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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ通信及びＤ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末であって、
　前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの中から確保されたＤ２Ｄリソース候補を示
す情報を基地局から受信し、前記Ｄ２Ｄリソース候補の中から無線リソースを選択し、選
択した無線リソースを使用して、他のユーザ端末にＤ２Ｄ信号を送信するように構成され
た制御部を備え、
　前記上りリンク無線リソースは、前記セルラ通信においてＰＲＡＣＨ送信に使用される
ＰＲＡＣＨリソースを含み、
　前記制御部は、前記Ｄ２Ｄリソース候補の中から前記ＰＲＡＣＨリソースを避けて前記
無線リソースを選択することにより、前記ＰＲＡＣＨリソースの使用を避けながら前記Ｄ
２Ｄ信号を送信するように構成される
　ユーザ端末。
【請求項２】
　前記Ｄ２Ｄ信号は、近傍のユーザ端末を発見するためのＤ２Ｄ発見信号を含む
　請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項３】
　セルラ通信及びＤ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末に備えられる装置であっ
て、
　前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの中から確保されたＤ２Ｄリソース候補を示
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す情報を基地局から受信し、前記Ｄ２Ｄリソース候補の中から無線リソースを選択し、選
択した無線リソースを使用して、他のユーザ端末にＤ２Ｄ信号を送信するように構成され
たプロセッサを備え、
　前記上りリンク無線リソースは、前記セルラ通信においてＰＲＡＣＨ送信に使用される
ＰＲＡＣＨリソースを含み、
　前記プロセッサは、前記Ｄ２Ｄリソース候補の中から前記ＰＲＡＣＨリソースを避けて
前記無線リソースを選択することにより、前記ＰＲＡＣＨリソースの使用を避けながら前
記Ｄ２Ｄ信号を送信するように構成される
　装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｄ２Ｄ通信をサポートする移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では、リリース１２以降の新機能として
、端末間（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｄ２Ｄ）通信の導入が検討されている（
非特許文献１参照）。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ通信は、近接する複数のユーザ端末が、移動通信システムに割り当てられた周波
数帯域内で直接的な通信を行うものである。なお、Ｄ２Ｄ通信は、近傍サービス（Ｐｒｏ
ｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）通信と称されることもある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術報告　「ＴＲ　２２．８０３　Ｖ０．３．０」　２０１２
年５月
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、現状では、Ｄ２Ｄ通信を適切に制御するための仕様が策定されていない
ため、Ｄ２Ｄ通信を、セルラ通信（ネットワークとユーザ端末との間の通信）と両立する
ことが困難である。
【０００６】
　そこで、本発明は、Ｄ２Ｄ通信を適切に制御できる移動通信システムを提供する。
【０００７】
　一実施形態によれば、ユーザ端末は、セルラ通信及びＤ２Ｄ近傍サービスをサポートす
る。前記ユーザ端末は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースを使用して、他のユー
ザ端末にＤ２Ｄ信号を送信するように構成された制御部を備える。前記上りリンク無線リ
ソースは、前記セルラ通信においてＰＲＡＣＨ送信に使用されるＰＲＡＣＨリソースを含
む。前記制御部は、前記ＰＲＡＣＨリソースの使用を避けながら前記Ｄ２Ｄ信号を送信す
るように構成される。
【０００８】
　一実施形態によれば、移動通信システムは、ネットワーク及びユーザ端末間でデータ通
信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通信と
、をサポートする。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部
を使用して行われる。前記下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信において所定の下
りリンク信号の送信に使用される特定無線リソースを含む。前記特定無線リソースは、前
記Ｄ２Ｄ通信における使用が規制されている。
【０００９】
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　一実施形態によれば、移動通信システムは、ネットワーク及びユーザ端末間でデータ通
信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通信と
、をサポートする。前記セルラ通信の下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信におけ
る特定の機能を実現するための特定のサブフレームを含む。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記特定
のサブフレームの少なくとも一部を使用して行われる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態乃至第６実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。
【図２】第１実施形態乃至第６実施形態に係るＵＥのブロック図である。
【図３】第１実施形態乃至第６実施形態に係るｅＮＢのブロック図である。
【図４】第１実施形態乃至第６実施形態に係るＬＴＥシステムにおける無線インターフェ
イスのプロトコルスタック図である。
【図５】第１実施形態乃至第６実施形態に係るＬＴＥシステムで使用される無線フレーム
の構成図である。
【図６】第１実施形態乃至第６実施形態に係るセルラ通信におけるデータパスを示す。
【図７】第１実施形態乃至第６実施形態に係るＤ２Ｄ通信におけるデータパスを示す。
【図８】第１実施形態に係るセルラ通信及びＤ２Ｄ通信が同時に行われる通信環境を説明
するための図である。
【図９】第１実施形態に係る動作パターン１において割り当てられるＤ２Ｄリソースの一
例を説明するための図である。
【図１０】第１実施形態に係るＳＲＳリソース及びＤＭＲＳリソースを説明するための図
である。
【図１１】第１実施形態に係る動作パターン２における割り当て候補無線リソースの一例
を説明するための図である。
【図１２】第２実施形態及び第３実施形態に係るセルラ通信及びＤ２Ｄ通信が同時に行わ
れる通信環境を説明するための図である。
【図１３】第２実施形態に係る特定無線リソース（ＰＳＳリソース、ＳＳＳリソース、Ｐ
ＢＣＨリソース）を説明するための図である。
【図１４】第３実施形態に係る特定無線リソース（ＭＢＳＦＮサブフレーム）を説明する
ための図である。
【図１５】第４実施形態に係るＭＢＳＦＮサブフレームを説明するための図である。
【図１６】第４実施形態に係る通信環境を説明するための図である。
【図１７】第４実施形態に係る動作シーケンス図である。
【図１８】第５実施形態に係る動作シーケンス図である。
【図１９】第５実施形態に係るＤ２Ｄリソース割当の一例を示す図である。
【図２０】第６実施形態に係る通信環境を説明するための図である。
【図２１】第６実施形態に係るＡＢＳを説明するための図である。
【図２２】第６実施形態に係るＭｅＮＢの動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［第１実施形態の概要］
　第１実施形態に係る移動通信システムは、ネットワーク及びユーザ端末間でデータ通信
を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通信と、
をサポートする。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を
使用して行われる。前記上りリンク無線リソースは、前記セルラ通信において所定の上り
リンク信号の送信に使用される特定無線リソースを含む。前記特定無線リソースは、前記
Ｄ２Ｄ通信における使用が規制されている。従って、セルラ通信の上りリンクがＤ２Ｄ通
信から受ける干渉の影響を抑制できるため、Ｄ２Ｄ通信をセルラ通信と両立できる。
【００１２】
　第１実施形態では、前記所定の上りリンク信号は、少なくとも上りリンクのチャネル推
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定に使用される上りリンク参照信号であり、前記特定無線リソースは、上りリンク参照信
号リソースである。例えば、前記上りリンク参照信号は、サウンディング参照信号（ＳＲ
Ｓ）、及び／又は復調参照信号（ＤＭＲＳ）である。この場合、前記上りリンク参照信号
リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信においてシンボル単位で使用が規制される。このように、Ｄ
２Ｄ通信において上りリンク参照信号リソースの使用を規制することにより、セルラ通信
において上りリンクのチャネル推定を良好に行うことができる。
【００１３】
　或いは、前記所定の上りリンク信号は、前記セルラ通信の制御に使用される上りリンク
制御信号であり、前記特定無線リソースは、上りリンク制御信号リソースである。例えば
、前記上りリンク制御信号は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で送信され
る信号、及び／又は、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）上で送信される信号
である。この場合、前記上りリンク制御信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信においてリソー
スブロック単位で使用が規制される。このように、Ｄ２Ｄ通信において上りリンク制御信
号リソースの使用を規制することにより、セルラ通信の制御を良好に行うことができる。
【００１４】
　従って、Ｄ２Ｄ通信からの干渉に起因してセルラ通信が不能になることを回避できるた
め、Ｄ２Ｄ通信をセルラ通信と両立できる。
【００１５】
　一方、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で送信される上りリンクデータ（
ユーザデータ）については、上りリンク制御信号とは異なり、Ｄ２Ｄ通信から干渉を受け
ても再送等によって回復可能であるため、Ｄ２Ｄ通信からの干渉を許容できる。
【００１６】
　第１実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信は、前記特定無線リソースを使用せずに、前記上り
リンク無線リソースのうち前記特定無線リソース以外の無線リソースを使用して行われる
。例えば、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当を基地局
主導で行う場合には、前記Ｄ２Ｄリソース割当を行う基地局は、前記特定無線リソースを
前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てない。或いは、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であ
るＤ２Ｄリソース割当をユーザ端末主導で行う場合には、前記Ｄ２Ｄリソース割当を行う
ユーザ端末は、前記特定無線リソースを前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てない。従って、上りリ
ンク制御信号がＤ２Ｄ通信から干渉を受けることを回避できる。
【００１７】
　第１実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割
当によって前記特定無線リソースがユーザ端末に割り当てられた場合であっても、前記特
定無線リソースが割り当てられた前記ユーザ端末は、前記特定無線リソースを前記Ｄ２Ｄ
通信に使用しない。従って、上りリンク制御信号がＤ２Ｄ通信から干渉を受けることを回
避できる。
【００１８】
　一方、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信
する場合には、前記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号の送信電力は、所定
値よりも低い値に設定される。例えば、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースを
使用してＤ２Ｄ通信信号を送信する場合で、かつ、前記Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御
であるＤ２Ｄ電力制御を基地局主導で行う場合には、前記Ｄ２Ｄ電力制御を行う基地局は
、前記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号の送信電力を前記所定値よりも低
い値に設定する。或いは、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースを使用してＤ２
Ｄ通信信号を送信する場合で、かつ、前記Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御であるＤ２Ｄ
電力制御をユーザ端末主導で行う場合には、前記Ｄ２Ｄ電力制御を行うユーザ端末は、前
記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号の送信電力を前記所定値よりも低い値
に設定する。従って、上りリンク制御信号がＤ２Ｄ通信から受ける干渉の影響を抑制でき
る。
【００１９】



(5) JP 6212101 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　第１実施形態に係るユーザ端末は、ネットワーク及びユーザ端末間でデータ通信を行う
セルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通信と、をサポ
ートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記セルラ通
信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記上りリンク無線リソースは
、前記セルラ通信において所定の上りリンク信号の送信に使用される特定無線リソースを
含む。前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースの使用を規制す
るよう制御する制御部を有する。
【００２０】
　第１実施形態に係る基地局は、ネットワーク及びユーザ端末間でデータ通信を行うセル
ラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通信と、をサポート
する移動通信システムにおける基地局である。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記セルラ通信の上り
リンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記上りリンク無線リソースは、前記セ
ルラ通信において所定の上りリンク信号の送信に使用される特定無線リソースを含む。前
記基地局は、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースの使用を規制するよう制御す
る制御部を有する。
【００２１】
　［第１実施形態］
　以下、図面を参照して、３ＧＰＰ規格に準拠して構成される移動通信システム（以下、
「ＬＴＥシステム」）にＤ２Ｄ通信を導入する場合の実施形態を説明する。
【００２２】
　（ＬＴＥシステム）
　図１は、本実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。
【００２３】
　図１に示すように、ＬＴＥシステムは、複数のＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）
１００と、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０と、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｃｏｒｅ）２０と、を含む。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０は、ネットワークを
構成する。
【００２４】
　ＵＥ１００は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル（サービングセル）
との無線通信を行う。ＵＥ１００はユーザ端末に相当する。
【００２５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数のｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む
。ｅＮＢ２００は基地局に相当する。ｅＮＢ２００は、セルを管理しており、セルとの接
続を確立したＵＥ１００との無線通信を行う。
【００２６】
　なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、ＵＥ
１００との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
【００２７】
　ｅＮＢ２００は、例えば、無線リソース管理（ＲＲＭ）機能と、ユーザデータのルーテ
ィング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する
。
【００２８】
　ＥＰＣ２０は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／
Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）３００と、ＯＡＭ４００（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）と、を含む。
【００２９】
　ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり
、制御局に相当する。Ｓ－ＧＷは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードで
あり、交換局に相当する。
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【００３０】
　ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。また、ｅＮＢ２０
０は、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００と接続される。
【００３１】
　ＯＡＭ４００は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１
０の保守及び監視を行う。
【００３２】
　次に、ＵＥ１００及びｅＮＢ２００の構成を説明する。
【００３３】
　図２は、ＵＥ１００のブロック図である。図２に示すように、ＵＥ１００は、アンテナ
１０１と、無線送受信機１１０と、ユーザインターフェイス１２０と、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１３０と、
バッテリ１４０と、メモリ１５０と、プロセッサ１６０と、を有する。メモリ１５０及び
プロセッサ１６０は、制御部を構成する。
【００３４】
　ＵＥ１００は、ＧＮＳＳ受信機１３０を有していなくてもよい。また、メモリ１５０を
プロセッサ１６０と一体化し、このセット（すなわち、チップセット）をプロセッサ１６
０’としてもよい。
【００３５】
　アンテナ１０１及び無線送受信機１１０は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ
１０１は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機１１０は、プロセッサ１６０が出力
するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ１０１から送信する。また、無線送
受信機１１０は、アンテナ１０１が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロ
セッサ１６０に出力する。
【００３６】
　ユーザインターフェイス１２０は、ＵＥ１００を所持するユーザとのインターフェイス
であり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザ
インターフェイス１２０は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号を
プロセッサ１６０に出力する。
【００３７】
　ＧＮＳＳ受信機１３０は、ＵＥ１００の地理的な位置を示す位置情報を得るために、Ｇ
ＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をプロセッサ１６０に出力する。
【００３８】
　バッテリ１４０は、ＵＥ１００の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
【００３９】
　メモリ１５０は、プロセッサ１６０によって実行されるプログラムと、プロセッサ１６
０による処理に使用される情報と、を記憶する。
【００４０】
　プロセッサ１６０は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベー
スバンドプロセッサと、メモリ１５０に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行
うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含む。プロセッサ
１６０は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プ
ロセッサ１６０は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００４１】
　図３は、ｅＮＢ２００のブロック図である。図３に示すように、ｅＮＢ２００は、アン
テナ２０１と、無線送受信機２１０と、ネットワークインターフェイス２２０と、メモリ
２３０と、プロセッサ２４０と、を有する。メモリ２３０及びプロセッサ２４０は、制御
部を構成する。
【００４２】
　アンテナ２０１及び無線送受信機２１０は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ
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２０１は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機２１０は、プロセッサ２４０が出力
するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ２０１から送信する。また、無線送
受信機２１０は、アンテナ２０１が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロ
セッサ２４０に出力する。
【００４３】
　ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００と接続される。
ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１イ
ンターフェイス上で行う通信に用いられる。
【００４４】
　メモリ２３０は、プロセッサ２４０によって実行されるプログラムと、プロセッサ２４
０による処理に使用される情報と、を記憶する。
【００４５】
　プロセッサ２４０は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベー
スバンドプロセッサと、メモリ２３０に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行
うＣＰＵと、を含む。プロセッサ２４０は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコ
ルを実行する。
【００４６】
　図４は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。
【００４７】
　図４に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルのレイヤ１
乃至レイヤ３に区分されており、レイヤ１は物理（ＰＨＹ）レイヤである。レイヤ２は、
ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤと、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　
Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤと、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤと、を含む。レイヤ３は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤを含む。
【００４８】
　物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及び
リソースマッピング・デマッピングを行う。物理レイヤは、物理チャネルを用いて上位レ
イヤに伝送サービスを提供する。ＵＥ１００の物理レイヤとｅＮＢ２００の物理レイヤと
の間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
【００４９】
　ＭＡＣレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送
処理などを行う。ＵＥ１００のＭＡＣレイヤとｅＮＢ２００のＭＡＣレイヤとの間では、
トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。ｅＮＢ２００のＭＡＣレイヤは、
上下リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符号
化方式など）、及び割り当てリソースブロックを決定するＭＡＣスケジューラを含む。
【００５０】
　ＲＬＣレイヤは、ＭＡＣレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のＲＬ
Ｃレイヤに伝送する。ＵＥ１００のＲＬＣレイヤとｅＮＢ２００のＲＬＣレイヤとの間で
は、論理チャネルを介してデータが伝送される。
【００５１】
　ＰＤＣＰレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００５２】
　ＲＲＣレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣレイヤとｅＮＢ
２００のＲＲＣレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ（ＲＲＣメッセージ
）が伝送される。ＲＲＣレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チ
ャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣと
ｅＮＢ２００のＲＲＣとの間にＲＲＣ接続がある場合、ＵＥ１００は接続状態であり、そ
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うでない場合、ＵＥ１００はアイドル状態である。
【００５３】
　ＲＲＣレイヤの上位に位置するＮＡＳ(Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ)レイヤ
は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
【００５４】
　図５は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムは
、下りリンクにはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンクにはＳＣ－ＦＤＭＡ（
Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。複信方式としては、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）方式又はＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）方式の何れかが使用されるが、本実施形態では主としてＦＤＤ方式を
想定する。
【００５５】
　図５に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
、各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの長
さは１ｍｓであり、各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数方
向に複数個のリソースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各
シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス（ＣＰ）と呼ばれるガード区間が設け
られる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。１つのサブキ
ャリア及び１つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント（Ｒ
Ｅ）と称される。
【００５６】
　ＵＥ１００に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロック
により特定でき、時間リソースはサブフレーム（又はスロット）により特定できる。
【００５７】
　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として使用される制御領域である。また、各サブフレームの
残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）として使用できる領域で
ある。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号（ＣＲＳ）が分散して配置される
。
【００５８】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）として使用される制御領域である。また、各サブフレー
ムにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とし
て使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、復調参照信号（ＤＭＲＳ）及び
サウンディング参照信号（ＳＲＳ）が配置される。具体的には、ＤＭＲＳは、ノーマルＣ
Ｐの場合は各スロットの４シンボル目に配置され、拡張ＣＰの場合は各スロットの３シン
ボル目に配置される。ＳＲＳは、サブフレームの最終シンボルに配置される。
【００５９】
　また、上りリンクにおいては、ランダムアクセス信号の送信に使用される物理ランダム
アクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）リソースが配置される。具体的には、ＳＩＢ（ＰＲＡＣ
Ｈ－Ｃｏｎｆｉｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）で通知されるリソース
で、特定の１つ又は複数のサブフレームにそれぞれ６リソースブロック（複数サブフレー
ムの場合、同じリソースブロック）が予約される。例えば、ＰＲＡＣＨリソースは、サブ
フレーム＃３及び＃８のリソースブロック＃４２乃至＃４７に配置される。
【００６０】
　上りリンクに使用される無線リソース（上りリンク無線リソース）は、上りリンク参照
信号及び上りリンク制御信号の送信に使用される特定無線リソースを含む。本実施形態で
は、上りリンク参照信号とは、ＳＲＳ及びＤＭＲＳである。上りリンク制御信号とは、Ｐ
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ＵＣＣＨ上で送信される信号及びＰＲＡＣＨ上で送信される信号である。上りリンク参照
信号及び上りリンク制御信号の詳細については後述する。
【００６１】
　（Ｄ２Ｄ通信）
　次に、ＬＴＥシステムの通常の通信（セルラ通信）とＤ２Ｄ通信とを比較して説明する
。セルラ通信では、ネットワーク（ｅＮＢ２００）及びＵＥ１００間でデータ通信を行う
。これに対し、Ｄ２Ｄ通信では、２以上のＵＥ１００間で直接的にデータ通信を行う。
【００６２】
　図６は、セルラ通信におけるデータパスを示す。ここでは、ｅＮＢ２００－１との接続
を確立したＵＥ１００－１と、ｅＮＢ２００－２との接続を確立したＵＥ１００－２と、
の間でセルラ通信を行う場合を例示している。なお、データパスとは、ユーザデータ（ユ
ーザプレーン）の転送経路を意味する。
【００６３】
　図６に示すように、セルラ通信のデータパスはネットワークを経由する。詳細には、ｅ
ＮＢ２００－１、Ｓ－ＧＷ３００、及びｅＮＢ２００－２を経由するデータパスが設定さ
れる。
【００６４】
　図７は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータパスを示す。ここでは、ｅＮＢ２００－１との接続
を確立したＵＥ１００－１と、ｅＮＢ２００－２との接続を確立したＵＥ１００－２と、
の間でＤ２Ｄ通信を行う場合を例示している。
【００６５】
　例えば、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２のうち一方のＵＥ１００が、近傍に存在す
る他方のＵＥ１００を発見することで、Ｄ２Ｄ通信が開始される。なお、Ｄ２Ｄ通信を開
始するために、ＵＥ１００は、自身の近傍に存在する他のＵＥ１００を発見する（Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒ）機能を有する。また、ＵＥ１００は、他のＵＥ１００から発見される(Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒａｂｌｅ)機能を有する。
【００６６】
　図７に示すように、Ｄ２Ｄ通信のデータパスはネットワークを経由しない。すなわち、
ＵＥ間で直接的な無線通信を行う。このように、ＵＥ１００－１の近傍にＵＥ１００－２
が存在するのであれば、ＵＥ１００－１とＵＥ１００－２との間でＤ２Ｄ通信を行うこと
によって、ネットワークのトラフィック負荷及びＵＥ１００のバッテリ消費量を削減する
などの効果が得られる。
【００６７】
　ただし、Ｄ２Ｄ通信はＬＴＥシステムの周波数帯域（すなわち、セルラ通信の周波数帯
域内）で行われることが想定されており、例えばセルラ通信への干渉を回避するために、
ネットワーク（ｅＮＢ２００）の管理下でＤ２Ｄ通信が行われる。本実施形態では、Ｄ２
Ｄ通信は、セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。
【００６８】
　（第１実施形態に係る動作）
　次に、本実施形態に係る動作を説明する。図８は、セルラ通信及びＤ２Ｄ通信が同時に
行われる通信環境を説明するための図である。
【００６９】
　図８に示すように、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、Ｄ２Ｄ通信を行っている。
これに対し、ＵＥ１００－３は、ｅＮＢ２００とのセルラ通信を行っている。
【００７０】
　上述したように、Ｄ２Ｄ通信は、セルラ通信の上りリンク無線リソースの一部を使用し
て行われる。従って、Ｄ２Ｄ通信及びセルラ通信が同時に行われる場合には、セルラ通信
の上りリンクがＤ２Ｄ通信からの干渉を受ける。
【００７１】
　そこで、本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、特定無線リソースを使用せずに、上りリンク
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無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを使用して行われる。特定無線
リソースは、上りリンク参照信号の送信に使用される上りリンク参照信号リソース、及び
上りリンク制御信号の送信に使用される上りリンク制御信号リソースである。
【００７２】
　これにより、Ｄ２Ｄ通信及びセルラ通信が同時に行われる場合であっても、上りリンク
参照信号及び上りリンク制御信号はＤ２Ｄ通信からの干渉を受けない。従って、Ｄ２Ｄ通
信からの干渉に起因してセルラ通信が不能になることを回避できるため、Ｄ２Ｄ通信をセ
ルラ通信と両立できる。
【００７３】
　以下において、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースの使用を禁止するための動作パタ
ーン１及び２を説明する。
【００７４】
　（１）動作パターン１
　動作パターン１では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をｅＮＢ２００主導で行う。この場合、Ｄ２Ｄ通信に使用する無線リソース（Ｄ２Ｄリソ
ース）をｅＮＢ２００が決定する。すなわち、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースの選択権を
持たない。ｅＮＢ２００は、動的又は準静的に割り当てたＤ２ＤリソースをＵＥ１００に
通知する。ＵＥ１００は、当該割り当てられたＤ２Ｄリソースを用いてＤ２Ｄ通信を行う
。
【００７５】
　ここで、Ｄ２Ｄリソース割当を行うｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとして、上りリン
ク無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。具体的には、
ｅＮＢ２００は、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用を禁止する。例えば、
ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとして、上りリンク無線リソースのうちＰＵＣＣＨリソ
ース及びＰＲＡＣＨリソース以外のリソースブロックを割り当てる。
【００７６】
　ＰＵＣＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉を受
けずにセルラ通信における各種の制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩなど）を正常に伝
送できる。また、ＰＵＣＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信
中のＵＥ１００がセルラのＰＵＣＣＨを送信することが可能となる。
【００７７】
　さらに、ＰＲＡＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの
干渉を受けずにセルラ通信におけるランダムアクセス信号を正常に伝送できる。
【００７８】
　図９は、動作パターン１において割り当てられるＤ２Ｄリソースの一例を説明するため
の図である。ここでは、上りリンク周波数帯における１無線フレーム分の上りリンク無線
リソースを図示している。
【００７９】
　図９に示すように、ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとして、ＰＵＳＣＨリソースに含
まれる一部のリソースブロックを割り当てる。ＰＵＳＣＨ上で送信される上りリンクデー
タ（ユーザデータ）は、Ｄ２Ｄ通信から干渉を受けても再送等によって回復可能であり、
Ｄ２Ｄ通信からの干渉を許容できるからである。
【００８０】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２がＤ２Ｄ通信を行うケースを想定すると、ｅＮＢ２
００は、サブフレーム＃１におけるＰＵＳＣＨリソースに含まれる一部のリソースブロッ
クを、ＵＥ１００－１によるデータ送信及びＵＥ１００－２によるデータ受信に割り当て
る。また、ｅＮＢ２００は、サブフレーム＃３におけるＰＵＳＣＨリソースに含まれる一
部のリソースブロックを、ＵＥ１００－１によるデータ受信及びＵＥ１００－２によるデ
ータ送信に割り当てる。
【００８１】
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　さらに、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によって特定無線リソースが割り当てられ
た場合であっても、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。具体的には、ＵＥ１０
０は、シンボル単位で特定無線リソースの使用を禁止する。例えば、ＵＥ１００は、ＳＲ
Ｓリソース及びＤＭＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。
【００８２】
　図１０は、ＳＲＳリソース及びＤＭＲＳリソースを説明するための図である。ここでは
ノーマルＣＰ設定のケースを図示している。
【００８３】
　図１０に示すように、ＳＲＳリソースは、サブフレームの最終シンボルに配置される。
ＤＭＲＳは、各スロットの４シンボル目に配置される。
【００８４】
　ＳＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉を受けず
にセルラ通信におけるＳＲＳを正常に伝送できる。また、ＳＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に
使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信中のＵＥ１００がセルラのＳＲＳを送信することが可
能となる。さらに、ＳＲＳリソースはサブフレームの最終シンボルに配置されるため、Ｓ
ＲＳリソースに対応するシンボル期間をＤ２Ｄ通信の送受信切り替えのための期間として
使用してもよい。
【００８５】
　また、ＤＭＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉
を受けずにセルラ通信におけるＤＭＲＳを正常に伝送できる。また、ＤＭＲＳリソースは
各スロットの４シンボル目に配置されるため、ＤＭＲＳリソースに対応するシンボル期間
をＤ２Ｄ通信の送受信切り替えのための期間として使用し、Ｄ２Ｄ通信の送受信をスロッ
ト単位で切り替えてもよい。
【００８６】
　（２）動作パターン２
　動作パターン２では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をＵＥ１００主導で行う。この場合、Ｄ２ＤリソースをＵＥ１００が選択できる。ｅＮＢ
２００は、Ｄ２Ｄ通信に使用可能な無線リソースである割り当て候補無線リソースを示す
情報をＵＥ１００に送信する。
【００８７】
　図１１は、動作パターン２における割り当て候補無線リソースの一例を説明するための
図である。ここでは、上りリンク周波数帯における１無線フレーム分の上りリンク無線リ
ソースを図示している。
【００８８】
　図１１に示すように、ｅＮＢ２００は、割り当て候補無線リソースとして、特定のサブ
フレームを指定する。図１１の例では、無線フレーム内のサブフレーム＃１乃至＃３が割
り当て候補無線リソースとして指定される。
【００８９】
　ＵＥ１００は、割り当て候補無線リソースの中からＤ２Ｄリソースを自律的に選択する
。
【００９０】
　ここで、Ｄ２Ｄリソース割当を行うＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースとして、上りリンク
無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。具体的には、Ｕ
Ｅ１００は、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用を禁止する。例えば、ＵＥ
１００は、Ｄ２Ｄリソースとして、上りリンク無線リソースのうちＰＵＣＣＨリソース及
びＰＲＡＣＨリソース以外のリソースブロックを割り当てる。
【００９１】
　ＰＵＣＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉を受
けずに各種の制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩなど）を正常に伝送できる。また、Ｐ
ＵＣＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信中のＵＥ１００がセ
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ルラのＰＵＣＣＨを送信することが可能となる。
【００９２】
　さらに、ＰＲＡＣＨリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの
干渉を受けずにランダムアクセス信号を正常に伝送できる。
【００９３】
　また、動作パターン１と同様に、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によって特定無線
リソースを割り当てた場合であっても、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。具
体的には、ＵＥ１００は、シンボル単位で特定無線リソースの使用を禁止する。例えば、
ＵＥ１００は、ＳＲＳリソース及びＤＭＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。
【００９４】
　ＳＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉を受けず
にセルラ通信におけるＳＲＳを正常に伝送できる。また、ＳＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に
使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信中のＵＥ１００がセルラのＳＲＳを送信することが可
能となる。さらに、ＳＲＳリソースはサブフレームの最終シンボルに配置されるため、Ｓ
ＲＳリソースに対応するシンボル期間をＤ２Ｄ通信の送受信切り替えのための期間として
使用してもよい。
【００９５】
　また、ＤＭＲＳリソースをＤ２Ｄ通信に使用しないことにより、Ｄ２Ｄ通信からの干渉
を受けずにセルラ通信におけるＤＭＲＳを正常に伝送できる。また、ＤＭＲＳリソースは
各スロットの４シンボル目に配置されるため、ＤＭＲＳリソースに対応するシンボル期間
をＤ２Ｄ通信の送受信切り替えのための期間として使用し、Ｄ２Ｄ通信の送受信をスロッ
ト単位で切り替えてもよい。
【００９６】
　［変更例］
　上述した第１実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、特定無線リソース（ＳＲＳリソース、ＤＭ
ＲＳリソース、ＰＵＣＣＨリソース、ＰＲＡＣＨリソース）を使用せずに、下りリンク無
線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを使用して行われていた。すなわ
ち、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースの使用が禁止されていた。
【００９７】
　しかしながら、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースの使用を禁止することに代えて、
送信電力を低下させた上で特定無線リソースを使用してもよい。
【００９８】
　言い換えると、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信
する場合には、特定無線リソースに対応するＤ２Ｄ通信信号の送信電力は、所定値よりも
低い値に設定される。具体的には、特定無線リソースに含まれるリソースエレメントの送
信電力は、他のリソースエレメントの送信電力よりも低い値に設定される。
【００９９】
　例えば、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信する場
合で、かつ、Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御であるＤ２Ｄ電力制御をｅＮＢ２００主導
で行う場合には、Ｄ２Ｄ電力制御を行うｅＮＢ２００は、特定無線リソースに対応するＤ
２Ｄ通信信号の送信電力を所定値よりも低い値に設定する。
【０１００】
　これに対し、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信す
る場合で、かつ、Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御であるＤ２Ｄ電力制御をＵＥ１００主
導で行う場合には、Ｄ２Ｄ電力制御を行うＵＥ１００は、特定無線リソースに対応するＤ
２Ｄ通信信号の送信電力を所定値よりも低い値に設定する。
【０１０１】
　［第２実施形態及び第３実施形態の概要］
　第２実施形態及び第３実施形態に係る移動通信システムは、ネットワーク及びユーザ端
末間でデータ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行



(13) JP 6212101 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

うＤ２Ｄ通信と、をサポートする。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記セルラ通信の下りリンク無線
リソースの一部を使用して行われる。前記下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信に
おいて所定の下りリンク信号の送信に使用される特定無線リソースを含む。前記特定無線
リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信における使用が規制されている。従って、セルラ通信の下り
リンクがＤ２Ｄ通信から受ける干渉の影響を抑制できるため、Ｄ２Ｄ通信をセルラ通信と
両立できる。
【０１０２】
　第２実施形態では、前記所定の下りリンク信号は、前記セルラ通信の制御に使用される
下りリンク制御信号である。例えば、前記下りリンク制御信号は、同期信号、及び／又は
、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）上で送信される信号である。従って、Ｄ２
Ｄ通信からの干渉に起因してセルラ通信の制御が困難になることを回避できるため、Ｄ２
Ｄ通信をセルラ通信と両立できる。一方、物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上
で送信される下りリンクデータ（ユーザデータ）については、下りリンク制御信号とは異
なり、Ｄ２Ｄ通信から干渉を受けても再送等によって回復可能であるため、Ｄ２Ｄ通信か
らの干渉を許容できる。
【０１０３】
　第３実施形態では、前記所定の下りリンク信号は、ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）信号である。また、前記特
定無線リソースは、ＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）サブフレームである。このように、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通信に使
用しないことにより、ユーザ端末は、Ｄ２Ｄ通信を行う場合であっても、ＭＢＳＦＮサブ
フレームで送信されるＭＢＭＳ信号を受信できる。従って、Ｄ２Ｄ通信をＭＢＭＳと両立
できる。
【０１０４】
　第２実施形態及び第３実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信は、前記特定無線リソースを使用
せずに、前記下りリンク無線リソースのうち前記特定無線リソース以外の無線リソースを
使用して行われる。例えば、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソ
ース割当を基地局主導で行う場合に、前記Ｄ２Ｄリソース割当を行う基地局は、前記特定
無線リソースを前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てない。或いは、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リ
ソース割当であるＤ２Ｄリソース割当をユーザ端末主導で行う場合に、前記Ｄ２Ｄリソー
ス割当を行うユーザ端末は、前記特定無線リソースを前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てない。さ
らに、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当によって前記
特定無線リソースがユーザ端末に割り当てられた場合であっても、前記特定無線リソース
が割り当てられた前記ユーザ端末は、前記特定無線リソースを前記Ｄ２Ｄ通信に使用しな
い。従って、Ｄ２Ｄ通信からの干渉に起因してセルラ通信の制御が困難になることを確実
に回避できる。
【０１０５】
　第２実施形態の変更例では、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースを使用して
Ｄ２Ｄ通信信号を送信する場合に、前記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号
の送信電力は、所定値よりも低い値に設定される。例えば、前記Ｄ２Ｄ通信において前記
特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信する場合で、かつ、前記Ｄ２Ｄ通信の
ための送信電力制御であるＤ２Ｄ電力制御を基地局主導で行う場合に、前記Ｄ２Ｄ電力制
御を行う基地局は、前記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号の送信電力を前
記所定値よりも低い値に設定する。或いは、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソー
スを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信する場合で、かつ、前記Ｄ２Ｄ通信のための送信電力
制御であるＤ２Ｄ電力制御をユーザ端末主導で行う場合に、前記Ｄ２Ｄ電力制御を行うユ
ーザ端末は、前記特定無線リソースに対応する前記Ｄ２Ｄ通信信号の送信電力を前記所定
値よりも低い値に設定する。
【０１０６】
　第２実施形態及び第３実施形態に係るユーザ端末は、ネットワーク及びユーザ端末間で
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データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記Ｄ２Ｄ通信
は、前記セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記下りリン
ク無線リソースは、前記セルラ通信において所定の下りリンク信号の送信に使用される特
定無線リソースを含む。前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソー
スの使用を規制するよう制御する制御部を有する。
【０１０７】
　第２実施形態及び第３実施形態に係る基地局は、ネットワーク及びユーザ端末間でデー
タ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通
信と、をサポートする移動通信システムにおける基地局である。前記Ｄ２Ｄ通信は、前記
セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記下りリンク無線リ
ソースは、前記セルラ通信において所定の下りリンク信号の送信に使用される特定無線リ
ソースを含む。前記基地局は、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソースの使用を規
制するよう制御する制御部を有する。
【０１０８】
　第２実施形態及び第３実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク及びユーザ端末間で
データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられる。前記Ｄ２
Ｄ通信は、前記セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記下
りリンク無線リソースは、前記セルラ通信において所定の下りリンク信号の送信に使用さ
れる特定無線リソースを含む。前記プロセッサは、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線
リソースの使用を規制するための処理を行う。
【０１０９】
　第２実施形態及び第３実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク及びユーザ端末間で
データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおける基地局に備えられる。前記Ｄ２Ｄ通
信は、前記セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。前記下りリ
ンク無線リソースは、前記セルラ通信において所定の下りリンク信号の送信に使用される
特定無線リソースを含む。前記プロセッサは、前記Ｄ２Ｄ通信において前記特定無線リソ
ースの使用を規制するための処理を行う。
【０１１０】
　［第２実施形態］
　第２実施形態について、上述した第１実施形態との相違点を主として説明する。第２実
施形態は、システム構成については第１実施形態と同様である。
【０１１１】
　第１実施形態では主として上りリンクに着目していたが、第２実施形態では主として下
りリンクに着目する。
【０１１２】
　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として使用される制御領域である。また、各サブフレームの
残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）として使用できる領域で
ある。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号（ＣＲＳ）が分散して配置される
。
【０１１３】
　下りリンクに使用される無線リソース（下りリンク無線リソース）は、セルラ通信の制
御に使用される下りリンク制御信号（所定の下りリンク信号）の送信に使用される特定無
線リソースを含む。本実施形態では、下りリンク制御信号とは、同期信号、及び／又は、
物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）上で送信される信号である。同期信号は、プ
ライマリ同期信号（ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を含む。下りリンク制御
信号の詳細については後述する。
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【０１１４】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）として使用される制御領域である。また、各サブフレー
ムにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とし
て使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、復調参照信号（ＤＭＲＳ）及び
サウンディング参照信号（ＳＲＳ）が配置される。具体的には、ＤＭＲＳは、ノーマルＣ
Ｐの場合は各スロットの４シンボル目に配置され、拡張ＣＰの場合は各スロットの３シン
ボル目に配置される。ＳＲＳは、サブフレームの最終シンボルに配置される。
【０１１５】
　（Ｄ２Ｄ通信）
　第２実施形態に係るＬＴＥシステムは、第１実施形態と同様に、Ｄ２Ｄ通信をサポート
する。Ｄ２Ｄ通信はＬＴＥシステムの周波数帯域（すなわち、セルラ通信の周波数帯域内
）で行われることが想定されており、例えばセルラ通信への干渉を回避するために、ネッ
トワーク（ｅＮＢ２００）の管理下でＤ２Ｄ通信が行われる。本実施形態では、Ｄ２Ｄ通
信は、セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用して行われる。
【０１１６】
　（第２実施形態に係る動作）
　次に、本実施形態に係る動作を説明する。図１２は、セルラ通信及びＤ２Ｄ通信が同時
に行われる通信環境を説明するための図である。
【０１１７】
　図１２に示すように、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、Ｄ２Ｄ通信を行っている
。これに対し、ＵＥ１００－３は、ｅＮＢ２００とのセルラ通信を行っている。
【０１１８】
　上述したように、Ｄ２Ｄ通信は、セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用し
て行われる。従って、Ｄ２Ｄ通信及びセルラ通信が同時に行われる場合には、セルラ通信
の下りリンクがＤ２Ｄ通信からの干渉を受ける。
【０１１９】
　そこで、本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、特定無線リソースを使用せずに、下りリンク
無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを使用して行われる。すなわち
、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースの使用が禁止される。
【０１２０】
　特定無線リソースは、セルラ通信の制御に使用される下りリンク制御信号の送信に使用
される無線リソースである。下りリンク制御信号は、同期信号、及び／又は、ＰＢＣＨ上
で送信される信号である。同期信号は、同期の確立に使用される信号であって、ＰＳＳ及
びＳＳＳを含む。ＰＢＣＨ上で送信される信号とは、例えばマスタ情報ブロック（ＭＩＢ
）である。
【０１２１】
　図１３は、本実施形態に係る特定無線リソース（ＰＳＳリソース、ＳＳＳリソース、Ｐ
ＢＣＨリソース）を説明するための図である。
【０１２２】
　図１３に示すように、ＰＳＳリソース、ＳＳＳリソース、ＰＢＣＨリソースは、周波数
方向において、下りリンク周波数帯の中央の６リソースブロックに配置される。ＰＳＳリ
ソースは、時間方向において、５サブフレーム毎に前半スロットの最後のＯＦＤＭシンボ
ルに配置される。ＳＳＳリソースは、ＰＳＳリソースと同じスロットの最後から２番目（
すなわちＰＳＳリソースの直前）のＯＦＤＭシンボルに配置される。ＰＢＣＨリソースは
、１０サブフレーム（１無線フレーム）毎に後半スロットの先頭から４ＯＦＤＭシンボル
に配置される。
【０１２３】
　ＵＥ１００は、ＰＳＳ及びＳＳＳを正常に受信すると、セルとの同期をとることができ
る。また、ＵＥ１００は、セルサーチの完了後、該セルからのシステム情報を正常に受信
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すると、該セルとの接続を確立するために必要な情報をシステム情報から取得し、該セル
への接続処理を行う。システム情報は、ＭＩＢ及びシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を含
む。ＭＩＢは、セルの基本情報及びＳＩＢを受信するために必要な情報を含む。ＳＩＢは
、ＰＤＳＣＨを用いて送信される。ＳＩＢは、セルとの接続を確立するために必要な情報
を含む。
【０１２４】
　このように、ＵＥ１００は、セルとの接続を確立するためには、先ずは該セルからの下
りリンク制御信号（ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＭＩＢ）を受信する必要がある。
【０１２５】
　本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソース（ＰＳＳリソース、ＳＳＳリソ
ース、ＰＢＣＨリソース）の使用が禁止されるため、下りリンク制御信号（ＰＳＳ、ＳＳ
Ｓ、ＭＩＢ）はＤ２Ｄ通信からの干渉を受けない。従って、Ｄ２Ｄ通信からの干渉に起因
してセルラ通信が不能になることを回避できるため、Ｄ２Ｄ通信をセルラ通信と両立でき
る。
【０１２６】
　以下において、本実施形態に係る動作パターン１及び２を説明する。
【０１２７】
　（１）動作パターン１
　動作パターン１では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をｅＮＢ２００主導で行う。この場合、Ｄ２Ｄ通信に使用する無線リソース（Ｄ２Ｄリソ
ース）をｅＮＢ２００が決定する。すなわち、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースの選択権を
持たない。ｅＮＢ２００は、動的又は準静的に割り当てたＤ２ＤリソースをＵＥ１００に
通知する。ＵＥ１００は、当該割り当てられたＤ２Ｄリソースを用いてＤ２Ｄ通信を行う
。
【０１２８】
　動作パターン１では、Ｄ２Ｄリソース割当を行うｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとし
て、下りリンク無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。
この場合、ｅＮＢ２００は、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用を禁止でき
る。具体的には、ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとして、特定無線リソースを含む中央
の６リソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。
【０１２９】
　或いは、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によって特定無線リソースが割り当てられ
た場合であっても、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。この場合、ＵＥ１００
は、シンボル単位で特定無線リソースの使用を禁止できる。具体的には、ＵＥ１００は、
特定無線リソースに相当するシンボル区間をＤ２Ｄ通信に使用しない。或いは、ＵＥ１０
０は、シンボル単位での禁止に代えて、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用
を禁止してもよい。例えば、ＵＥ１００は、特定無線リソースについては、割当があった
場合でもこれを無視する。
【０１３０】
　（２）動作パターン２
　動作パターン２では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をＵＥ１００主導で行う。この場合、Ｄ２ＤリソースをＵＥ１００が選択できる。ｅＮＢ
２００は、Ｄ２Ｄ通信に使用可能な無線リソースである割り当て候補無線リソースを示す
情報をＵＥ１００に送信する。ＵＥ１００は、割り当て候補無線リソースの中からＤ２Ｄ
リソースを自律的に選択する。
【０１３１】
　動作パターン２では、Ｄ２Ｄリソース割当を行うＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースとして
、下りリンク無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。こ
の場合、ＵＥ１００は、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用を禁止できる。
具体的には、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースとして、特定無線リソースを含む中央の６リ
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ソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。
【０１３２】
　或いは、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によって特定無線リソースを割り当てた場
合であっても、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用しない。この場合、ＵＥ１００は、
シンボル単位で特定無線リソースの使用を禁止できる。具体的には、ＵＥ１００は、特定
無線リソースに相当するシンボル区間をＤ２Ｄ通信に使用しない。或いは、ＵＥ１００は
、シンボル単位での禁止に代えて、リソースブロック単位で特定無線リソースの使用を禁
止してもよい。例えば、ＵＥ１００は、特定無線リソースについては、割当があった場合
でもこれを無視する。
【０１３３】
　［第３実施形態］
　上述した第２実施形態では、Ｄ２Ｄ通信において使用が禁止される特定無線リソースは
、ＰＳＳの送信に使用されるＰＳＳリソース、ＳＳＳの送信に使用されるＳＳＳリソース
、ＭＩＢの送信に使用されるＰＢＣＨリソースであった。
【０１３４】
　これに対し、第３実施形態では、Ｄ２Ｄ通信において使用が禁止される特定無線リソー
スは、ＭＢＭＳ信号の送信に使用されるＭＢＳＦＮサブフレームである。
【０１３５】
　（ＭＢＭＳ機能）
　ここで、ＬＴＥシステムにおけるＭＢＭＳ機能について説明する。ＭＢＭＳ機能は、同
報型配信を実現するベアラサービスを提供する。ＭＢＭＳ機能によれば、ＭＢＭＳサービ
スに興味を示す複数のＵＥ１００に対して、共通のベアラで一斉にＭＢＭＳ信号を送信で
きる。
【０１３６】
　ＬＴＥシステムでは、複数のｅＮＢ２００（複数のセル）がＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　Ｓ
ｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構成する。ＭＢＳＦＮを構成する
各ｅＮＢ２００は、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて同一のＭＢＭＳ信号を一斉同期送信
する。これにより、ＵＥ１００は、各ｅＮＢ２００から送信されたＭＢＭＳ信号をＲＦ（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）合成できる。また、共通の周波数帯で複数のＵＥ１０
０がＭＢＭＳ信号を同時に受信することにより、無線リソースを節約できる。
【０１３７】
　上述したように、Ｄ２Ｄ通信は、セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用し
て行われる。従って、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいてＵＥ１００がＤ２Ｄ通信を行うと
、当該ＵＥ１００は、ＭＢＭＳ信号の受信を望む場合であっても、ＭＢＭＳ信号を受信で
きない。
【０１３８】
　そこで、本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、ＭＢＳＦＮサブフレームを使用せずに、下り
リンク無線リソースのうちＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレームを使用して行われ
る。すなわち、Ｄ２Ｄ通信においてＭＢＳＦＮサブフレームの使用が禁止される。従って
、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄ通信を行う場合であっても、ＭＢＭＳ信号を受信できる。
【０１３９】
　図１４は、本実施形態に係る特定無線リソース（ＭＢＳＦＮサブフレーム）を説明する
ための図である。
【０１４０】
　図１４に示すように、下りリンクの無線フレームにおいて、サブフレーム番号＃１及び
＃６のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームとして設定できる。サブフレーム番号＃１
及び＃６以外のサブフレームは、通常のサブフレームである。
【０１４１】
　（第３実施形態に係る動作）
　以下において、本実施形態に係る動作パターン１及び２を説明する。
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【０１４２】
　（１）動作パターン１
　動作パターン１では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をｅＮＢ２００主導で行う。この場合、Ｄ２Ｄ通信に使用する無線リソース（Ｄ２Ｄリソ
ース）をｅＮＢ２００が決定する。すなわち、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースの選択権を
持たない。ｅＮＢ２００は、動的又は準静的に割り当てたＤ２ＤリソースをＵＥ１００に
通知する。ＵＥ１００は、当該割り当てられたＤ２Ｄリソースを用いてＤ２Ｄ通信を行う
。
【０１４３】
　動作パターン１では、Ｄ２Ｄリソース割当を行うｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとし
て、下りリンク無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。
具体的には、ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄリソースとして、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれ
るリソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。
【０１４４】
　或いは、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によってＭＢＳＦＮサブフレームに含まれ
るリソースブロックが割り当てられても、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるリソースブ
ロックをＤ２Ｄ通信に使用しない。或いは、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソース割当によって
ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるリソースブロックが割り当てられても、ＭＢＭＳ信号
の受信を望むのであれば、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるリソースブロックをＤ２Ｄ
通信に使用しない。
【０１４５】
　（２）動作パターン２
　動作パターン２では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当であるＤ２Ｄリソース割当
をＵＥ１００主導で行う。この場合、Ｄ２ＤリソースをＵＥ１００が選択できる。ｅＮＢ
２００は、Ｄ２Ｄ通信に使用可能な無線リソースである割り当て候補無線リソースを示す
情報をＵＥ１００に送信する。ＵＥ１００は、割り当て候補無線リソースの中からＤ２Ｄ
リソースを自律的に選択する。
【０１４６】
　動作パターン２では、Ｄ２Ｄリソース割当を行うＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースとして
、下りリンク無線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てる。具
体的には、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースとして、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるリ
ソースブロック以外のリソースブロックを割り当てる。なお、Ｄ２Ｄリソース割当を行う
ＵＥ１００は、ＭＢＭＳ信号の受信を望む場合に、Ｄ２Ｄリソースとして、下りリンク無
線リソースのうち特定無線リソース以外の無線リソースを割り当てるとしてもよい。
【０１４７】
　或いは、ＵＥ１００は、特定無線リソースについては、割当があった場合でもこれを無
視する。この場合、割当される側（ＵＥ１００）で望まないＤ２Ｄリソース割当がされた
際に、ＭＢＭＳ受信を優先することができる。
【０１４８】
　［変更例］
　例えば、上述した第２実施形態及び第３実施形態は、別個独立に実施する場合に限らず
、相互に組み合わせて実施してもよい。
【０１４９】
　上述した第２実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、特定無線リソース（ＰＳＳリソース、ＳＳ
Ｓリソース、ＰＢＣＨリソース）を使用せずに、下りリンク無線リソースのうち特定無線
リソース以外の無線リソースを使用して行われていた。すなわち、Ｄ２Ｄ通信において特
定無線リソースの使用が禁止されていた。
【０１５０】
　しかしながら、第２実施形態の変更例として、送信電力を低下させた上で特定無線リソ
ースを使用してもよい。
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【０１５１】
　言い換えると、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信
する場合には、特定無線リソースに対応するＤ２Ｄ通信信号の送信電力は、所定値よりも
低い値に設定される。具体的には、特定無線リソースに含まれるリソースエレメントの送
信電力は、他のリソースエレメントの送信電力よりも低い値に設定される。ここで、所定
値は、以下のようにして決定できる。第１の方法は、所定値が静的に決められている方法
である。第２の方法は、所定値が動的に決められる方法である。さらに、第２の方法にお
いて、所定値は、ｅＮＢ２００から明示的に指示されてもよく、他の信号(D2D通信用に指
定された等)に対する相対値（静的に決まっている）を用いてもよい。ここで、ｅＮＢ２
００から明示的に指示する場合には、値が直接通知されてもよく、他の信号等(D2D通信用
に指定された送信電力等)に対する相対値が通知されてもよい。
【０１５２】
　例えば、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信する場
合で、かつ、Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御であるＤ２Ｄ電力制御をｅＮＢ２００主導
で行う場合には、Ｄ２Ｄ電力制御を行うｅＮＢ２００は、特定無線リソースに対応するＤ
２Ｄ通信信号の送信電力を所定値よりも低い値に設定する。
【０１５３】
　これに対し、Ｄ２Ｄ通信において特定無線リソースを使用してＤ２Ｄ通信信号を送信す
る場合で、かつ、Ｄ２Ｄ通信のための送信電力制御であるＤ２Ｄ電力制御をＵＥ１００主
導で行う場合には、Ｄ２Ｄ電力制御を行うＵＥ１００は、特定無線リソースに対応するＤ
２Ｄ通信信号の送信電力を所定値よりも低い値に設定する。
【０１５４】
　［第４実施形態乃至第６実施形態の概要］
　第４実施形態乃至第６実施形態に係る移動通信システムは、ネットワーク及びユーザ端
末間でデータ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行
うＤ２Ｄ通信と、をサポートする。前記セルラ通信の下りリンク無線リソースは、前記セ
ルラ通信における特定の機能を実現するための特定のサブフレームを含む。前記Ｄ２Ｄ通
信は、前記特定のサブフレームの少なくとも一部を使用して行われる。従って、セルラ通
信用の特定のサブフレームをＤ２Ｄ通信のために活用して、セルラ通信とＤ２Ｄ通信との
両立を図ることができる。
【０１５５】
　第４実施形態及び第５実施形態では、前記特定の機能は、ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）機能である。また、
前記特定のサブフレームは、ＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）サブフレームである。従って、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通信
のために活用して、セルラ通信とＤ２Ｄ通信との両立を図ることで、無線リソースの効率
的な運用が可能となる。
【０１５６】
　第４実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当を行う基地局は、当該基
地局が収容するユーザ端末から通知されるＭＢＭＳ興味情報に基づいて、前記ＭＢＳＦＮ
サブフレームの少なくとも一部を前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。従って
、ユーザ端末におけるＭＢＭＳへの興味の状況に応じて、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２
Ｄ通信に使用するか否かを適切に制御できる。
【０１５７】
　第４実施形態では、前記ＭＢＭＳ興味情報は、前記ユーザ端末が受信を希望するＭＢＭ
Ｓデータが配信される周波数を示す周波数情報を含む。前記基地局は、前記ＭＢＭＳ興味
情報に含まれる前記周波数情報に基づいて、前記ＭＢＳＦＮサブフレームの少なくとも一
部を前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。従って、ユーザ端末が興味を示さな
い周波数（キャリア）に属するＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通信のために活用できる
。



(20) JP 6212101 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

【０１５８】
　第５実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当を行う基地局は、当該基
地局が収容するユーザ端末から通知されるＭＢＭＳカウント情報に基づいて、前記ＭＢＳ
ＦＮサブフレームの少なくとも一部を前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。従
って、ユーザ端末におけるＭＢＭＳデータの受信状況に応じて、ＭＢＳＦＮサブフレーム
をＤ２Ｄ通信に使用するか否かを適切に制御できる。
【０１５９】
　第６実施形態では、前記特定の機能は、ＩＣＩＣ（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ)機能である。また、前記特定のサブフレー
ムは、ＡＢＳ（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）である。ＡＢＳは、セル
間の干渉回避のために略ブランク（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ）にされ、セルラ通信が規
制されるサブフレームである。従って、ＡＢＳをＤ２Ｄ通信のために活用して、セルラ通
信とＤ２Ｄ通信との両立を図ることで、無線リソースの効率的な運用が可能となる。
【０１６０】
　第６実施形態では、前記Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当を行う基地局は、前記Ａ
ＢＳを設定した場合に、前記ＡＢＳの少なくとも一部を前記Ｄ２Ｄ通信に割り当てる。従
って、ＡＢＳの設定状況に応じて、ＡＢＳをＤ２Ｄ通信に使用するか否かを適切に制御で
きる。
【０１６１】
　第４実施形態乃至第６実施形態に係るユーザ端末は、ネットワーク及びユーザ端末間で
データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末である。前記セルラ通信
の下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信における特定の機能を実現するための特定
のサブフレームを含む。前記ユーザ端末は、前記特定のサブフレームの少なくとも一部を
使用して前記Ｄ２Ｄ通信を行うよう制御する制御部を有する。
【０１６２】
　第４実施形態乃至第６実施形態に係る基地局は、ネットワーク及びユーザ端末間でデー
タ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２Ｄ通
信と、をサポートする移動通信システムにおける基地局である。前記セルラ通信の下りリ
ンク無線リソースは、前記セルラ通信における特定の機能を実現するための特定のサブフ
レームを含む。前記基地局は、前記特定のサブフレームの少なくとも一部を使用して前記
Ｄ２Ｄ通信を行うよう制御する制御部を有する。
【０１６３】
　第４実施形態乃至第６実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク及びユーザ端末間で
データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおけるユーザ端末に備えられる。前記セル
ラ通信の下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信における特定の機能を実現するため
の特定のサブフレームを含む。前記プロセッサは、前記特定のサブフレームの少なくとも
一部を使用して前記Ｄ２Ｄ通信を行うための処理を行う。
【０１６４】
　第４実施形態乃至第６実施形態に係るプロセッサは、ネットワーク及びユーザ端末間で
データ通信を行うセルラ通信と、２以上のユーザ端末間で直接的にデータ通信を行うＤ２
Ｄ通信と、をサポートする移動通信システムにおける基地局に備えられる。前記セルラ通
信の下りリンク無線リソースは、前記セルラ通信における特定の機能を実現するための特
定のサブフレームを含む。前記プロセッサは、前記特定のサブフレームの少なくとも一部
を使用して前記Ｄ２Ｄ通信を行うための処理を行う。
【０１６５】
　［第４実施形態］
　第４実施形態について、上述した各実施形態との相違点を主として説明する。第４実施
形態は、システム構成については第１実施形態と同様である。
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【０１６６】
　本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信は、セルラ通信の下りリンク無線リソースの一部を使用し
て行われる。
【０１６７】
　Ｄ２Ｄ通信に使用される無線リソース（Ｄ２Ｄリソース）を割り当てる方法としては、
次の２つがある。
【０１６８】
　第１の方法は、Ｄ２Ｄリソース割当をｅＮＢ２００主導で行う方法である。この場合、
Ｄ２ＤリソースをｅＮＢ２００が決定する。すなわち、ＵＥ１００は、Ｄ２Ｄリソースの
選択権を持たない。ｅＮＢ２００は、動的又は準静的に割り当てたＤ２ＤリソースをＵＥ
１００に通知する。ＵＥ１００は、当該割り当てられたＤ２Ｄリソースを用いてＤ２Ｄ通
信を行う。
【０１６９】
　第２の方法は、Ｄ２Ｄリソース割当をＵＥ１００主導で行う方法である。この場合、Ｄ
２ＤリソースをＵＥ１００が選択できる。ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄ通信に使用可能な無線
リソースである割当候補無線リソースを示す情報をＵＥ１００に送信する。ＵＥ１００は
、割当候補無線リソースの中からＤ２Ｄリソースを自律的に選択する。以下において、用
語「Ｄ２Ｄリソース」は、割当候補無線リソースも含む概念であるとする。
【０１７０】
　（ＭＢＭＳ機能）
　ここで、ＬＴＥシステムにおけるＭＢＭＳ機能について説明する。ＭＢＭＳ機能は、同
報型配信を実現するベアラサービスを提供する。ＭＢＭＳ機能によれば、ＭＢＭＳサービ
スに興味を示す複数のＵＥ１００に対して、共通のベアラで一斉にＭＢＭＳデータを送信
できる。
【０１７１】
　ＬＴＥシステムでは、複数のｅＮＢ２００（複数のセル）がＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　Ｓ
ｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構成する。ＭＢＳＦＮを構成する
各ｅＮＢ２００は、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて同一のＭＢＭＳデータを一斉同期送
信する。
【０１７２】
　これにより、ＵＥ１００は、各ｅＮＢ２００から送信されたＭＢＭＳデータをＲＦ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）合成できる。また、共通の無線リソースを使用して複数
のＵＥ１００がＭＢＭＳデータ受信することにより、無線リソースを節約できる。
【０１７３】
　図１５は、ＭＢＳＦＮサブフレームを説明するための図である。
【０１７４】
　図１５に示すように、下りリンクの無線フレームにおいて、例えばサブフレーム番号＃
１及び＃６のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームとして設定できる。サブフレーム番
号＃１及び＃６以外のサブフレームは、通常のサブフレームである。
【０１７５】
　（第４実施形態に係る動作）
　次に、本実施形態に係る動作を説明する。本実施形態では、下りリンクが複数の周波数
（マルチキャリア）で運用されており、かつ周波数ごとに異なるＭＢＭＳデータ（ＭＢＭ
Ｓチャンネル）が配信されているケースを想定する。また、同一のＵＥ１００がＤ２Ｄ通
信及びセルラ通信を併用するケースを想定する。
【０１７６】
　図１６は、本実施形態に係る通信環境を説明するための図である。
【０１７７】
　図１６に示すように、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００のセル内に
位置しており、ｅＮＢ２００に収容されている。また、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－
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２は、ｅＮＢ２００から割り当てられるＤ２Ｄリソースを使用してＤ２Ｄ通信を行ってい
る。
【０１７８】
　ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００から割り当てられる無線リソースを使用してｅＮＢ２
００とのセルラ通信を行っている。また、ＵＥ１００－１は、ＭＢＭＳデータの受信を希
望する、又はＭＢＭＳデータを受信している。
【０１７９】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２によるＤ２Ｄ通信へのＤ２Ｄリソ
ースの割当と、ＵＥ１００－１によるセルラ通信への無線リソースの割当と、を行う。ま
た、ｅＮＢ２００は、下りリンクにおいて、周波数ごとに異なるＭＢＭＳデータを配信し
ている。
【０１８０】
　図１７は、本実施形態に係る動作シーケンス図である。ここでは、図１６に示す通信環
境下での動作を説明する。
【０１８１】
　図１７に示すように、ステップＳ１１において、ＵＥ１００－１は、ＲＲＣメッセージ
の一つであるＭＢＭＳ興味情報（ＭＢＭＳ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）
をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１からのＭＢＭＳ興味情報を
受信する。
【０１８２】
　ＭＢＭＳ興味情報は、ＵＥ１００－１が受信を希望するＭＢＭＳデータが配信される周
波数を示す周波数情報を含む。
【０１８３】
　ここで、ＭＢＭＳ興味情報は、ＵＥ１００－１が受信を希望するＭＢＭＳデータを周波
数レベルでしか識別できない。従って、本実施形態では、どのＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳ
チャンネル）の受信をＵＥ１００－１が希望するかをｅＮＢ２００が把握できないことに
留意すべきである。
【０１８４】
　なお、現行の仕様において、ＭＢＭＳ興味情報の送信トリガとしては、以下の２つが規
定されている。
【０１８５】
　第１に、ＭＢＭＳに興味を持つＵＥは、ＲＲＣ接続を確立する際に、すなわち、アイド
ル状態（ＲＲＣ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ）から接続状態（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　
Ｓｔａｔｅ）に遷移する際に、ＭＢＭＳ興味情報を送信する。
【０１８６】
　第２に、ＵＥは、接続状態において、自身が興味を示すＭＢＭＳ周波数を変更する際に
、更新されたＭＢＭＳ興味情報を送信する。具体的には、ＵＥは、自身が興味を示すＭＢ
ＭＳ周波数を、最後に（前回）ＭＢＭＳ興味情報を送信した時点から変更する場合に、更
新されたＭＢＭＳ興味情報を送信する。
【０１８７】
　ステップＳ１２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２による
Ｄ２Ｄ通信に割り当てるＤ２Ｄリソースを決定する。ここで、ｅＮＢ２００は、ステップ
Ｓ１１で受信したＭＢＭＳ興味情報に基づいて、ＭＢＳＦＮサブフレームの少なくとも一
部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。
【０１８８】
　本実施形態では、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳ興味情報に含まれる周波数情報に基づいて
、ＭＢＳＦＮサブフレームの少なくとも一部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する
。具体的には、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳ興味情報に含まれる周波数情報が示す周波数以
外の周波数に相当するＭＢＳＦＮサブフレームが存在する場合には、当該ＭＢＳＦＮサブ
フレームに含まれるリソースブロックをＤ２Ｄ通信に割り当てる。言い換えると、ＵＥ１
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００－１の興味の無い周波数におけるＭＢＳＦＮサブフレームの中からＤ２Ｄリソースを
割り当てる。
【０１８９】
　ステップＳ１３において、ｅＮＢ２００は、ステップＳ１２で決定したＤ２Ｄリソース
を示すＤ２Ｄリソース情報をＵＥ１００－１に送信する。ＵＥ１００－１は、Ｄ２Ｄリソ
ース情報を受信すると、Ｄ２Ｄリソース情報が示すＤ２Ｄリソースを使用してＤ２Ｄ通信
を行う。
【０１９０】
　このように、ＵＥ１００－１の興味の無い周波数におけるＭＢＳＦＮサブフレームをＤ
２Ｄ通信に使用することにより、Ｄ２Ｄ通信及びセルラ通信の両立を図りつつ、無線リソ
ースを有効活用できる。また、ＵＥ１００－１は、Ｄ２Ｄ通信を行いながら、興味のある
周波数で配信されるＭＢＭＳデータを受信できる。
【０１９１】
　［第５実施形態］
　以下、第５実施形態について、第４実施形態との相違点を主として説明する。
【０１９２】
　上述した第４実施形態では、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳ興味情報に含まれる周波数情報
に基づいて、ＭＢＳＦＮサブフレームの少なくとも一部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否か
を制御していた。
【０１９３】
　これに対し、本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当を行うｅＮＢ２０
０は、当該ｅＮＢ２００が収容するＵＥ１００から通知されるＭＢＭＳカウント情報（Ｍ
ＢＭＳ　ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）に基づいて、ＭＢＳＦＮサブフレームの
少なくとも一部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。
【０１９４】
　ＭＢＭＳカウント情報は、ＲＲＣメッセージの一つであり、ＭＢＭＳデータを受信する
ＵＥ１００の数をカウントするために使用される。具体的には、ｅＮＢ２００は、自セル
内のＵＥ１００に対してＭＢＭＳカウント要求（ＭＢＭＳ　ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）を送信する。ＭＢＭＳカウント要求を受信したＵＥ１００は、自身のＭＢＭＳ受
信状態をＭＢＭＳカウント情報に含めてｅＮＢ２００に送信する。ＭＢＭＳカウント情報
は、ＵＥ１００－１が受信するＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル）を示す情報を含む
。
【０１９５】
　図１８は、本実施形態に係る動作シーケンス図である。本実施形態では、第４実施形態
とは異なり、必ずしも下りリンクが複数の周波数（マルチキャリア）で運用されていなく
てもよい。
【０１９６】
　図１８に示すように、ステップＳ２１において、ＵＥ１００－１は、ＭＢＭＳカウント
情報（ＭＢＭＳ　ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）をｅＮＢ２００に送信する。ｅ
ＮＢ２００は、ＵＥ１００－１からのＭＢＭＳカウント情報を受信する。
【０１９７】
　ステップＳ２２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２による
Ｄ２Ｄ通信に割り当てるＤ２Ｄリソースを決定する。ここで、ｅＮＢ２００は、ステップ
Ｓ２２で受信したＭＢＭＳ興味情報に基づいて、ＭＢＳＦＮサブフレームの少なくとも一
部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。
【０１９８】
　本実施形態では、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳカウント情報に含まれる、ＵＥ１００－１
が受信するＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル）を示す情報に基づいて、ＭＢＳＦＮサ
ブフレームの少なくとも一部をＤ２Ｄ通信に割り当てるか否かを制御する。第１に、ｅＮ
Ｂ２００は、ＭＢＭＳカウント情報により、配信を停止するＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチ
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ャンネル）を決定する。具体的には、ｅＮＢ２００は、自セルで収容する各ＵＥ１００に
おいて受信されていないＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル）の配信を停止する。第２
に、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル）の配信を停止することによ
り、配信を停止したＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル）についての無線リソースに余
裕ができた場合、その一部をＤ２Ｄ通信用に開放する。
【０１９９】
　図１９は、本実施形態に係るＤ２Ｄリソース割当の一例を示す図である。図１９に示す
ように、ｅＮＢ２００は、ＭＢＭＳカウント情報に基づいてＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチ
ャンネル）の配信を停止することにより、配信を停止したＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャ
ンネル）についての無線リソースに余裕ができた場合、その一部をＤ２Ｄ通信用に開放す
る。図１９の例では、ＭＢＳＦＮサブフレームの一部をＤ２Ｄ通信用に開放することによ
り、ＭＢＳＦＮサブフレーム内でＭＢＭＳ配信とＤ２Ｄ通信とが共存する。
【０２００】
　図１８に戻り、ステップＳ２３において、ｅＮＢ２００は、ステップＳ２２で決定した
Ｄ２Ｄリソースを示すