ
のＵＥの間の制御プレーンプロトコルスタックを使用することによって送信される。図１
１に示されるとおり、図１１は、本発明の実施形態によるＤ２Ｄ通信におけるＵＥの間の
制御プレーンプロトコルスタックの概略図である。第１のＵＥと第２のＵＥの間の制御プ
レーンプロトコルスタックが、無線リソース制御（無線リソース制御、略して、ＲＲＣ）
層プロトコルと、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、略して、Ｒ
ＬＣ）層プロトコルと、ＭＡＣ層プロトコルと、物理層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ
、略して、ＰHＹ）プロトコルとを含み、ＰＣ５－Ｕ（制御プレーンの制御プレーンプロ
トコル）は、２つのＵＥの間の制御プレーンインターフェースを表す。ユーザプレーンデ
ータ送信を実施するのに、Ｄ２Ｄ通信の２つのパーティは、ユーザ層接続を確立する必要
があり、すなわち、接続は、ＩＰアドレスを使用することによって確立される。本発明の
前述の実施形態において、ＩＰアドレスが、Ｄ２Ｄ通信においてデータ送信を実施するた
めに獲得される。
【０１２３】
実施形態５
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、本発明の実施形態５によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレ
ス割振り方法の流れ図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信接続
を確立するように構成された第１のＵＥおよび第２のＵＥによって実行され、かつこの実
施形態における方法は、以下のステップを含む。
【０１２４】
　Ｓ５０１　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のメッセージを送信し、第１のメッセージ
は、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを含む。
【０１２５】
　この実施形態において第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振られる第１のＩＰアドレ
スは、Ｄ２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、または
第１のＵＥが通信確立要求メッセージを送信した後に送信されてよいことに留意されたい
。例えば、第１のＩＰアドレスは、送信するためにＩＰアドレス割振りメッセージにおい
て搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、通信確立要求メッ
セージまたはＩＰアドレス割振りメッセージであってよい。
【０１２６】
　Ｓ５０２　第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信し、第２のメッセージ
は、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使用される
。
【０１２７】
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　この実施形態において、要求メッセージであり、かつ第１のＵＥによって送信された第
１のメッセージを受信するとき、第２のＵＥは、第１のＵＥによって第２のＵＥに割り振
られた第１のＩＰアドレスを獲得する。この事例において、第２のＵＥは、第１のＩＰア
ドレスが、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプであるかどうかを知
ることがある。しかし、第１のＩＰアドレスを割り振るとき、第１のＵＥは、第２のＵＥ
によってサポートされるＩＰアドレスのタイプを知らず、すなわち、第１のＩＰアドレス
のタイプは、第１のＵＥによって、第１のＵＥの能力によりランダムに割り振られる。し
たがって、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートする場合、戻される第２
のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したことを示す、または第２のＵＥ
が第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合、戻される第２のメッセージは、第
１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す。第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタ
イプをサポートしない場合、例えば、第１のＵＥによって割り振られた第１のＩＰアドレ
スのタイプがＩＰｖ６タイプであるが、第２のＵＥがＩＰｖ６タイプのＩＰアドレスをサ
ポートしない場合、第２のＵＥは、第１のＩＰアドレスを使用することによって第１のＵ
Ｅに対してＤ２Ｄ通信接続を確立することができない。
【０１２８】
　任意選択で、この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む。
Ｓ５０３　第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが、割り振られた第１の
ＩＰアドレスのタイプをサポートすると決定し、Ｓ５０２において第２のＵＥによって第
１のＵＥに送信される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したこと
を示すのに使用される。
【０１２９】
　この実施形態の別の実装形態において、方法は、以下のステップをさらに含む。Ｓ５０
４　第２のＵＥが、第１のメッセージにより、第２のＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプ
をサポートしないと決定し、Ｓ５０２における第２のメッセージは、第１のＩＰアドレス
の割振りが失敗したことを示すのに特に使用され、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタ
イプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、かつ第２のＰＤＮタイプは、第２のＵ
ＥによってサポートされることができるＩＰアドレスのタイプを特に示す。第２のメッセ
ージが原因値だけを含む場合、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプ
は明示的に示されないものの、第２のＵＥによってサポートされることができるＩＰアド
レスのタイプは、ＩＰアドレスのタイプが、一般に、現在、ＩＰｖ４タイプおよびＩＰｖ
６タイプを含むため、暗黙に示される。さらに、ＩＰアドレスの異なるタイプがＵＥに適
合することができるというファクタを考慮して、第２のＵＥが、割り振られた第１のＩＰ
アドレスのタイプをサポートしない場合でさえ、第１のＵＥは、第２のＵＥに、第２のＵ
ＥによってサポートされることができるタイプのＩＰアドレスを割り振る能力を有するこ
とがある。
【０１３０】
　この実施形態の特定の実装において、第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスの割振りが失
敗したことを示す第２のメッセージを受信した後、実行形態は、以下のいくつかの事例を
含むことがある。第１の事例において、第２のメッセージが第２のＰＤＮタイプを特に含
む場合、この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む。
【０１３１】
　Ｓ５０５　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプ
をサポートすると決定した場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り
振る。
【０１３２】
　Ｓ５０６　第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信する。
【０１３３】
　Ｓ５０７　第２のＵＥが、第２のＩＰアドレスを使用することによって第２のＵＥと第
１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立する。
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【０１３４】
　任意選択で、前述の第１の事例の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステッ
プをさらに含む。
【０１３５】
　Ｓ５０８　第１のＵＥが、第２のメッセージにより、第１のＵＥが第２のＰＤＮタイプ
をサポートしないと決定する。
【０１３６】
　Ｓ５０９　第１のＵＥが、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送信し、フィード
バックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される。
【０１３７】
　第２の事例において、第２のメッセージが、原因値を特に含むが、第２のＰＤＮタイプ
を含まない場合、この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさらに含む
。
【０１３８】
　Ｓ５１０　第１のＵＥが、第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタ
イプのＩＰアドレスをサポートすると決定した場合、第１のＵＥが、第２のＵＥに第２の
ＩＰアドレスを割り振る。
【０１３９】
　Ｓ５１１　第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信する。
【０１４０】
　Ｓ５１２　第２のＵＥが、第２のＩＰアドレスを使用することによって第２のＵＥと第
１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立する。
【０１４１】
　任意選択で、前述の第２の事例の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステッ
プをさらに含む。
【０１４２】
　Ｓ５１３　第１のＵＥが、第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタ
イプのＩＰアドレスをサポートしないと決定する。
【０１４３】
　Ｓ５１４　第１のＵＥが、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送信し、フィード
バックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される。
【０１４４】
　さらに、図１２Ａおよび図１２Ｂに示される前述の実施形態において、Ｓ５０１におい
て送信される第１のメッセージは、第１のＰＤＮタイプをさらに含んでよく、すなわち、
第１のＵＥが第１のメッセージを送信する場合、第１のＵＥによってサポートされるＩＰ
アドレスのタイプが第２のＵＥに示される。この事例において、第２のメッセージが、第
１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを特に示す場合、第１のＵＥの処理形態は、第
１の事例および第２の事例におけるものとは異なる。特に、この実施形態において提供さ
れる形態は、以下のいくつかの事例を含む。第３の事例において、第２のメッセージが原
因値を特に含み、かつ原因値が、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを
示すのにさらに使用される場合、この実施形態において提供される方法は、以下のステッ
プをさらに含む。
【０１４５】
　Ｓ５１５　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスを割
り振る。
【０１４６】
　Ｓ５１６　第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信する。
【０１４７】
　Ｓ５１７　第２のＵＥが、第２のＩＰアドレスを使用することによって第２のＵＥと第
１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立する。
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【０１４８】
　第４の事例において、第２のメッセージが原因値を特に含むが、第２のＰＤＮタイプを
含まず、かつ原因値が、第２のＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートしないことを示すの
にさらに使用される場合、この実施形態において提供される方法は、以下のステップをさ
らに含む。
【０１４９】
　Ｓ５１８　第１のＵＥが、第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプ、および第１の
ＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートすると決定した場合、第１の
ＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振る。
【０１５０】
　Ｓ５１９　第１のＵＥが、第２のＵＥに第２のＩＰアドレスを送信する。
【０１５１】
　Ｓ５２０　第２のＵＥが、第２のＩＰアドレスを使用することによって第２のＵＥと第
１のＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続を確立する。
【０１５２】
　任意選択で、前述の第４の事例の別の可能な実装形態において、方法は、以下のステッ
プをさらに含む。
【０１５３】
　Ｓ５２１　第１のＵＥが、第１のＵＥが、第１のＩＰアドレスのタイプ、および第１の
ＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートしないと決定する。
【０１５４】
　Ｓ５２２　第１のＵＥが、第２のＵＥにフィードバックメッセージを送信し、フィード
バックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される。
