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(57)【要約】
ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュー
タプログラム製品は、ＩＭＳベースのサービスの少なく
とも一部をサポートするＤ２Ｄ通信を使用することに関
連して提供される。１つの例では、第１のＵＥは、デー
タトラッフィックおよびシグナリングがネットワークを
通じてサポートされるＩＭＳセッションを使用して第２
のＵＥとの通信を実行することと、第２のＵＥが第１の
ＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リン
クを確立することと、ネットワークを通じてシグナリン
グトラフィックのサポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リ
ンクにデータトラフィックのサポートを移すこととを行
うように装備される。態様では、第１の近接しきい値は
、Ｄ２Ｄ通信がサポートされる間の、第１のＵＥと第２
のＵＥとの間の距離、信号強度、または信号品質であり
うる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を備える、通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥと前
記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号強
度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１つを
備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立することは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの前記第１の近接しきい値内にあると決定することは
、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
　のうちの少なくとも１つに部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥと前記第２のしきい値より離れていると決定すること
は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの１つを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を備える、請求項２に記載の方法。
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【請求項９】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行するための手段と、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定するための手段
と、
　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立するための手段と
、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すための手段と
を備える、装置。
【請求項１１】
　前記決定するための手段は、前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値
より離れていると決定するようにさらに構成され、前記移すための手段は、前記ネットワ
ークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すようにさらに構成され
る、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための手段は、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するようにさらに構成される、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記決定するための手段は、
第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定する、または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定する
　ようにさらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記決定するための手段は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
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　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を行うように構成される、処理システムを備える、通信のための装置。
【請求項２０】
　前記処理システムは、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うようにさらに構成される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記処理システムは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信すること行うように構成される、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記処理システムは、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
を行うように構成される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
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　前記処理システムは、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うように構成される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のＵＥは、前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥと
して指定される、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
　を行うためのコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体備える、
コンピュータプログラム製品。
【請求項２９】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うためのコードをさらに備える、請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３２】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３３】
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するためのコードをさらに備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３４】
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
のうちの少なくとも１つのためのコードをさらに備える、請求項２８に記載のコンピュー
タプログラム製品。
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【請求項３５】
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うためのコードをさらに備える、請求項２９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３６】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
米国特許法１１９条に基づく優先権の主張
　[0001]本特許出願は、”DEVICE TO DEVICE LOCATION”と題され、２０１２年５月２３
日に出願された仮出願６１／６５０，９５１号に対する優先権を主張する。上記出願は、
譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に明確に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に、通信システムに関し、より詳細には、インターネットプロト
コル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）通信の一部としてのデバイスツーデ
バイス（Ｄ２Ｄ）通信を使用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために幅広く展開されてい
る。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域幅
、送信電力）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できる
多元接続技術を用いうる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）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、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割
多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、およ
びグローバルまでものレベルで通信することを可能にする通信サービスを提供するために
、様々な電気通信規格において採用されてきた。電気通信規格の一例が、ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（
ＵＭＴＳ）のモバイル規格に対するエンハンスメントのセットである。ＬＴＥは、スペク
トル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより
良くサポートし、コストを下げ、サービスを向上させ、新しいスペクトルを活用し、ダウ
ンリンク（ＤＬ）上でＯＦＤＭＡを、アップリンク（ＵＬ）上でＳＣ－ＦＤＭＡを、そし
て多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用するように設計される。ＬＴＥは、携帯
電話、スマートフォン、ラップトップ、タブレットなどのようなエンドユーザモバイルデ
バイス間のダイレクトデバイスツーデバイス（ピアツーピア）通信（例えば、ＬＴＥ－ダ
イレクト）をサポートしうる。そのようなＤ２Ｄ通信は、ネットワークを介してトランス
ポートする必要がなく、したがって、ネットワーク上のシグナリング、帯域幅、および処
理負荷を軽減することができる。
【０００５】
　[0005]ワイヤレス通信システムによって提供されるサービスは、音声呼を含む呼を掛け
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受ける能力と、インターネットプロトコル（ＩＰ）を使用して送信されたデータを含むデ
ータを送受信する能力とを含むことができる。ネットワークリソース（例えば、ワイヤレ
ススペクトルおよびワイヤーラインシグナリングおよび伝送路）の効率的な使用法を用い
て音声呼を掛け受けるために、ネットワークおよび端末は、呼のためのボイスオーバーＩ
Ｐ（ＶｏＩＰ）をサポートしうる。（ＧＳＭ（登録商標）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ｃ
ｄｍａ２０００、ＥｖＤＯおよびＬＴＥを採用するネットワークを含む）３ＧＰＰと３Ｇ
ＰＰ２規格に従う無線アクセスをサポートするネットワークは、サポートがＩＭＳを使用
して提供されるソリューションを採用しうる。ＩＭＳベースの通信は、さまざまな機能を
支援するおよび／または管理するネットワークベースのエンティティを使用し、ＬＴＥを
含むさまざまな無線アクセス技術のための３ＧＰＰによって標準化された。
【０００６】
　[0006]現在、アクセスネットワークにおいて実装される場合、Ｄ２Ｄ通信は、デバイス
間で直接的に生じる通信をサポートするネットワークからのリソースのオフロードを考慮
する。ＩＭＳベースの通信がさまざまな機能を支援するおよび／または管理するネットワ
ークベースのエンティティを使用するので、通信は、Ｄ２Ｄ通信にハンドオフされる場合
に完全に機能することができえない。
【０００７】
　[0007]Ｄ２Ｄ通信のための需要が増加するにつれて、ＩＭＳベースのサービスの少なく
とも一部をサポートするＤ２Ｄ通信を使用するための方法／装置の必要性が存在しうる。
【発明の概要】
【０００８】
　[0008]以下は、１つまたは複数の態様の簡略化された概要を、そのような態様の基本的
な理解を提供するために提示している。この概要は、意図されたすべての態様の広範な概
観ではなく、すべての態様のキーまたは決定的な要素を特定することも、任意のまたはす
べての態様の範囲を詳細に描写することも意図していない。その唯一の目的は、後に提示
されるより詳細な説明への前置きとして、簡潔化された形式で、１つまたは複数の態様の
いくつかの概念を提示することである。
【０００９】
　[0009]１つまたは複数の態様およびそれの対応する開示に従って、様々な態様は、ＩＭ
Ｓベースのサービスの少なくとも一部をサポートするＤ２Ｄ通信を使用することに関連し
て記述される。１つの例では、第１のＵＥは、データトラフィックおよびシグナリングト
ラッフィックがネットワークを通じてサポートされるＩＭＳセッションを使用して第２の
ＵＥとの通信を実行することと、第２のＵＥが第１のＵＥの近接しきい値内にあると決定
することと、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信リンクを確立することと、ネットワークを通じてシ
グナリングのサポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リンクにデータトラフィックのサポート
を移すこととを行うことを装備する。態様では、第１の近接しきい値は、Ｄ２Ｄ通信がサ
ポートされる第１のＵＥと第２のＵＥとの間の距離でありうる。
【００１０】
　[0010]関連する態様によれば、ＩＭＳベースのサービスのうちの少なくとも一部をサポ
ートするＤ２Ｄ通信を使用する方法が提供される。方法は、第１のＵＥが、データトラッ
フィックおよびシグナリングトラッフィックがネットワークを通じてサポートされるＩＭ
Ｓを使用して第２のＵＥとの通信を実行することを含むことができる。さらに、方法は、
第２のＵＥが第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することを含むことができ
る。態様では、第１の近接しきい値は、Ｄ２Ｄ通信がサポートされる第１のＵＥと第２の
ＵＥとの間の距離でありうる。さらに、方法は、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信リンクを確立す
ることを含むことができる。さらに、方法は、ネットワークを通じてシグナリングトラッ
フィックのサポートを維持しながらＤ２Ｄ通信リンクにデータトラッフィックのサポート
を転送することを含むことができる。
【００１１】
　[0011]別の態様は、ＩＭＳベースのサービスのうちの少なくとも一部をサポートするＤ
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２Ｄ通信を使用するための通信装置に関する。通信装置は、第１のＵＥが、データトラフ
ィックおよびシグナリングがネットワークを通じてサポートされるＩＭＳセッションを使
用して第２のＵＥとの通信を実行するための手段を含むことができる。さらに、通信装置
は、第２のＵＥが第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定するための手段を含む
ことができる。態様では、第１の近接しきい値は、Ｄ２Ｄ通信がサポートされる第１のＵ
Ｅと第２のＵＥとの間の距離でありうる。さらに、通信装置は、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信
リンクを確立するための手段を含むことができる。さらに、通信装置は、ネットワークを
通じてシグナリングトラッフィックのサポートを維持しながらＤ２Ｄ通信リンクに対する
データトラフィックのサポートを転送するための手段を含むことができる。
【００１２】
　[0012]別の態様は、通信装置に関する。装置は、第１のＵＥが、データトラッフィック
およびシグナリングトラッフィックがネットワークを通じてサポートされるＩＭＳを使用
して第２のＵＥとの通信を実行するように構成される処理システムを含むことができるさ
らに、処理システムは、第２のＵＥが第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定す
るように構成されうる。態様では、第１の近接しきい値は、Ｄ２Ｄ通信がサポートされる
第１のＵＥと第２のＵＥとの間の距離でありうる。さらに、通信装置は、第２のＵＥとＤ
２Ｄ通信リンクを確立するように構成されうる。さらに、処理システムは、ネットワーク
を通じてシグナリングトラッフィックのサポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リンクにデー
タトラフィックのサポートを移すようにさらに構成されうる。
【００１３】
　[0013]また別の態様は、第１のＵＥが、データトラッフィックおよびシグナリングトラ
ッフィックがネットワークを通じてサポートされるＩＭＳを使用して第２のＵＥとの通信
を実行するためのコードを含むコンピュータ可読媒体を有することができる、コンピュー
タプログラム製品に関する。さらに、コンピュータ可読媒体は、第２のＵＥが第１のＵＥ
の第１の近接しきい値内にあると決定するためにコードを含むことができる。態様では、
第１の近接しきい値は、Ｄ２Ｄ通信がサポートされる第１のＵＥと第２のＵＥとの間の距
離でありうる。さらに、コンピュータ可読媒体は、第２のＵＥとＤ２Ｄ通信リンクを確立
するためにコードを含むことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、ネットワーク
を通じてシグナリングトラッフィックのサポートを維持しながらＤ２Ｄ通信リンクに対す
るデータトラフィックのサポートを転送するためにコードを含むことができる。
【００１４】
　[0014]上述した目的および関連する目的の達成のために、１つまたは複数の態様は、明
細書において後に十分に説明され、特許請求の範囲において特に指摘される特徴を備える
。下記の説明および付属の図面は、１つまたは複数の態様の詳細な特定の例示的な特徴を
説明する。しかしながら、これらの特徴は、さまざまな態様の原理が用いられうる様々な
手法のほんの一部を示すものであり、この説明は、そのようなすべての態様およびそれら
の均等物を含むことを意図する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ネットワークアーキテクチャの例を説明する図。
【図２】アクセスネットワークの例を説明する図。
【図３】ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を説明する図。
【図４】ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を説明する図。
【図５】ユーザプレーンとコントロールプレーンのための無線プロトコルアーキテクチャ
の例を説明する図。
【図６】アクセスネットワークにおける発展型ノードＢおよびユーザ機器の例を説明する
図。
【図７】デバイスツーデバイス通信をサポートするアクセスネットワークを説明する図。
【図８】ワイヤレス通信の第１の方法のフローチャート。
【図９】アクセスネットワーク内のエンティティ間の通信を説明するコールフロー図。
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【図１０】アクセスネットワーク内のエンティティ間の通信を説明する別のコールフロー
図。
【図１１】ワイヤレス通信の第２の方法のフローチャート。
【図１２】例示の装置における異なるモジュール／手段／コンポーネント間のデータフロ
ーを説明する概念的データフロー図。
【図１３】処理システムを用いる装置のためのハードウェア実装の例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0028]添付図面に関連して以下に述べられる詳細な説明は、さまざまな構成の説明とし
て意図されたものであり、本明細書において説明される概念が実現され得る唯一の構成を
表すことを意図したものではない。詳細な説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供す
る目的で、特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なし
に実現され得ることを当事者は理解するだろう。いくつかのインスタンスでは、周知の構
造およびコンポーネントは、そのような概念をあいまいにすることを避けるためにブロッ
ク図形式で示される。
【００１７】
　[0029]電気通信システムのいくつかの態様が、さまざまな装置および方法を参照してこ
れより示されることになる。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明
され、さまざまなブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、処理、アル
ゴリズム、等（まとめて「エレメント」と称される）による添付する図面において説明さ
れることになる。これらのエレメントは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、またはそれらの任意の組み合わせを使用して実装されうる。そのようなエレメントがハ
ードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、システム全体に課さ
れた特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。
【００１８】
　[0030]例示のために、エレメント、またはエレメントの任意の一部、あるいはエレメン
トの任意の組み合わせが、１つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて
実装されうる。プロセッサの例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プ
ログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲート論理、ディスクリートハ
ードウェア回路、およびこの開示全体を通して説明されるさまざまな機能を実行するよう
に構成された他の適切なハードウェアを含む。処理システムにおける１つまたは複数のプ
ロセッサは、ソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェ
ア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれる場合も、それ以外
の名称で呼ばれる場合も、命令、命令のセット、コード、コードセグメント、プログラム
コード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソ
フトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブ
ジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味するものと広く
解釈されるべきである。
【００１９】
　[0031]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実装され
うる。ソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の１つまたは複
数の命令またはコードとして記憶または符号化される。コンピュータ可読媒体は、コンピ
ュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスすることができる任
意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく一例として、そのようなコンピュータ可読
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光学ディスクストレ
ージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、もしくは、コンピュ
ータによってアクセスされることができ、命令またはデータ構造の形式で所望のプログラ
ムコードを搬送または記憶するために使用されうる任意の他の媒体を備えることができる
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。本明細書で使用される場合、ディスク（disk）及びディスク（disc）は、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、及びブルーレイ（登録商標）ディスクを
含み、ここでディスク（disk）は、通常磁気的にデータを再生し、ディスク（disc）は、
レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可
読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００２０】
　[0032]図１は、ネットワークアーキテクチャ１００を説明する図である。ネットワーク
アーキテクチャ１００は、発展型パケットシステム（ＥＰＳ）と称されうる。態様では、
ネットワークアーキテクチャは、ＬＴＥ通信をサポートしうる。ネットワークアーキテク
チャ１００は、１つまたは複数のパブリックランドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮｓ：
Public Land Mobile Networks）（例えばビジタＰＬＭＮ（Ｖ－ＰＬＭＮ）１０４、ホー
ムＰＬＭＮ（Ｈ－ＰＬＭＮ）１３０、１３２）を通じてサポートされうる。ＥＰＳは、図
１に示されない他のアクセスネットワークおよびコアネットワークと相互に接続すること
ができる－例えば、ＵＭＴＳアクセスネットワークまたはＩＰコアネットワーク。示され
るように、ＥＰＳは、パケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に理解するよう
に、本開示を通じて提示されるさまざまな概念は、回路交換サービスを提供するネットワ
ークに拡張されうる。
【００２１】
　[0033]Ｖ－ＰＬＭＮ１０４は、ＵＥ１０２およびＵＥ１０３をサポートし、発展型ノー
ドＢ（ｅＮｏｄｅＢ） （１） １０６およびｅＮｏｄｅＢ （２） １０８を含みうる。用
語「発展型ノードＢ」、「ｅＮｏｄｅＢ」および「ｅＮＢ」は、同義的に本明細書で使用
される。各ＵＥ１０２および１０３は、（図１に示されない）異なるｅＮＢｓ１０６、１
０８または同じｅＮＢ１０６あるいは１０８によってサポートされうる。ｅＮＢ（１）１
０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル終端を提供し
、ｅＮＢ（２）は、ユーザ１０３に対してユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル
終端を提供しうる。ｅＮＢ（１）１０６は、バックホール（例えば、Ｘ２インタフェース
）を介してｅＮＢ（２） １０８に接続されうる。ｅＮＢ（１） １０６はまた、基地局、
基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、ベーシックサ
ービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、または何らかの他の適切な専
門用語で呼ばれうる。各ｅＮＢｓ１０６および１０８は、発展型パケットセンタ（ＥＰＣ
）へのＵＥ１０２および１０３のためのアクセスポイントを提供する。さらに、ＵＥ１０
２および１０３は、ＵＥが互いに十分に近くにいる場合、Ｄ２Ｄ通信１０５を使用してお
互いの間で直接的に通信しうる。態様では、Ｄ２Ｄ通信は、ＬＴＥ直接プロトコル（例え
ば、ＬＴＥアクセスネットワークにおけるＤ２Ｄ通信）を使用してサポートされうる。Ｕ
Ｅ１０２および１０３の例は、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）電話、ラップトップ、タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地
球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレイ
ヤ（たとえば、ＭＰ３プレイヤ）、カメラ、ゲームコンソール、または任意の他の同様の
機能を有するデバイスを含む。ＵＥ１０２および１０３はさらに、当業者によって、モバ
イル局、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
は何らかの他の適切な専門用語で呼ばれうる。
【００２２】
　[0034]ｅＮＢ（１） １０６は、モビリティ管理エンティティ、（ＭＭＥ）（１） １１
２、ＭＭＥ（２） １１４、サービングゲートウェイ（１） １１６、サービングゲートウ
ェイ（２） １１７、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（１） １１８
、およびＰＤＮゲートウェイ（２） １１９を含む、（図１において見分けられない）Ｅ
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ＰＣに、Ｓ１インタフェースによって接続される。ＭＭＥ１１２、１１４は、ＵＥ１０２
、１０３とＥＰＣとの間のシグナリングを処理する制御ノードである。ＭＭＥ１１２およ
び１１４は、（図１に示されるように）異なるＭＭＥ、または同じＭＭＥ（図１に示され
ない）でありうる。一般に、ＭＭＥ１１２、１１４は、（ＵＥ１０２および１０３のよう
な）サービスを受けるＵＥおよびベアラのためのネットワーク連結および分離を管理し、
接続確立および接続リリースを管理する。ＵＥ（１） １０２については、すべてのユー
ザＩＰパケットは、サービングゲートウェイ（１）１１６を通じて転送され、サービング
ゲートウェイ（１） １１６自身がＰＤＮゲートウェイ（１） １１８に接続される。ＰＤ
Ｎゲートウェイ（１） １１８は、ＵＥ ＩＰアドレス割り振りと同様にパケットルーティ
ングのような他の機能を提供する。ＰＤＮゲートウェイ（１） １１８はさらに、インタ
ーネット、イントラネット、ＩＭＳ、およびＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ）など
であるがこれらに限定されない、オペレータのＩＰサービスに接続されうる。ＵＥ（２）
 １０３は、サービングゲートウェイ（２） １１７およびＰＤＮゲートウェイ（２） １
１９によって同様にサービス提供される。ゲートウェイ１１６および１１７は、（図１に
示されるように）異なるまたは同じ（図１に示されない）でありうる。ＰＤＮゲートウェ
イ１１８および１１９はさらに、（図１に示されるように）異なるまたは同じ（図１に示
されない）でありうる。
【００２３】
　[0035]ＩＭＳサービスがサポートされる態様では、各ＵＥ１０２および１０３は、それ
ぞれ、Ｖ－ＰＬＭＮ１０４において動作している間、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０および１３２に
よってサポートされうる。Ｈ－ＰＬＭＮ１３０は、ＵＥ１０２のためのホームネットワー
クである間、Ｈ－ＰＬＭＮ１３２は、ＵＥ１０３のためのホームネットワークでありうる
。Ｖ－ＰＬＭＮ１０４、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０およびＨ－ＰＬＭＮ１３２は、図１において
示されるように異なるＰＬＭＮである、またはこれらのうちの２つまたは３つすべては、
同じＰＬＭＮ（図１に示されていない）でありうる。Ｈ－ＰＬＭＮ１３０、１３２は、ホ
ーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０、１３４、サービング呼サーバ制御機能（Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ）１２６、１３６、および１つまたは複数の問合せ呼サーバ制御機能（Ｉ－ＣＳＣＦ）
１２８を含みうる。Ｖ－ＰＬＭＮ１０４において動作している間、ＵＥ１０２、１０３は
、プロキシＣＳＣＦ（Ｐ－ＣＳＣＦ）１２４および１２５を通じてそれらそれぞれのＨ－
ＰＬＭＮ１３０および１３２と通信するために、ＰＤＮゲートウェイ１１８、１１９を使
用しうる。ＰＤＮゲートウェイ１１８およびＰ－ＣＳＣＦ１２４は、Ｖ－ＰＬＭＮ１０４
またはＨ－ＰＬＭＮ１３０のいずれかに配置されうる。同様に、ＰＤＮゲートウェイ１１
９およびＰ－ＣＳＣＦ１２５は、Ｖ－ＰＬＭＮ１０４またはＨ－ＰＬＭＮ１３２のいずれ
かに配置されうる。Ｐ－ＣＳＣＦ１２４および１２５は、（図１に示されるように）異な
るＰ－ＣＳＣＦである、または（図１に示されていない）同じＰ－ＣＳＣＦでありうる－
例えば、Ｖ－ＰＬＭＮ１０４、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０、およびＨ－ＰＬＭＮ１３２のうちの
２つまたはそれ以上のものが、同じＰＬＭＮである場合である。Ｓ－ＣＳＣＦ１２６およ
び１３６は、（図１に示されたように）異なるＳ－ＣＳＣＦである、または（図１に示さ
れていない）同じＳ－ＣＳＣＦでありうる－例えば、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０およびＨ－ＰＬ
ＭＮ１３２が同じＰＬＭＮである場合である。
【００２４】
　[0036]動作上の態様では、（Ｖ－ＰＬＭＮ１０４に関連する）ＵＥペア１０２、１０３
は、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０、１３２を通じてＩＭＳセッションを確立しうる。ＩＭＳセッシ
ョンは、データトラッフィック１０９およびシグナリングトラッフィック１０７（例えば
、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリング）を含みうる。データトラッフィッ
ク１０９は、ｅＮＢ１０６、サービングゲートウェイ（ＳＷＧ）１１６、ＰＤＮゲートウ
ェイ（ＰＤＧ）１１８、ＰＤＮゲートウェイ１１８とＰＤＮゲートウェイ１１９との間の
あるＩＰ接続（例えば、図１に示されていないルータ）、ＰＤＮゲートウェイ１１９、サ
ービングゲートウェイ１１７、およびｅＮＢ１０８を介してＵＥ１０２とＵＥ１０３との
間でルートされうるシグナリングトラッフィック１０７は、ｅＮＢ１０６、サービングゲ
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ートウェイ１１６、ＰＤＮゲートウェイ（ＰＤＧ）１１８、Ｐ－ＣＳＣＦ１２４、Ｓ－Ｃ
ＳＣＦ１２６、Ｉ－ＣＳＣＦ１２８、Ｓ－ＣＳＣＦ１３６、Ｐ－ＣＳＣＦ１２５、ＰＤＮ
ゲートウェイ１１９、サービングゲートウェイ１１７、およびｅＮＢ１０８を介してＵＥ
１０２とＵＥ１０３との間でルートされうる。加えて、ＵＥペア１０２、１０３は、Ｄ２
Ｄ通信リンク１０５を確立しうる。続いて、ＵＥペア１０２、１０３は、Ｄ２Ｄ通信リン
ク１０５にデータトラフィック１０９のサポートを移しうる。ＳＩＰシグナリング１０７
は、ネットワークにおいてサポートされ続け（アンカーされ続け）うる。そのような態様
では、ＳＩＰシグナリング１０７帯域幅使用は、相対的に低くなり、シグナリングは、他
のパーティがＳＩＰセッションに参加および／またはＳＩＰセッションを去ることを可能
にするために使用されうる。データトラッフィック１０９およびシグナリングトラフィッ
ク１０７の取り扱いのさらなる記述は、図７を参照して提供される。
【００２５】
　[0037]Ｖ－ＰＬＭＮ１０４および／またはＨ－ＰＬＭＮ１３０、１３２は、Ｄ２Ｄ通信
を調整（例えば、Ｄ２Ｄ通信リンク１０５を確立するのを支援）し、Ｄ２Ｄモードの使用
対ネットワークモードモードを制御し、セキュリティーサポートを提供する、等を行いう
る。本明細書に使用されるように、Ｄ２Ｄモードは、２つまたはそれ以上のＵＥ１０２、
１０３の間の直接通信を指し、ネットワークモードは、ネットワークを介して２つまたは
それ以上のＵＥ１０２、１０３の間の通信を指しうる。ある態様では、２つまたはそれ以
上のＵＥ１０２、１０３は、Ｄ２Ｄモードを自動的に確立する。そのような態様では、Ｄ
２Ｄ通信リンク１０５の最初の発見および確立は、ＵＥ間で直接的に信号を通信する能力
に基づきうる。代替としてまたは、Ｄ２Ｄモードをサポートしないが、Ｄ２Ｄモードが許
可されるネットワークに参加されるＵＥのための別の方法として、ＵＥは、ネットワーク
を介して接続し、可能なＤ２Ｄモードを決定するためにサービングセルおよび位置情報を
交換しうる。一旦、Ｄ２Ｄモードが進行中になるならば、ＵＥの内の１つまたは複数は、
それらの相対的な位置をモニタしうる。３つまたはそれ以上のＵＥのグループは、Ｄ２Ｄ
モードに入り、それにより、グループ内のＵＥのいくつかまたはすべてのペアは、お互い
の間で直接Ｄ２Ｄ通信を維持し、グループ内のいくつかのＵＥは、グループ内の他のＵＥ
間のＤ２Ｄ通信を中継するために中継器として動作しうる。例えば、グループ内でＡと指
定される１つのＵＥは、ＢおよびＣと指定されるグループ内の他の２つのＵＥの各々と直
接通信を維持し、中継器として動作することによってＤ２Ｄ通信を介して間接的にＵＥ 
ＢとＵＥ Ｃが通信することを可能にする。この例示において、ＵＥ Ａは、ＵＥ Ｂから
受信した通信をＵＥ Ｃに中継し、ＵＥ Ｃから受信した通信をＵＥ Ｂに中継しうる。互
いの間でＤ２Ｄ通信を採用するＵＥのグループは、それらの相対的位置をモニタし、ＵＥ
の現在の相対的位置に基づいて任意のＵＥに中継器となる役割を割り当てるおよび再度割
り当てうる。図１に戻って、別の態様では、ネットワークは、Ｄ２Ｄモードに入るために
、２つまたはそれ以上のＵＥ１０２、１０３を支援しうる。そのような態様では、ネット
ワークモードは、利用可能でないおよび／または利用不可能でありうる、－例えば、ネッ
トワークが輻輳される場合、またはネットワークの一部が一時的に作動しないあるいは両
方のＵＥ１０２および１０３に連続的な無線カバレージを提供できない場合である。別の
態様では、ネットワーク（例えば、１つまたは複数のネットワークエンティティ）は、Ｄ
２Ｄモードへのエントリを制御し、Ｄ２Ｄモードとネットワークモードとの間のハンドオ
ーバをサポートしうる。
【００２６】
　[0038]図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２０
０の例示を説明する図である。アクセスネットワーク２００は、図１におけるＶ－ＰＬＭ
Ｎ１０４の一部であり、ｅＮＢｓ１０６および１０８を含みうる。この例示では、アクセ
スネットワーク２００は、多数のセルラー領域（セル）２０２に分割される。１つまたは
複数のより低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数とオー
バーラップするセルラー領域２１０を有しうる。より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、
フェムトセル（例えば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、マイクロセル、または
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リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）でありうる。マクロｅＮＢｓ２０４は、それぞれのセル２
０２に各々割り当てられ、セル２０２中のすべてのＵＥ２０６および２１２のためにＥＰ
Ｃへのアクセスポイントを提供するように構成される。ＵＥ２１２のうちのいくつかは、
デバイスツーデバイス通信でありうる。アクセスネットワーク２００のこの例において集
中制御器が存在しないが、集中制御器が代替の構成において使用されうる。ｅＮＢ２０４
は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュ
リティ、およびサービングゲートウェイ１１６または１１７への接続性を含む、無線関連
のすべての機能を担う。
【００２７】
　[0039]アクセスネットワーク２００によって用いられる変調および複数のアクセススキ
ームは、配置される特定の電気通信標準規格次第で変わり得る。ＬＴＥアプリケーション
では、周波数分割複信（ＦＤＤ）および時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするため
に、ＯＦＤＭがＤＬに使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬに使用される。以下の詳細な説明
から当業者が容易に理解するように、本明細書に提示されるさまざまな概念は、ＬＴＥア
プリケーションによく適している。しかしながら、これらの概念は、その他の変調および
多元接続技術を用いたその他の電気通信規格にまで容易に拡張されうる。例示の目的とし
て、これらの概念は、エボリューションデータ最適化（ＥＶ－ＤＯ）、またはウルトラモ
バイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張されうる。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ
２０００ファミリー規格の一部として、第３世代パートナーシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）によって公表された無線インタフェース規格であり、モバイル局にブロードバン
ドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを用いる。これらの概念はまた、広
帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、およびＴＤ－ＳＣＤＭＡのようなＣＤＭＡの他の変形例
を用いるユニバーサルテレストリアルラジオアクセス（ＵＴＲＡ）、ＴＤＭＡを用いるグ
ローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））、ＯＦＤＭ
Ａを用いるフラッシュＯＦＤＭＡ、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイル
ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１
６（ＷｉＭＡＸ）、およびＩＥＥＥ８０２．２０に拡張されることもできる。ＵＴＲＡ、
Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、３ＧＰＰの組織からの文書において
説明される。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２の組織からの文書において説
明される。用いられる実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、システムに課せ
られる特定アプリケーションおよび全体的な設計制約に依存することになる。
【００２８】
　[0040]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例示を説明する図３００である。フ
レーム（１０ｍｓ）は、１０個の同じサイズのサブフレームに分割されうる。各サブフレ
ーム３０２は、連続した２つの時間スロットを含みうる。リソースグリッドは、２つの時
間スロットを表すために使用され、各時間スロットは、リソースブロック（ＲＢ）３０６
を含む。ＬＴＥでは、リソースグリッドは、複数のリソースエレメントに分割される。さ
らに、ＬＴＥでは、ＲＢ３０６は、周波数領域における１２個の連続するサブキャリアと
、各ＯＦＤＭシンボルのノーマルなサイクリックプリフィクスに対して、時間領域におけ
る７個の連続するＯＦＤＭシンボルとを含み、すなわち、８４個のリソースエレメントを
含む。拡張されたサイクリックプリフィックスに対して、リソースブロックは、時間領域
における連続した６個のＯＦＤＭシンボルを含み、７２個のリソースエレメントを有しう
る。物理ＤＬ制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、およ
び他のチャネルは、リソースエレメントにマップされうる。
【００２９】
　[0041]（例えば、ＬＴＥ環境中のＤ２Ｄ通信、および図１中のＤ２Ｄ通信リンク１０５
に適用可能なような）ＬＴＥダイレクトでは、Ｄ２Ｄ通信リンクのスケジューリングは、
分散されたスケジューリングを通じて実行されうる。態様では、送信要求（ＲＴＳ）／送
信可（ＣＴＳ）ハンドシェイクシグナリングは、Ｄ２Ｄペア中の各デバイスがＤ２Ｄ通信
リンクを通じてデータを通信することを試みる前に実行されうる。ＬＴＥダイレクトでは
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、２４個のＲＢがＲＴＳ／ＣＴＳシグナリングのために利用可能でありうる。さらに、Ｌ
ＴＥダイレクトでは、各Ｄ２Ｄ通信リンクのために、ＲＢがＲＴＳブロック３０８として
割り当てられ、別のＲＢがＣＴＳブロック３１０として割り当てられうる。換言すれば、
各Ｄ２Ｄ通信リンクは、ＲＴＳ／ＣＴＳシグナリングのためにＲＢペアを使用しうる。本
明細書に使用されるように、ＲＢペアは、接続識別子（ＣＩＤ）３１２と称されうる。
【００３０】
　[0042]図４は、ＬＴＥ中のアップリンク（ＵＬ）フレーム構造の例示を説明する図４０
０である。ＵＬのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクシ
ョンとに分割されうる。制御セクションは、システム帯域幅の両端に形成され、設定可能
なサイズを有しうる。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報の送信のために
ＵＥに割り当てられうる。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリ
ソースブロックを含みうる。ＵＬフレーム構造は、連続したサブキャリアを含むデータセ
クションに帰着し、それは、単一ＵＥにデータセクション中のすべての連続したサブキャ
リアを割り当てることをできるようにする。
【００３１】
　[0043]ＵＥは、制御情報をｅＮＢに送信するために、制御セクション中のリソースブロ
ック４１０ａ、４１０ｂを割り当てられうる。ＵＥはまた、ｅＮＢにデータを送信するた
めに、データセクション中のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂを割り当てられうる。
ＵＥは、制御セクションにおいて割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）で、制御情報を送信することができる。このＵＥは、データセクショ
ンにおいて割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で
、データのみ、またはデータと制御情報との両方を送信しうる。ＵＬ送信は、サブフレー
ムの両スロットにおよび、周波数にわたってホッピングしうる。
【００３２】
　[0044]リソースブロックのセットは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）４
３０における初期システムアクセスを実行し、ＵＬ同期を達成するために使用されうる。
ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、任意のＵＬデータ／シグナリングを
搬送しえない。態様では、ＲＡＣＨシーケンスは、アイドルモードの間、ＵＥからのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報の通信のために予約されうる。各ランダムアクセスプリアンブルは、連
続する６個のリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数は、ネットワー
クによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある特定の
時間および周波数リソースに限られる。ＰＲＡＣＨのための周波数ホッピングはない。Ｐ
