
JP 2014-532342 A 2014.12.4

10

(57)【要約】
　本発明の実施形態は、コンテンツを発行する方法およ
びユーザ機器を提供するものである。コンテンツを発行
する方法は、装置対装置D2D機能をサポートする第1のユ
ーザ機器により、第1のユーザ機器の識別子、サービス
情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサ
ービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せを含む第1
のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソ
ースを取得するステップと、第1のユーザ機器によって
、取得されたリソースについての第1のユーザ機器の情
報をブロードキャストするステップとを含み、D2D機能
をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の
情報を取得して、第1のユーザ機器とマッチングに成功
した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップす
るネットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送信
する。本発明の実施形態によれば、マッチングした端末
はQoS情報を取得することができ、D2D通信のために保証
されたサービスが提供され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器の識別
子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの
1つまたはそれらの組合せを含む前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするため
のリソースを取得するステップと、
　前記装置対装置機能をサポートする第2のユーザ機器が、前記第1のユーザ機器の情報を
取得し、前記第1のユーザ機器とのマッチングに成功した後に、前記第1のユーザ機器との
接続をセットアップするために、ネットワーク側装置に前記第1のユーザ機器の情報を送
信できるように、前記第1のユーザ機器によって、取得されたリソースについての前記第1
のユーザ機器の情報をブロードキャストするステップと、
　を含むコンテンツを発行する方法。
【請求項２】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　前記第1のユーザ機器により、当該第１のユーザ機器が現在配置されているセル内の前
記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に当該セルのサービング基地局によって予め
割り当てられ、前記ユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを
取得するステップを含み、前記リソースが、前記サービング基地局により、ブロードキャ
ストメッセージによってブロードキャストされ、
　前記サービング基地局によって予め割り当てられているリソースから、前記第1のユー
ザ機器により、自動検索または自動測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソー
スを選択するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　サービング基地局によってブロードキャストされたサブリソースから、前記第1のユー
ザ機器により、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によ
ってブロードキャストされた前記サブリソースの干渉レベルおよび前記サブリソースの位
置情報によって、その干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択するステップ
を含み、前記サービング基地局において、当該サービング基地局によって前記セル内の前
記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、かつ前記ユーザ機器の
前記情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを分割した後に、前記サブリソ
ースが取得される請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサー
ビング基地局との接続をセットアップするステップと、前記第1のユーザ機器の情報をブ
ロードキャストするために、前記サービング基地局に前記第1のユーザ機器に対して前記
リソースを割り当てさせるステップとを含む請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサー
ビング基地局との接続をセットアップするステップが、
　前記第1のユーザ機器によって、無線リソース制御接続のセットアップメッセージまた
は無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージを、前記サービング基地局に送信
するステップを含み、前記無線リソース制御接続のセットアップメッセージまたは前記無
線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージが、前記第1のユーザ機器が前記装置
対装置機能をサポートすることと、前記無線リソース制御接続のセットアップメッセージ
におけるセットアップ要因の情報要素の値が装置対装置接続もしくは装置対装置コンテン
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ツの発行であることとの両方もしくは一方を示す情報要素を有する請求項4に記載の方法
。
【請求項６】
　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサー
ビング基地局との接続をセットアップする前記ステップの後に、
　前記第1のユーザ機器によって、共通の接続状態または接続状態で、長期不連続受信モ
ードを維持するステップをさらに含む請求項4または5に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のユーザ機器が前記セルを退出する前に、前記第1のユーザ機器に割り当てられ
て前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されているリソースの再
利用を、前記サービング基地局に通知するステップをさらに含む請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルの前記サービング基地局との接続をセ
ットアップする処理において、前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器のサ
ービス情報、または前記第1のユーザ機器の前記サービス情報ならびにアプリケーション
層のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサービスコード
、または前記第1のユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービス情報なら
びにサービスコードを、前記サービング基地局または進化型パケットコアネットワークエ
ンティティ装置に送信するステップをさらに含む請求項4または5に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のユーザ機器によってブロードキャストされた情報が、前記第1のユーザ機器の
前記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一方を含むが
、前記第1のユーザ機器のサービス情報を含まないとき、
　前記第1のユーザ機器の情報を、前記第1のユーザ機器との接続をセットアップするネッ
トワーク側装置に送るステップが、
　第2のユーザ機器によって、前記サービング基地局または前記進化形パケットコアネッ
トワークエンティティ装置に、前記第1のユーザ機器の前記アプリケーション層のサービ
ス情報とサービスコードとの両方もしくは一方を送信し、前記第1のユーザ機器の前記ア
プリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一方によって、前記
サービング基地局または前記進化形パケットコアネットワークエンティティ装置が送信し
た前記第1のユーザ機器のサービス情報を受信し、前記第1のユーザ機器のサービス情報に
よって非アクセス層のメッセージを生成し、前記非アクセス層のメッセージをネットワー
ク側装置に送信して、前記第1のユーザ機器との接続をセットアップするステップを含み
、または
　前記第2のユーザ機器によって、前記サービング基地局に前記接続セットアップの要求
メッセージを送るステップを含み、接続セットアップの要求メッセージが、前記第1のユ
ーザ機器の前記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一
方を有し、前記サービング基地局が、前記第2のユーザ機器が送信した前記接続セットア
ップの要求メッセージを受信した後、前記第1のユーザ機器のサービス情報を、ローカル
で、または前記接続セットアップの要求メッセージに含まれた前記第1のユーザ機器の前
記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一方に従って、
前記進化形パケットコアネットワークエンティティ装置から取得し、前記第2のユーザ機
器が送信した前記接続セットアップの要求メッセージに対して前記第1のユーザ機器のサ
ービス情報を追加し、前記第1のユーザ機器のサービス情報が追加された後に前記接続セ
ットアップの要求メッセージをコアネットワーク装置に送信する請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1のユーザ機器の情報を、前記第1のユーザ機器との接続をセットアップするネッ
トワーク側装置に送信するステップが、
　前記第1のユーザ機器によってブロードキャストされた情報が前記第1のユーザ機器のサ
ービス情報を含むとき、前記第2のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器のサービス情
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報に従って非アクセス層のメッセージを生成するステップと、前記第1のユーザ機器との
接続をセットアップするために前記非アクセス層のメッセージを前記ネットワーク側装置
に送信するステップを含む請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第1のユーザ機器によって、取得されたリソースについての前記第1のユーザ機器の
情報をブロードキャストするステップの前に、
　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス
情報をサービス管理サーバに送信し、前記第1のユーザ機器に対応するサービス情報と、
前記サービス管理サーバによって前記第1のユーザ機器に割り当てられたサービスコード
とを受信するステップをさらに含み、前記サービス情報が、前記サービス管理サーバによ
り、前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報に従って見いだされる請
求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1のユーザ機器の情報を、前記第1のユーザ機器との接続をセットアップするネッ
トワーク側装置に送るステップが、
　前記第1のユーザ機器によってブロードキャストされた情報が、前記第1のユーザ機器の
前記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一方を含むが
、前記第1のユーザ機器のサービス情報を含まないとき、前記第2のユーザ機器によって、
前記第1のユーザ機器の前記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両
方もしくは一方を前記サービス管理サーバに送信するステップと、前記第1のユーザ機器
の前記アプリケーション層のサービス情報とサービスコードとの両方もしくは一方に従っ
て、前記サービス管理サーバが送信した前記第1のユーザ機器のサービス情報を受信する
ステップと、前記第1のユーザ機器のサービス情報に従って非アクセス層のメッセージを
生成するステップと、前記非アクセス層のメッセージを前記ネットワーク側装置に送信す
るステップとを含み、前記第1のユーザ機器との接続をセットアップする請求項11に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記第1のユーザ機器によって、前記取得されたリソースについての前記第1のユーザ機
器の情報をブロードキャストするステップが、
　前記第1のユーザ機器によって、前記取得されたリソースについての前記第1のユーザ機
器の情報を、不連続送信モードで周期的にブロードキャストするステップを含む請求項1
から5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1のユーザ機器の識別子が、前記第1のユーザ機器の物理的識別子、非アクセス層
識別子、およびアクセス層識別子のうちの1つまたはそれらの組合せを含み、
　前記第1のユーザ機器のサービス情報が、接続セットアップの要求メッセージを生成す
るのに必要な非アクセス層情報を含み、
　前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報が、前記ユーザ機器のサー
ビスタイプとサービス内容との両方もしくは一方を含む請求項1から5のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１５】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器であって、
　前記第1のユーザ機器の識別子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーシ
ョン層のサービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せを含む前記第1のユーザ機器の情
報をブロードキャストするためのリソースを取得するように構成されている取得モジュー
ルと、
　前記装置対装置機能をサポートする第2のユーザ機器が、前記第1のユーザ機器の情報を
取得して、前記第1のユーザ機器とマッチングに成功した後に、前記第1のユーザ機器との
接続をセットアップするために、前記第1のユーザ機器の情報をネットワーク側装置に接
続できるように、前記取得モジュールが取得したリソースについての前記第1のユーザ機



(5) JP 2014-532342 A 2014.12.4

10

20

30

40

50

器の情報を、ブロードキャストするように構成されているブロードキャストモジュールと
、
　を備える第1のユーザ機器。
【請求項１６】
　前記取得モジュールが、
　前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によって前記セル
内の前記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、前記ユーザ機器
の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを取得するように構成されている
リソース取得サブモジュールを備え、前記リソースが、前記サービング基地局により、ブ
ロードキャストメッセージによってブロードキャストされ、
　前記サービング基地局によって予め割り当てられたリソースから、自動検索または自動
測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソースを選択するように構成されている
第1のリソース選択サブモジュールを備える請求項15に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１７】
　前記取得モジュールが、
　サービング基地局によってブロードキャストされたサブリソースから、前記第1のユー
ザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によってブロードキャストされたサ
ブリソースの干渉レベルおよびサブリソースの位置情報に従って、その干渉レベルが所定
の閾値より低いサブリソースを選択するように構成されている第2のリソース選択サブモ
ジュールを備え、前記サービング基地局において、当該サービング基地局によって前記セ
ル内の前記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、前記ユーザ機
器の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを分割した後に、前記サブリソ
ースが取得される請求項15に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１８】
　前記取得モジュールが、
　前記第1のユーザ機器が現在配置されるセルのサービング基地局との接続をセットアッ
プして、前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするために、前記サービング基
地局に前記第1のユーザ機器に対して前記リソースを割り当てさせるように構成されてい
る接続セットアップサブモジュールを備える請求項15に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１９】
　前記接続セットアップサブモジュールが、無線リソース制御接続のセットアップメッセ
ージまたは無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージを、前記サービング基地
局に送信するように特に構成されており、前記無線リソース制御接続のセットアップメッ
セージまたは前記無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージが、前記第1のユ
ーザ機器が前記装置対装置機能をサポートすることと、前記無線リソース制御接続のセッ
トアップメッセージにおけるセットアップ要因の情報要素の値が装置対装置接続または装
置対装置コンテンツの発行であることとの両方もしくは一方を示す情報要素を有するもの
である請求項18に記載の第1のユーザ機器。
【請求項２０】
　前記接続セットアップサブモジュールが、前記第1のユーザ機器が現在配置されている
セルの前記サービング基地局との接続をセットアップした後、共通の接続状態または接続
状態で長期不連続受信モードを維持するように構成されている維持モジュールをさらに備
える請求項18または19に記載の第1のユーザ機器。
【請求項２１】
　前記第1のユーザ機器が前記セルを退出する前に、前記第1のユーザ機器に割り当てられ
て前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されているリソースの再
利用を、前記サービング基地局に通知するように構成されている通知モジュールをさらに
備える請求項20に記載の第1のユーザ機器。
【請求項２２】
　前記接続セットアップサブモジュールによる、前記第1のユーザ機器が現在配置されて
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いるセルの前記サービング基地局との接続をセットアップする処理において、前記第1の
ユーザ機器のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにアプリ
ケーション層のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサー
ビスコード、または前記第1のユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービ
ス情報ならびにサービスコードを、前記サービング基地局または進化型パケットコアネッ
トワークエンティティ装置に送信するように構成されている第1の送信モジュールをさら
に備える請求項18または19に記載の第1のユーザ機器。
【請求項２３】
　前記ブロードキャストモジュールが前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストす
る前に、前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報をサービス管理サー
バに送信するように構成されている第2の送信モジュールと、
　前記第1のユーザ機器に対応するサービス情報と、前記サービス管理サーバによって前
記第1のユーザ機器に割り当てられたサービスコードとを受信するように構成されている
受信モジュールとをさらに備え、前記サービス情報が、前記サービス管理サーバにより、
前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報に従って見いだされる請求項1
5から19のいずれか一項に記載の第1のユーザ機器。
【請求項２４】
　前記ブロードキャストモジュールが、前記取得されたリソースについての前記第1のユ
ーザ機器の情報を、不連続送信モードで周期的にブロードキャストするように特に構成さ
れている請求項15から19のいずれか一項に記載の第1のユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれている、2011年9月30日に中
国特許庁に出願した「CONTENT PUBLISHING METHOD AND USER EQUIPMENT」という名称の中
国特許出願第201110297621.7号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、具体的にはコンテンツを発行する方法お
よびユーザ機器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　装置対装置(Device to Device、以下略してD2D)の通信技術は、ローカルの自己組織化(
アドホック(ad hoc))ネットワークおよび短距離通信における、サービスおよびデータの
アプリケーションを実施し得る。
【０００４】
　スペクトル利用を改善するために、D2Dシステムおよびセルラーシステムは同じリソー
スを共有する。D2DシステムのD2D端末は、セルラーシステムにアクセスするのに、セルラ
ーシステムの時間および時間枠に従う必要がある。D2Dシステムは、情報共有、ゲーム、
ソーシャルサービス、モバイル広告などのサービスをサポートし得る。
【０００５】
　D2DシステムのD2D端末は、無線リソースを感知する機能を有する。すなわち、D2D端末
は、進化型パケットコアネットワーク(Evolved Packet Core、以下略してEPC)または進化
型ユニバーサル移動体通信システムの地上無線接続ネットワーク(Evolved Universal Mob
ile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network、以下、略してE-UT
RAN)の制御および割当てを必要とせず、オペレータネットワークの証明および認証なしに
能動的に外部環境を感知し、感知された結果によってリソースを能動的に管理し、構成す
る。このことは、ネットワークの適切なリソース割当ておよび安全な動作にとって不都合
である。それに加えて、コンテンツを発行する態様では、マッチングした(matched)端末
がサービス品質(Quality of Service、以下略してQoS)の情報をどのように取得するか、
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また、保証されたサービスがどのように提供され得るか、といったことに関する課題を解
決することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態は、D2D通信のために、マッチングした端末がQoS情報を取得すること
ができ、また、保証されたサービスが提供され得るように、コンテンツを発行する方法お
よびユーザ機器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態は、コンテンツを発行する方法を提供するものであり、この方法は
、
　装置対装置D2D機能をサポートする第1のユーザ機器により、第1のユーザ機器の識別子
、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの1
つもしくそれらの組合せを含む第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリ
ソースを取得するステップと、
　D2D機能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を取得して、第1の
ユーザ機器とマッチングに成功した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップする
ために、ネットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送ることができるように、第1の
ユーザ機器によって、取得されたリソースについての第1のユーザ機器の情報をブロード
キャストするステップと、を含む。
【０００８】
　本発明の一実施形態は、装置対装置D2D機能をサポートする第1のユーザ機器をさらに提
供するものであり、第1のユーザ機器は、
　第1のユーザ機器の識別子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション
層のサービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せを含む第1のユーザ機器の情報をブロ
ードキャストするためのリソースを取得するように構成されている取得モジュールと、
　D2D機能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を取得して、第1の
ユーザ機器とマッチングに成功した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップする
ために、ネットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送ることができるように、第1の
ユーザ機器の情報を、取得モジュールが取得したリソースでブロードキャストするように
構成されているブロードキャストモジュールと、を含む。
【０００９】
　本発明の実施形態では、D2D機能をサポートする第1のユーザ機器は、第1のユーザ機器
の情報をブロードキャストするためのリソースを取得した後、取得したリソースについて
の第１のユーザ機器の情報であって、第1のユーザ機器の識別子、サービス情報、サービ
スコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せ
を含む第1のユーザ機器の情報をブロードキャストし、次いで、D2D機能をサポートする第
2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を取得し、第1のユーザ機器とマッチングに成
功した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップするために、ネットワーク側装置
に第1のユーザ機器の情報を送ってよい。このようにして、マッチングした端末はQoS情報
を取得することができ、D2D通信のために保証されたサービスが提供され得る。
【００１０】
　本発明の実施形態または従来技術の技術的解決策をより明瞭に説明するために、以下は
、本発明の実施形態または従来技術を説明するのに必要な添付図面を簡単に紹介する。明
らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施形態を示すのみであり
、当業者なら、創造的な努力をしなくても、これらの添付図面からさらに他の図面を導出
し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明によるコンテンツを発行する方法の実施形態の流れ図である。
【図２】本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。
【図３】本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。
【図４】本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。
【図５】本発明による第1のユーザ機器の実施形態の概略構造図である。
【図６】本発明による第1のユーザ機器の別の実施形態の概略構造図である。
【図７】本発明による第1のユーザ機器の別の実施形態の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態の目的、技術的解決策、および利点をより分かりやすくするために、
以下は、本発明の実施形態の技術的解決策を、本発明の実施形態の添付図面を参照しなが
ら、明確に、かつ完全に説明するものである。明らかに、説明される実施形態は、本発明
の実施形態のすべてではなく、単なる一部分である。当業者によって、創造的な努力をす
ることなく、本発明の実施形態に基づいて達成されるすべての他の実施形態は、本発明の
保護範囲に入るものとする。
【００１３】
　図1は、本発明によるコンテンツを発行する方法の実施形態の流れ図である。図1に示さ
れるように、コンテンツを発行する方法は以下のステップを含んでよい。
【００１４】
　ステップ101:D2D機能をサポートする第1のユーザ機器は、識別子、サービス情報、サー
ビスコード、および第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報のうちの1つま
たはそれらの組合せを含む第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソー
スを取得する。
【００１５】
　識別子は、物理的識別子、非アクセス層識別子(Non-Access Stratum Identifier、以下
略してNAS ID)およびアクセス層識別子(Access Stratum Identifier、以下略してAS ID)
のうちの1つまたはそれらの組合せであり得る。たとえば、物理的識別子は、国際移動電
話加入者識別子(International Mobile Subscriber Identification、以下略してIMSI)な
どの特定のコード系列でよく、NAS IDは、サービング一時的移動電話加入者識別子(Servi
ng Temporary Mobile Subscriber Identifier、以下略してs-TMSI)または以前のGUTI(old
 GUTI)でよく、また、AS IDは、セル無線ネットワークのテンポラリ識別子(Cell Radio N
etwork Temporary Identifier、以下略してC-RNTI)またはD-RNTI(すなわちD2Dに用いられ
る無線ネットワークのテンポラリ識別子(Radio Network Temporary Identifier、以下略
してRNTI))でよい。
【００１６】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスタイプおよび/またはサービスコンテンツが
含まれる。たとえば、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像、またはゲームな
どでよい。
【００１７】
　サービスコードは、文字、文字列、または数字列でよく、アプリケーション層のサービ
ス情報を表してよい。
【００１８】
　サービス情報は、サービスの接続のセットアップ要求メッセージを構成するためにユー
ザ機器が必要とする非アクセス層(Non-Access Stratum、以下略してNAS)の情報でよく、Q
oS情報などを含んでよい。
【００１９】
　ステップ102:第1のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を、取得したリソースでブロ
ードキャストし、その結果、D2D機能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機
器の情報を取得して、第1のユーザ機器とマッチングに成功(being matched successfully
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)した後、第1のユーザ機器との接続をセットアップするために、ネットワーク側装置に第
1のユーザ機器の情報を送信する。
【００２０】
　具体的には、第1のユーザ機器によって、取得されたリソースについての第1のユーザ機
器の情報をブロードキャストするステップは、第1のユーザ機器によって取得されたリソ
ースについての第1のユーザ機器の情報を不連続送信モードで周期的にブロードキャスト
するステップであってよい。
【００２１】
　この実施形態の一実装方式では、D2D機能をサポートする第1のユーザ機器により、第1
のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソースを取得するステップは、第1
のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によって当該セル内のD2D機
能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、当該ユーザ機器の情報をブロードキャ
ストするのに使用されるリソースであって、サービング基地局により、ブロードキャスト
メッセージによってブロードキャストされるリソースを取得するステップと、第1のユー
ザ機器により、自動検索または自動測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソー
スを選択するステップとであってもよい。任意選択で、サービング基地局による割当て方
式は半静的である。
【００２２】
　この実施形態の別の実装方式では、D2D機能をサポートする第1のユーザ機器によって、
第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソースを取得するステップは、
サービング基地局によってブロードキャストされたサブリソースから、第1のユーザ機器
により、第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によってブロー
ドキャストされたサブリソースの干渉レベルおよびサブリソースの位置情報に従って、そ
の干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択するステップであってよく、サー
ビング基地局によってブロードキャストされたサブリソースは、当該サービング基地局に
より当該セル内のD2D機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、ユーザ機器の
情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを分割した後に取得される。
【００２３】
　この実施形態の別の実装方式では、D2D機能をサポートする第1のユーザ機器によって、
第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソースを取得するステップは、
第1のユーザ機器によって、第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地
局との接続をセットアップするステップと、第1のユーザ機器の情報をブロードキャスト
するために、サービング基地局に第1のユーザ機器に対してリソースを割り当てさせるス
テップとであってよい。具体的には、第1のユーザ機器によって、第1のユーザ機器が現在
配置されているセルのサービング基地局との接続をセットアップするステップは、第1の
ユーザ機器がD2D機能をサポートすることおよび/または無線リソース制御接続のセットア
ップメッセージにおいてセットアップ要因(setup cause)の情報要素の値がD2D接続または
D2Dコンテンツの発行であることを示す情報要素を有する無線リソース制御接続のセット
アップメッセージまたは無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージを、第1の
ユーザ機器によって、サービング基地局に送信するステップであってよい。
【００２４】
　さらに、第1のユーザ機器が、第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング
基地局との接続をセットアップした後、第1のユーザ機器は、共通の接続状態(common con
nected state)または接続状態で(connected state)、長期不連続受信モードを維持してよ
く、それに加えて、第1のユーザ機器は、セルを退出する前に、第1のユーザ機器に割り当
てられて第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されているリソースの
再利用を、サービング基地局に通知してもよい。
【００２５】
　この実装方式では、第1のユーザ機器によって、第1のユーザ機器が現在配置されている
セルのサービング基地局との接続をセットアップする処理において、第1のユーザ機器は
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、第1のユーザ機器のサービス情報、または第1のユーザ機器のサービス情報ならびにアプ
リケーション層のサービス情報、または第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサービ
スコード、または第1のユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービス情報
ならびにサービスコードを、サービング基地局または進化型パケットコアネットワーク(E
volved Packet Core、以下略してEPC)エンティティ装置にさらに送信してよい。この場合
、第1のユーザ機器によってブロードキャストされた情報が、第1のユーザ機器のアプリケ
ーション層のサービス情報および/またはサービスコードを含むが、第1のユーザ機器のサ
ービス情報を含んでいなければ、第2のユーザ機器は、サービング基地局またはEPCエンテ
ィティ装置に、第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報および/またはサー
ビスコードを送信し、第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報および/また
はサービスコードに従って、サービング基地局またはEPCエンティティ装置が送信した第1
のユーザ機器のサービス情報を受信し、第1のユーザ機器のサービス情報によって非アク
セス層のメッセージを生成し、非アクセス層のメッセージをネットワーク側装置に送信し
て、第1のユーザ機器との接続をセットアップしてよく、あるいは、接続セットアップの
要求メッセージが、第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報および/または
サービスコードを有し、サービング基地局は、第2のユーザ機器が送信した接続セットア
ップの要求メッセージを受信してから、第1のユーザ機器のサービス情報を、ローカルで
、または接続セットアップの要求メッセージに含まれた第1のユーザ機器のアプリケーシ
ョン層のサービス情報および/またはサービスコードに従って、EPCエンティティ装置から
取得し、第2のユーザ機器が送信した接続セットアップの要求メッセージに対して第1のユ
ーザ機器のサービス情報を追加し、第１のユーザ機器のサービス情報が追加された追加さ
れた後、接続セットアップの要求メッセージをコアネットワーク装置に送信することがで
きるように、第2のユーザ機器
は、サービング基地局に接続セットアップの要求メッセージを送信してもよい。
【００２６】
　この実施形態の一実装方式では、第1のユーザ機器の情報を、第1のユーザ機器との接続
をセットアップするネットワーク側装置に送るステップは、第1のユーザ機器によってブ
ロードキャストされた情報が第1のユーザ機器のサービス情報を含むとき、第2のユーザ機
器により、第1のユーザ機器のサービス情報に従って非アクセス層のメッセージを生成す
るステップと、非アクセス層のメッセージをネットワーク側装置に送って、第1のユーザ
機器との接続をセットアップするステップとであってよい。
【００２７】
　この実施形態の別の実装方式では、第1のユーザ機器は取得したリソースについての第1
のユーザ機器の情報を、ブロードキャストする前に、第1のユーザ機器のアプリケーショ
ン層のサービス情報をサービス管理サーバにさらに送信して、第1のユーザ機器に対応す
るサービス情報と、サービス管理サーバによって第1のユーザ機器に割り当てられたサー
ビスコードとを受信してよく、サービス情報は、サービス管理サーバにより、第1のユー
ザ機器のアプリケーション層のサービス情報に応じて見いだされる。この場合、第1のユ
ーザ機器の情報を、第1のユーザ機器との接続をセットアップするネットワーク側装置に
送信するステップは、第1のユーザ機器によってブロードキャストされた情報が、第1のユ
ーザ機器のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコードを含むが、
第1のユーザ機器のサービス情報を含まないとき、第2のユーザ機器は、第1のユーザ機器
のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコードをサービス管理サー
バに送信し、第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービ
スコードに従って、サービス管理サーバが送信した第1のユーザ機器のサービス情報を受
信し、第1のユーザ機器のサービス情報に従って非アクセス層のメッセージを生成し、非
アクセス層のメッセージをネットワーク側装置に送信して、第1のユーザ機器との接続を
セットアップするステップであってよい。
【００２８】
　この実施形態では、第1のユーザ機器が現在配置されているセルには、第1のユーザ機器
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がハンドオーバされる(handed over)ターゲットセルまたは第1のユーザ機器の電源が投入
されたセルが含まれる。
【００２９】
　上記の実施形態では、D2D機能をサポートする第1のユーザ機器は、第1のユーザ機器の
識別子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のう
ちの1つまたはそれらの組合せを含む第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするため
のリソースを取得してから、第1のユーザ機器の情報を、取得したリソースでブロードキ
ャストし、次いで、D2D機能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報
を取得して、第1のユーザ機器とマッチングに成功した後に、第1のユーザ機器との接続を
セットアップするネットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送信してよい。このよ
うにして、マッチングした(matched)端末はQoS情報を取得することができ、D2D通信のた
めに保証されたサービスが提供され得る。
【００３０】
　図2は、本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。図2に
示されるように、コンテンツを発行する方法は以下のステップを含んでよい。
【００３１】
　ステップ201:基地局は、当該基地局が配置されているセルにおいて、D2D機能をサポー
トするすべてのUEに対して予め、UEの情報をブロードキャストするために使用されるリソ
ースを割り当て、ブロードキャストメッセージによってリソースをブロードキャストする
。
【００３２】
　この実施形態では、基地局は進化型NodeB(evolved NodeB、以下略してeNB)でよい。明
確に、本発明の実施形態はこれに限定されるわけではない。本発明の実施形態は、基地局
の形態を限定するものではない。情報は、D2D機能をサポートするUEの識別子、サービス
情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの1つまたはそ
れらの組合せを含む。
【００３３】
　識別子は、物理的識別子、NAS ID、およびAS IDのうちの1つまたはそれらの組合せでよ
い。たとえば、物理的識別子はIMSIなどの特定のコード系列でよく、NAS IDはs-TMSIまた
は以前のGUTIでよく、AS IDはC-RNTIまたはD-RNTI(すなわちD2D用に使用されるRNTI)でよ
い。
【００３４】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像、ま
たはゲームなどでよい。
【００３５】
　サービスコードは、文字、文字列、または数字列でよく、アプリケーション層のサービ
ス情報を表してよい。
【００３６】
　サービス情報は、サービスの接続のセットアップ要求メッセージを構成するためにUEが
必要とするNASの情報でよく、QoS情報などを含んでよい。
【００３７】
　ステップ202:D2D機能をサポートするUE1が、基地局が配置されているセルにハンドオー
バされたとき、または基地局が配置されているセルで電源が投入されたとき、UE1は基地
局が送信したブロードキャストメッセージによってリソースを取得する。
【００３８】
　この実施形態では、D2D機能をサポートするUE1が、基地局が配置されているセルにハン
ドオーバされたとき、または基地局が配置されているセルで電源が投入されたとき、UE1
は基地局が送信したブロードキャストメッセージを受け取ってよい。UE1は、ブロードキ
ャストメッセージによって、基地局が配置されているセル内のすべてのD2DのUEに対して
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基地局によって予め割り当てられているリソースを取得してよく、リソースは、UEの情報
をブロードキャストするのに使用される。
【００３９】
　ステップ203:UE1は、基地局によって予め割り当てられたリソースから、自動検索また
は自動測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソースを選択し、それによって、
D2D機能をサポートする他のUEからの干渉またはD2D機能をサポートする他のUEに対する干
渉を回避する。
【００４０】
　この場合、Uuインターフェース上では、無線リソース制御アイドル状態(Radio Resourc
e Control Idle state、以下略してRRC_Idle state)が、UE1と基地局との間で維持される
。
【００４１】
　ステップ204:UE1は、選択されたリソースについてのUE1の情報をブロードキャストする
。
【００４２】
　この実施形態では、UE1によってブロードキャストされるUE1の情報は、本明細書でさら
に説明しない。詳細については、ステップ201の例が参照され得る。
【００４３】
　具体的には、D2D機能をサポートするUEは、不連続受信(Discontinuous Receive、以下
略してDRX)機能および不連続送信(Discontinuous Transmission、DTX)機能を有する。
【００４４】
　したがって、この実施形態では、UE1がUE1の情報をブロードキャストする方式は、DTX
方式でよく、選択されたリソースについてのUE1の情報を不連続な送信サイクル(DTXサイ
クル)でブロードキャストする。
【００４５】
　この実施形態では、UE1がUE1の情報をブロードキャストした後、UE1が配置されている
セル内の、UE1以外のD2D機能をサポートするUEが、UE1を検出する機会を得る。
【００４６】
　ステップ205:UE1が配置されているセル内のD2D機能をサポートするUE2が、UE2以外のD2
D機能をサポートするUEを、検出技術を用いることにより、または検索ならびに測定する
ことにより、セル内に、マッチングされる(matched)UE1の候補(possible)が存在すること
を知ったとき、マッチング処理が開始される。
【００４７】
　具体的には、UE2は、UE2が配置されているセル内のUE2以外のD2D機能をサポートするUE
によってブロードキャストされた情報であって、ある特定のリソースについての情報を求
めて、DRX方式で検索して、マッチングされるUE1の候補の存在を知った後に、UE1がブロ
ードキャストしたUE1の情報を受信してよく、または、UE2は、UE1がブロードキャストし
たUE1の情報を、たとえばイベントトリガ方式で受け取ってもよく、ユーザが特定の要求
を有するとき、マンマシンインターフェースによって受信動作が起動され、または、アプ
リケーション層は、ユーザによって以前にカスタマイズされた要求プロファイル(プロフ
ァイル)に従って受信動作が起動される。もちろん、UE2は、DRX方式とイベントトリガ方
式の組合せを用いることにより、UE1がブロードキャストしたUE1の情報を受け取ってよい
。
【００４８】
　ステップ206:UE1がUE2とマッチングに成功された後、UE2は、UE1との接続をセットアッ
プするために、ネットワーク側装置にUE1の情報を送信する。
【００４９】
　具体的には、UE1がブロードキャストしたUE1の情報がUE1のサービス情報を含むとき、
この実施形態の一実装方式では、UE2は、UE1との接続をセットアップするために、UE1の
サービス情報によってNASメッセージを生成して、そのNASメッセージをネットワーク側装
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置に送信してよい。
【００５０】
　この実施形態の別の実装方式では、UE1は、ステップ204の前に、サービス管理サーバに
UE1のアプリケーション層のサービス情報を送信し、UE1に対応するサービス情報と、サー
ビス管理サーバによってUE1に割り当てられたサービスコードとを受信してよく、サービ
ス情報は、サービス管理サーバによって、UE1のアプリケーション層のサービス情報に従
って見いだされる。UE1によってブロードキャストされた情報が、UE1のアプリケーション
層のサービス情報および/またはサービスコードを含むが、UE1のサービス情報は含まない
とき、UE2は、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコードを
サービス管理サーバに送信し、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサ
ービスコードに従って、サービス管理サーバが送信したUE1のサービス情報を受信し、UE1
のサービス情報に従ってNASメッセージを生成し、NASメッセージをネットワーク側装置に
送信して、UE1との接続をセットアップしてよい。
【００５１】
　上記の実施形態によれば、マッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通
信のために保証されたサービスが提供され得る。
【００５２】
　図3は、本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。図3に
示されるように、コンテンツを発行する方法は以下のステップを含んでよい。
【００５３】
　ステップ301:基地局は、基地局が配置されているセル内のD2D機能をサポートするUEに
対して基地局によって予め割り当てられ、UEの情報をブロードキャストするのに使用され
るリソースを、サブリソースに分割する。
【００５４】
　この実施形態では、基地局はeNBでよい。もちろん、本発明の実施形態はこれに限定さ
れるわけではない。本発明の実施形態は、基地局の形態を限定するものではない。情報は
、D2D機能をサポートするUEの識別子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケ
ーション層のサービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せを含む。
【００５５】
　識別子は、物理的識別子、NAS ID、およびAS IDのうちの1つまたはそれらの組合せでよ
い。たとえば、物理的識別子はIMSIなどの特定のコード系列でよく、NAS IDはs-TMSIまた
は以前のGUTI(old GUTI)でよく、AS IDはC-RNTIまたはD-RNTI(すなわちD2D用に使用され
るRNTI)でよい。
【００５６】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスタイプおよび/またはサービスコンテンツが
含まれる。たとえば、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像またはゲームなど
でよい。
【００５７】
　サービスコードは、文字、文字列、または数字列でよく、アプリケーション層のサービ
ス情報を表してよい。
【００５８】
　サービス情報は、サービスの接続のセットアップ要求メッセージを構成するためにUEが
必要とするNASの情報でよく、QoS情報などを含んでよい。
【００５９】
　具体的には、基地局は、リソースを、時間領域、周波数領域、および/または空間領域
の粒度(granularity)によってサブリソースに分割してよい。
【００６０】
　ステップ302:基地局は、サブリソースの干渉レベルおよびサブリソースの位置情報を、
ブロードキャストメッセージによってブロードキャストする。
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【００６１】
　この実施形態では、基地局は、基地局が配置されているセル内のUEによって測定されて
報告された情報によって、サブリソースの干渉レベルおよび位置情報を更新してよい。
【００６２】
　ステップ303:D2D機能をサポートするUE1が、基地局が配置されているセルにハンドオー
バされたとき、または基地局が配置されているセル上で電源が投入されたとき、UE1は、
サブリソースから、干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択する。
【００６３】
　具体的には、D2D機能をサポートするUE1が、基地局が配置されているセルにハンドオー
バされたとき、または基地局が配置されているセル上で電源が投入されたとき、UE1は、
基地局が送信したブロードキャストメッセージを受信してよく、さらに、UE1は、ブロー
ドキャストメッセージにおけるサブリソースの干渉レベルおよび位置情報を読み取ってよ
い。次いで、UE1は、ブロードキャストメッセージの中のサブリソースの干渉レベルおよ
び位置情報によって、干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択してよく、そ
れによって、D2D機能をサポートする他のUEからの干渉またはD2D機能をサポートする他の
UEに対する干渉を回避する。たとえば、基地局によって分割されたサブリソースの干渉レ
ベルが、高レベル、中レベル、および低レベルの3つのレベルを含むと仮定すると、UE1は
、中レベルまたは低レベルの干渉レベルのサブリソースを選択、すなわち、その干渉レベ
ルが高レベルより低いサブリソースを選択する。
【００６４】
　この場合、Uuインターフェース上では、無線リソース制御アイドル状態(Radio Resourc
e Control Idle state、以下略してRRC_Idle state)が、UE1と基地局との間で維持される
。
【００６５】
　ステップ304からステップ306は、ステップ204からステップ206と同一であるため、本明
細書ではさらに説明しない。
【００６６】
　上記の実施形態によれば、マッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通
信のために保証されたサービスが提供され得る。
【００６７】
　図4は、本発明によるコンテンツを発行する方法の別の実施形態の流れ図である。図4に
示されるように、コンテンツを発行する方法は以下のステップを含んでよい。
【００６８】
　ステップ401:ネットワークとの接続をセットアップする処理では、D2D機能をサポート
するUE1は、UE1のアプリケーション層のサービス情報をサービス管理サーバに送信する。
【００６９】
　具体的には、D2D機能をサポートするUE1がサービスを提供するとき、UE1は、ネットワ
ークとの接続をセットアップする処理で、UE1のアプリケーション層のサービス情報をサ
ービス管理サーバに送信する。
【００７０】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスタイプおよび/またはサービスコンテンツが
含まれる。たとえば、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像、またはゲームな
どでよい。
【００７１】
　ステップ402:サービス管理サーバは、UE1が送信したアプリケーション層のサービス情
報に従って、UE1に対応するサービス情報を見いだし、UE1にサービスコードを割り当て、
UE1に対応するサービス情報およびUE1に割り当てられたサービスコードをUE1に送信する
。
【００７２】
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　サービス情報は、サービスの接続セットアップの要求メッセージを構成するためにUE1
が必要とするNASの情報でよく、QoS情報などを含んでよい。
【００７３】
　この実施形態では、ステップ401および402は任意選択のステップである。
【００７４】
　ステップ403:UE1は、あるセルにハンドオーバされるかまたはセル内で電源が投入され
たとき、セルのサービング基地局との接続をセットアップし、UE1の情報をブロードキャ
ストするために、サービング基地局を起動してリソースをUE1に割り当てさせる。
【００７５】
　この実施形態では、サービング基地局はeNBでよい。もちろん、本発明の実施形態はこ
れに限定されるわけではない。本発明の実施形態は、サービング基地局の形態を限定する
ものではない。
【００７６】
　具体的には、UE1は、そのセルにハンドオーバされるかまたはセル内で電源が投入され
たとき、UE1の実サービスの有無にかかわらず、セルのサービング基地局との接続をセッ
トアップして、サービング基地局から、UE1の情報をブロードキャストするためのリソー
スを取得してよい。特定の実装形態では、UE1による、セルのサービング基地局との接続
をセットアップするステップは、UE1によって、サービング基地局に対して、UE1がD2D機
能をサポートすること、および/またはRRC接続のセットアップメッセージの中のセットア
ップ要因の情報要素の値がD2D接続またはD2Dコンテンツの発行であることを示す情報要素
を有するRRC接続のセットアップメッセージまたはRRC接続のセットアップ完了メッセージ
を送信するステップであってよい。
【００７７】
　ステップ404:UE1は、サービング基地局との接続をセットアップする処理では、UE1のサ
ービス情報、またはUE1のサービス情報ならびにアプリケーション層のサービス情報、ま
たはUE1のサービス情報ならびにサービスコード、またはサービス情報、UE1のアプリケー
ション層のサービス情報ならびにサービスコードを、サービング基地局または発展型パケ
ットコアネットワーク(Evolved Packet Core、以下略してEPC)エンティティ装置に送信す
る。
【００７８】
　この実施形態では、ステップ404は任意選択のステップである。
【００７９】
　ステップ405:UE1は、Uuインターフェース上で、サービング基地局との接続をセットア
ップした後、共通の接続状態または接続状態で長期DRXモード(long DRX mode)を維持する
。
【００８０】
　それに加えて、この実施形態では、UE1は、サービング基地局が配置されているセルを
退出するとき、UE1に割り当てられ、UE1の情報をブロードキャストするのに使用されてい
るリソースの再利用を、サービング基地局に通知する必要がある。
【００８１】
　ステップ406:UE1は、UE1の情報を、UE1にサービング基地局によって割り当てられ、UE1
の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースでブロードキャストする。
【００８２】
　この実施形態では、UE1がブロードキャストするUE1の情報は、UE1の識別子、サービス
情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの1つまたはそ
れらの組合せを含んでよい。
【００８３】
　識別子は、物理的識別子、NAS ID、およびAS IDのうちの1つまたはそれらの組合せでよ
い。たとえば、物理的識別子はIMSIなどの特定のコード系列でよく、NAS IDはs-TMSIまた
は以前のGUTIでよく、AS IDはC-RNTIまたはD-RNTI(すなわちD2D用に使用されるRNTI)でよ
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い。
【００８４】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスタイプおよび/またはサービスコンテンツが
含まれる。たとえば、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像、またはゲームな
どでよい。
【００８５】
　サービスコードは、文字、文字列、または数字列でよく、アプリケーション層のサービ
ス情報を表してよい。
【００８６】
　サービス情報は、サービスの接続セットアップの要求メッセージを構成するためにUE1
が必要とするNASの情報でよく、QoS情報などを含んでよい。
【００８７】
　具体的には、D2D機能をサポートするUEは、DRXおよびDTXの機能を有する。
【００８８】
　したがって、この実施形態では、UE1がUE1の情報をブロードキャストする方式は、DTX
方式でよく、UE1にサービング基地局によって割り当てられたリソースについてのUE1の情
報を不連続な送信サイクル(DTX-Cycle)でブロードキャストする。
【００８９】
　この実施形態では、UE1がUE1の情報をブロードキャストした後、UE1が配置されている
セル内の、UE1以外のD2D機能をサポートするUEは、UE1を検出する機会を得る。
【００９０】
　ステップ407:UE1が配置されているセル内のD2D機能をサポートするUE2が、UE2以外のD2
D機能をサポートするUEを、検出技術を用いることにより、または検索ならびに測定する
ことにより、セル内にマッチングされるUE1の候補が存在することを知ったとき、マッチ
ング処理が開始される。
【００９１】
　具体的には、UE2は、UE2が配置されているセル内のUE2以外のD2D機能をサポートするUE
によってブロードキャストされた情報を求めて、DRX方式で、いくつかの特定のリソース
上で検索して、マッチングされるUE1の候補の存在を知った後に、UE1がブロードキャスト
したUE1の情報を受信してよく、または、UE2は、UE1がブロードキャストしたUE1の情報を
、たとえばイベントトリガ方式で受信してもよく、ユーザが特定の要求を有するとき、マ
ンマシンインターフェースによって受信動作が起動され、または、アプリケーション層は
、ユーザによって以前にカスタマイズされた要求プロファイル(プロファイル)に従って受
信動作を起動する。もちろん、UE2は、DRX方式とイベントトリガ方式の組合せを用いるこ
とにより、UE1がブロードキャストしたUE1の情報受け取ってよい。
【００９２】
　ステップ408:UE1がUE2とマッチングに成功した後、UE2は、UE1との接続をセットアップ
するために、ネットワーク側装置にUE1の情報を送信する。
【００９３】
　具体的には、UE1がブロードキャストしたUE1の情報がUE1のサービス情報を含むとき、
この実施形態の一実装方式では、UE2は、UE1との接続をセットアップするために、UE1の
サービス情報に従ってNASメッセージを生成して、これをネットワーク側装置に送信して
よい。
【００９４】
　この実施形態の別の実装方式では、ステップ401およびステップ402が存在する場合、UE
1によってブロードキャストされた情報が、UE1のアプリケーション層のサービス情報およ
び/またはサービスコードを含むが、UE1のサービス情報は含まないとき、UE2は、UE1のア
プリケーション層のサービス情報および/またはサービスコードをサービス管理サーバに
送信し、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコードによって
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、サービス管理サーバが送信したUE1のサービス情報を受信し、UE1のサービス情報に従っ
てNASメッセージを生成し、NASメッセージをネットワーク側装置に送信して、UE1との接
続をセットアップしてよい。
【００９５】
　この実施形態の別の実装方式では、ステップ404が存在する場合、UE1によってブロード
キャストされた情報が、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービス
コードを含むが、UE1のサービス情報は含まないとき、UE2は、サービング基地局またはEP
Cエンティティ装置に、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービス
コードを送信し、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコード
に従って、サービング基地局またはEPCエンティティ装置が送信したUE1のサービス情報を
受信し、UE1のサービス情報によってNASメッセージを生成し、NASメッセージをネットワ
ーク側装置に送信して、UE1との接続をセットアップするか、または
　サービング基地局に接続セットアップの要求メッセージを送ってもよい。接続セットア
ップの要求メッセージが、UE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービ
スコードを有し、サービング基地局は、UE2が送信した接続セットアップの要求メッセー
ジを受信した後、UE1のサービス情報を、ローカルで、または接続セットアップの要求メ
ッセージに含まれたUE1のアプリケーション層のサービス情報および/またはサービスコー
ドに従って、EPCエンティティ装置から取得し、UE2が送信した接続セットアップの要求メ
ッセージに対してUE1のサービス情報を追加し、UE1のサービス情報が追加された後、接続
セットアップの要求メッセージをコアネットワーク装置に送信する。
【００９６】
　上記の実施形態によれば、マッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通
信のために保証されたサービスが提供され得る。
【００９７】
　当業者なら、実施形態による方法のステップのすべてまたは一部分が、プログラムの命
令のもとでハードウェアによって実施され得ることを理解することができる。プログラム
はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよく、プログラムが実行されたとき、実施形態
による方法のステップが実施される。記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、または光デ
ィスクなどのプログラムコードを記憶することができる任意の媒体であってよい。
【００９８】
　図5は、本発明による第1のユーザ機器の一実施形態の概略構造図である。この実施形態
の第1のユーザ機器は、図1に示された本発明の実施形態の手順を実施してよく、第1のユ
ーザ機器はD2D機能をサポートする。図5に示されるように、第1のユーザ機器は取得モジ
ュール51およびブロードキャストモジュール52を含む。
【００９９】
　取得モジュール51は、第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソース
を取得するように構成されており、第1のユーザ機器の情報には、第1のユーザ機器の識別
子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの
1つまたはそれらの組合せが含まれる。
【０１００】
　識別子は、物理的識別子、NAS ID、およびAS IDのうちの1つまたはそれらの組合せでよ
い。たとえば、物理的識別子はIMSIなどの特定のコード系列でよく、NAS IDはs-TMSIまた
は以前のGUTIでよく、AS IDはC-RNTIまたはD-RNTI(すなわちD2Dに使用されるRNTI)でよい
。
【０１０１】
　アプリケーション層のサービス情報は、ユーザが理解し得るサービス情報を含む。ユー
ザが理解し得るサービス情報には、サービスタイプおよび/またはサービスコンテンツが
含まれる。たとえば、サービスコンテンツは、宣伝情報、映画の動画像、またはゲームな
どでよい。
【０１０２】
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　サービスコードは、文字、文字列、または数字列でよく、アプリケーション層のサービ
ス情報を表してよい。
【０１０３】
　サービス情報は、サービスの接続セットアップの要求メッセージを構成するために第1
のユーザ機器が必要とするNASの情報でよく、QoS情報などを含んでよい。
【０１０４】
　ブロードキャストモジュール52は、取得モジュール51が取得したリソースについての第
1のユーザ機器の情報を、ブロードキャストするように構成されている。そのため、D2D機
能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を取得し、第1のユーザ機
器とマッチングに成功した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップするためにネ
ットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送信する。具体的には、ブロードキャスト
モジュール52は、第1のユーザ機器の情報を、取得されたリソースで、DTXモードで周期的
にブロードキャストしてよい。
【０１０５】
　第1のユーザ機器では、取得モジュール51が、第1のユーザ機器の情報をブロードキャス
トするためのリソースを取得した後、ブロードキャストモジュール52は、取得モジュール
51が取得したリソースについての第1のユーザ機器の情報をブロードキャストする。第1の
ユーザ機器の情報は、第1のユーザ機器の識別子、サービス情報、サービスコード、およ
びアプリケーション層のサービス情報のうちの1つまたはそれらの組合せを含む。次いで
、D2D機能をサポートする第2のユーザ機器が、第1のユーザ機器の情報を取得して、第1の
ユーザ機器とマッチングに成功した後に、第1のユーザ機器との接続をセットアップする
ために、ネットワーク側装置に第1のユーザ機器の情報を送信する。このようにして、マ
ッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通信のために保証されたサービス
が提供され得る。
【０１０６】
　図6は、本発明による第1のユーザ機器の別の実施形態の概略構造図である。図6に示さ
れた第1のユーザ機器では、図5に示された第1のユーザ機器とは異なって、取得モジュー
ル51は、サブモジュール511を取得するリソースならびにサブモジュール512を選択する第
1のリソースを含んでよく、あるいは、取得モジュール51は、サブモジュール513を選択す
る第2のリソースを含んでよく、あるいは、取得モジュール51は、サブモジュール511を取
得するリソース、サブモジュール512を選択する第1のリソースならびにサブモジュール51
3を選択する第2のリソースを含んでよい。
【０１０７】
　サブモジュール511を取得するリソースは、第1のユーザ機器が現在配置されているセル
のサービング基地局によって予め当該セル内のD2D機能をサポートするユーザ機器に割り
当てられ、ユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを取得する
ように構成されており、リソースは、サービング基地局により、ブロードキャストメッセ
ージによってブロードキャストされる。
【０１０８】
　第1のリソース選択サブモジュール512は、サービング基地局によって予め割り当てられ
たリソースから、自動検索または自動測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソ
ースを選択するように構成されている。
【０１０９】
　第2のリソース選択サブモジュール513は、サービング基地局によってブロードキャスト
されたサブリソースから、第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地
局によってブロードキャストされたサブリソースの干渉レベルおよびサブリソースの位置
情報に従って、その干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択するように構成
されており、サブリソースは、サービング基地局によってセル内のD2D機能をサポートす
るユーザ機器に予め割り当てられ、ユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用さ
れるリソースをサービング基地局が分割した後に取得される。
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【０１１０】
　この実施形態では、第1のユーザ機器は、
　ブロードキャストモジュール52が第1のユーザ機器の情報をブロードキャストする前に
、第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報をサービス管理サーバに送信す
るように構成されている第2の送信モジュール53と、
　第1のユーザ機器に対応するサービス情報と、サービス管理サーバによって第1のユーザ
機器に割り当てられたサービスコードとを受信するように構成されている受信モジュール
54とをさらに含んでもよく、サービス情報が、サービス管理サーバにより、第1のユーザ
機器のアプリケーション層のサービス情報に従って見いだされる。
【０１１１】
　第1のユーザ機器で、マッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通信の
ために保証されたサービスが提供され得る。
【０１１２】
　図7は、本発明による第1のユーザ機器の別の実施形態の概略構造図である。図6に示さ
れた第1のユーザ機器とは異なって、図7に示された第1のユーザ機器の取得モジュールは
、
　第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局との接続をセットアッ
プして、第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするために、サービング基地局に第1
のユーザ機器に対してリソースを割り当てさせるように構成されている接続セットアップ
サブモジュール514を含んでよい。具体的には、接続セットアップサブモジュール514は、
サービング基地局に対して、第1のユーザ機器がD2D機能をサポートすること、および/ま
たは無線リソース制御接続のセットアップメッセージの中のセットアップ要因の情報要素
の値がD2D接続もしくはD2Dコンテンツの発行であることを示す情報要素を有するRRC接続
のセットアップメッセージを送信してよい。
【０１１３】
　さらに、この実施形態では、第1のユーザ機器は、
　接続セットアップサブモジュール514が、第1のユーザ機器が現在配置されているセルの
サービング基地局との接続をセットアップした後、共通の接続状態または接続状態におい
て長期不連続受信モードを維持するように構成されている維持モジュール55と、
　第1のユーザ機器がセルを退出する前に、第1のユーザ機器に割り当てられて第1のユー
ザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されているリソースの再利用を、サービン
グ基地局に通知するように構成されている通知モジュールと、
　接続セットアップサブモジュール514による、第1のユーザ機器が現在配置されているセ
ルのサービング基地局との接続をセットアップする処理において、第1のユーザ機器のサ
ービス情報、または第1のユーザ機器のサービス情報ならびにアプリケーション層のサー
ビス情報、または第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサービスコード、または第1の
ユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービス情報ならびにサービスコード
を、サービング基地局またはEPCエンティティ装置に送信するように構成されている第1の
送信モジュール57とをさらに含んでよい。
【０１１４】
　第1のユーザ機器で、マッチングした端末はQoS情報を取得することができ、D2D通信の
ために保証されたサービスが提供され得る。
【０１１５】
　添付図面は単に本発明の例示的実施形態を示すものであり、添付図面におけるモジュー
ルまたは手順は本発明の実装にとって必須ではないことが、当業者には理解される。
【０１１６】
　これらの実施形態における装置のモジュールは、これらの実施形態で説明された装置、
またはこれらの実施形態の装置とは別の1つまたは複数の装置の中に配置され得ることが
当業者には理解される。上記の実施形態によるモジュールは、1つのモジュールに組み合
わされてよく、または複数のサブモジュールに分割されてもよい。
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【０１１７】
　最後に、前述の実施形態は、本発明を限定するのではなく、単に本発明の技術的解決策
を説明するように意図されていることに留意されたい。本発明は、前述の実施形態を参照
しながら詳細に説明されているが、当業者なら、このような修正または置換によって、技
術的解決策に対応する本質が本発明の実施形態の技術的解決策の精神および範囲から逸脱
しない限り、前述の実施形態において説明された技術的解決策に対する修正形態またはそ
のいくつかの技術的特徴に対する等価な置換をさらに行うことができることを理解するは
ずである。
【符号の説明】
【０１１８】
　　51　取得モジュール
　　52　ブロードキャストモジュール
　　53　第2の送信モジュール
　　54　受信モジュール
　　55　維持モジュール
　　56　通知モジュール
　　57　第1の送信モジュール
　　511　リソース取得サブモジュール
　　512　第1のリソース選択サブモジュール
　　513　第2のリソース選択サブモジュール
　　514　接続セットアップサブモジュール

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月8日(2014.5.8)
【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】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器の識別
子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーション層のサービス情報のうちの
1つまたは複数を含む前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするためのリソース
を取得するステップと、
　前記装置対装置機能をサポートする第2のユーザ機器が、前記第1のユーザ機器の情報を
取得し、前記第1のユーザ機器とのマッチングに成功した後に、前記第1のユーザ機器との
接続をセットアップするために、ネットワーク側装置に前記第1のユーザ機器の情報を送
信できるように、前記第1のユーザ機器によって、取得されたリソースについての前記第1
のユーザ機器の情報をブロードキャストするステップと、
　を含むコンテンツを発行する方法。
【請求項２】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　前記第1のユーザ機器により、当該第１のユーザ機器が現在配置されているセル内の前
記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に当該セルのサービング基地局によって予め
割り当てられ、前記ユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを
取得するステップを含み、前記リソースが、前記サービング基地局により、ブロードキャ
ストメッセージによってブロードキャストされ、
　前記サービング基地局によって予め割り当てられているリソースから、前記第1のユー
ザ機器により、自動検索または自動測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソー
スを選択するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　サービング基地局によってブロードキャストされたサブリソースから、前記第1のユー
ザ機器により、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によ
ってブロードキャストされた前記サブリソースの干渉レベルおよび前記サブリソースの位
置情報によって、その干渉レベルが所定の閾値より低いサブリソースを選択するステップ
を含み、前記サービング基地局において、当該サービング基地局によって前記セル内の前
記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、かつ前記ユーザ機器の
前記情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを分割した後に、前記サブリソ
ースが取得される請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器の情報を
ブロードキャストするためのリソースを取得するステップが、
　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサー
ビング基地局との接続をセットアップするステップと、前記第1のユーザ機器の情報をブ
ロードキャストするために、前記サービング基地局に前記第1のユーザ機器に対して前記
リソースを割り当てさせるステップとを含む請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　　前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサ
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ービング基地局との接続をセットアップするステップが、
　前記第1のユーザ機器によって、無線リソース制御接続のセットアップメッセージまた
は無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージを、前記サービング基地局に送信
するステップを含み、前記無線リソース制御接続のセットアップメッセージまたは前記無
線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージが、前記第1のユーザ機器が前記装置
対装置機能をサポートすることと、前記無線リソース制御接続のセットアップメッセージ
におけるセットアップ要因の情報要素の値が装置対装置接続もしくは装置対装置コンテン
ツの発行であることとの両方もしくは一方を示す情報要素を有する請求項4に記載の方法
。
【請求項６】
　前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルの前記サービング基地局との接続をセ
ットアップする処理において、前記第1のユーザ機器によって、前記第1のユーザ機器のサ
ービス情報、または前記第1のユーザ機器の前記サービス情報ならびにアプリケーション
層のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサービスコード
、または前記第1のユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービス情報なら
びにサービスコードを、前記サービング基地局または進化型パケットコアネットワークエ
ンティティ装置に送信するステップをさらに含む請求項4または5に記載の方法。
【請求項７】
　装置対装置機能をサポートする第1のユーザ機器であって、
　前記第1のユーザ機器の識別子、サービス情報、サービスコード、およびアプリケーシ
ョン層のサービス情報のうちの1つまたは複数を含む前記第1のユーザ機器の情報をブロー
ドキャストするためのリソースを取得するように構成されている取得モジュールと、
　前記装置対装置機能をサポートする第2のユーザ機器が、前記第1のユーザ機器の情報を
取得して、前記第1のユーザ機器とマッチングに成功した後に、前記第1のユーザ機器との
接続をセットアップするために、前記第1のユーザ機器の情報をネットワーク側装置に接
続できるように、前記取得モジュールが取得したリソースについての前記第1のユーザ機
器の情報を、ブロードキャストするように構成されているブロードキャストモジュールと
、
　を備える第1のユーザ機器。
【請求項８】
　前記取得モジュールが、
　前記第1のユーザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によって前記セル
内の前記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、前記ユーザ機器
の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを取得するように構成されている
リソース取得サブモジュールを備え、前記リソースが、前記サービング基地局により、ブ
ロードキャストメッセージによってブロードキャストされ、
　前記サービング基地局によって予め割り当てられたリソースから、自動検索または自動
測定で、その干渉レベルが所定の閾値より低いリソースを選択するように構成されている
第1のリソース選択サブモジュールを備える請求項7に記載の第1のユーザ機器。
【請求項９】
　前記取得モジュールが、
　サービング基地局によってブロードキャストされたサブリソースから、前記第1のユー
ザ機器が現在配置されているセルのサービング基地局によってブロードキャストされたサ
ブリソースの干渉レベルおよびサブリソースの位置情報に従って、その干渉レベルが所定
の閾値より低いサブリソースを選択するように構成されている第2のリソース選択サブモ
ジュールを備え、前記サービング基地局において、当該サービング基地局によって前記セ
ル内の前記装置対装置機能をサポートするユーザ機器に予め割り当てられ、前記ユーザ機
器の情報をブロードキャストするのに使用されるリソースを分割した後に、前記サブリソ
ースが取得される請求項7に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１０】
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　前記取得モジュールが、
　前記第1のユーザ機器が現在配置されるセルのサービング基地局との接続をセットアッ
プして、前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするために、前記サービング基
地局に前記第1のユーザ機器に対して前記リソースを割り当てさせるように構成されてい
る接続セットアップサブモジュールを備える請求項7に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１１】
　前記接続セットアップサブモジュールが、無線リソース制御接続のセットアップメッセ
ージまたは無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージを、前記サービング基地
局に送信するように特に構成されており、前記無線リソース制御接続のセットアップメッ
セージまたは前記無線リソース制御接続のセットアップ完了メッセージが、前記第1のユ
ーザ機器が前記装置対装置機能をサポートすることと、前記無線リソース制御接続のセッ
トアップメッセージにおけるセットアップ要因の情報要素の値が装置対装置接続または装
置対装置コンテンツの発行であることとの両方もしくは一方を示す情報要素を有するもの
である請求項10に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１２】
　前記接続セットアップサブモジュールが、前記第1のユーザ機器が現在配置されている
セルの前記サービング基地局との接続をセットアップした後、共通の接続状態または接続
状態で長期不連続受信モードを維持するように構成されている維持モジュールをさらに備
える請求項10または11に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１３】
　前記第1のユーザ機器が前記セルを退出する前に、前記第1のユーザ機器に割り当てられ
て前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストするのに使用されているリソースの再
利用を、前記サービング基地局に通知するように構成されている通知モジュールをさらに
備える請求項12に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１４】
　前記接続セットアップサブモジュールによる、前記第1のユーザ機器が現在配置されて
いるセルの前記サービング基地局との接続をセットアップする処理において、前記第1の
ユーザ機器のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにアプリ
ケーション層のサービス情報、または前記第1のユーザ機器のサービス情報ならびにサー
ビスコード、または前記第1のユーザ機器のサービス情報、アプリケーション層のサービ
ス情報ならびにサービスコードを、前記サービング基地局または進化型パケットコアネッ
トワークエンティティ装置に送信するように構成されている第1の送信モジュールをさら
に備える請求項10または11に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１５】
　前記ブロードキャストモジュールが前記第1のユーザ機器の情報をブロードキャストす
る前に、前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報をサービス管理サー
バに送信するように構成されている第2の送信モジュールと、
　前記第1のユーザ機器に対応するサービス情報と、前記サービス管理サーバによって前
記第1のユーザ機器に割り当てられたサービスコードとを受信するように構成されている
受信モジュールとをさらに備え、前記サービス情報が、前記サービス管理サーバにより、
前記第1のユーザ機器のアプリケーション層のサービス情報に従って見いだされる請求項7
から11のいずれか一項に記載の第1のユーザ機器。
【請求項１６】
　請求項1から6のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのプログラムを記憶したコ
ンピュータ可読記憶媒体。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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