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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信の方法であって、
　１つまたは複数のモード切替えパラメータを備える接続応答メッセージを基地局から受
信することと、前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、前記基地局との差し迫
った無線リンク障害（ＲＬＦ）の指示に関係する、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、前
記第１のＤ２Ｄモードは、前記基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに少
なくとも部分的に基づくものであり、
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することと、
　前記ＲＬＦが生じる前に、第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第２のＤ２Ｄ
モードは、前記基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジ
ューリングに少なくとも部分的に基づく、
　前記リソースのプールの指示に関して、前記基地局からの通信を監視することと、
　前記リソースのプールを指示する前記基地局からのメッセージが受信可能でないと決定
することと、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第３のＤ２Ｄモードは、事前構成された
リソースプールを利用する分散送信に少なくとも部分的に基づく、
　を備える方法。
【請求項２】
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　接続セットアップ要求を前記基地局に送ること、前記接続セットアップ要求はＤ２Ｄモ
ード指示を備える、をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、不良フレームの数に関係する同期外
れの指示、優良フレームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経路損失しきい値、お
よび信号対雑音（ＳＩＮＲ）比しきい値のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣ
Ｈ）要求のしきい値数、不成功のＲＡＣＨ試行後の時間期間、ステータス報告（ＳＲ）、
バッファステータス報告（ＢＳＲ）もしくはリソース要求後の時間期間、またはハンドオ
ーバの失敗もしくは不完全なハンドオーバの指示のうちの少なくとも１つを備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、時間期間と、少なくとも１つの付加
的なモード切替えパラメータとを備え、
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することは、前
記少なくとも１つの付加的なモード切替えパラメータが満足されていると決定することと
、第２のＤ２Ｄモードに切り替える前に前記時間期間が経過するまで待機することとを備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　モード切替え要求を前記基地局に送ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、ユーザアプリケーションからの指示
を備え、前記モード切替え要求はユーザ主導型のモード切替え指示を備える、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　タイムスタンプ、ＵＥロケーション、無線インターフェース状態、ＵＥ速度、セルＩＤ
、およびキャリア周波数のうちの１つまたは複数を備えるモード切替え情報ログを記憶す
ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　１つまたは複数のヒステリシスパラメータが満たされるまで、分散送信スケジューリン
グに基づいて通信を継続することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基地局との接続が確立されるまで、前記第２のＤ２Ｄモードに関連付けられる前記
リソースのプールを利用することと、
　前記基地局との前記接続を確立することとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか一項に従って方法を実施するための命令を備えるコンピ
ュータプログラム。
【請求項１２】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装置であっ
て、
　１つまたは複数のモード切替えパラメータを備える接続応答メッセージを基地局から受
信するための手段と、前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、前記基地局との
差し迫った無線リンク障害（ＲＬＦ）の指示に関係する、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立するための手段
と、前記第１のＤ２Ｄモードは、前記基地局から受信された集中送信リソーススケジュー
ルに少なくとも部分的に基づくものであり、
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定するための手段
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と、
　前記ＲＬＦが生じる前に、第２のＤ２Ｄモードに切り替えるための手段と、前記第２の
Ｄ２Ｄモードは、前記基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信
スケジューリングに少なくとも部分的に基づく、
　前記リソースのプールの指示に関して、前記基地局からの通信を監視するための手段と
、
　前記リソースのプールを指示する前記基地局からのメッセージが受信可能でないと決定
するための手段と、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えるための手段と、前記第３のＤ２Ｄモードは、事前構成
されたリソースプールを利用する分散送信に基づく、
　を備える装置。
【請求項１３】
　接続セットアップ要求を前記基地局に送るための手段、前記接続セットアップ要求は、
Ｄ２Ｄモード指示を備える、をさらに備える、請求項１２に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年１月１６日に出
願された、「Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｍｏｄｅ　ｏｆ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｉｎ　Ｄ２Ｄ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」と題する、Ｐａｔｉｌらによる米国特許出願第１４／
５９９，２５４号、および２０１４年１月２８日に出願された、「Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　
Ｍｏｄｅ　ｏｆ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｄ２Ｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
と題する、Ｐａｔｉｌらによる米国仮特許出願第６１／９３２，７２９号の優先権を主張
する。
【０００２】
　[0002]以下は、概してワイヤレス通信に関し、より詳細には、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通
信において動作モードを切り替えることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数およ
び電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイルデバイスま
たは他のユーザ機器（ＵＥ）デバイスのための通信を同時にサポートする、いくつかの基
地局を含み得る。基地局は、ダウンストリームリンクおよびアップストリームリンク上で
ＵＥと通信し得る。各基地局は、セルのカバレージエリアと呼ばれることがあるカバレー
ジ範囲を有する。Ｄ２Ｄ通信は、基地局のカバレージエリア内のまたは基地局のカバレー
ジエリアを越える、ＵＥ間の直接的なワイヤレス通信に関係する。Ｄ２Ｄ通信は、デバイ
スがカバレージエリア内にある場合に基地局からの送信をスケジュールすることによって
促進され得る。
【０００５】
　[0005]いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信は、警察、消防、および救助チームなど、公共
安全の担当官によって利用される。Ｄ２Ｄ通信を利用する公共安全チームは、ワイヤレス
ネットワークカバレージエリアを出入りし得る。ＵＥがカバレージエリアから退出すると
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き、そのＵＥは、通信が基地局によって促進されるモードから、基地局から独立したモー
ドへと移行し得る。いくつかの場合には、この移行は、Ｄ２Ｄ通信を一時的に途絶させ得
る。公共安全チームの通信における一時的な途絶は、公共安全チームの任務を適時に達成
する能力に悪影響を及ぼし得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明する特徴は、一般に、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信において動作モードを切り
替えるための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、または装置に関する。基地局
のカバレージエリア内のＵＥは、基地局からの集中送信リソーススケジュールを使用して
他のＵＥと直接、通信し得る。基地局との無線リンク障害（ＲＬＦ）を経験するより前に
、ＵＥは、１つまたは複数の切替えパラメータが満たされていると決定し、集中スケジュ
ールに依存しない中間モードへの移行を開始し得る。中間モードは、基地局によって確立
されたリソースのプールを使用する分散送信スケジュールに基づき得る。一例では、切替
えパラメータは、接続応答メッセージにおいて基地局から受信され得る。別の例では、Ｕ
Ｅは、中間モードへの移行を開始するより前に、切替え要求を基地局に送り得る。いくつ
かの場合には、中間モードへの移行の後、ＵＥは、無線リンク障害を経験し、リソースの
予め決定されたプールを使用する分散送信モードに移行し得る。
【０００７】
　[0007]別の例では、ＵＥが、基地局のカバレージエリアに進入するより前に、事前構成
されたリソースを使用する分散送信スケジュールに基づくＤ２Ｄ通信を使用して他のＵＥ
と直接、通信する。カバレージエリアに進入すると、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信で使用するため
のリソースのプールを伴うシステム情報を受信し得る。ＵＥは、基地局によって指示され
たリソースのプールを使用する分散送信スケジュールに基づく中間モードへ切り替え得る
。いくつかの場合には、中間モードへ切り替えた後、ＵＥは、基地局との接続状態を確立
し得る。接続状態を確立した後、ＵＥは、集中送信リソーススケジュールに基づくＤ２Ｄ
通信モードへ切り替え得る。
【０００８】
　[0008]ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信の方法が説明
され、その方法は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確
立することと、第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュ
ールに少なくとも部分的に基づき、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足され
ていると決定することと、第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、第２のＤ２Ｄモード
は、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリング
に少なくとも部分的に基づく、を備える。
【０００９】
　[0009]ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装置
がまた説明され、その装置は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥと
の通信を確立するための手段と、第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信
リソーススケジュールに少なくとも部分的に基づき、１つまたは複数のモード切替えパラ
メータが満足されていると決定するための手段と、第２のＤ２Ｄモードに切り替えるため
の手段と、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用
する分散送信スケジューリングに少なくとも部分的に基づく、を備える。
【００１０】
　[0010]ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装置
がまた説明され、その装置は、プロセッサと、そのプロセッサと電子通信しているメモリ
と、そのメモリに記憶された命令とを備え、その命令は、プロセッサによって、第１のＤ
２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、第１のＤ２Ｄ
モードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに少なくとも部分的に基
づき、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することと、第
２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振ら
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れたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに少なくとも部分的に基づく
、を行うように実行可能である。
【００１１】
　[0011]ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のためのコン
ピュータプログラム製品がまた説明され、そのコンピュータプログラム製品は、プロセッ
サによって、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立する
ことと、第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに
少なくとも部分的に基づき、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されている
と決定することと、第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、第２のＤ２Ｄモードは、基
地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに少な
くとも部分的に基づく、を行うように実行可能である命令を記憶する非一時的コンピュー
タ可読媒体を備える。
【００１２】
　[0012]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、リソースのプールの指示に関して、基地局からの通信を監視することと、リソースの
プールを指示する基地局からのメッセージが受信可能でないと決定することと、第３のＤ
２Ｄモードに切り替えることと、第３のＤ２Ｄモードは、事前構成されたリソースプール
を利用する分散送信に少なくとも部分的に基づく、をさらに備え得る。
【００１３】
　[0013]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、接続セットアップ要求を基地局に送ることと、接続セットアップ要求はＤ２Ｄモード
指示を備え、１つまたは複数のモード切替えパラメータを備える接続応答メッセージを基
地局から受信することとをさらに備え得る。上記で説明した方法、装置、またはコンピュ
ータプログラム製品のいくつかの例は、ブロードキャストされたシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）メッセージを介して１つまたは複数のモード切替えパラメータを受信することを
さらに備え得る。
【００１４】
　[0014]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
において、１つまたは複数のモード切替えパラメータは、不良フレームの数に関係する同
期外れの指示、優良フレームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経路損失しきい値
、および信号対雑音（ＳＩＮＲ）比しきい値のうちの少なくとも１つを備える。
【００１５】
　[0015]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
において、１つまたは複数のモード切替えパラメータは、ランダムアクセスチャネル（Ｒ
ＡＣＨ）要求のしきい値数、不成功のＲＡＣＨ試行後の時間期間、ステータス報告（ＳＲ
）、バッファステータス報告（ＢＳＲ）もしくはリソース要求後の時間期間、またはハン
ドオーバの失敗もしくは不完全なハンドオーバの指示のうちの少なくとも１つを備える。
上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例では、１
つまたは複数のモード切替えパラメータはシステム情報ブロードキャストから受信される
。
【００１６】
　[0016]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
では、１つまたは複数のモード切替えパラメータは、時間期間と、少なくとも１つの付加
的なモード切替えパラメータとを備え、また、１つまたは複数のモード切替えパラメータ
が満足されていると決定することは、少なくとも１つの付加的なモード切替えパラメータ
が満足されていると決定することと、第２のＤ２Ｄモードに切り替える前に時間期間が経
過するまで待機することを備える。
【００１７】
　[0017]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、モード切替え要求を基地局に送ることをさらに備え得る。上記で説明した方法、装置
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、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例では、１つまたは複数のモード切替
えパラメータは、ユーザアプリケーションからの指示を備え、そのモード切替え要求はユ
ーザ主導型のモード切替え指示を備える。
【００１８】
　[0018]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、モード切替えが許可されていることを指示する応答を基地局から受信することをさら
に備え得る。上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつか
の例では、第２のＤ２Ｄモードへの切替えは、応答を基地局から受信するより前に自律的
に実施される。
【００１９】
　[0019]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
では、１つまたは複数のモード切替えパラメータは、修正された無線リンク障害（ＲＬＦ
）しきい値を備える。上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品の
いくつかの例では、修正されたＲＬＦしきい値は、修正されていないＲＬＦしきい値に達
するより前に満足されるように構成される。
【００２０】
　[0020]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、タイムスタンプ、ＵＥロケーション、無線インターフェース状態、ＵＥ速度、セルＩ
Ｄ、およびキャリア周波数のうちの１つまたは複数を備えるモード切替え情報ログを記憶
することをさらに備える。上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製
品のいくつかの例は、第２のＤ２Ｄモードに切り替えた後もメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）または無線リンク制御（ＲＬ）構成を維持することをさらに備え得る。
【００２１】
　[0021]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、第２のＤ２Ｄモードに切り替えた後に所定の状態に従って、メディアアクセス制御（
ＭＡＣ）または無線リンク制御（ＲＬＣ）構成を再構成することをさらに備え得る。上記
で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例は、１つまた
は複数のヒステリシスパラメータが満たされるまで分散送信スケジューリングに基づいて
通信を継続することをさらに備え得る。
【００２２】
　[0022]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
では、１つまたは複数のヒステリシスパラメータは、時間期間、経路損失パラメータ、優
良フレームの数、および信号対雑音比（ＳＩＮＲ）のうちの少なくとも１つを含む。
【００２３】
　[0023]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、切替えに少なくとも部分的に基づいてプロトコルレイヤ構成を再設定することをさら
に備え得る。
【００２４】
　[0024]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、基地局との接続が確立されるまで、第２のＤ２Ｄモードに関連付けられるリソースの
プールを利用することと、基地局との接続を確立することとをさらに備え得る。上記で説
明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例は、第１のＤ２Ｄ
モードに切り替えること、第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソー
ススケジュールに少なくとも部分的に基づく、をさらに備え得る。
【００２５】
　[0025]デバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信の方法がまた説明され、その方法は、第１
のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、第１のＤ
２Ｄモードは、送信リソースの事前構成されたプールに少なくとも部分的に基づき、送信
のためにリソースのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信することと、第２の
Ｄ２Ｄモードに切り替えることと、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られた
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リソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づく、を備える。
【００２６】
　[0026]デバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装置がまた説明され、その装置は
、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立するための手段
と、第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事前構成されたプールに少なくとも部分的に
基づき、送信のためにリソースのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信するた
めの手段と、第２のＤ２Ｄモードに切り替えるための手段と、第２のＤ２Ｄモードは、基
地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づ
く、を備える。
【００２７】
　[0027]デバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装置がまた説明され、その装置は
、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリ内に記憶された命令と
を備え、命令は、プロセッサによって、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他
のＵＥとの通信を確立することと、第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事前構成され
たプールに少なくとも部分的に基づき、送信のためにリソースのプールを割り振るシステ
ム情報を基地局から受信することと、第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、第２のＤ
２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジ
ューリングに基づく、を行うように実行可能である。
【００２８】
　[0028]デバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品がま
た説明され、コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって、第１のＤ２Ｄモード
に従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、第１のＤ２Ｄモードは、
送信リソースの事前構成されたプールに少なくとも部分的に基づき、送信のためにリソー
スのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信することと、第２のＤ２Ｄモードに
切り替えることと、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプー
ルを使用する分散送信スケジューリングに基づく、を行うように実行可能である命令を記
憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える。
【００２９】
　[0029]上記で説明した方法、装置、またはコンピュータプログラム製品のいくつかの例
は、基地局との接続状態を確立することと、第３のＤ２Ｄモードに切り替えること、第３
のＤ２Ｄモードは、接続状態を確立することに続いて基地局から受信された集中送信リソ
ーススケジュールに基づく、をさらに備え得る。
【００３０】
　[0030]説明する方法および装置の適用可能性のさらなる範囲は、以下の発明を実施する
ための形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。発明を実施するための形
態の趣旨および範囲内の様々な変更および修正が当業者に明らかになるので、発明を実施
するための形態および特定の例は例示として与えられるものにすぎない。
【００３１】
　[0031]本発明の性質と利点とについてのさらなる理解は、以下の図面を参照することに
よって達成され得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを
有することができる。さらに、同じタイプの種々の構成要素は、参照ラベルの後に、ダッ
シュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区
別され得る。本明細書で第１の参照ラベルだけが使用される場合、説明は、第２の参照ラ
ベルにかかわらず、同一の第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】[0032]様々な実施形態によるワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0033]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信に従事するＵＥがネットワークカバレ
ージエリアから退出しているワイヤレス通信システムの例を示す図。
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【図３】[0034]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信に従事するＵＥがネットワークカバレ
ージエリアに進入しているワイヤレス通信システムの例を示す図。
【図４】[0035]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるため
のデバイスのブロック図を示す図。
【図５】[0036]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるため
のデバイスのブロック図を示す図。
【図６】[0037]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信モジュールのブロック図を示す図。
【図７】[0038]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるため
のシステムのブロック図を示す図。
【図８】[0039]ＵＥが基地局カバレージエリアから退出しているときにＤ２Ｄ通信におい
て動作モードを切り替えるための方法を示すフローチャートを示す図。
【図９】[0040]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるため
の方法を示すフローチャートを示す図。
【図１０】[0041]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めの方法を示すフローチャートを示す図。
【図１１】[0042]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めの方法を示すフローチャートを示す図。
【図１２】[0043]ＵＥが基地局カバレージエリアに進入しているときにＤ２Ｄ通信におい
て動作モードを切り替えるための方法を示すフローチャートを示す図。
【図１３】[0044]様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めの方法を示すフローチャートを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　[0045]説明する特徴は、一般に、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信において動作モードを切り
替えるための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、または装置に関する。基地局
のカバレージエリア内のＵＥは、基地局からの集中送信リソーススケジュールを使用して
他のＵＥと直接、通信し得る。基地局との無線リンク障害（ＲＬＦ）を経験するより前に
、ＵＥは、１つまたは複数の切替えパラメータが満たされていると決定し、集中スケジュ
ールに依存しない中間モードへの移行を開始し得る。中間モードは、基地局によって確立
されたリソースのプールを使用する分散送信スケジュールに基づき得る。一例では、切替
えパラメータは、接続応答メッセージにおいて基地局から受信され得る。別の例では、Ｕ
Ｅは、中間モードへの移行を開始するより前に、切替え要求を基地局に送り得る。いくつ
かの場合には、中間モードへの移行の後、ＵＥは、無線リンク障害を経験し、リソースの
予め決定されたプールを使用する分散送信モードに移行し得る。
【００３４】
　[0046]別の例では、ＵＥは、基地局のカバレージエリアに進入するより前に、事前構成
されたリソースを使用する分散送信スケジュールに基づくＤ２Ｄ通信を使用して他のＵＥ
と直接、通信する。カバレージエリアに進入すると、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信で使用するため
のリソースのプールを伴うシステム情報を受信し得る。ＵＥは、基地局によって示された
リソースのプールを使用する分散送信スケジュールに基づく中間モードへ切り替え得る。
いくつかの場合には、中間モードへ切り替えた後、ＵＥは、基地局との接続状態を確立し
得る。接続状態を確立した後、ＵＥは、集中送信リソーススケジュールに基づくＤ２Ｄ通
信モードへ切り替え得る。
【００３５】
　[0047]したがって、本明細書で説明する技法は、集中スケジューリングに関して基地局
に依存するＤ２Ｄモードから、中間モードを利用することによって、事前構成されたリソ
ースを使用する分散スケジューリングを使用するモードへの効率的な切替えを可能にし得
る。このことは、ユーザが、Ｄ２Ｄ通信において著しい途絶を経験することなく、基地局
カバレージエリアの中および外へ移行することを可能にし得る。このことは、直接的なＤ
２Ｄ通信を採用する公共安全チームにとって特に重要となり得る。
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【００３６】
　[0048]以下の説明は例を提供するものであり、特許請求の範囲に記載した範囲、適用可
能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することな
く、説明される要素の機能および配置に関して変更が行われ得る。様々な実施形態は、適
宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明する方
法は、説明する順序とは異なる順序で実施され得、様々なステップが追加、省略、または
組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して説明される特徴が、他の実施形
態において組み合わせられてもよい。
【００３７】
　[0049]図１は、様々な実施形態によるワイヤレス通信システム１００の一例を示す。シ
ステム１００は、基地局１０５と、ユーザ機器（ＵＥ）１１５としても知られる通信デバ
イスと、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコアネ
ットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ（図示され
ず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリンク１３２を
介してコアネットワーク１３０と制御情報またはユーザデータを通信し得る。実施形態で
は、基地局１０５は、有線またはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１
３４を通じて、直接または間接的に、互いに通信し得る。システム１００は、複数のキャ
リア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサポートし得る。ワイヤレス通信リンク１
２５は、様々な無線技術に従って変調され得る。各被変調信号は、制御情報（たとえば、
基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。ワイヤ
レス通信リンク１２５はまた、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信として知られる構成でＵＥ１１
５間に確立され得る。
【００３８】
　[0050]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介して、ＵＥ１１５とワイ
ヤレス通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０に通信
カバレージを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、基地トランシーバ局
、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ：ba
sic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）、ノードＢ
、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適
な用語で呼ばれることがある。基地局のためのカバレージエリア１１０は、カバレージエ
リアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る（図示せず）。システム１００は、異
なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、またはピコ基地
局）を含み得る。異なる技術について重複するカバレージエリアがあり得る。
【００３９】
　[0051]システム１００は、異なるタイプの基地局がカバレージを様々な地理的領域に与
える異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、各基地局１０５は、マ
クロセル、ピコセル、フェムトセル、または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得
る。マクロセルは一般に、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）
をカバーし、サービスに加入しているＵＥによるネットワークプロバイダとの無制限アク
セスを可能にし得る。ピコセルは一般に、比較的小さい地理的エリアをカバーし、ネット
ワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。
また、フェムトセルは、概して、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバー
することになり、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥによる限
定アクセスをも与え得る。
【００４０】
　[0052]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
て基地局１０５と通信し得る。基地局１０５はまた、バックホールリンク１３４（たとえ
ば、Ｘ２など）を介してまたはバックホールリンク１３２を介して（たとえば、コアネッ
トワーク１３０を通して）直接または間接的に、互いと通信し得る。ワイヤレス通信シス
テム１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は
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同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合さ
れ得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局
からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作
または非同期動作のいずれにも使用され得る。
【００４１】
　[0053]ＵＥ１１５はワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され、各ＵＥは
固定されていることがあり得、または移動可能であり得る。ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信を
使用して他のＵＥ１１５と通信し得る。Ｄ２Ｄ通信を利用するＵＥ１１５のグループのう
ちの１つまたは複数が、セルのカバレージエリア１１０内にあり得る。そのようなグルー
プ内の他のＵＥ１１５は、セルのカバレージエリア１１０の外にあり得るか、またはさも
なければ、基地局１０５からの送信を受信することが不可能となり得る。Ｄ２Ｄ通信を介
して通信するＵＥ１１５のグループは、各ＵＥ１１５がグループ内の他のすべてのＵＥ１
１５に送信する１対多（１：Ｍ）システムを利用し得る。いくつかの場合には、基地局１
０５が、Ｄ２Ｄ通信のためにリソースのスケジューリングを促進する。他の場合には、Ｄ
２Ｄ通信は基地局１０５とは独立に実行される。
【００４２】
　[0054]ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加
入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレス
デバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端
末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント
、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれること
がある。ＵＥ１１５は、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワ
イヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップ
コンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得
る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信することが
可能であり得る。
【００４３】
　[0055]システム１００に示された通信リンク１２５は、ＵＥ１１５から基地局１０５へ
のアップリンク（ＵＬ）送信、またはＤＬキャリアを介した基地局１０５からＵＥ１１５
へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。それらはまた、Ｄ２Ｄ通信リンクを表し得る
。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、一方アップリンク送信は
逆方向リンク送信と呼ばれることもある。
【００４４】
　[0056]図２は、様々な実施形態による、ＵＥ１１５ａ～１１５ｃがＤ２Ｄ通信に従事し
、ネットワークカバレージエリア１１０－ａから退出しているワイヤレス通信システム２
００の例を示す。１つまたは複数のＵＥ１１５が、基地局１０５－ａのカバレージエリア
１１０－ａ内でＤ２Ｄ通信を確立し得る。ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信モード１を使用して
直接、通信し得る。モード１は、基地局１０５－ａから受信された集中送信リソーススケ
ジュールに基づき得る。すなわち、基地局は、特定のリソースを送信に使用するようにＵ
Ｅ１１５に指示し得る。ＵＥ１１５および基地局１０５－ａは、図１に示すＵＥ１１５お
よび基地局１０５の例となり得る。
【００４５】
　[0057]１つまたは複数のＵＥ１１５がセルのカバレージエリア１１０－ａから退出しよ
うとしているとき、それらはＤ２Ｄ通信モード２へ移行し得る。モード２は、基地局１０
５－ａによって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基
づき得る。すなわち、ＵＥ１１５は、サービング基地局１０５－ａによって指示されたリ
ソースのセットのうちのどのリソースを使用すべきかを決定し得る。いくつかの場合には
、モード２への移行は、ＵＥ１１５上のアプリケーションを通じてユーザによって開始さ
れ得る。他の場合には、この移行は、特定の切替えパラメータが満たされているという決
定に基づいて開始される。
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【００４６】
　[0058]切替えパラメータは基地局１０５－ａから受信され得るか、または基地局との接
続より前に構成され得る。切替えパラメータは、基地局１０５－ａとの無線リンク障害（
ＲＬＦ）が差し迫っているという指示に関係し得る。いくつかの場合には、切替えパラメ
ータには、同期外れ（ＯＯＳ）の指示、不正確に受信された（不良）フレームの数、時間
期間、正確に受信された（優良）フレームの数、経路損失の測定値、チャネル品質の指示
、または信号対雑音比（ＳＩＮＲ）が含まれ得る。いつＵＥがモードを切り替えるべきか
を決定するために使用され得る基準の他の例には、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ
）要求のしきい値数、不成功のＲＡＣＨ試行後の時間期間、ステータス報告（ＳＲ）、バ
ッファステータス報告（ＢＳＲ）もしくはリソース要求後の時間期間、またはハンドオー
バの失敗もしくは不完全なハンドオーバの指示が含まれる。ハンドオーバ完了メッセージ
が送られていないと決定することは、不完全なハンドオーバの指示となり得る。上記の切
替えパラメータは、ＵＥ１１５が無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態にあるときと
、ＵＥ１１５がＲＲＣ接続状態にあるときの両方に適用され得る。差し迫ったＲＬＦに基
づくパラメータは、ＲＬＦパラメータの別のセットよりも積極的となり得る。すなわち、
それらは、ＲＬＦが実際に生じる前の差し迫ったＲＬＦを指示するように構成され得る。
したがって、いくつかの場合には、基地局へのワイヤレスリンクは、Ｄ２Ｄ関連のＲＬＦ
しきい値が満たされた後も維持され得る。
【００４７】
　[0059]モード２への移行の後、ＵＥ１１５は引き続き、分散送信スケジューリングに使
用するためのリソースのプールを伝達する、基地局１０５－ａからの指示を監視および受
信し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信モード２で動作している間、
無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態にあり得る。ＵＥは、モードを切り替えるとき
、プロトコルレイヤ構成（ＲＲＣステータスまたはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）構成
など）を再設定(reset)し得る。他の場合には、レイヤ構成は、モードを切り替えた後も
維持され得る。
【００４８】
　[0060]ＵＥ１１５がカバレージエリアから退出するかまたはサービング基地局１０５－
ａとのＲＬＦを経験した後、そのＵＥは、そのようなリソース許可をもはや受信できなく
なった可能性があると決定し得る。その場合、ＵＥ１１５はＤ２Ｄ通信モード３に切り替
え得る。モード３は、事前構成されたリソースプールを利用する分散送信に基づき得る。
その結果、モード３では、ＵＥは、基地局１０５－ａからいかなるメッセージも受信しな
いことがあり、また、リソースの予め決定されたプールを使用してＵＥ１１５間で調整さ
れたスケジュールに従って送信し得る。いくつかの場合には、プロトコルレイヤ構成は、
モード２への切替えの後には変更されなくても、モード３への切替えの後に変更され得る
。
【００４９】
　[0061]いくつかの場合には、事前構成された切替えパラメータまたは送信リソーススケ
ジュールは、基地局１０５－ａとの接続プロセスの一部として決定され得る。たとえば、
ＵＥ１１５－ａは、ＵＥ１１５－ａがＤ２Ｄモードで動作し得るという指示を含む接続要
求を送り得る。基地局１０５－ａは、その要求を受信し、１つまたは複数のＤ２Ｄパラメ
ータを含む接続応答を送信し得る。ＵＥ１１５－ａはその応答を受信し、それに従って切
替えパラメータまたはモード３送信スケジュールを構成し得る。
【００５０】
　[0062]一例では、ＵＥ１１５－ａは、モード２への切替えより前に、モード切替え要求
を基地局１０５－ａに送り得る。基地局１０５－ａは、その要求を許可または拒否する応
答を送り得る。たとえば、ＵＥ１１５－ａが低優先度を有する場合、または基地局が、Ｕ
Ｅ１１５－ａに送信すべきデータのキューを有し、移行が通信リンクに干渉する場合、基
地局１０５－ａは要求を拒否し得る。モードを切り替えるパーミッションを受信した後、
ＵＥ１１５－ａは移行を開始し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ａはまた、モー
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ド３に切り替えるための要求を送り得る。しかしながら、ＵＥ１１５－ａはＲＬＦを経験
し得、場合によっては、応答を待つことなく自律的にモードを切り替え得る。
【００５１】
　[0063]一例では、ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄモード間の急速な切替え（すなわち、ピンポン
現象）を防止するためのヒステリシスの方法に従ってモードを切り替えた後に、切替えパ
ラメータを修正し得る。そのヒステリシスは、時間期間、経路損失の測定値、優良もしく
は不良フレームの数、ＳＩＮＲ、またはチャネル品質の別の測定値に基づき得る。ＵＥ１
１５は、基地局１０５－ａと再接続するかまたはＤ２Ｄモードを切り替える前に、ヒステ
リシスパラメータが満たされるまで待機し得る。
【００５２】
　[0064]いくつかの場合には、ＵＥは、Ｄ２Ｄモード切替えに関する情報のログを取り得
る。たとえば、それは、タイムスタンプ、ロケーション、無線リンク状態、速度、セルＩ
Ｄ、周波数または周波数範囲を記録し得る。ＵＥ１１５は、要求時にまたは事前構成され
た間隔で、以前のＤ２Ｄモード切替えに関する情報を基地局１０５－ａに提供し得る。
【００５３】
　[0065]図３は、様々な実施形態による、ＵＥ１１５ｄ～１１５ｆがＤ２Ｄ通信に従事し
、ネットワークカバレージエリア１１０－ｂに進入しているワイヤレス通信システム３０
０の例を示す。ＵＥ１１５および基地局１０５－ｂは、図１または２に示すＵＥ１１５お
よび基地局１０５の例となり得る。１つまたは複数のＵＥ１１５が、基地局１０５－ｂの
カバレージエリア１１０－ｂの外側でＤ２Ｄ通信を確立し得る。ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通
信モード３を使用して直接、通信し得る。モード３は、事前構成されたリソースプールを
利用する分散送信に基づき得る。１つまたは複数のＵＥ１１５がセルのカバレージエリア
１１０－ｂに進入する場合、それらはＤ２Ｄ通信モード２に移行し得る。モード２は、基
地局１０５－ａによって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリ
ングに基づき得る。移行は、特定の切替えパラメータが満たされているという決定に基づ
いて開始され得る。切替えパラメータは事前構成され得る。いくつかの場合には、パラメ
ータは、Ｄ２Ｄ通信に使用され得るリソースのプールを指示するシステム情報を、基地局
１０５－ｂから受信することに関係し得る。
【００５４】
　[0066]一例では、ＵＥ１１５はモード２への移行をなした後、基地局１０５－ｂとの接
続状態を確立し得る。接続状態に入る前、ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信をモード２で継続し
得る。以後、ＵＥ１１５はＤ２Ｄ通信モード１に切り替え得る。モード１は、基地局１０
５－ｂから受信された集中送信リソーススケジュールに基づき得る。
【００５５】
　[0067]図４は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めのデバイス１１５－ｇのブロック図４００を示す。デバイス１１５－ｇは、図１～３を
参照しながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス１
１５－ｇは、受信機４０５、Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０、または送信機４１５を含み得
る。デバイス１１５－ｇはまた、プロセッサであり得る。これらの構成要素の各々は、互
いに通信していてよい。
【００５６】
　[0068]デバイス１１５－ｇの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウ
ェアにおいて実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）とともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実施され得
る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る、他
のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用さ
れ得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセ
ッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
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リ内に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００５７】
　[0069]受信機４０５は、様々な情報チャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネ
ルなど）に関連付けられた制御情報、ユーザデータ、またはパケットなどの情報を受信し
得る。情報は、Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０へ、そしてデバイス１１５－ｇの他の構成要
素へ引き渡され得る。いくつかの例では、受信機４０５は、１つまたは複数のモード切替
えパラメータを備える接続応答メッセージを基地局から受信するように構成され得る。受
信機４０５はまた、モード切替えが許可されていることを指示する応答を基地局から受信
するように構成され得る。いくつかの場合には、受信機４０５はまた、送信のためにリソ
ースのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信するように構成され得る。
【００５８】
　[0070]Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の
他のＵＥとの通信を確立するように構成され得る。いくつかの場合には、第１のＤ２Ｄモ
ードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに基づき得る。たとえば、
第１のモードは、図２～３を参照しながら説明したようなモード１であり得る。それはま
た、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定し、無線リンク障
害（ＲＬＦ）が生じる前に第２のＤ２Ｄモードへ切替えるように構成され得、第２のＤ２
Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジュ
ーリングに基づくものである。一例では、第２のモードは、上記で説明したようなモード
２であり得る。いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０は、送信リソースの事
前構成されたプールに基づいたＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信
を確立するように構成され得る。たとえば、確立された第１のモードは、上記で説明した
ようなモード３であり得る。
【００５９】
　[0071]送信機４１５は、デバイス１１５－ｇの他の構成要素から受信された１つまたは
複数の信号を送信し得る。いくつかの実施形態では、送信機４１５は、トランシーバモジ
ュール内の受信機４０５とコロケートされ得る。送信機４１５は単一のアンテナを含み得
るか、またはそれは複数のアンテナを含み得る。いくつかの場合には、送信機４１５は、
Ｄ２Ｄモード指示を備える接続セットアップ要求を基地局に送るように構成され得る。送
信機４１５はまた、モード切替え要求を基地局に送るように構成され得る。
【００６０】
　[0072]図５は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めのデバイス１１５－ｈのブロック図５００を示す。デバイス１１５－ｈは、図１～４を
参照しながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得るＵＥを含み得
る。デバイス１１５－ｈは、受信機４０５－ａ、Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０－ａ、また
は送信機４１５－ａを含み得、これらはデバイス１１５－ｇの対応する構成要素の例であ
り得る。デバイス１１５－ｈはプロセッサであり得る。これらの構成要素の各々は、互い
に通信していてよい。Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０－ａは、通信確立モジュール５０５と
、モード選択モジュール５１０と、切替えパラメータモジュール５１５とを含み得る。受
信機４０５－ａおよび送信機４１５－ａはそれぞれ、図４の受信機４０５および送信機４
１５の機能を実施し得る。
【００６１】
　[0073]デバイス１１５－ｈの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウ
ェアにおいて実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）とともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実施され得
る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る、他
のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用さ
れ得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセ
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ッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００６２】
　[0074]通信確立モジュール５０５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他
のＵＥとの通信を確立するように構成され得る。いくつかの場合には、第１のＤ２Ｄモー
ドは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに基づき得る。いくつかの場
合には、第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事前構成されたプールに基づき得る。
【００６３】
　[0075]モード選択モジュール５１０は、Ｄ２Ｄ通信モードを選択するように構成され得
る。たとえば、図２～３を参照しながら説明したように、モード１と、モード２と、モー
ド３との間で選択するように構成され得る。いくつかの場合には、モード選択モジュール
５１０は、第１のＤ２Ｄモードから第２のＤ２Ｄモードに切り替えるように構成され得、
第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送
信スケジューリングに基づく。
【００６４】
　[0076]切替えパラメータモジュール５１５は、切替えパラメータのセットを記憶し、パ
ラメータに基づく条件が満たされているかどうかを決定するように構成され得る。いくつ
かの場合には、切替えパラメータは、修正された無線リンク障害（ＲＬＦ）基準であり得
る。これらの基準は、デバイス１１５－ｈが実際のＲＬＦよりも前にＤ２Ｄモードを切り
替え得るように構成され得る。したがって、モード切替えパラメータは、修正されていな
いＲＬＦ基準が満たされるよりも前にＤ２Ｄモード切替え基準が満たされるように構成さ
れ得る。切替えパラメータの例には、不良フレームの数に関係する同期外れの指示、優良
フレームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経路損失しきい値、および信号対雑音
（ＳＩＮＲ）比しきい値が含まれる。他の例には、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ
）要求のしきい値数、ステータス報告（ＳＲ）もしくはリソース要求の後の時間期間、ま
たはハンドオーバの失敗もしくは不完全なハンドオーバの指示が含まれる。いくつかの場
合には、切替えパラメータモジュール５１５は、１つまたは複数のモード切替えパラメー
タが満たされていると決定し、異なるＤ２Ｄモードに切り替える前にある時間期間が経過
するまで待機し得る。一実施形態では、モード切替えパラメータは、ユーザアプリケーシ
ョンからの指示であり得る。
【００６５】
　[0077]切替えパラメータモジュール５１５は、上記のパラメータのうちの１つまたは複
数を監視し、いつデバイス１１５－ｈがあるＤ２Ｄモードから別のＤ２Ｄモードに切り替
えるべきかを決定するためにモード選択モジュール５１０と協調し得る。切替えパラメー
タは、基地局１０５と通信するより前に事前構成され得るか、接続手順の間に基地局１０
５から受信され得るか、またはシステム情報ブロードキャスト（たとえば、システム情報
ブロック（ＳＩＢ）ブロードキャスト）を通じて基地局１０５から受信され得る。
【００６６】
　[0078]図６は、図４～５を参照しながら説明したＤ２Ｄ通信モジュール４１０の１つま
たは複数の態様の一例であり得るＤ２Ｄ通信モジュール４１０－ｂのブロック図６００を
示している。
【００６７】
　[0079]Ｄ２Ｄ通信モジュール４１０－ｂは、図５に関するデバイス１１５－ｈの対応す
る構成要素の例であり得る、通信確立モジュール５０５－ａと、モード選択モジュール５
１０－ａと、切替えパラメータモジュール５１５－ａとを含み得る。Ｄ２Ｄ通信モジュー
ル４１０－ｂはまた、切替え情報ログモジュール６０５を含み得る。モード選択モジュー
ル５１０－ａは、集中送信スケジューリングサブモジュール６１０と、分散送信スケジュ
ーリングサブモジュール６１５と、リソース割振りサブモジュール６２０と、プロトコル
レイヤ構成サブモジュール６２５とを含み得る。切替えパラメータサブモジュール５１５
－ａは、無線リンク障害（ＲＬＦ）サブモジュール６３０と、タイミングサブモジュール
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６３５と、ヒステリシスサブモジュール６４０とを含み得る。
【００６８】
　[0080]切替え情報ログモジュール６０５は、タイムスタンプ、ＵＥロケーション、無線
インターフェース状態、ＵＥ速度、セルＩＤ、およびキャリア周波数のうちの１つまたは
複数を備えるモード切替え情報ログを記憶するように構成され得る。切替えログ情報は、
要求時にまたは所定の間隔で基地局１０５に提供され得る。いくつかの場合には、切替え
情報は、ネットワークカバレージを評価するためまたはモード切替えプロセスを改良する
ために、後に使用され得る。
【００６９】
　[0081]集中送信スケジューリングサブモジュール６１０は、基地局１０５から受信され
た送信スケジュールに基づくＤ２Ｄモード用に、ＵＥ１１５を構成し得る。たとえば、集
中送信スケジューリングサブモジュール６１０は、ＵＥをＤ２Ｄモード１通信用に構成す
るために使用され得る。モード１の動作は、ＵＥが基地局１０５のカバレージエリア１１
０内にあり、ＲＬＦが差し迫っていると決定していないときに実行され得る。
【００７０】
　[0082]分散送信スケジューリングサブモジュール６１５は、分散送信スケジュールに基
づくＤ２Ｄモード用に、ＵＥ１１５を構成し得る。すなわち、ＵＥ１１５は、集中スケジ
ューリングに関して基地局１０５に依存するのではなく、他のＵＥ１１５と協調して送信
をスケジュールし得る。Ｄ２Ｄ通信モード２およびモード３は、分散送信スケジューリン
グの例であり得る。モード２およびモード３の動作は、ＵＥ１１５がＲＬＦ、不成功のハ
ンドオーバを経験しているとき、基地局１０５のカバレージエリアの外にあるとき、また
は接続状態間で移行しているときに適切となり得る。ＵＥ１１５はまた、ユーザによって
指示されたとき、分散送信スケジューリングを利用し得る。
【００７１】
　[0083]リソース割振りサブモジュール６２０は、ＵＥがＤ２Ｄ通信の間に送信に使用し
得るリソースのセットを決定するように構成され得る。いくつかの場合には、リソース割
振りサブモジュール６２０は、ＵＥが上記で説明したようなモード１などの集中型のＤ２
Ｄ送信スケジューリングモードで動作している間、ＵＥが基地局１０５によって指示され
た特定のリソースを使用し得ると決定し得る。他の場合には、リソース割振りサブモジュ
ール６２０は、ＵＥがＵＥ固有のメッセージにおいてまたはシステム情報ブロック（ＳＩ
Ｂ）ブロードキャスト送信において基地局１０５によって指示されたリソースのプールか
らのリソースを使用し得ると決定し得る。これは、モード２のＤ２Ｄ通信の例であり得る
。他の場合には、リソース割振りサブモジュール６２０は、ＵＥが、Ｄ２Ｄモード３の動
作時のようにリソースの事前構成されたプールを使用しなければならないと決定し得る。
リソースの事前構成されたプールは、ＵＥが基地局１０５のカバレージエリア内にないか
、またはさもなければシステム情報ブロードキャストを受信し得ないときに使用され得る
。
【００７２】
　[0084]プロトコルレイヤ構成サブモジュール６２５は、モード切替えの間に無線プロト
コル構成を構成し得る。たとえば、それは、Ｄ２Ｄモード２に切り替えた後に、メディア
アクセス制御（ＭＡＣ）または無線リンク制御（ＲＬＣ）構成を再構成し得る。いくつか
の場合には、プロトコルレイヤ構成サブモジュール６２５は、モード切替えの後も同じ構
成を維持し得る。いくつかの場合には、プロトコルレイヤ構成サブモジュール６２５は、
第２のＤ２Ｄモードに切り替えた後に、所定の状態に従ってメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）または無線リンク制御（ＲＬＣ）構成を設定し得る。
【００７３】
　[0085]無線リンク障害（ＲＬＦ）サブモジュール６３０は、ＲＬＦ関連の切替えパラメ
ータのセットを記憶し、パラメータに基づく条件が満たされているかどうかを決定するよ
うに構成され得る。切替えパラメータは、修正された無線リンク障害（ＲＬＦ）基準であ
り得る。これらの基準は、ＵＥ１１５が実際のＲＬＦよりも前にＤ２Ｄモードを切り替え
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得るように構成され得る。したがって、モード切替えパラメータは、修正されていないＲ
ＬＦ基準が満たされるよりも前にＤ２Ｄモード切替え基準が満たされるように構成され得
る。切替えパラメータの例には、不良フレームの数に関係する同期外れの指示、優良フレ
ームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経路損失しきい値、および信号対雑音（Ｓ
ＩＮＲ）比しきい値が含まれる。
【００７４】
　[0086]タイミングサブモジュール６３５は、タイミングパラメータが満たされているか
どうかを決定し得る。たとえば、ＵＥ１１５は、１つまたは複数のチャネル品質関連のパ
ラメータが満足されてから、またはメッセージを基地局１０５に送り、応答を待機してか
ら一定の時間期間の後に、自律的にモードを切り替え得る。タイミングサブモジュール６
３５はまた、ＵＥがＤ２Ｄモード間で急速に切り替えるのを防止するように、ヒステリシ
スモジュールと協調し得る。
【００７５】
　[0087]ヒステリシスサブモジュール６４０は、ヒステリシスパラメータのセットを維持
し、パラメータが満たされているかどうかを決定するように構成され得る。ヒステリシス
パラメータは、ＵＥ１１５がＤ２Ｄモードまたは接続ステータスを急速に切り替えること
（すなわちピンポン現象）を防止するように構成され得る。ヒステリシスパラメータは、
時間期間、経路損失パラメータ、優良フレームの数、および信号対雑音比（ＳＩＮＲ）の
うちの少なくとも１つを含み得る。ＵＥ１１５は、切替えしきい値が満たされていること
を切替えパラメータの別のセットが指示する場合でも、ヒステリシスパラメータが満たさ
れるまで、ＵＥ１１５が分散送信スケジューリングに基づいて通信を継続し得るように構
成され得る。
【００７６】
　[0088]図７は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めのシステム７００のブロック図を示す。システム７００はまた、図１～５のＵＥ１１５
の一例であり得るＵＥ１１５－ｉを含み得る。ＵＥ１１５－ｉは、一般に、通信を送信す
るためのコンポーネントと通信を受信するためのコンポーネントとを含む、双方向の音声
およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。
【００７７】
　[0089]ＵＥ１１５－ｉは、アンテナ７４０と、トランシーバモジュール７３５と、プロ
セッサモジュール７０５と、メモリ７１５（ソフトウェア（ＳＷ）７２０を含む）とを含
み得、その各々は、（たとえば、１つまたは複数のバス８４５を介して）互いに直接また
は間接的に通信し得る。トランシーバモジュール７３５は、上記で説明したように、（１
つまたは複数の）アンテナ７４０あるいは１つまたは複数のワイヤードもしくはワイヤレ
スリンクを介して、１つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成され得
る。たとえば、トランシーバモジュール７３５は、基地局１０５－ｃまたは別のＵＥ１１
５－ｊと双方向に通信するように構成され得る。トランシーバモジュール７３５は、パケ
ットを変調し、変調されたパケットを送信のために（１つまたは複数の）アンテナ７４０
に与え、（１つまたは複数の）アンテナ７４０から受信されたパケットを復調するように
構成されたモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｉは単一のアンテナ７４０を含み得るが、Ｕ
Ｅ１１５－ｉはまた、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能な複
数のアンテナ７４０を有し得る。トランシーバモジュール７３５は、複数コンポーネント
キャリアを介して１つまたは複数の基地局１０５と同時に通信することが可能となり得る
。
【００７８】
　[0090]ＵＥ１１５－ｉはＤ２Ｄ通信モジュール７１０を含み得、Ｄ２Ｄ通信モジュール
７１０は、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュール４１０によって説明される機能を実施し得る
。ＵＥ１１５－ｉはまた、チャネル品質モジュール７３０と基地局通信モジュール７２５
とを含み得る。チャネル品質モジュール７３０は、通信リンク１２５に対してチャネル測
定と干渉測定とを実施し得る。たとえば、チャネル品質モジュール７３０は、経路損失パ
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ラメータまたはＳＩＮＲなどの切替えパラメータとして使用され得るチャネル品質インジ
ケータを測定し得る。
【００７９】
　[0091]基地局通信モジュール７２５は、基地局１０５との通信を管理するように構成さ
れ得る。いくつかの場合には、基地局１０５との協調は、Ｄ２Ｄ通信モードまたはモード
切替えの一部となり得る。たとえば、基地局通信モジュール７２５は、リソースのプール
の指示に関して基地局からの通信を監視し、リソースのプールを指示する基地局からのメ
ッセージが受信可能でないと決定するように構成され得る。別の例では、基地局通信モジ
ュール７２５は、トランシーバ７３５と協調して、接続セットアップ要求を基地局１０５
に送り得る。接続セットアップ要求は、Ｄ２Ｄモード指示を含み得る。基地局通信モジュ
ール７２５はまた、１つまたは複数のモード切替えパラメータを伴う接続応答メッセージ
を基地局から受信し得る。別の例では、基地局通信モジュール７２５は、トランシーバ７
３５と協調して、モード切替え要求を基地局１０５に送り、モード切替え応答を受信し得
る。モード切替え要求は、要求がユーザ主導型であるかどうかを指示し得る。その応答は
、要求を許可するか、または場合によっては、切替え要求を拒否し得る。基地局通信モジ
ュール７２５はまた、Ｄ２Ｄ送信をスケジュールするかまたはＤ２Ｄ通信用にリソースの
プールを割り振る情報を基地局から受信し得る。
【００８０】
　[0092]メモリ７１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）とリードオンリーメモリ（
ＲＯＭ）とを含み得る。メモリ７１５は、実行されるとプロセッサモジュール７０５に本
明細書で説明される様々な機能（たとえば、呼処理、データベース管理、キャリアモード
インジケータの処理、ＣＳＩの報告など）を実施させるように構成された命令を含んでい
るコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード７２０
を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ファームウェアコード７２０は、プロセッサモ
ジュール７０５によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイル
され実行されると）コンピュータに本明細書で説明される機能を実施させるように構成さ
れ得る。プロセッサモジュール７０５は、インテリジェントハードウェアデバイス（たと
えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）など）を含み得る。
【００８１】
　[0093]図８は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めの方法を示すフローチャート８００を示す。フローチャート８００の機能は、図１～７
を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され得る。
特定の例では、フローチャート８００のブロックは、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュール４
１０によって実施され得る。
【００８２】
　[0094]ブロック８０５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまた
は複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信され
た集中送信リソーススケジュールに基づくものである。たとえば、第１のＤ２Ｄモードは
、図２を参照しながら上記で説明したようなＤ２Ｄモード１であり得る。特定の例では、
ブロック８０５の機能は、通信確立モジュール５０５によって実施され得る。
【００８３】
　[0095]ブロック８１０において、ＵＥ１１５は、１つまたは複数のモード切替えパラメ
ータが満足されていると決定し得る。いくつかの場合には、切替えパラメータは、修正さ
れた無線リンク障害（ＲＬＦ）基準であり得る。これらの基準は、ＵＥ１１５が実際のＲ
ＬＦよりも前にＤ２Ｄモードを切り替え得るように構成され得る。したがって、モード切
替えパラメータは、修正されていないＲＬＦ基準が満たされるよりも前にＤ２Ｄモード切
替え基準が満たされるように構成され得る。切替えパラメータの例には、不良フレームの
数に関係する同期外れの指示、優良フレームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経
路損失しきい値、および信号対雑音（ＳＩＮＲ）比しきい値が含まれる。他の例には、ラ
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ンダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）要求のしきい値数、ステータス報告（ＳＲ）もしく
はリソース要求の後の時間期間、またはハンドオーバの失敗もしくは不完全なハンドオー
バの指示が含まれる。特定の例では、ブロック８１０の機能は、切替えパラメータモジュ
ール５１５によって実施され得る。
【００８４】
　[0096]ブロック８１５において、ＵＥ１１５は無線リンク障害（ＲＬＦ）が生じる前に
第２のＤ２Ｄモードへ切り替え得、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られた
リソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づくものである。第２のＤ２
Ｄモードは、図２を参照しながら上記で説明したようなＤ２Ｄモード２であり得る。特定
の例では、ブロック８１５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実施され得る
。
【００８５】
　[0097]方法８００は一実装形態にすぎず、方法８００の動作は、他の実装形態が可能で
あるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【００８６】
　[0098]図９は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替えるた
めの方法を示すフローチャート９００を示す。フローチャート９００の機能は、図１～７
を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され得る。
特定の例では、フローチャート９００の機能は、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュール４１０
によって実施され得る。フローチャート９００はまた、図８のフローチャート８００の態
様を組み込み得る。
【００８７】
　[0099]ブロック９０５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つまた
は複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信され
た集中送信リソーススケジュールに基づくものである。特定の例では、ブロック９０５の
機能は、通信確立モジュール５０５によって実施され得る。ブロック９１０において、Ｕ
Ｅ１１５は、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定し得る。
特定の例では、ブロック９１０の機能は、切替えパラメータモジュール５１５によって実
施され得る。ブロック９１５において、ＵＥ１１５は無線リンク障害（ＲＬＦ）が生じる
前に第２のＤ２Ｄモードへ切り替え得、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振ら
れたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づくものである。特定の
例では、ブロック９１５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実施され得る。
【００８８】
　[0100]ブロック９２０において、ＵＥ１１５は、送信に使用し得るリソースのプールの
指示に関して、基地局からの通信を監視し得る。いくつかの場合には、これはシステム情
報ブロック（ＳＩＢ）ブロードキャストにおいて受信され得る。特定の例では、ブロック
９２０の機能は、基地局通信モジュール７２５によって実施され得る。
【００８９】
　[0101]ブロック９２５において、ＵＥ１１５は、リソースのプールを指示する基地局１
０５からのメッセージが受信可能でないと決定し得る。たとえば、ＵＥ１１５は、基地局
１０５のカバレージエリアから退出していることもあり、ＲＬＦを経験していることもあ
り、または失敗したハンドオーバを経ていることもある。特定の例では、ブロック９２５
の機能は、基地局通信モジュール７２５によって実施され得る。
【００９０】
　[0102]ブロック９３０において、ＵＥ１１５は第３のＤ２Ｄモードに切り替え得、第３
のＤ２Ｄモードは、事前構成されたリソースのプールを利用する分散送信に基づくもので
ある。たとえば、第３のＤ２Ｄモードは、図２を参照しながら上記で説明したようなＤ２
Ｄモード３であり得る。特定の例では、ブロック９３０の機能は、モード選択モジュール
５１０によって実施され得る。
【００９１】
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　[0103]方法９００は一実装形態にすぎず、方法９００の動作は、他の実装形態が可能で
あるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【００９２】
　[0104]図１０は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替える
ための方法を示すフローチャート１０００を示す。フローチャート１０００の機能は、図
１～７を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され
得る。特定の例では、フローチャート１０００の機能は、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュー
ル４１０によって実施され得る。フローチャート１０００はまた、図８～９のフローチャ
ート８００および９００の態様を組み込み得る。
【００９３】
　[0105]ブロック１００５において、ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄモード指示を備える接続セッ
トアップ要求を基地局に送り得る。すなわち、ＵＥ１１５は、ＵＥ１１５が直接他のＵＥ
１１５と通信することを、基地局１０５に指示し得る。したがって、基地局は、リソース
をＤ２Ｄ通信用に割り振り得る。特定の例では、ブロック１００５の機能は、基地局通信
モジュール７２５または送信機４１５によって実施され得る。
【００９４】
　[0106]ブロック１０１０において、ＵＥ１１５は、１つまたは複数のモード切替えパラ
メータを備える接続応答メッセージを基地局から受信し得る。したがって、いくつかの場
合には、基地局１０５は、パラメータを決定し得、それに基づいてＵＥ１１５があるＤ２
Ｄモードから別のＤ２Ｄモードに切り替え得る。特定の例では、ブロック１０１５の機能
は、基地局通信モジュール７２５または受信機４０５によって実施され得る。
【００９５】
　[0107]ブロック１０１５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つま
たは複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信さ
れた集中送信リソーススケジュールに基づくものである。特定の例では、ブロック１０１
５の機能は、通信確立モジュール５０５によって実施され得る。ブロック１０２０におい
て、ＵＥ１１５は、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定し
得る。特定の例では、ブロック１０２０の機能は、切替えパラメータモジュール５１５に
よって実施され得る。ブロック１０２５において、ＵＥ１１５は無線リンク障害（ＲＬＦ
）が生じる前に第２のＤ２Ｄモードへ切り替え得、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によっ
て割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づくものであ
る。特定の例では、ブロック１０２５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実
施され得る。
【００９６】
　[0108]方法１０００は一実装形態にすぎず、方法１０００の動作は、他の実装形態が可
能であるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【００９７】
　[0109]図１１は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替える
ための方法を示すフローチャート１１００を示す。フローチャート１１００の機能は、図
１～７を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され
得る。特定の例では、フローチャート１１００のブロックは、図４～６のＤ２Ｄ通信モジ
ュール４１０によって実施され得る。フローチャート１１００はまた、図８～１０のフロ
ーチャート８００、９００，および１０００の態様を組み込み得る。
【００９８】
　[0110]ブロック１１０５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つま
たは複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信さ
れた集中送信リソーススケジュールに基づくものである。特定の例では、ブロック１１０
５の機能は、通信確立モジュール５０５によって実施され得る。ブロック１１１０におい
て、ＵＥ１１５は、１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定し
得る。特定の例では、ブロック１１１０の機能は、切替えパラメータモジュール５１５に
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よって実施され得る。
【００９９】
　[0111]ブロック１１１５において、ＵＥ１１５は、モード切替え要求を基地局に送り得
る。いくつかの例では、モード切替え要求は、モード切替えパラメータを満たしたことに
基づいて切替えが開始されたかどうか、またはモード切替え要求がユーザ主導型の切替え
要求であるかどうかの指示を含み得る。特定の例では、ブロック１１１５の機能は、基地
局通信モジュール７２５または送信機４１５によって実施され得る。
【０１００】
　[0112]ブロック１１２０において、ＵＥ１１５は、モード切替えが許可されていること
を指示する応答を基地局から受信し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５は、モード切
替えが許可されてないという応答を受信し得る。この場合、ＵＥはブロック１１２５に進
まないことがある。いくつかの場合には、ＵＥ１１５は、特定の時間期間にわたって待機
し、応答を基地局１０５から受信しなかった後、自律的にモード切替えを開始し得る。特
定の例では、ブロック１１２０の機能は、基地局通信モジュール７２５または受信機４０
５によって実施され得る。
【０１０１】
　[0113]ブロック１１２５において、ＵＥ１１５は無線リンク障害（ＲＬＦ）が生じる前
に第２のＤ２Ｄモードへ切り替え得、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られ
たリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに基づくものである。特定の例
では、ブロック１１２５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実施され得る。
【０１０２】
　[0114]方法１１００は一実装形態にすぎず、方法１１００の動作は、他の実装形態が可
能であるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【０１０３】
　[0115]図１２は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替える
ための方法を示すフローチャート１２００を示す。フローチャート１２００の機能は、図
１～７を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され
得る。特定の例では、フローチャート１２００の機能は、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュー
ル４１０によって実施され得る。
【０１０４】
　[0116]ブロック１２０５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つま
たは複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事
前構成されたプールに基づくものである。たとえば、ＵＥ１１５は、基地局１０５のカバ
レージエリアの外部にあり得、図３を参照しながら上記で説明したようにＤ２Ｄモード３
に従って他のＵＥ１１５との通信を開始し得る。特定の例では、ブロック１２０５の機能
は、通信確立モジュール５０５によって実施され得る。
【０１０５】
　[0117]ブロック１２１０において、ＵＥ１１５は、送信のためにリソースのプールを割
り振るシステム情報を基地局から受信し得る。いくつかの場合には、ＵＥは、基地局１０
５のカバレージエリアに進入した後、システム情報を受信し得る。特定の例では、ブロッ
ク１３１０の機能は、基地局通信モジュール７２５または受信機４０５によって実施され
得る。
【０１０６】
　[0118]ブロック１２１５において、ＵＥ１１５は第２のＤ２Ｄモードへ切り替え得、第
２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信
スケジューリングに基づくものである。たとえば、第２のモードは、図３を参照しながら
上記で説明したようなＤ２Ｄモード２であり得る。したがって、ＵＥ１１５は、基地局カ
バレージエリアに進入するとき、Ｄ２Ｄモード１を使用して通信することを直ちに試みな
いこともある。むしろ、ＵＥ１１５はまず、中間モード２に移行し得る。特定の例では、
ブロック１２１５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実施され得る。
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【０１０７】
　[0119]方法１２００は一実装形態にすぎず、方法１２００の動作は、他の実装形態が可
能であるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【０１０８】
　[0120]図１３は、様々な実施形態による、Ｄ２Ｄ通信において動作モードを切り替える
ための方法を示すフローチャート１３００を示す。フローチャート１３００の機能は、図
１～７を参照しながら説明したＵＥ１１５またはＵＥ１１５の構成要素によって実装され
得る。特定の例では、フローチャート１３００の機能は、図４～６のＤ２Ｄ通信モジュー
ル４１０によって実施され得る。フローチャート１３００はまた、図１２のフローチャー
ト１２００の態様を組み込み得る。
【０１０９】
　[0121]ブロック１３０５において、ＵＥ１１５は、第１のＤ２Ｄモードに従って１つま
たは複数の他のＵＥとの通信を確立し得、その第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事
前構成されたプールに基づくものである。特定の例では、ブロック１３０５の機能は、通
信確立モジュール５０５によって実施され得る。ブロック１３１０において、ＵＥ１１５
は、送信のためにリソースのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信し得る。特
定の例では、ブロック１３１０の機能は、基地局通信モジュール７２５または受信機４０
５によって実施され得る。ブロック１３１５において、ＵＥ１１５は第２のＤ２Ｄモード
へ切り替え得、第２のＤ２Ｄモードは、基地局によって割り振られたリソースのプールを
使用する分散送信スケジューリングに基づくものである。特定の例では、ブロック１３１
５の機能は、モード選択モジュール５１０によって実施され得る。
【０１１０】
　[0122]ブロック１３２０において、ＵＥ１１５は、基地局との接続状態を確立し得る。
ブロック１３２５において、ＵＥ１１５は第３のＤ２Ｄモードに切り替え得、第３のＤ２
Ｄモードは、接続状態を確立した後に基地局から受信された集中送信リソーススケジュー
ルに基づくものである。たとえば、第３のＤ２Ｄモードは、図３を参照しながら上記で説
明したようなＤ２Ｄモード１であり得る。したがって、ＵＥ１１５は、集中スケジューリ
ングモードをＤ２Ｄ通信に利用しようとする前に、接続ステータスを達成するまで待機し
得る。特定の例では、ブロック１３２５の機能は、モード選択モジュール５１０によって
実施され得る。
【０１１１】
　[0123]方法１３００は一実装形態にすぎず、方法１３００の動作は、他の実装形態が可
能であるように再構成されるかまたは別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【０１１２】
　[0124]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な実施形態について説
明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る唯一の実施形態を表すものでは
ない。本明細書全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または
例示としての役割を果たすこと」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有
利である」ことを意味しない。発明を実施するための形態は、説明された技法の理解を与
えるための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細
を伴わずに実践され得る。場合によっては、説明される実施形態の概念を不明瞭にしない
ために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
【０１１３】
　[0125]情報および信号は、様々な異なる技術および手法のいずれを使用しても表され得
る。たとえば、上の説明の全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁気粒子
、光学場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１１４】
　[0126]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
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Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント
、または本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せに
よって実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代
替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、た
とえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコア
と連携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成と
しても実装され得る。
【０１１５】
　[0127]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサに
よって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令または
コードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され得、またはコンピュータ可読媒体を介し
て送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲および趣
旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上で説明された機能は、プロセッサ
、ハードウェア、ファームウェア、配線、またはこれらのうちのいずれかの組合せによっ
て実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の
一部が異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な位置
に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、
項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるいは「のうちの１つまたは複数
」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、ま
たはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣま
たはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を
示す。
【０１１６】
　[0128]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両
方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利
用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁
気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデー
タ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され、汎用
もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る
、任意の他の媒体を備え得る。また、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ
る。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などのワイヤレス技術は媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディ
スク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザ
ーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc
）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再
生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも、コ
ンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１１７】
　[0129]本開示の上述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるよう
に与えられる。本開示に対する様々な修正が当業者には容易に明らかとなり、本明細書で
定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用
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され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または一
事例を示すものであり、言及した例についてのいかなる選好も暗示または要求しない。し
たがって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるべきでなく
、本明細書において開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられ
るべきである。
【０１１８】
　[0130]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「
システム」および「ネットワーク」という用語はしばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡ
システムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無
線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８
５６規格を包含する。ＩＳ－２０００　Ｒｅｌｅａｓｅ　０およびＡは、一般的に、ＣＤ
ＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、通常、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ（Ｈ
ＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録
商標））とＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ（登録商標））
などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロ
ードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標）
）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴ
ＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））お
よびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリ
リースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership
 Project）という名称の組織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭ
Ｂは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体の文書
に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムおよび無線技術、なら
びに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。ただし、上記の説明では、例と
してＬＴＥシステムについて説明し、上記の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用され
るが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信の方法であっ
て、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、前
記第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに少なく
とも部分的に基づくものであり、
　１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することと、
　第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第２のＤ２Ｄモードは、前記基地局によ
って割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに少なくとも部
分的に基づく、を備える方法。
[Ｃ２]　前記リソースのプールの指示に関して、前記基地局からの通信を監視することと
、
　前記リソースのプールを指示する前記基地局からのメッセージが受信可能でないと決定
することと、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第３のＤ２Ｄモードは、事前構成された
リソースプールを利用する分散送信に少なくとも部分的に基づく、を備える、Ｃ１に記載
の方法。
[Ｃ３]　接続セットアップ要求を前記基地局に送ること、前記接続セットアップ要求はＤ
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２Ｄモード指示を備える、をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ４]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータを備える接続応答メッセージを前
記基地局から受信することをさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
[Ｃ５]　ブロードキャストされたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを介して１
つまたは複数のモード切替えパラメータを受信することをさらに備える、Ｃ３に記載の方
法。
[Ｃ６]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、不良フレームの数に関係する
同期外れの指示、優良フレームの数に関係する同期中の指示、時間期間、経路損失しきい
値、および信号対雑音（ＳＩＮＲ）比しきい値のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に
記載の方法。
[Ｃ７]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、ランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）要求のしきい値数、不成功のＲＡＣＨ試行後の時間期間、ステータス報告（Ｓ
Ｒ）、バッファステータス報告（ＢＳＲ）もしくはリソース要求後の時間期間、またはハ
ンドオーバの失敗もしくは不完全なハンドオーバの指示のうちの少なくとも１つを備える
、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ８]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータはシステム情報ブロードキャスト
から受信される、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ９]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、時間期間と、少なくとも１つ
の付加的なモード切替えパラメータとを備え、
　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することは、前
記少なくとも１つの付加的なモード切替えパラメータが満足されていると決定することと
、第２のＤ２Ｄモードに切り替える前に前記時間期間が経過するまで待機することとを備
える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１０]　モード切替え要求を前記基地局に送ることをさらに備える、Ｃ１に記載の方法
。
[Ｃ１１]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、ユーザアプリケーションか
らの指示を備え、前記モード切替え要求はユーザ主導型のモード切替え指示を備える、Ｃ
１０に記載の方法。
[Ｃ１２]　モード切替えが許可されていることを指示する応答を前記基地局から受信する
ことをさらに備える、Ｃ１０に記載の方法。
[Ｃ１３]　第２のＤ２Ｄモードへの前記切り替えは、応答を前記基地局から受信するより
前に自律的に実施される、Ｃ１０に記載の方法。
[Ｃ１４]　前記１つまたは複数のモード切替えパラメータは、修正された無線リンク障害
（ＲＬＦ）しきい値を備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１５]　前記修正されたＲＬＦしきい値は、修正されていないＲＬＦしきい値に達する
より前に満足されるように構成される、Ｃ１４に記載の方法。
[Ｃ１６]　タイムスタンプ、ＵＥロケーション、無線インターフェース状態、ＵＥ速度、
セルＩＤ、およびキャリア周波数のうちの１つまたは複数を備えるモード切替え情報ログ
を記憶することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１７]　前記第２のＤ２Ｄモードに切り替えた後に、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）
または無線リンク制御（ＲＬＣ）構成を維持することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法
。
[Ｃ１８]　前記第２のＤ２Ｄモードに切り替えた後に、所定の状態に従ってメディアアク
セス制御（ＭＡＣ）または無線リンク制御（ＲＬＣ）構成を再構成することをさらに備え
る、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１９]　１つまたは複数のヒステリシスパラメータが満たされるまで、分散送信スケジ
ューリングに基づいて通信を継続することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ２０]　前記１つまたは複数のヒステリシスパラメータは、時間期間、経路損失パラメ
ータ、優良フレームの数、および信号対雑音比（ＳＩＮＲ）のうちの少なくとも１つを含
む、Ｃ１９に記載の方法。
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[Ｃ２１]　プロトコルレイヤ構成を再設定すること、前記再設定することは、前記切り替
えることに少なくとも部分的に基づく、をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ２２]　前記基地局との接続が確立されるまで、前記第２のＤ２Ｄモードに関連付けら
れるリソースの前記プールを利用することと、
　前記基地局との前記接続を確立することとをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ２３]　前記第１のＤ２Ｄモードに切り替えること、前記第１のＤ２Ｄモードは、前記
基地局から受信された前記集中送信リソーススケジュールに少なくとも部分的に基づく、
をさらに備える、Ｃ２２に記載の方法。
[Ｃ２４]　ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装
置であって、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立するための手段
と、前記第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに
少なくとも部分的に基づくものであり、
　１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定するための手段と、
　第２のＤ２Ｄモードに切り替えるための手段と、前記第２のＤ２Ｄモードは、前記基地
局によって割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに少なく
とも部分的に基づく、を備える装置。
[Ｃ２５]　前記リソースのプールの指示に関して、前記基地局からの通信を監視するため
の手段と、
　前記リソースのプールを指示する前記基地局からのメッセージが受信可能でないと決定
するための手段と、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えるための手段と、前記第３のＤ２Ｄモードは、事前構成
されたリソースプールを利用する分散送信に基づく、を備える、Ｃ２４に記載の装置。
[Ｃ２６]　接続セットアップ要求を前記基地局に送るための手段、前記接続セットアップ
要求はＤ２Ｄモード指示を備える、をさらに備える、Ｃ２４に記載の装置。
[Ｃ２７]　ユーザ機器（ＵＥ）におけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信のための装
置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、前
記第１のＤ２Ｄモードは、基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに少なく
とも部分的に基づくものであり、
　１つまたは複数のモード切替えパラメータが満足されていると決定することと、
　第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第２のＤ２Ｄモードは、前記基地局によ
って割り振られたリソースのプールを使用する分散送信スケジューリングに少なくとも部
分的に基づく、を行うように実行可能である装置。
[Ｃ２８]　前記命令は、前記プロセッサによって、
　前記リソースのプールの指示に関して、前記基地局からの通信を監視することと、
　前記リソースのプールを指示する前記基地局からのメッセージが受信可能でないと決定
することと、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第３のＤ２Ｄモードは、事前構成された
リソースプールを利用する分散送信に基づく、を行うようにさらに実行可能である、Ｃ２
７に記載の装置。
[Ｃ２９]　デバイス間（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のＤ２Ｄモードに従って１つまたは複数の他のＵＥとの通信を確立することと、前
記第１のＤ２Ｄモードは、送信リソースの事前構成されたプールに少なくとも部分的に基
づき、
　送信のためにリソースのプールを割り振るシステム情報を基地局から受信することと、
　第２のＤ２Ｄモードに切り替えることと、前記第２のＤ２Ｄモードは、前記基地局によ
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って割り振られたリソースの前記プールを使用する分散送信スケジューリングに基づく、
を備える方法。
[Ｃ３０]　前記基地局との接続状態を確立することと、
　第３のＤ２Ｄモードに切り替えること、前記第３のＤ２Ｄモードは、前記接続状態を確
立することに続いて前記基地局から受信された集中送信リソーススケジュールに少なくと
も部分的に基づく、をさらに備える、Ｃ２９に記載の方法。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 6463781 B2 2019.2.6

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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