【０１５５】
　本発明の前述の実施形態において提供される第１の事例乃至第４の事例、および各事例
の様々な可能な実装形態は、任意選択で実行され、かつ１つだけの形態が実行されるよう
に選択されることに留意されたい。
【０１５６】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、Ｓ５０１において第１の
ＵＥによって送信される第１のメッセージは、識別情報をさらに含んでよく、かつ識別情
報は、例えば、第１のメッセージにおいて搬送される情報要素ＩＰ役割であってよい。Ｉ
Ｐ役割がサーバとして設定されるとき、ＩＰ役割は、第１のＵＥがＩＰアドレスの割振り
側であることを示す。対応するように、Ｓ５０２において第１のメッセージにおけるＩＰ
役割を獲得するとき、第２のＵＥは、第１のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの
割振り側であると決定する、またはＩＰ役割により、第２のＵＥが、Ｄ２Ｄ通信における
ＩＰアドレスの受取り側であると決定する。
【０１５７】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、Ｓ５０１の前に、方法は
、以下のステップをさらに含んでよい。Ｓ５２３　第１のＵＥが、第２のＵＥの第２のＰ
ＤＮタイプを獲得する。第２のＰＤＮタイプは、第１のＵＥと第２のＵＥの近接場発見プ
ロセスにおいて獲得されて、第１のＵＥが、獲得された第２のＰＤＮタイプにより、第２
のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを知り、かつ、第２のＰＤＮタイプ
が第１のＵＥに適合することができる場合、第２のＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振る
ことができるようにしてよく、第１のＩＰアドレスのタイプは、第２のＰＤＮタイプであ
る。
【０１５８】
　本発明の前述の実施形態における第１のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつ
ＩＰアドレスを割り振ることを担うことに留意されたい。さらに、Ｄ２Ｄ通信の開始側は
、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をしてもよい。例えば、特定の実装
形態は、以下のとおりである。本発明の前述の実施形態において、Ｓ５０１の前に、方法
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は、以下のステップをさらに含んでよい。Ｓ５２４　第２のＵＥが、第１のＵＥに第３の
メッセージを送信する。Ｓ５２５　第１のＵＥが、第３のメッセージにより第２のＵＥに
第１のＩＰアドレスを割り振る。この実施形態において、第２のＵＥは、特に、Ｄ２Ｄ通
信の開始側であり、かつＤ２Ｄ通信の開始側は、実際には、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアド
レスの受取り側の役割をする。
【０１５９】
実施形態６
　図１３は、本発明の実施形態６によるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法の流
れ図である。この実施形態において提供される方法は、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する第１の
ＵＥおよび第２のＵＥによって実行され、かつこの実施形態における方法は、以下のステ
ップを含む。
【０１６０】
　Ｓ６０１　第１のＵＥが、第２のＵＥに第１のメッセージを送信し、第１のメッセージ
は、命令情報を含み、命令情報は、事前構成された第１のＩＰアドレスを使用するよう第
２のＵＥに命令するのに使用される。
【０１６１】
　任意選択で、この実施形態におけるＳ６０１における第１のメッセージが、第１のＩＰ
アドレスをさらに含む場合、この実施形態において提供される方法は、以下のステップを
含む。Ｓ６０２　第２のＵＥが、第１のＩＰアドレスにより第１のＵＥに対してＤ２Ｄ通
信接続を確立する。Ｓ６０３　第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信し、
第２のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すのに使用される。この
実施形態において、第２のＵＥが第１のメッセージを受信した場合、第１のメッセージは
、第１のＩＰアドレスを含むため、第２のＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の確立側の役割をし、かつ
第１のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を確立してよい。
【０１６２】
　この実施形態の別の可能な実装形態において、この実施形態におけるＳ６０１における
第１のメッセージが第１のＩＰアドレスを搬送せず、かつ命令情報が、第１のＵＥがＤ２
Ｄ通信接続の確立側であることを示すのにさらに使用される場合、この実施形態において
提供される方法は、以下のステップを含む。Ｓ６０４　第２のＵＥが、第１のメッセージ
により第２のＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを第２のメッセージに追加する。
Ｓ６０５　第２のＵＥが、第１のＵＥに第２のメッセージを送信する。Ｓ６０６　第１の
ＵＥが、第２のＩＰアドレスにより第２のＵＥに対してＤ２Ｄ通信接続を確立する。この
実施形態において、第２のＵＥが第１のメッセージを受信した場合、第１のメッセージに
おける命令情報が、第１のＵＥがＤ２Ｄ通信接続の確立側であることを示すため、第２の
ＵＥは、第１のＵＥに第２のＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを送信して、第１
のＵＥが、第２のＵＥに対するＤ２Ｄ通信接続を確立するようにする。
【０１６３】
　さらに、この実施形態における第１のメッセージは、ＰＤＮタイプをさらに含んでよく
、ＰＤＮタイプは、特に、第１のＵＥによってサポートされるＰＤＮタイプであり、かつ
ＰＤＮタイプは、第２のＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示す。第２
のメッセージにおける第２のＩＰアドレスは、第２のＵＥによって、命令情報およびＰＤ
Ｎタイプに従って追加される。この実施形態において、複数のＩＰアドレスが、第１のＵ
Ｅと第２のＵＥの両方において事前構成されてよく、かつ複数の事前構成されたＩＰアド
レスは、異なるタイプのＩＰアドレスであってよい。したがって、第２のＵＥに対してＤ
２Ｄ通信要求を開始するとき、第１のＵＥは、第１のメッセージに、第１のＵＥに適合す
ることができるＰＤＮタイプを追加して、第１のＵＥに第２のメッセージを戻すとき、第
１のＵＥに、ＰＤＮタイプとタイプが同一である第２のＩＰアドレスを送信するよう第２
のＵＥに命令する。
【０１６４】
実施形態７
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　図１４は、本発明の実施形態７によるＵＥの概略構造図である。この実施形態において
提供されるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信が確立される場合のピアＵＥに対するＩＰアドレスの割振
りに適用可能である。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウェア形態で実装されてよく、
かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによって呼び出され
、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施形態におけるＵ
Ｅは、受信機１２と、送信機１１とを特に含む。
【０１６５】
　送信機１１は、ピアＵＥに第１のメッセージを送信するように構成され、第１のメッセ
ージは、ＵＥによってピアＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを含む。
【０１６６】
　この実施形態においてＵＥによってピアＵＥに割り振られる第１のＩＰアドレスは、Ｄ
２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、またはＵＥが通
信確立要求メッセージを送信した後に送信されてよいことに留意されたい。例えば、第１
のＩＰアドレスは、送信するためにＩＰアドレス割振りメッセージにおいて搬送される。
すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、通信確立要求メッセージまたはＩ
Ｐアドレス割振りメッセージであってよい。
【０１６７】
　受信機１２は、ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するように構成さ
れ、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したか
を示すのに使用される。
【０１６８】
　この実施形態において、要求メッセージであり、ＵＥによって送信された第１のメッセ
ージを受信するとき、ピアＵＥは、ＵＥによってピアＵＥに割り振られた第１のＩＰアド
レスを獲得する。この事例において、ピアＵＥは、第１のＩＰアドレスが、ピアＵＥによ
ってサポートされるＩＰアドレスのタイプであるかどうかを知ることがある。しかし、第
１のＩＰアドレスを割り振るとき、ＵＥは、ピアＵＥによってサポートされるＩＰアドレ
スのタイプを知らず、すなわち、第１のＩＰアドレスのタイプは、ＵＥによって、ＵＥの
能力によりランダムに割り振られる。したがって、ピアＵＥが第１のＩＰアドレスのタイ
プをサポートする場合、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成
功したことを示す、またはピアＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合
、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す。
【０１６９】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図１に示される実施形態に
おいて提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を実行するように構成され
、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの実装原理および技術的効果は、同様で
あり、詳細が本明細書において説明されることはない。
【０１７０】
　さらに、第２のメッセージが、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す場合
、第２のメッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを特に
搬送し、かつ第２のＰＤＮタイプは、ピアＵＥによってサポートされることができるＩＰ
アドレスのタイプを特に示す。第２のメッセージが原因値だけを含む場合、ピアＵＥによ
ってサポートされるＩＰアドレスのタイプは明示的に示されないものの、ピアＵＥによっ
てサポートされることができるＩＰアドレスのタイプは、ＩＰアドレスのタイプが、一般
に、現在、ＩＰｖ４タイプおよびＩＰｖ６タイプを含むため、暗黙に示される。さらに、
ＩＰアドレスの異なるタイプがＵＥに適合することができるというファクタを考慮して、
ピアＵＥが、割り振られた第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場合でさえ、こ
の実施形態において提供されるＵＥは、ピアＵＥに、ピアＵＥによってサポートされるこ
とができるタイプのＩＰアドレスを割り振る能力を有することがある。例えば、ＵＥがＩ
Ｐｖ６アドレスタイプをサポートし、かつピアＵＥがＩＰｖ４アドレスタイプをサポート
する場合、ＵＥによって割り振られる第１のＩＰアドレス、すなわち、ＩＰｖ６タイプの
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アドレスは、ピアＵＥによってサポートされることができない。しかし、ＵＥは、より高
い適合性のため、ＩＰｖ４タイプのアドレスをさらに割り振ることがある。したがって、
この実施形態において、ピアＵＥは、ＩＰアドレスの割振り側、すなわち、ＵＥに、ピア
ＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用される情報要素をさら
に送信して、ピアＵＥに第２のＩＰアドレス、すなわち、第２のＰＤＮタイプを再割振り
するようＵＥに命令するようにしてよい。したがって、ＵＥは、第２のメッセージにおけ
る情報要素により後続のＩＰアドレス割振り作業を実行してよい。
【０１７１】
　任意選択で、図１５は、本発明の実施形態による別のＵＥの概略構造図である。この実
施形態において、受信機１２によって受信される第２のメッセージが、第１のＩＰアドレ
スの割振りが失敗したことを特に示し、かつ第２のメッセージが、第２のＰＤＮタイプを
特に含む場合、図１４に示される実施形態に基づいて、この実施形態において提供される
ＵＥは、第２のメッセージにより、ＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポートすると決定した
場合、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振るように構成されたプロセッサ１３をさら
に含み、かつ、対応するように、送信機１１は、ピアＵＥに、プロセッサ１３によって割
り振られた第２のＩＰアドレスを送信するようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは
、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立
するのに使用される。
【０１７２】
　図１５に示される実施形態の別の可能な実装形態において、プロセッサ１３は、第２の
メッセージにより、ＵＥが第２のＰＤＮタイプをサポートしないと決定するようにさらに
構成され、かつ、対応するように、送信機１１は、ピアＵＥにフィードバックメッセージ
を送信するようにさらに構成され、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立
が失敗したことを示すのに使用される。
【０１７３】
　任意選択で、この実施形態における受信機１２によって受信される第２のメッセージが
、原因値を特に含むが、第２のＰＤＮタイプを含まない場合、図１５に示されるＵＥの特
定の実行形態は、以下のとおりである。一態様において、プロセッサ１３は、ＵＥが、第
１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートする場合、ピア
ＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振るように構成され、かつ、対応するように、送信機１
１は、ピアＵＥに、プロセッサ１３によって割り振られた第２のＩＰアドレスを送信する
ようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの間
でＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される。別の態様において、プロセッサ１３は、Ｕ
Ｅが、第１のＩＰアドレスのタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポートしない
と決定するように構成され、かつ、対応するように、送信機１１は、ピアＵＥにフィード
バックメッセージを送信するようにさらに構成され、フィードバックメッセージは、Ｄ２
Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される。
【０１７４】
　任意選択で、この実施形態における送信機１１によって送信される第１のメッセージが
第１のＰＤＮタイプを含み、受信機１２によって受信される第２のメッセージが原因値を
含み、かつ原因値が、ピアＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすることを示すのにさら
に使用される場合、図１５に示されるＵＥの特定の実行形態は、以下のとおりである。プ
ロセッサ１３は、ピアＵＥに第１のＰＤＮタイプの第２のＩＰアドレスを割り振るように
構成され、かつ、対応するように、送信機１１は、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを送信
するようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥ
の間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される。
【０１７５】
　任意選択で、この実施形態における送信機１１によって送信される第１のメッセージが
第１のＰＤＮタイプを含み、受信機１２によって受信される第２のメッセージが原因値を
含むが、第２のＰＤＮタイプを含まず、かつ原因値が、ピアＵＥが第１のＰＤＮタイプを
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サポートしないことを示すのにさらに使用される場合、図１５に示されるＵＥの特定の実
行形態は、以下のとおりである。一態様において、プロセッサ１３は、ＵＥが、第１のＩ
Ｐアドレスのタイプ、および第１のＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサ
ポートする場合、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを割り振るように構成され、かつ、対応
するように、送信機１１は、ピアＵＥに第２のＩＰアドレスを送信するようにさらに構成
され、第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、ピアＵＥとＵＥの間でＤ２Ｄ通信接続
を確立するのに使用される。別の態様において、プロセッサ１３は、ＵＥが、第１のＩＰ
アドレスのタイプ、および第１のＰＤＮタイプを除いた別のタイプのＩＰアドレスをサポ
ートしないと決定するようにさらに構成され、かつ、対応するように、送信機１１は、ピ
アＵＥにフィードバックメッセージを送信するようにさらに構成され、フィードバックメ
ッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示すのに使用される。
【０１７６】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図２乃至図５、図１２Ａ、
および図１２Ｂに示される実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス
割振り方法を実行するように構成され、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの
実装原理および技術的効果は、同様であり、詳細が本明細書において説明されることはな
い。
【０１７７】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、送信機１１によって送信
される第１のメッセージは、識別情報をさらに含んでよく、かつ識別情報は、例えば、第
１のメッセージにおいて搬送される情報要素ＩＰ役割であってよい。ＩＰ役割がサーバと
して設定される場合、ＩＰ役割は、ＵＥがＩＰアドレスの割振り側であることを示す。対
応するように、第１のメッセージからＩＰ役割を読み取るとき、ピアＵＥは、ＵＥが、Ｄ
２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側であると決定する、またはＩＰ役割により、ピ
アＵＥが、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側であると決定する。この実施形態
において、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する２つのＵＥの、ＩＰアドレス割振りプロセスにおけ
るそれぞれの責任は、識別情報を追加することによって明示的に指定される。これは、Ｉ
Ｐアドレス割振りの実現可能性をさらに確実にする。
【０１７８】
　さらに、図１５に示される前述の実施形態における受信機１２は、送信機１１がピアＵ
Ｅに第１のメッセージを送信する前に、ピアＵＥの第２のＰＤＮタイプを獲得するように
さらに構成される。プロセッサ１３は、ピアＵＥの第２のＰＤＮタイプ、および第２のＰ
ＤＮタイプにおける第１のＩＰアドレスのタイプにより、ピアＵＥに第１のＩＰアドレス
を割り振るようにさらに構成される。
【０１７９】
　本発明の前述の実施形態におけるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつＩＰア
ドレスを割り振ることを担うことに留意されたい。さらに、Ｄ２Ｄ通信の開始側は、Ｄ２
Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をしてもよい。例えば、特定の実装形態は
、以下のとおりである。図１５に示される前述の実施形態において、受信機１２は、送信
機１１が、ピアＵＥに第１のメッセージを送信する前に、ピアＵＥによって送信された第
３のメッセージを受信するようにさらに構成され、かつプロセッサ１３は、第３のメッセ
ージによりピアＵＥに第１のＩＰアドレスを割り振るようにさらに構成される。この実施
形態において、ＵＥは、特に、Ｄ２Ｄ通信の開始側であり、かつＤ２Ｄ通信の開始側は、
実際には、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をする。
【０１８０】
　図１４および図１５に示される実施形態におけるＵＥは、図１乃至図８、図１２Ａ、お
よび図１２Ｂに示される前述の実施形態における第１のＵＥであり、かつ図１４および図
１５に示される実施形態におけるピアＵＥは、図１乃至図８に示される前述の実施形態に
おける第２のＵＥであることにさらに留意されたい。
【０１８１】
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実施形態８
　図１６は、本発明の実施形態８によるＵＥの概略構造図である。この実施形態において
提供されるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信が確立される場合にＩＰアドレスの受取り側の役割をする
。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウェア形態で実装されてよく、かつＵＥのメモリに
組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プロセッサによって呼び出され、かつ実行されるた
めに、プロセッサのチップに組み込まれる。この実施形態におけるＵＥは、受信機２１と
、送信機２２とを特に含む。
【０１８２】
　受信機２１は、ピアＵＥによって送信された第１のメッセージを受信するように構成さ
れ、第１のメッセージは、ピアＵＥによってＵＥに割り振られた第１のＩＰアドレスを含
む。
【０１８３】
　この実施形態においてピアＵＥによって割り振られ、かつＵＥによって受信される第１
のＩＰアドレスは、Ｄ２Ｄ通信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されて
よく、またはピアＵＥが通信確立メッセージを送信した後に送信されてよいことに留意さ
れたい。例えば、第１のＩＰアドレスは、送信するためにＩＰアドレス割振りメッセージ
において搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、通信確立要
求メッセージまたはＩＰアドレス割振りメッセージであってよい。
【０１８４】
　送信機２２は、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように構成され、第２のメッセ
ージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したか、または失敗したかを示すのに使用さ
れる。
【０１８５】
　この実施形態において、ＵＥは、ピアＵＥによってＵＥに割り振られた第１のＩＰアド
レスを獲得し、ＵＥは、第１のＩＰアドレスが、ＵＥによってサポートされるＩＰアドレ
スのタイプであるかどうかを知ることがある。しかし、第１のＩＰアドレスを割り振ると
き、ピアＵＥは、ＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを知らず、すなわち
、第１のＩＰアドレスのタイプは、ピアＵＥによって、ピアＵＥの能力によりランダムに
割り振られる。したがって、この実施形態において提供されるＵＥが第１のＩＰアドレス
のタイプをサポートする場合、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振
りが成功したことを示す、またはＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしない場
合、戻される第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示す。
【０１８６】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図６に示される実施形態に
おいて提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を実行するように構成され
、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの実装原理および技術的効果は、同様で
あり、詳細が本明細書において説明されることはない。
【０１８７】
　本発明の前述の実施形態の特定の実装において、ＵＥは、受信された第１のＩＰアドレ
スのタイプ、および第１のメッセージにおいて搬送されることがある第１のＰＤＮタイプ
により、戻される第２のメッセージにおける命令情報を決定する。図１７は、本発明の実
施形態による別のＵＥの概略構造図であり、かつ図１７は、図１６に示される実施形態に
基づくさらなる説明である。任意選択で、この実施形態において提供されるＵＥは、プロ
セッサ２３をさらに含み、送信機２２が、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように
構成されることは、以下の事例を特に含む。一態様において、第１のＩＰアドレスの割振
りが成功した場合、送信機２２は、プロセッサ２３が、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイ
プをサポートすると決定した場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特に構
成され、第２のメッセージは、第１のＩＰアドレスの割振りが成功したことを示すのに使
用される。別の態様において、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗する事例は、以下の事
例を含む。第１の事例において、送信機２２は、プロセッサ２３が、第１のメッセージに
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より、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないと決定した場合、ピアＵＥに
第２のメッセージを送信するように特に構成され、第２のメッセージは、第１のＩＰアド
レスの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第２のパケット
データネットワークＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値は
、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないことを示すのに使用され、かつ第
２のＰＤＮタイプは、ＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用
される。第２の事例において、送信機２２は、第１のメッセージが第１のＰＤＮタイプを
さらに含む場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特に構成され、かつプロ
セッサ２３は、第１のメッセージにより、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプをサポート
しないが、ＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートすると決定し、第２のメッセージは、第
１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第２のメッセージは、第
２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、かつ原因値は、ＵＥが第
１のＩＰアドレスのタイプをサポートしないが、ＵＥが第１のＰＤＮタイプをサポートす
ることを示すのに使用される。第３の事例において、送信機２２は、第１のメッセージが
第１のＰＤＮタイプをさらに含む場合、ピアＵＥに第２のメッセージを送信するように特
に構成され、かつプロセッサ２３は、第１のメッセージにより、ＵＥが、第１のＩＰアド
レスのタイプも第１のＰＤＮタイプもサポートしないことを決定し、第２のメッセージは
、第１のＩＰアドレスの割振りが失敗したことを示すのに使用され、第１のＰＤＮタイプ
は、ピアＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタイプを示すのに使用され、第２の
メッセージは、第２のＰＤＮタイプまたは原因値のうちの少なくとも１つを含み、原因値
は、ＵＥが第１のＩＰアドレスのタイプも第１のＰＤＮタイプもサポートしないことを示
すのに使用され、かつ第２のＰＤＮタイプは、ＵＥによってサポートされるＩＰアドレス
のタイプを示すのに使用される。
【０１８８】
　第１のＩＰアドレスの割振りが失敗する前述の３つの事例において、ピアＵＥは、ピア
ＵＥの適合性により、ピアＵＥが、この実施形態において提供されるＵＥに第２のＩＰア
ドレスを割り振ることを続けてよいかどうかを特に決定する。決定する特定の形態が、前
述の実施形態において詳細に説明され、詳細が本明細書において説明されることはない。
この実施形態における受信機２１は、ピアＵＥによって送信された第２のＩＰアドレスを
受信するようにさらに構成され、第２のＩＰアドレスは、ＵＥによって、ＵＥとピアＵＥ
の間でデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するのに使用される。代替として、受
信機２１は、ピアＵＥによって送信されたフィードバックメッセージを受信するようにさ
らに構成され、フィードバックメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が失敗したことを示
すのに使用される。
【０１８９】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図７および図８に示される
実施形態において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を実行するよう
に構成され、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの実装原理および技術的効果
は、同様であり、詳細が本明細書において説明されることはない。
【０１９０】
　さらに、本発明において提供される前述の実施形態において、受信機２１によって受信
される第１のメッセージは、識別情報をさらに含み、かつプロセッサ２３は、識別情報に
より、ピアＵＥがＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの割振り側である、またはＵＥがＤ２
Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側であると決定するようにさらに構成される。この
実施形態において、Ｄ２Ｄ通信接続を確立する２つのＵＥの、ＩＰアドレス割振りプロセ
スにおけるそれぞれの責任は、識別情報を追加することによって明示的に指定される。こ
れは、ＩＰアドレス割振りの実現可能性をさらに確実にする。
【０１９１】
　本発明の前述の実施形態におけるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側
の役割をし、ピアＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の役割をし、かつＩＰアドレスを割り振る
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ことを担うことに留意されたい。前述の実施形態と同様に、Ｄ２Ｄ通信の開始側は、Ｄ２
Ｄ通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をしてもよい。例えば、特定の実装形態は
、以下のとおりである。本発明の前述の実施形態において、送信機２２は、受信機２１が
ピアＵＥによって送信された第１のメッセージを受信する前に、ピアＵＥに第３のメッセ
ージを送信するようにさらに構成され、第３のメッセージは、ＵＥに第１のＩＰアドレス
を割り振るようピアＵＥに要求するのに使用される。この実施形態において提供されるＵ
Ｅは、特に、Ｄ２Ｄ通信の開始側であり、かつＤ２Ｄ通信の開始側は、実際には、Ｄ２Ｄ
通信におけるＩＰアドレスの受取り側の役割をする。
【０１９２】
　図１６および図１７に示される実施形態におけるＵＥは、図１乃至図８、図１２Ａ、お
よび図１２Ｂに示される前述の実施形態における第２のＵＥであり、かつ図１６および図
１７に示される実施形態におけるピアＵＥは、図１乃至図８に示される前述の実施形態に
おける第１のＵＥであることにさらに留意されたい。
【０１９３】
実施形態９
　図１８は、本発明の実施形態９によるＵＥの概略構造図である。この実施形態において
提供されるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信に適用可能である。ＵＥは、ハードウェアおよびソフトウ
ェア形態で実装されてよく、かつＵＥのメモリに組み込まれてよい。例えば、ＵＥは、プ
ロセッサによって呼び出され、かつ実行されるために、プロセッサのチップに組み込まれ
る。この実施形態におけるＵＥは、受信機３１と、送信機３２とを特に含む。
【０１９４】
　送信機３１は、ピアＵＥに第１のメッセージを送信するように構成され、第１のメッセ
ージは、第１のＩＰアドレスと、命令情報とを含み、命令情報は、第１のＩＰアドレスを
使用するようピアＵＥに命令するのに使用され、かつ第１のメッセージは、第１のＩＰア
ドレスによりＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立するようピアＵＥ
に要求するのに使用される。
【０１９５】
　この実施形態において、第１のＩＰアドレスは、ＵＥにおいて事前構成され、第２のＩ
Ｐアドレスは、ピアＵＥにおいて事前構成される。例えば、ＵＥおよびピアＵＥが、Ｄ２
Ｄ通信の前にグループ通信を実行しており、かつＵＥおよびピアＵＥはそれぞれ、構成さ
れたＩＰアドレスを有する。この事例において、ＵＥとピアＵＥがＤ２Ｄ通信を実行する
必要がある場合、グループ通信において使用された構成されたＩＰアドレスが、ＩＰアド
レスを割り振る必要なしに直接に使用されてよい。特に、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信の開始側の
役割をし、かつＤ２Ｄ通信を開始するとき、ＵＥは、第１のメッセージにＵＥの構成され
た第１のＩＰアドレス、および命令情報を追加する。例えば、命令情報が事前構成される
ように設定される場合、命令情報は、第１のＩＰアドレスを使用するようピアＵＥに命令
する。ピアＵＥは、命令情報および第１のＩＰアドレスによりピアＵＥとＵＥの間でＤ２
Ｄ通信接続を確立してよい。
【０１９６】
　この実施形態におけるＵＥは、第１のメッセージを使用することによって、第１のメッ
セージにおいて搬送される第１のＩＰアドレスを使用することによってＤ２Ｄ通信接続を
確立するようピアＵＥに命令することに留意されたい。第１のＩＰアドレスは、Ｄ２Ｄ通
信を開始するための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、またはＵＥが通信確立
メッセージを送信した後に送信されてよい。例えば、第１のＩＰアドレスは、送信するた
めにＩＰアドレス送信メッセージにおいて搬送される。すなわち、この実施形態における
第１のメッセージは、通信確立メッセージまたはＩＰアドレス送信メッセージであってよ
い。
【０１９７】
　受信機３２は、ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信するように構成さ
れ、第２のメッセージは、Ｄ２Ｄ通信接続の確立が成功したことを示すのに使用される。
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【０１９８】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図９に示される実施形態に
おいて提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を実行するように構成され
、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの実装原理および技術的効果は、同様で
あり、詳細が本明細書において説明されることはない。
【０１９９】
　図１８に示される前述の実施形態の別の可能な実装形態において、送信機３１によって
送信される第１のメッセージは、命令情報だけを含み、命令情報は、第１のＩＰアドレス
を使用するようピアＵＥに命令するのに使用され、かつ命令情報は、ＵＥがデバイスツー
デバイスＤ２Ｄ通信接続の確立側であることを示すのにさらに使用される。すなわち、こ
の実施形態におけるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信におけるピアＵＥのＩＰアドレスを獲得する必要
があり、すなわち、ピアＵＥは、ＵＥにピアＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを
送信するように命令される。
【０２００】
　対応するように、受信機３２は、ピアＵＥによって送信された第２のメッセージを受信
するように構成され、第２のメッセージは、第２のＩＰアドレスを特に含み、ＵＥが、第
２のＩＰアドレスによりピアＵＥに対してデバイスツーデバイスＤ２Ｄ通信接続を確立す
るようにする。
【０２０１】
　この実施形態におけるピアＵＥは、命令情報を含む受信された第１のメッセージを使用
することによってＵＥにピアＵＥの事前構成された第２のＩＰアドレスを送信して、Ｄ２
Ｄ通信接続を確立するようにすることに留意されたい。命令情報は、Ｄ２Ｄ通信を開始す
るための通信確立メッセージにおいて搬送されてよく、またはＵＥが通信確立メッセージ
を送信した後に送信されてよい。例えば、命令情報は、送信するためにＩＰアドレス送信
メッセージにおいて搬送される。すなわち、この実施形態における第１のメッセージは、
通信確立メッセージまたはＩＰアドレス送信メッセージであってよい。
【０２０２】
　さらに、この実施形態において、送信機３１によって送信された第１のメッセージは、
ＰＤＮタイプをさらに含み、ＰＤＮタイプは、特に、ＵＥによってサポートされるＰＤＮ
タイプであり、かつＰＤＮタイプは、ピアＵＥによってサポートされるＩＰアドレスのタ
イプを示す。第２のメッセージにおける第２のＩＰアドレスは、ピアＵＥによって、命令
情報およびＰＤＮタイプに従って追加される。この実施形態において、複数のＩＰアドレ
スが、ＵＥとピアＵＥの両方において事前構成されてよく、かつ複数の事前構成されたＩ
Ｐアドレスは、異なるタイプのＩＰアドレスであってよい。したがって、ピアＵＥに対し
てＤ２Ｄ通信要求を開始するとき、ＵＥは、第１のメッセージに、ＵＥに適合することが
できるＰＤＮタイプを追加して、ＵＥに第２のメッセージを戻すとき、ＵＥに、ＰＤＮタ
イプとタイプが同一である第２のＩＰアドレスを送信するようピアＵＥに命令する。
【０２０３】
　本発明のこの実施形態において提供されるＵＥは、本発明の図１０に示される実施形態
において提供されるＤ２Ｄ通信におけるＩＰアドレス割振り方法を実行するように構成さ
れ、かつ対応する機能モジュールを有する。それらの実装原理および技術的効果は、同様
であり、詳細が本明細書において説明されることはない。
【０２０４】
　図１８に示される実施形態におけるＵＥは、図９、図１０、および図１３に示される前
述の実施形態における第１のＵＥであり、かつ図１８に示される実施形態におけるピアＵ
Ｅは、図９、図１０、および図１３に示される前述の実施形態における第２のＵＥである
ことに留意されたい。
【０２０５】
　当業者は、前述の方法実施形態のステップのすべてまたはいくつかは、関係のあるハー
ドウェアに命令するプログラムによって実装されることがあるものと理解してよい。前述
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のプログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。プログラムが走るとき、
前述の方法実施形態のステップが実行される。前述の記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、磁気
ディスク、または光ディスクなどのプログラムコードを記憶することができる任意の媒体
を含む。
【０２０６】
　最後に、前述の実施形態は、本発明の技術的ソリューションを説明するように意図され
るに過ぎず、本発明を限定するようには意図されていないことに留意されたい。本発明は
、前述の実施形態を参照して詳細に説明されるものの、当業者は、本発明の実施形態の技
術的ソリューションの範囲を逸脱することなく、当業者が、前述の実施形態において説明
される技術的ソリューションにそれでも変形を行ってよいこと、またはそれらのいくつか
の、もしくはすべての技術的特徴に均等の置換を行ってよいことを理解するはずである。

【図１】

【図２】
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