ＲＡＣＨ試みは、単一のサブフレーム（１ｍｓ）または少数の連続したサブフレームのシ
ーケンスにおいて搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試み
のみを行いうる。
【００３３】
　[0045]図５は、ＮＢ５０４、ＳＷＧ５２６、およびＰＤＧ５３０（例えば、図１のデー
タパス１０９）を介してＵＥ５０２とＵＥ５３２との間の無線通信をサポートするＬＴＥ
におけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例
示を説明する図である。さらに、図１に描写されるように、シグナリングは、（示してい
ないが）ＵＥ５３２をサポートするｅＮＢ、ＳＷＧ、およびＰＤＧの間で生じうる。ＵＥ
５０２は、図１のＵＥ１０２に対応し、ＵＥ５３２は、ＵＥ１０３に対応しうる。ｅＮＢ
５０４は、図１のｅＮＢ１０６に対応しうる。ＳＷＧ５２６は、図１のＳＷＧ１１６に対
応しうる。ＰＤＧ５３０は、図１のＰＤＧ１１８に対応しうる。さらにエンティティは、
例えば、ｅＮＢが図１のｅＮＢ１０８に対応し、ＳＷＧが図１のＳＷＧ１１７に対応し、
ＰＤＧが図１の１１９に対応するような、ＰＤＧ５３０とＵＥ５３２との間のユーザプレ
ーンシグナリングを伝達する、図５に提示されていないものでありうる。
【００３４】
　[0046]ＵＥ５０２およびｅＮＢ５０４のための無線プロトコルアーキテクチャは、３つ
のレイヤ：レイヤ１、レイヤ２、レイヤ３で示される。データ／シグナリングの通信は、



(15) JP 2015-523003 A 2015.8.6

10

20

30

40

50

３つのレイヤにわたってＵＥ５０２とｅＮＢ５０４との間で生じうる。レイヤ１ ５０６
（Ｌ１レイヤ）は、最下位レイヤであり、様々な物理リングレイヤ処理機能を実装する。
Ｌ１レイヤはさらに、物理レイヤ５０６と称される。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）は、物理レ
イヤ５０６より上位にあり、物理レイヤ５０６上のＵＥ５０２とｅＮＢ５０４との間の通
信を担う。
【００３５】
　[0047]ＵＥ５０２に関連したユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤは、ネットワーク側のｅ
ＮＢで終端する、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ５１０、無線リンク制御（
ＲＬＣ）サブレイヤ５１２、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣ
Ｐ）サブレイヤ５１４を含む。ＵＥ５０２は、レイヤ３に対応し、ネットワーク側のＰＤ
Ｇ５３０で終端するネットワークレイヤ（例えばＩＰレイヤ）を含むＬ２レイヤ５０８よ
り上位のいくつかのレイヤ、および接続の他端（例えば、遠端のＵＥ５３２、サーバ、等
）で終端するアプリケーションレイヤを有する。
【００３６】
　[0048]ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化
を提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減するた
めに上位レイヤのデータパケットのためのヘッダ圧縮を提供し、データパケットを暗号化
することによってセキュリティを提供し、ｅＮＢ間のＵＥのためのハンドオーバサポート
を提供する。ＲＬＣサブレイヤ５１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーショ
ンおよびリアセンブリと、損失データパケットの再送と、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ
ＡＲＱ）による、順序が乱れた受信を補償するためのデータパケットの再配列とを提供す
る。ＭＡＣサブレイヤ５１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化
を提供する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、ＵＥ間での１つのセルにおけるさまざまな
無線リソース（たとえば、リソースブロック）割り当てを担う。ＭＡＣサブレイヤ５１０
はさらに、ＵＡＲＱ動作を担う。動作上の態様では、ＵＥ５０２からのユーザプレーンシ
グナリング（例えば、ＭＡＣ５１０レイヤシグナリング、ＲＬＣ５１２レイヤシグナリン
グ、およびＰＤＣＰ５１４レイヤシグナリング）は、いくつかのレイヤ２（Ｌ２）プロト
コル５０８、ユーザデータグラムプロトコル／ＩＰ（ＵＤＰ／ＩＰ）５２２、およびジェ
ネラル無線サービス（ＧＰＲＳ）トンネリングプロトコルのような他のプロトコルレイヤ
を使用してネットワークを横断して伝達されうる－図１に示されるようなユーザプレーン
（ＧＴＰ－Ｕ）５２４。
【００３７】
　[0049]図５は、ＵＥ５０２とＵＥ５３２との間（例えば、図１のデータパス１０５）の
直接無線通信をサポートするために、ＬＴＥにおけるユーザプレーンのための例示の無線
プロトコルアーキテクチャ５０３をさらに説明する。態様では、ＵＥに関連する各レイヤ
（例えば、５２０、５１８、５１４、５１２、５１０、および５０６）は、ＵＥ５３２に
関連する、対応するレイヤと直接的に通信し、無線プロトコルアーキテクチャ５０１のた
めに記述されるような、ネットワークモードにおけるＵＥとｅＮＢとの間の通信に使用さ
れるのと同じレイヤでありうる。
【００３８】
　[0050]制御プレーンでは、ＵＥとｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは、制
御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないということを例外として、物理レイヤ５０６お
よびＬ２レイヤに対して実質的に同じである。制御プレーンはさらに、レイヤ３（Ｌ３レ
イヤ）における無線リソース制御（ＲＲＣ）を含む。ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リ
ソース（つまり無線ベアラ）を取得することと、ｅＮＢ５０４とＵＥ５０２との間のＲＲ
Ｃシグナリングを使用する下位レイヤを構成することとを担う。
【００３９】
　[0051]図６は、ＵＥ６５０と直接または間接的に通信するＰＬＭＮエンティティ（例え
ば、ｅＮＢ、ＭＭＥ，ＰＤＧ，ＣＳＣＦ、等）のブロック図である。ＵＥ６５０は、図１
におけるＵＥ１０２または１０３であり、ＰＬＭＮエンティティ６１０は、図１における
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Ｖ－ＰＬＭＮ１０４、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０、Ｈ－ＰＬＭＮ１３２の一部として示される任
意のエンティティでありうる。ダウンリンク（ＤＬ）方向において、コアネットワークか
らの上位レイヤパケットは、制御器／プロセッサ６７５に提供される。制御器／プロセッ
サ６７５は、Ｌ２レイヤの機能性を実装する。ＤＬでは、制御器／プロセッサ６７５は、
ヘッダ圧縮、暗号化、パケットセグメンテーション、および再配列、論理チャネルとトラ
ンスポートチャネルとの間の多重化、さまざまな優先順位メトリックに基づいたＵＥ６５
０に対する無線リソースの割り当てを提供する。制御器／プロセッサ６７５はまた、ＨＡ
ＲＱ演算、損失パケットの再送信、ＵＥ６５０へのシグナリングを担う。
【００４０】
　[0052] 送信（ＴＸ）プロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（つまり、物理レイヤ）のため
のさまざまな信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ６５０での前方誤り訂正（
ＦＥＣ：forward error correction）を容易にするコード化およびインターリーブするこ
とと、さまざまな変調スキーム（たとえば、２位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変
調（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に
基づいて信号コンステレーションにマッピングすることとを含む。その後、コード化され
変調されたシンボルは、並列ストリームに分けられる。その後、各ストリームは、時間領
域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、ＯＦＤＭサブ
キャリアにマッピングされ、時間領域および／または周波数領域において基準信号（たと
えば、パイロット）とともに多重化され、次に逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用し
てともに組み合される。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために
空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値は、コー
ディングおよび変調スキームを決定するために使用されるほかに空間処理のためにも使用
されうる。チャネル推定値は、ＵＥ６５０によって送信された基準信号および／またはチ
ャネル条件フィードバックから導出されうる。その後、各空間ストリームは、個別の送信
機６１８ＴＸを介して異なるアンテナ６２０に提供される。各送信機６１８ＴＸは、送信
のためにそれぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する。
【００４１】
　[0053]ＵＥ６５０で、それぞれの受信機６５４ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ６５２
を通じて信号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を提供する。ＲＸプロセッサ６５６は、Ｌ１
レイヤのさまざまな信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ６５６は、ＵＥ６５０に向
かうことになっている任意の空間ストリームを復元するために、情報に対し空間処理を実
行する。複数の空間ストリームがＵＥ６５０に向けられている場合、それらは、ＲＸプロ
セッサ６５６によって単一ＯＦＤＭシンボルストリームに組み合されうる。その後、ＲＸ
プロセッサ６５６は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して、ＯＦＤＭシンボルストリ
ームを時間領域から周波数領域へと変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号の各サブ
キャリアのための個別のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシン
ボル、および基準信号は、ＰＬＭＮエンティティ６１０によって送信された最も確からし
い信号コンステレーションポイントを決定することによって、復元および復調される。こ
れらの軟判定は、チャネル推定器６５８によって計算されたチャネル推定値に基づきうる
。その後、軟判定は、物理チャネル上でＰＬＭＮ６１０により最初に送信されたデータお
よび制御信号を復元するために、復号およびデインターリーブされる。その後、データお
よび制御信号は、制御器／プロセッサ６５９に提供される。
【００４２】
　[0054]制御器／プロセッサ６５９は、Ｌ２レイヤを実装しうる。制御器／プロセッサは
、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ６６０に関連付けられることができる
。メモリ６６０は、コンピュータ可読媒体と称されうる。ＵＬでは、制御器／プロセッサ
６５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポー
トチャネルと論理チャネルとの間のデマルチプレクシング、パケットのリアセンブリ、暗
号解読、ヘッダ解凍、制御信号処理を提供する。その後、上位レイヤパケットは、データ
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シンク６６２に提供される。そしてそれは、Ｌ２レイヤより上位のすべてのプロトコルレ
イヤを表す。さまざまな制御信号はまた、Ｌ３処理のためにデータシンク６６２に提供さ
れうる。制御器／プロセッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ演算をサポートするために、肯定応
答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担う
。
【００４３】
　[0055]ＵＬ方向では、データソース６５０におけるデータソース６６７は、上位レイヤ
パケットを制御器／プロセッサ６５９に提供するために使用される。データソース６６７
は、Ｌ２レイヤより上位のすべてのプロトコルレイヤを表わす。ｅＮＢ６１０によるＤＬ
送信に関連して説明された機能と同様に、制御器／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮、暗
号化、パケットセグメンテーションならびに再配列、およびＰＬＭＮエンティティ６１０
による無線リソース割り当てに基づいて論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の
多重化を提供することにより、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのＬ２レイヤを
実装する。さらに、制御器／プロセッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ演算、損失パケット再送
信、ＵＥ６１０へのシグナリングを担う。
【００４４】
　[0056]ＰＬＭＮエンティティ６１０によって送信される基準信号もしくはフィードバッ
クからチャネル推定機６５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディング
および変調スキームを選択するために、ならびに空間処理を容易にするために、ＴＸプロ
セッサ６６８によって使用されうる。ＴＸプロセッサ６６８によって生成される空間スト
リームは、別個の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に提供される。各送信
機６５４ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調す
る。
【００４５】
　[0057]ＵＬ送信は、ＵＥ６５０での受信機機能に関連して説明されたものと類似の方式
でｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ６
２０を通じて信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報
を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を提供する。ＲＸプロセッサ６７０は、Ｌ１レイ
ヤを実装する。
【００４６】
　[0058]制御器／プロセッサ６７５は、Ｌ２レイヤを実装する。制御器／プロセッサ６７
５は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ６７６に関連付けられることがで
きる。メモリ６７６は、コンピュータ可読媒体と称されうる。ＵＬでは、制御器／プロセ
ッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポート
チャネルと論理チャネルとの間のデマルチプレクシング、パケットのリアセンブリ、暗号
解読、ヘッダ解凍、制御信号処理を提供する。制御器／プロセッサ６７５からの上位レイ
ヤパケットは、コアネットワークに提供されうる。制御器／プロセッサ６７５はまた、Ｈ
ＡＲＱ演算をサポートするために、ＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用して
誤り検出を担う。
【００４７】
　[0059]図７は、Ｄ２Ｄ通信およびＩＭＳサービスをサポートするアクセスネットワーク
７００の図である。アクセスネットワーク７００は、１つのＰＬＭＮまたはいくつかのＰ
ＬＭＮを備える、または一部であり、図１のＶ－ＰＬＭＮ１０４、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０、
およびＨ－ＰＬＭＮ１３２の組み合わせに対応しうる。アクセスネットワーク７００は、
Ｄ２Ｄ通信リンク７０８にわたってＤ２Ｄ通信をサポートするように操作可能な複数のワ
イヤレスデバイス７０４、７０６にワイヤレスサービスを提供しうる。ワイヤレスデバイ
ス７０４および７０６は、図１のＵＥ１０２および１０３に対応しうる。態様では、Ｄ２
Ｄ通信は、ポイントツーポイントまたはマルチポイントでありうる（例えば、１つのデバ
イスから他のデバイスにブロードキャストする）。アクセスネットワーク７００は、ワイ
ヤレスデバイス７０４、７０６のためのサポートを提供する１つまたは複数のｅＮＢ７０
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２、７１２（例えば、図１のｅＮＢ１０６および１０８）を含みうる。アクセスネットワ
ーク７００はさらに、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）７１４、７３０（例えば、図１
のサービングゲートウェイ１１６および１１７）、ＰＤＧ７１６、７２８（例えば、図１
のＰＤＮゲートウェイ１１８および１１９）、Ｐ－ＣＳＣＦ７１８、７２６（例えば、図
１の、Ｐ－ＣＳＣＦ１２４および１２５）、Ｓ－ＣＳＣＦ ７２０、７２４（例えば、図
１のＳ－ＣＳＣＦ１２６および１３６）、Ｉ－ＣＳＣＦ７２２（例えば、図１のＩ－ＣＳ
ＣＦ１２８）を含みうる。
【００４８】
　[0060]運用上の態様では、ＵＥ７０４および７０６は、ネットワークを通じてＩＭＳセ
ッションを確立しうる。ＩＭＳセッションは、データ（例えば、メディアコンテンツ）お
よびシグナリング（例えばＳＩＰシグナリング）を含みうる。Ｄ２Ｄ通信リンク７０８（
例えば図１のＤ２Ｄリンク１０５）にわたるＤ２Ｄ通信の使用は、ネットワークロードを
軽減しうる。サービングセルＩＤに加えてワイヤレスデバイスロケーションは、Ｄ２Ｄ通
信リンク７０８がいつ確立されかを決定するために使用されうる。互いのしきい値距離内
にあるワイヤレスデバイス７０４および７０６は、Ｄ２Ｄ通信を使用しうる。さらに、ワ
イヤレスデバイス７０４、７０６が互いのしきい値距離より離れている場合、ネットワー
クベースの通信パス７１０（例えば、図１のデータトラフィックパス１０９および／また
はネットワークパス１０７に対応する）が使用されうる。態様では、Ｄ２Ｄ通信にスイッ
チングするためのまたはＤ２Ｄ通信からスイッチングするためのしきい値は、異なるしき
い値距離でありうる。ＩＭＳ通信に対して、シグナリングパス７１０がネットワークを介
してサポートされ続け、またメディアパス（例えば、データトラッフィック）は、Ｄ２Ｄ
通信リンク７０８を通じて通信されうる。態様では、ワイヤレスデバイス７０４およびワ
イヤレスデバイス７０６は、異なるネットワークエンティティによってサポートされ、異
なるＨ－ＰＬＭＮを有しうる。そのような態様では、ＳＩＰシグナリング（例えば、シグ
ナリングパス７１０）は、ｅＮＢ（１） ７０２、ＳＧＷ（１） ７１４、ＰＤＧ（１） 
７１６、Ｐ－ＣＳＣＦ（１） ７１８、Ｓ－ＣＳＣＦ（１） ７２０、Ｉ－ＣＳＣＦ（１）
 ７２２、Ｓ－ＣＳＣＦ（２） ７２４、Ｐ－ＣＳＣＦ（２） ７２６、ＰＤＧ（２） ７２
８、ＳＧＷ（２） ７３０およびｅＮＢ（２） ７１２を介してワイヤレスデバイス７０４
からワイヤレスデバイス７０６に通信されうる。別の態様では、ワイヤレスデバイス７０
４および７０６は、同じＨ－ＰＬＭＮによってサポートされうる。そのような態様では、
ワイヤレスデバイス７０４および７０６のＳ－ＣＳＣＦ（１） ７０４およびＳ－ＣＳＣ
Ｆ（２） ７２４は、同じＳ－ＣＳＣＦでありうる。別の態様では、ワイヤレスデバイス
７０４および７０６は、共通のＶ－ＰＬＭＮに配置されうる。そのような態様では、Ｐ－
ＣＳＣＦ（１） ７１８およびＰ－ＣＳＣＦ（２） ７２６は、同じＰ－ＣＳＣＦでありう
るまたは異なるＰ－ＣＳＣＦでありうる。ネットワークパス７１０を通じてシグナリング
（例えば、ＳＩＰシグナリング）サポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リンク７０８を使用
してＩＭＳセッションデータトラフィックについてのサポートのさらなる議論は、図８－
１１を参照して提供される。
【００４９】
　[0061]図８および１１は、提示される主題のさまざまな態様に従うさまざまな方法を説
明する。説明の簡単な目的のために、方法は一連の動作または連続したステップとして示
され、説明されるが、方法は、いくつかの動作が本明細書に示され、説明されるのと異な
る順序および／または他の動作と同時に起こる時に、請求される主題が、動作の順序によ
って限定されないということを理解および認識すべきである。例えば、当業者は、方法が
状態図のような一連の相関状態またはイベントとして代替として表現されることができる
ということを理解し、認識するだろう。さらに、すべての説明された動作が、請求される
主題に従って、方法を実現するために要求されうることはない。加えて、以下に開示され
、本明細書全体にわたる方法は、そのような方法をコンピュータにトランスポートおよび
転送することを容易にするために、製造品上に記憶されることが可能であることがさらに
認識されるべきである。本明細書において使用される製造品という用語は、任意のコンピ
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ュータ可読デバイス、キャリア、あるいは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラ
ムを包含するよう意図される。
【００５０】
　[0062]図８は、ワイヤレス通信の第１の方法のフローチャート８００である。方法は、
ＵＥ、ｅＮｏｄｅＢ、ＭＭＥ、等、またはこれらの任意の組み合わせによって実行されう
る。
【００５１】
　[0063]ブロック８０２では、ＩＭＳセッションは、同じＶ－ＰＬＭＮ（例えば、図１の
Ｖ－ＰＬＭＮ１０４）によってサービスされる２つまたはそれ以上のＵＥの間で確立され
うる。態様では、データトラッフィックは、ＬＴＥベースのネットワーク（例えば、ｅＮ
Ｂｓ、ＳＷＧ、ＰＤＧＳ）を通じてサポートされうる例示として、データトラッフィック
は、図１に関連して記述されたデータトラフィックフロー１０９によってサポートされ、
シグナリングトラフィックは、図１に関連して記述されたシグナリングトラフィックフロ
ー１０７および図７に関連して記述されたネットワークベースの通信パス７１０によって
サポートされる。さらに、ＩＭＳセッションのためのシグナリングトラフィックをサポー
トする各Ｐ－ＣＳＣＦ（例えば、図７のＰ－ＣＳＣＦ７１８、７２６および図１のＰ－Ｃ
ＳＣＦ１２４、１２５）は、ローカルＵＥ（例えば、図１のＵＥ１０２と１０３、および
図７のＵＥ７０４と７０６）のためのサービングセル情報を取得しうる。そのようなもの
として、各Ｐ－ＣＳＣＦは、ＩＭＳ呼確立に続いてそのローカルＵＥのためのサービング
セル情報を最小限度に有しうる。態様では、Ｐ－ＣＳＣＦは、（例えば、ＩＭＳセッショ
ンを確立するために使用されるＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥおよび「ＳＩＰ ２００ ＯＫ」を使
用して）サービングセルＩＤを交換しうる。別の態様では、サービングセルＩＤが交換さ
れない場合には、限定されないがＳＩＰ呼－ＩＤヘッダ、ＵＥのパブリックＳＩＰ ＵＲ
Ｉのような、Ｐ－ＣＳＣＦは、各ＵＥのためのサービングセルＩＤとＩＭＳ呼のためのユ
ニーク共通情報とを、（限定されないが）を持つポリシーおよび課金ルール設定機能（Ｐ
ＣＲＦ：policy and charging rule function）のような中央エンティティに提供するこ
とができる。そのような態様では、ＰＣＲＦは、共通情報を介してサービングセルを関連
付け、互いに近くにいる異なるサービングセルを使用するか同じサービングセルを使用す
るかによってＵＥが互いに近くにいるかどうかを決定しうる。別の態様では、サービング
ＭＭＥは、Ｄ２Ｄ通信をサポートする各ＵＥの能力とともにＰＣＲＦを提供しうる。
【００５２】
　[0064]ブロック８０４では、ＵＥは、ＩＭＳセッションのためのすべてのデータおよび
シグナリングがネットワークにわたって搬送されるネットワークモード（例えば、図１の
Ｖ－ＰＬＭＮ１０４、Ｈ－ＰＬＭＮ１３０および１３２）で動作しうる。態様では、ＵＥ
は、（例えば、定義された送信電力でパイロット信号を）周期的にブロードキャストする
および／または他のＵＥからのブロードキャストに対してリッスンしうる。態様では、各
ＵＥは、ネットワーク（例えば、ｅＮＢ）時間と同期される方法で、他のＵＥに周期的に
ブロードキャストしうる。さらに、ネットワークモード動作の間、各ＵＥは、そのサービ
ングｅＮＢに、他のＵＥブロードキャストに対してリッスンすることから取得された測定
値を通信しうる。態様では、測定値は、信号強度、信号品質、等を含みうる。別の態様で
は、ＵＥは、お互いの相対的な距離を決定し、それらのサービングｅＮＢにＵＥ距離情報
をレポートしうる。その後、ｅＮＢは、各ＵＥからの、Ｄ２Ｄ ＬＴＥブロードキャスト
上でＵＥ情報を提供しうる。別の態様では、ＰＣＲＦは、Ｄ２Ｄ通信をサポートするため
に、サービングセルＩＤおよび相互のＵＥ能力に少なくとも部分的に基づいて各ＵＥ中の
Ｄ２Ｄブロードキャスト／リスニングを呼び出しうる。そのような態様では、呼び出しは
、データパス通信のためのＥＰＳベアラをアクティブにするために使用されるメッセージ
中に含まれうる。そのようなメッセージは、ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＷＧ、ＰＤＧ、およびＰ
ＣＲＦを介してＵＥに送られうる。別の態様では、ＰＣＲＦは、ＵＥに対するＩＭＳセッ
ションのためのベアラに関連した共通セッションＩＤを各ＭＭＥに提供しうる。さらに、
そのような態様では、ｅＮＢは、ＵＥへの通信とともに呼び出し情報を含みうる。
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【００５３】
　[0065]ブロック８０６で、ＩＭＳセッションの一部は、ネットワークモードからＤ２Ｄ
モードに移され（ハンドオーバされ）うる。態様では、ネットワーク（例えば、サービン
グｅＮＢ）は、限定されないが、ＵＥ－ＵＥ距離、別のＵＥによって受信されるような１
つのＵＥによる信号ブロードキャストの強度および品質のような、ＵＥ－ＵＥ測定値に基
づいてＤ２ＤモードでＵＥが動作できることを決定しうる。別の態様では、Ｄ２Ｄモード
サポートに移されるＩＭＳセッションの一部は、データトラフィックをサポートしうる。
追加として、データトラッフィックのためのＬＴＥベアラは、デアクティベートされ、ネ
ットワークデータトラフィックに関連したセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）情報は、
データトラフィックがネットワークにわたってもはや搬送されないことを示すためにＳＩ
Ｐシグナリングを使用してアップデートされうる。Ｄ２Ｄモードサポートにデータトラフ
ィックをハンドオーバすることは、図９のコールフロー図を参照してさらに議論される。
【００５４】
　[0066]ブロック８０８では、ＵＥは、Ｄ２Ｄモードで動作しうる。態様では、ＩＭＳセ
ッションに関連したデータトラッフィックは、図１に関連して記述されたＤ２Ｄ通信リン
ク１０５のようなＤ２Ｄ通信リンクにわたってサポートされ、またシグナリングトラフィ
ックは、例えば、図１で記述されるシグナリングトラフィックリンク１０７を使用し続け
ることによって、ネットワークモードにおいてサポートされ続けうる。態様では、ＵＥは
、他のＵＥからの信号強度および品質、近隣ｅＮＢからの信号強度および品質、ＵＥ－Ｕ
Ｅ距離、等をモニタしうる。態様では、ＵＥは、制御するＵＥとして指定され、他のＵＥ
は、制御するＵＥにそれらの信号測定値を通信しうる。別の態様では、各ＵＥは、制御能
力を有し、その後、各ＵＥは、他のＵＥにその測定値を送りうる。別の態様では、ＵＥは
、Ｄ２Ｄモードの間、ベアラの修正（例えば、任意のネットワークエンティティとインタ
ラクトせずにベアラの追加または削除）を交渉する。
【００５５】
　[0067]オプションの態様では、ブロック８１０で、ＵＥは、元のネットワークにデータ
トラフィックのサポートを移しうる。これは、１つまたは複数のＵＥが、ＵＥ間の距離の
増加に基づいて、および／またはＤ２Ｄ通信がもはや適切にサポートを提供できない他の
ＵＥから受信した低減された信号強度および品質に基づいて決定する場合に生じうる。そ
のような態様では、ＵＥは、そのサービングｅＮＢにハンドオーバ要求を送りうる。ネッ
トワークモードサポートにデータトラッフィックを戻すことは、図１０のコールフロー図
を参照してさらに議論される。
【００５６】
　[0068]ＵＥがブロック８０８のＤ２Ｄモードにおいて動作する間、追加のパーティ（例
えば、固定されたネットワークに接続されるＵＥまたはデバイス）は、各ＵＥと各追加の
パーティとの間の追加のデータフローおよび追加のデータベアラのためのサポートを追加
するために必要とされうる場合に、（例えば、ＵＥのうちの１つの要求で）ＩＭＳセッシ
ョンに追加されうる。そのような追加データベアラおよび追加データフローは、追加のパ
ーティが両方のＵＥに近くない限りネットワークによってサポートされる必要があり、デ
ータ転送が、Ｄ２Ｄモードを使用する追加のパーティと、両方のＵＥとの間で生じる場合
にＤ２Ｄモードをサポートする。同様に、ＩＭＳセッションの一部がすでにある追加のパ
ーティがＩＭＳセッションから離れ、また２つのＵＥは、各ＵＥ間と追加のパーティとの
間の任意のネットワークデータパスが削除される場合にＤ２Ｄモードになる。Ｄ２Ｄモー
ドに入る前に、ネットワークを通じてＩＭＳセッションを有する２つのＵＥは、２つのＵ
ＥがＤ２Ｄモードに入ることが可能である場合にＩＭＳセッションに所属される追加のパ
ーティを有し、ネットワーク接続は、追加のパーティにデータを転送するために各ＵＥに
残されうる。概して、２つまたは複数のＵＥは、お互いにデータ通信をより効率的に転送
するためにＤ２Ｄモードを使用する一方、（ｉ）お互いの間のシグナリング情報を転送す
るためにネットワークモードを使用し、（ｉｉ）Ｄ２Ｄモードの使用を可能にするために
両方のＵＥからあまりに離れているまたはＤ２Ｄモードをサポートしないかのいずれかの
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ＩＭＳセッションに所属される１つまたは複数の他のパーティと各ＵＥとの間のデータ通
信およびシグナリング通信を転送するために、ネットワークモードを使用する。したがっ
て、図１、７、および８は、ＩＭＳセッション上で２つのＵＥを除いて追加のパーティが
いない場合の特殊な場合を例証しうる。２つより多くのパーティがＩＭＳまたはＳＩＰセ
ッション上にあるより一般的な場合では、パーティのペアの間のデータ通信のいくつかは
、Ｄ２Ｄモードを採用するのに対し、２つまたは複数のパーティの間の他のデータ通信お
よびすべてのシグナリング通信がネットワークモードを採用し、１つまたは複数のネット
ワークを通じてルート付けされる。
【００５７】
　[0069]図９は、アクセスネットワーク内のエンティティの中での通信を説明するコール
フロー図である。図９は、図８のブロック８０６に対応しうる。態様では、アクセスネッ
トワーク９００は、複数のＵＥ（例えば、（例えば、ＵＥ（１） ９０２、ＵＥ（２） ９
１４）、１つまたは複数のｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ（１） ９０４、ｅＮＢ（２） ９１２
）、１つまたは複数のＭＭＥ（例えば、ＭＭＥ（１） ９０６、ＭＭＥ（２） ９１０）、
およびＰＣＲＦ９０８を含みうる。態様では、アクセスネットワーク９００は、少なくと
もＩＭＳセッション（例えば、データトラッフィック）の少なくとも一部のサポートに、
ネットワークモードからＤ２Ｄモードに移らせることを許可しうる。ＵＥ９０２と９１４
は、図１のＵＥ１０２と１０３、および図７のＵＥ７０４と７０６に対応しうる。ｅＮＢ
９０４と９１２は、図１のｅＮＢ１０６と１０８、図７の、ｅＮＢ７０２と７１２に対応
しうる。ＭＭＥ９０６と９１０は、図１のＭＭＥ１１２と１１４に対応しうる。アクセス
ネットワーク９００は、図１および７のＰＤＧ、ＳＷＧ、Ｐ－ＣＳＣＦ、Ｓ－ＣＳＣＦに
対応しうるＰＤＧ、ＳＷＧ、Ｐ－ＣＳＣＦ、Ｓ－ＣＳＣＦのような図９に示されない他の
エンティティをさらに含みうる。
【００５８】
　[0070]動作９１６で、Ｄ２Ｄモードを開始する決定が行われうる。態様では、決定は、
ＵＥ、ｅＮＢ、ＭＭＥ、等によって、ＵＥ（１） ９０２とＵＥ（２） ９１４との間のＵ
Ｅ－ＵＥ距離、ＵＥ９０２またはＵＥ９１４によって送信された信号の強度、ＵＥ９１４
または９０２によって受信した信号の強度、ＵＥ９０２またはＵＥ９１４によって送信さ
れた信号の品質、およびＵＥ９１４または９０２によって受信した信号の品質のうちの少
なくとも一部に基づいて行われる。例えば、サービングｅＮＢ（例えばｅＮＢ（１） ９
０４）は、ＵＥ（例えばＵＥ（１）９０２、ＵＥ（２）９１４）が受信したＵＥ Ｄ２Ｄ
測定値に基づいてＤ２Ｄモードで動作することができることを決定しうる。
【００５９】
　[0071]サービングｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ（１） ９０４、ｅＮＢ（２） ９１２）およ
びＭＭＥ（例えば、ＭＭＥ（１） ９０６、ＭＭＥ（２） ９１０）は、ＩＭＳセッション
のデータパスをＤ２Ｄモードサポートにハンドオーバし、切替えることに同意しうる。態
様では、同意は、動作９１８ａ、９１８ｂ、および９１８ｃでＤ２Ｄモード要求メッセー
ジと、動作９２０ａ、９２０ｂ、および９２０ｃでＤ２Ｄモード受理メッセージとの使用
を通じて取得されうる。態様では、ｅＮＢとＭＭＥの間の通信は、限定ではないが、各Ｕ
ＥのためのＤ２Ｄ ＲＦチャネル情報、セッション識別子、等のような情報を含みうる。
動作９１８ａ、９１８ｂ、９１８ｃにおける要求メッセージは、（例えば、ｅＮＢ９０４
によって割り当てられたチャネル情報を備える）ＵＥ９０２に適用可能なＤ２Ｄ ＲＦチ
ャネル情報を伝達しうる一方で、動作９２０ａ、９２０ｂ、９２０ｃの受理メッセージは
、（例えば、ｅＮＢ９１２によって割り当てられたチャネル情報を備える）ＵＥ９１４に
適用可能なＤ２Ｄ ＲＦチャネル情報を伝達しうる。ｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ（１） ９０
４、ｅＮＢ（２） ９１２）が、その後、動作９２２ａおよび９２２ｂにおいて両方のＵ
Ｅ（例えば、ＵＥ（１） ９０２、ＵＥ（２）　９１４）に送られるＤ２Ｄ ＲＦ特性につ
いて同意することを可能にしうる。
【００６０】
　[0072]動作９２４で、ＭＭＥ（例えば、ＭＭＥ９０６）の少なくとも１つは、ＵＥ９０
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２とＵＥ９１４との間のＩＭＳセッションからのデータトラッフィックがＤ２Ｄモードを
通じてサポートされることをＰＣＲＦ９０８に示しうる。そのような態様では、ＭＭＥは
、ＩＭＳセッションに関連したセッション識別子を提供しうる。別の態様中では、（例え
ば、新しいｅＮＢへＵＥのハンドオーバによって）ＵＥ９０２および９１４のうちの１つ
のためのＭＭＥが新しいＭＭＥに変更する場合、他のＵＥのためのＭＭＥは、セッション
ＩＤとともにＰＣＲＦに要求を送ることができ、ＰＣＲＦは、新しいＭＭＥの位置を決定
することができる。別の態様では、ＭＭＥは、ＭＭＥの変更について更新された情報を維
持するためにお互いに直接的に通信しうる。このような直接ＭＭＥを更新すること、また
は新しいＭＭＥの位置を決定するＰＲＣＦの使用は、ＭＭＥが信頼できる方法で行われる
ために動作９１８ｂおよび９２０ｂにおいてＭＭＥ通信を可能にする必要がありうる。
【００６１】
　[0073]動作９２６で、ＵＥ（１） ９０２は、任意のネットワークメディアパス（例え
ば、データトラフィックをサポートするネットワーク）を削除するために、ネットワーク
シグナリングパス（図９に示されていないが、図１のシグナリング通信パス１０７によっ
て例示される）を介してＵＥ（２） ９１４にＳＩＰ再招待を送りうる。その後、動作９
２８で、ＵＥ（１） ９０２およびＵＥ（２） ９１４は、ネットワークベアラを使用する
のを中止し、Ｄ２Ｄモードにそれらのデータトラフィックを切替えうる。態様では、ネッ
トワーク（例えばポリシーおよび課金制御（ＰＣＣ：policy and charging control））
は、ＰＤＧ（１）とＰＤＧ（２）、ＳＷＧ（１）とＳＷＧ（２）、およびｅＮＢ（１）９
０４とｅＮＢ（２）９１２におけるＵＥ（１） ９０２、とＵＥ（２） ９１４にデータト
ラフィックベアラを残す、修正する、またはデアクティベートしうる。この場合、ＰＤＧ
（１）、ＰＤＧ（２）、ＳＷＧ（１）、ＳＷＧ（２）は、それぞれ、図１のＰＤＧ１１８
、ＰＤＧ１１９、ＳＷＧ１１６、ＳＷＧ１１７および／またはそれぞれ、図７のＰＤＧ７
１６、ＰＤＧ７２８、ＳＷＧ７１４、ＳＷＧ７３０に対応しうる。追加として、または代
替として、ＭＭＥ（１） ９０６およびＭＭＥ（２） ９０８は、ＵＥがＤ２Ｄモードであ
る間、ネットワークベアラをどのように処理するかについて（例えば、ＵＥ９０２と９１
４との間のＩＭＳセッションが最初に確立される場合）、ＰＣＲＦ９０８から命令を受信
しうる。
【００６２】
　[0074]図１０は、アクセスネットワーク１０００内のエンティティ間の通信を説明する
別のコールフロー図である。図１０は、図８のブロック８１０に対応しうる。態様では、
アクセスネットワーク１０００は、複数のＵＥ（例えば、ＵＥ（１） １００２、ＵＥ（
２） １０１４）、１つまたは複数のｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ（１） １００４、ｅＮＢ（
２） １０１２）、１つまたは複数のＭＭＥ（例えばＭＭＥ（１） １００６、ＭＭＥ（２
） １０１０）、およびＰＣＲＦ１００８を含みうる。態様では、アクセスネットワーク
１０００は、少なくともＩＭＳセッション（例えば、データトラッフィック）のうちの少
なくとも一部のサポートが、Ｄ２Ｄモードからネットワークモードへ移らせることを可能
にしうる。ＵＥ１００２と１０１４は、図１のＵＥ１０２と１０３、図７のＵＥ７０４と
７０６、および図９のＵＥ９０２と９１４に対応しうる。ｅＮＢｓ１００４と１０１２は
、図１のｅＮＢ１０６と１０８、図７のｅＮＢ７０２と７１２、および図９のｅＮＢ９０
４と９１２に対応しうる。ＭＭＥ１００６と１０１０は、図１のＭＭＥ１１２と１１４、
および図９のＭＭＥ９０６と９１０に対応しうる。アクセスネットワーク１０００は、図
１および図７のＰＤＧ、ＳＷＧ、Ｐ－ＣＳＣＦ、およびＳ－ＣＳＣＦに対応するＰＤＧ、
ＳＷＧ、Ｐ－ＣＳＣＦおよびＳ－ＣＳＣＦのような図１０に示されない他のエンティティ
をさらに含みうる。
【００６３】
　[0075]動作１０１６で、ＵＥ（１） １００２は、Ｄ２Ｄモードからネットワークモー
ドに移ることを開始するサービス要求をトリガしうる。態様では、ＵＥ（１） １００２
は、ＵＥ信号測定値から元のネットワークモードにハンドオーバするように決定しうる。
例えば、ＵＥ１００２は、ＵＥ１００２と１０１４との間の継続的なＤ２Ｄ通信を困難に
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するまたは不可能にするほど、ＵＥ１００２からＵＥ１０１４への距離が十分に増加した
と決定する、またはＵＥ１０１４から受信した信号強度および／または信号品質が十分に
低減したと決定しうる。例示として、Ｄ２Ｄ通信がまだ可能であるが、Ｄ２Ｄモードのた
めにより強い信号を送るため、ＵＥバッテリー使用の増加が効率的になりえない。そのよ
うな態様では、ＵＥ（１） １００２は、（例えば、ＬＴＥ ＥＣＭ＿ＩＤＬＥ状態にいる
場合にＵＥトリガサービス要求を呼び出した後）ｅＮＢ（１） １００４に要求を送る。
態様では、要求は、ＵＥ１００２によって行われるＵＥ－ＵＥ測定値およびｅＮＢを含み
、これらが（例えば、Ｄ２Ｄモードを介して）ＵＥ１０１４によってＵＥ１００２に以前
に転送される場合、ＵＥ１０１４によって行われた測定値をおそらく含みうる。別の態様
では、要求は、ネットワークにおいてセットアップされるデータベアラ上の情報を含みう
る。そのような態様では、ＵＥがＤ２Ｄモードであった間にＵＥ１００２および１００４
によって必要とされるネットワークベースのデータベアラが変更され、したがって、Ｄ２
Ｄモードに入るＵＥより前にＵＥ１００２および１０１４に提供されるネットワークデー
タベアラと異なりうる。
【００６４】
　[0076]サービングｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ（１） １００４、ｅＮＢ（２） １０１２）
、（例えば、ＭＭＥ（１） １００６、ＭＭＥ（２） １０１０）は、新しいベアラをアク
ティベートし、元のネットワークにデータパスを切替えうる。態様では、新しいＥＰＳベ
アラは、動作１０１８ａ、１０１８ｂ、ならびに１０１８ｃでのネットワークモード要求
メッセージおよび動作１０２０ａ、１０２０ｂ、ならびに１０２０ｃでのネットワークモ
ード受理メッセージの使用を通じて取得されうる。態様では、ネットワークモード要求メ
ッセージは、セッション識別子を含みうる。動作１０１８ａ、１０１８ｂ、１０１８ｃに
おける要求メッセージは、例えば、サービス情報の帯域幅および品質を含むことを必要と
されるデータベアラ上の情報を伝達しうる。別の態様では、ＵＥ１０１４がＵＥ　１０１
４とのシグナリングリンクを確立し、かつサービングｅＮＢ（２） １０１２を割り当て
るために、アイドル状態（例えば、ＬＴＥ ＥＣＭ＿ＩＤＬＥ状態）に現在いる場合、Ｍ
ＭＥ（２） １０１０は、動作１０１８ｂにおけるネットワークモード要求メッセージを
受信した後に（図１０に示されていない）ＵＥ（２） １０１４をページングする。ペー
ジングを受信する結果として、ＵＥ（２） １０１４は、シグナリングリンクを確立し、
かつｅＮＢ（２） １０１２を割り当てるために、（図１０に示されていない）ＵＥトリ
ガサービス要求を起動しうる。その後、ＭＭＥ（２） １０１０は、動作１０１８ｃにお
ける割り当てられたｅＮＢ（２） １０１２にネットワークモードサービス要求を送りう
る。
【００６５】
　[0077]動作１０２２ａおよび１０２２ｂで、ｅＮＢｓ１００４および１０１２は、両方
のＵＥにネットワークモードに入ることを伝えるために、ＵＥ１００２および１０１４そ
れぞれにコマンドを送りうる。動作１０２４で、ＭＭＥの少なくとも１つ（例えば、ＭＭ
Ｅ１００６）は、ＩＭＳセッションからのデータトラッフィックがネットワークモードを
通じて今現在サポートされることをＰＣＲＦ１００８に示しうる。
【００６６】
　[0078]動作１０２６で、ＵＥ（１） １００２は、元のネットワークに切替わるために
、メディアパスがネットワークを通じてＵＥの間で確立されることを可能にする割り当て
られたＵＥセッション記述と、メディア（例えば、データトラフィック）についての情報
とともに、ネットワークにおいて既にセットアップされたＩＭＳシグナリングパスを介し
てＳＩＰ再招待をＵＥ（２） １０１４に送りうる。そのような態様では、ＳＩＰ再招待
の使用は、各Ｐ－ＣＳＣＦ（例えば、図１のＰ－ＣＳＣＦ１２４および１２５、または図
７のＰ－ＣＳＣＦ７１８および７２６）が、ＰＣＣを介したベアラアクティベーションま
たは修正を引き起こすことを可能にし、送っているＰ－ＣＳＣＦに関連したＰＤＧにおい
て使用されるメディアＩＰアドレスを他のＰ－ＣＳＣＦに送りうる。その後、動作１０２
８で、ＵＥ（１） １００２およびＵＥ（２） １０１４は、Ｄ２Ｄモードを使用するのを
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止め、例えば、図１に記述したデータ通信パスを使用して、ネットワークモードにそれら
のデータ通信を切替えうる。
【００６７】
　[0079]図１１は、ワイヤレス通信の第２の方法のフローチャート１１００である。方法
は、ＵＥによって実行されうる。
【００６８】
　[0080]ブロック１１０２で、第１のＵＥは、データ（例えば、音声、ビデオ、またはテ
キストメディア）トラッフィックおよびシグナリング（例えば、ＳＩＰ）トラッフィック
がネットワークによって両方ともサポートされるＩＭＳセッションを使用して、第２のＵ
Ｅと通信を実行しうる。本明細書に使用されるように、ネットワークは、ＬＴＥ、ＩＭＳ
、Ｄ２Ｄ、等をサポートするアーキテクチュアル要素を含みうる。態様では、データトラ
ッフィックパスは、（例えば、ｅＮＢ、ＳＷＧ、ＰＤＧを介して）ＬＴＥをサポートし、
シグナリングトラッフィックは、（例えば、ｅＮＢ、ＳＷＧ、Ｐ－ＣＳＣＦ、Ｓ－ＣＳＣ
Ｆを介して）ＩＭＳをサポートしうる。
【００６９】
　[0081]ブロック１１０４で、決定は、第１のＵＥおよび第２のＵＥがＤ２Ｄ通信を可能
にするために十分に近接（close proximity）内にあるかどうかについて行われる。態様
では、ＩＭＳセッション確立後に、各プロキシ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）は
、ローカルＵＥサービング情報に気付いている。さらに、Ｐ－ＣＳＣＦは、それらそれぞ
れのホームネットワークからのサポートとともに（例えば、ＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥおよび
２００ ＯＫメッセージを使用して）サービングセルＩＤを交換しうる。サービングセル
ＩＤが交換されない場合、Ｐ－ＣＳＣＦは、限定ではなく、ＳＩＰ呼ＩＤヘッダ、両方の
ＵＥのパブリックＳＩＰ ＵＲＩ、等のような、呼に関連する情報および各ＵＥのための
サービングセルＩＤをポリシーおよび課金ルール設定機能（ＰＣＲＦ）に提供しうる。そ
のような態様では、その後、ＰＣＲＦは、呼に関連した情報を介して２つのサービングセ
ルＩＤを関連付け、ＵＥが互いに近くにいるかどうか決定しうる。サービングセルＩＤが
交換される場合、どちらのＰ－ＣＳＣＦでも、ＵＥの間の少なくとも相対距離を決定する
ために比較を実行することができる。別の態様では、サービングＭＭＥはさらに、各ＵＥ
がＬＴＥネットワークに属する場合に取得されうるＤ２Ｄをサポートするために各ＵＥの
能力をＰＣＲＦに提供しうる。ネットワークによってサポートされている間、ＰＣＲＦは
、Ｄ２Ｄをサポートするために、相互のＵＥ能力およびサービングセルＩＤに基づいて各
ＵＥにおけるＤ２Ｄブロードキャスト／リスニングを起動することができる。態様では、
起動は、データパスのためのＥＰＳベアラをアクティベートするために使用されるメッセ
ージに含まれうる－これらのメッセージは、各ＵＥのための、ＰＣＲＦからＰＤＧに、Ｐ
ＤＧからＳＷＥＧに、ＳＷＧからＭＭＥに、ＭＭＥからｅＮＢに送られる。ＰＣＲＦはさ
らに、ＵＥに対するＩＭＳセッションのためのベアラに関連した共通のＩＤおよび他のＭ
ＭＥのアイデンティティを各サービングＭＭＥに提供しうる。態様では、ｅＮＢからＵＥ
に、各ＵＥからのＤ２Ｄ ＬＴＥブロードキャスト上の起動および情報を含む、ＲＲＣ再
構成メッセージが送られうる。その後、さらに、各ＵＥは、ネットワーク（例えば、ｅＮ
Ｂ）時間に同期した方法で、他のＵＥに周期的にブロードキャストしうる。各ＵＥは、他
のＵＥのブロードキャストをリッスンし、信号強度および信号品質を測定し、ＵＥ－ＵＥ
距離が測定されうる。その後、ＵＥは、サービングｅＮＢに測定値をレポートしうる。そ
の後、サービングｅＮＢは、受信したＵＥ Ｄ２Ｄ測定値に基づいてＤ２ＤモードでＵＥ
が動作することができることを決定しうる。そのような態様では、ＵＥが互いに第１のし
きい値内にいる場合に、ＵＥは、Ｄ２Ｄモードで通信しうる。
【００７０】
　[0082]ブロック１１０４で、ＵＥによってまたはサービングｅＮＢによって、第１およ
び第２のＵＥが互いに第１のしきい値内にいると決定された場合、その後、ブロック１１
０６で、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信リンクを確立しうる。
【００７１】
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　[0083]ブロック１１０８で、ＵＥは、ネットワークを通じてシグナリングトラッフィッ
クサポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リンクに、ＩＭＳセッションに関連したデータトラ
ッフィックを移しうる。態様では、データパスを切替えるために、サービングｅＮＢ（複
数のサービングｅＮＢ）は、Ｄ２Ｄ ＲＦ特徴について同意し、これを両方のＵＥに送り
うる。その後、さらに、ネットワークベアラは、ＭＭＥ（複数のＭＭＥ）によってデアク
ティベートされうる。
【００７２】
　[0084]ブロック１１１０で、データトラッフィックは、Ｄ２Ｄモードを使用してＵＥの
間で通信され、Ｄ２Ｄ通信リンクに関連した様々な特性が、ＵＥによってモニタされうる
。各ＵＥは、限定されないが、他のＵＥからの信号強度および信号品質、近隣ｅＮＢから
の信号強度および信号品質、ＵＥ－ＵＥ距離、等のような値をモニタし周期的に測定しう
る。態様では、ＵＥは、他のＵＥの信号測定値をそのＵＥに転送する、他のＵＥに対して
制御するＵＥとして指定されうる。追加としてまたは代替として、両方のＵＥは、その後
に他のＵＥに各ＵＥの測定値を送る、各ＵＥに対する制御能力を有しうる。別の態様では
、ＵＥは、Ｄ２Ｄモードにいる間にベアラの修正（例えばベアラの追加または削除）を、
ネットワークにこの情報を提供せずに、交渉しうる。
【００７３】
　[0085]ブロック１１１２で、決定は、第１のＵＥおよび第２のＵＥが互いに第２のしき
い値内にあるかどうか決定するように行われうる。態様では、少なくともＵＥ－ＵＥ距離
は、第２のしきい値と比較されるように使用されうる。第２のしきい値は、距離、信号強
度、信号品質、等であり、それを超えるおよび／またはそれ以下であると、Ｄ２Ｄ通信が
サポートされえない。
【００７４】
　[0086]ブロック１１１２で、決定は、第１および第２のＵＥが互いに第２のしきい値内
であると決定し、その後、処理は、Ｄ２Ｄ通信リンクをモニタし続けるためにブロック１
１１０に戻りうる。
【００７５】
　[0087]対照的に、ブロック１１１２で、決定は、第１および第２のＵＥが互いに第２の
しきい値内にないと決定する場合、その後、データトラフィックは、ブロック１１１４で
、元のネットワークに移されうる。態様では、制御するＵＥ（またはいずれも制御するＵ
Ｅ）は、元のネットワークモードへのハンドオーバが好まれることをＵＥ信号測定値から
決定しうる。その後、ＵＥは、（例えば、ＥＣＭ＿ＩＤＬＥ状態である場合にＵＥトリガ
サービス要求を起動した後）そのサービングｅＮＢに要求を送りうる。態様では、要求は
、ネットワークモードが必要とされ、サポートされることができることを、サービングｅ
ＮＢが確認することを可能にする、最新のｅＮＢおよびＵＥ－ＵＥ測定値を含みうる。別
の態様では、要求は、（ＵＥがＤ２Ｄモードであった間に変更された）セットアップされ
るべきベアラ上の情報を含みうる。その後、サービングｅＮＢ、ＭＭＥ、およびＰＣＲＦ
は、新しいＥＰＳベアラをアクティベートし、元のネットワークにデータパスを切替えう
る。
【００７６】
　[0088]１１０４に戻って、ＵＥがブロック１１０４で十分に近接内にないと決定される
、またはブロック１１１２で近接から出たと決定される場合、その後、ブロック１１１６
で、データトラフィックおよびシグナリングトラフィックの両方がネットワークを通じて
サポートされうる。ブロック１１１６である間に、第１および第２のＵＥのための現在の
サービングセルがＤ２Ｄモードに入るまたは再度入るための条件が生じたと（例えば、Ｍ
ＭＥまたはＰＣＲＦに）暗示する場合、ブロック１１０４は、ある後の時間に再び起動さ
れうる。
【００７７】
　[0089]図１２は、例示的装置１２０２における異なるモジュール／手段／コンポーネン
トの間のデータフローを説明する概念的なデータフローチャート１２００である。装置は
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、ＵＥでありうる。
【００７８】
　[0090]装置１２０２は、第１のＵＥがＤ２Ｄリンクを確立するとともに、第２のＵＥか
ら測定値１２１６を受信する受信モジュール１２０４を含みうる。受信モジュール１２０
４は、ＩＭＳセッション１２１８に関連するｅＮＢ７０２からのシグナリングおよびデー
タをさらに受信しうる。さらに、受信モジュール１２０４は、装置１２０２およびＵＥ　
７０６がＤ２Ｄ通信リンク１２２０を確立したことを示す情報を受信しうる。態様では、
装置１２０２は、Ｄ２Ｄ通信リンク１２２０に関連する１つまたは複数の測定値をモニタ
するＤ２Ｄ通信モジュール１２０８を含みうる。装置１２０２は、データトラフィック１
２２２がＤ２Ｄ通信リンク１２２０を使用してサポートされるかどうかを決定するために
、ｅＮＢ７０２からのＩＭＳセッションシグナリングおよびデータと、第２のＵＥ７０６
からの受信されたＵＥ測定値１２１６とを処理しうる。データトラフィック１２２２がＤ
２Ｄ通信リンク１２２０を使用してサポートされる場合には、ＩＭＳセッションは、ネッ
トワークを通じてシグナリングトラフィック１２２４を維持し、またＤ２Ｄ通信リンクを
通じて通信するためのデータトラフィック１２２２を準備しうる。装置１２０２は、Ｄ２
Ｄ通信リンク１２２０を使用してＵＥに直接的にＩＭＳセッションに関連するデータトラ
フィック１２２２を送信し、ネットワーク（例えば、ｅＮＢ７０２）を通じてＩＭＳセッ
ションに関連するシグナリングトラフィック１２２４を送信する送信モジュール１２１０
をさらに含みうる。
【００７９】
　[0091]装置は、図１１の上述したフローチャートにおけるアルゴリズムのステップの各
々を実行する追加のモジュールを含みうる。このように、図１１のフローチャートにおけ
る各ステップは、モジュールによって実行されうる、また、装置は、これらのモジュール
のうちの１つまたは複数を含みうる。モジュールは、説明された処理／アルゴリズムを実
行するように特に構成され、説明された処理／アルゴリズムを実行するように構成された
プロセッサによって実装され、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に
記憶され、またはそれらのいくつかの組み合わせである、１つまたは複数のハードウェア
コンポーネントでありうる。
【００８０】
　[0092]図１３は、処理システム１３１４を用いる装置１２０２´のためのハードウェア
実装の例を示す図である。処理システム１３１４は、バス１３２４によって一般的に表さ
れたバスアーキテクチャを用いて実装されうる。バス１３２４は、処理システム１３１４
の特定のアプリケーションと全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよ
びブリッジを含むことができる。バス１３２４は、プロセッサ１３０４、モジュール１２
０４、１２０６、１２０８、および１２１０、およびコンピュータ可読媒体１３０６によ
って表された、１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールを含
むさまざまな回路をともにリンクさせる。バス１３２４はまた、タイミングソース、周辺
機器、電圧レギュレータ、電力管理回路といったさまざまな他の回路をリンクさせること
もできるが、これらは、当業者により周知であり、これ以上説明されない。
【００８１】
　[0093]処理システム１３１４は、トランシーバ１３１０に接続されうる。トランシーバ
１３１０は、１つまたは複数のアンテナ１３２０に接続される。トランシーバ１３１０は
、送信媒体を通じてさまざまな他の装置と通信するための手段を提供する。処理システム
１３１４は、コンピュータ可読媒体１３０６に接続されたプロセッサ１３０４を含む。プ
ロセッサ１３０４は、コンピュータ可読媒体１３０６上に記憶されたソフトウェアの実行
を含む一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ１３０４によって実行されると
、処理システム１３１４に、任意の特定の装置に関し前述されたさまざまな機能を実行さ
せる。コンピュータ可読媒体１３０６はまた、ソフトウェアを実行する際にプロセッサ１
３０４によって操作されるデータを記憶するために使用されることもできる。処理システ
ムは、モジュール１２０４、１２０６、１２０８、および１２１０のうちの少なくとも１
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つをさらに含む。モジュールは、プロセッサ１３０４において実行中の、コンピュータ可
読媒体１３０６に常駐し／記憶されたソフトウェアモジュール、プロセッサ１３０４に接
続された１つまたは複数のハードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組み合わせ
であることができる。処理システム１３１４は、ＵＥＢ６５０のコンポーネントであるこ
とができ、メモリ６６０、および／またはＴＸプロセッサ６６８、ＲＸプロセッサ６５６
、および制御器／プロセッサ６５９のうちの少なくとも１つを含みうる。
【００８２】
　[0094]１つの構成では、ワイヤレス通信のための装置１２０２／１２０２´は、第１の
ＵＥが、データトラフィックおよびシグナリングトラフィックがネットワークを通じてサ
ポートされるＩＭＳセッションを使用して第２のＵＥと通信を実行するための手段と、第
２のＵＥが第１のＵＥの第１の近接しきい値内にいると決定するための手段と、第２のＵ
ＥとＤ２Ｄ通信リンクを確立するための手段と、ネットワークを通じてシグナリングトラ
フィックのサポートを維持し、またＤ２Ｄ通信リンクにデータトラフィックのサポートを
転送するための手段とを含む。態様では、第１の近接しきい値は、第１のＵＥと第２のＵ
Ｅとの間の距離であり、その範囲内であれば、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信がサ
ポートされうる。態様では、装置１２０２／１２０２´の決定するための手段は、第２の
ＵＥが第１のＵＥからの第２の近接しきい値より離れていると決定するようにさらに構成
される。態様では、第２の近接しきい値は、第１のＵＥと第２のＵＥとの間の距離であり
、それを超えるとき、Ｄ２Ｄ通信は、サポートされえない。そのような態様では、装置１
２０２／１２０２´の転送するための手段は、ネットワークを通じてサポートされるべき
データトラフィックに構成されうる。そのような態様では、装置１２０２／１２０２´の
確立するための手段は、Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように第１のＵＥと第２のＵＥを促
す、ネットワークからのメッセージを受信するようにさらに構成されうる。態様では、装
置１２０２／１２０２´の決定するための手段は、第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通の
サービングセルを使用すると決定し、第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣サービング等を
使用すると決定するように構成されうる。態様では、装置１２０２／１２０２´の決定す
るための手段は、Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの１つまたは複数を測定すし、１つまたは
複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つがＤ２Ｄ通信しきい値より下である
と決定するように構成されうる。
【００８３】
　[0095]上記手段は、装置１２０２の上述したモジュール、および／または、上記手段に
よって記載された機能を実行するように構成された装置１２０２´の処理システム１３１
４、のうちの１つまたは複数のものでありうる。先に述べたように、処理システム１３１
４は、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６
５９とを含みうる。このように、ある構成において上記手段は、上記手段によって記載さ
れた機能を実行するように構成されたＴＸプロセッサ６６８、ＲＸプロセッサ６５６、制
御器／プロセッサ６５９でありうる。
【００８４】
　[0096]開示された処理におけるステップの特定の順序またが階層は、例示的なアプロー
チの説明であることが理解されるべきである。設計の選好に基づいて、処理におけるステ
ップの順序または階層は再配置されうるということが理解されるべきである。さらに、い
くつかのステップは、組み合されるまたは省略されうる。添付の方法の請求項は、サンプ
ルの順序において、さまざまなステップの要素を提示し、提示された具体的な順序または
階層に限定されるようには意図されない。
【００８５】
　[0097]上述の説明は、本明細書に説明される様々な態様を実践することを当業者に対し
て可能にするように提供される。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らか
になり、本明細書で定義される包括的な本質は他の態様に適用されうる。このように、請
求項は、本明細書に示される態様に限定されるように意図されたものではなく、請求項の
文言と一貫する最大範囲であると認められるべきであり、ここにおいて、単数におけるエ
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レメントの参照は、そのように明確に述べられていない限りは「１つおよび１つのみ」を
意味するのではなく、むしろ「１つまたは複数」を意味するように意図される。そうでな
いとの明確な記載がない限り、「いくつかの」という用語は、１つまたは複数を意味する
。当業者に対して既知である、あるいは後に既知となる本開示において説明された多様な
態様の要素に対する全ての構造的及び機能的な均等物は、参照によって本明細書に明確に
組み込まれ、請求項によって包含されるよう意図される。さらに、本明細書におけるどの
開示も、その開示が特許請求の範囲に明示的に記載されているか否かに関わらず、一般社
会に献呈されることを意図するものではない。請求する要素は、決して、要素が「するた
めの手段」というフレーズを使用して明示的に参照されない限り、ミーンズプラスファン
クションとして解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確
立することと、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を備える、通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥと前
記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号強
度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１つを
備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立することは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの前記第１の近接しきい値内にあると決定することは
、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
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　のうちの少なくとも１つに部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥと前記第２のしきい値より離れていると決定すること
は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの１つを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行するための手段と、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定するための手段
と、
　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確
立するための手段と、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すための手段と
を備える、装置。
【請求項１１】
　前記決定するための手段は、前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値
より離れていると決定するようにさらに構成され、前記移すための手段は、前記ネットワ
ークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すようにさらに構成され
る、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための手段は、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するようにさらに構成される、
請求項１０に記載の装置。
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【請求項１６】
　前記決定するための手段は、
第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定する、または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定する
　ようにさらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記決定するための手段は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを
確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を行うように構成される、処理システムを備える、通信のための装置。
【請求項２０】
　前記処理システムは、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うようにさらに構成される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記処理システムは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
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第２のＵＥを促すメッセージを受信すること行うように構成される、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記処理システムは、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
を行うように構成される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記処理システムは、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うように構成される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のＵＥは、前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥと
して指定される、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを
確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
　を行うためのコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体備える、
コンピュータプログラム製品。
【請求項２９】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うためのコードをさらに備える、請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３２】
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項３３】
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するためのコードをさらに備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３４】
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
のうちの少なくとも１つのためのコードをさらに備える、請求項２８に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項３５】
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うためのコードをさらに備える、請求項２９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３６】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　[0097]上述の説明は、本明細書に説明される様々な態様を実践することを当業者に対し
て可能にするように提供される。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らか
になり、本明細書で定義される包括的な本質は他の態様に適用されうる。このように、請
求項は、本明細書に示される態様に限定されるように意図されたものではなく、請求項の
文言と一貫する最大範囲であると認められるべきであり、ここにおいて、単数におけるエ
レメントの参照は、そのように明確に述べられていない限りは「１つおよび１つのみ」を
意味するのではなく、むしろ「１つまたは複数」を意味するように意図される。そうでな
いとの明確な記載がない限り、「いくつかの」という用語は、１つまたは複数を意味する
。当業者に対して既知である、あるいは後に既知となる本開示において説明された多様な
態様の要素に対する全ての構造的及び機能的な均等物は、参照によって本明細書に明確に
組み込まれ、請求項によって包含されるよう意図される。さらに、本明細書におけるどの
開示も、その開示が特許請求の範囲に明示的に記載されているか否かに関わらず、一般社
会に献呈されることを意図するものではない。請求する要素は、決して、要素が「するた
めの手段」というフレーズを使用して明示的に参照されない限り、ミーンズプラスファン
クションとして解釈されるべきではない。
　以下に、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］
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を備える、通信のための方法。



(37) JP 2015-523003 A 2015.8.6

　　［Ｃ２］
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥと前
記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号強
度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１つを
備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ２］に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立することは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信することをさらに備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの前記第１の近接しきい値内にあると決定することは
、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
　のうちの少なくとも１つに部分的に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥと前記第２のしきい値より離れていると決定すること
は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの１つを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を備える、［Ｃ２］に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワーク
を通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービス
（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行するための手段と、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定するための手段
と、
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　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立するための手段と
、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すための手段と
を備える、装置。
　　［Ｃ１１］
　前記決定するための手段は、前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値
より離れていると決定するようにさらに構成され、前記移すための手段は、前記ネットワ
ークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すようにさらに構成され
る、
［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１２］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１３］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ１１］に記載の装置。
　　［Ｃ１４］
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１５］
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するための手段は、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するようにさらに構成される、
［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１６］
　前記決定するための手段は、
第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定する、または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定する
　ようにさらに構成される、［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１７］
　前記決定するための手段は、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うようにさらに構成される、［Ｃ１１］に記載の装置。
　　［Ｃ１８］
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
［Ｃ１０］に記載の装置。
　　［Ｃ１９］
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
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ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
を行うように構成される、処理システムを備える、通信のための装置。
　　［Ｃ２０］
　前記処理システムは、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うようにさらに構成される、［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２１］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ２０］に記載の装置。
　　［Ｃ２３］
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２４］
　前記処理システムは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信すること行うように構成される、
［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２５］
　前記処理システムは、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
を行うように構成される、［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２６］
　前記処理システムは、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うように構成される、［Ｃ２０］に記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　前記第１のＵＥは、前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥと
して指定される、
［Ｃ１９］に記載の装置。
　　［Ｃ２８］
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　　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングがネットワー
クを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブサービ
ス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　　前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確立することと、
　　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また
前記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと
　を行うためのコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体備える、
コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ２９］
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
を行うためのコードをさらに備える、［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３０］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３１］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
［Ｃ２９］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３２］
　前記シグナリングトラッフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリン
グを含む、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３３］
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信するためのコードをさらに備える、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３４］
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
のうちの少なくとも１つのためのコードをさらに備える、［Ｃ２８］に記載のコンピュー
タプログラム製品。
　　［Ｃ３５］
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータを測定することと、
　前記Ｄ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つまたは複数がＤ２Ｄ通信しきい値未
満であると決定することと
を行うためのコードをさらに備える、［Ｃ２９］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３６］
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
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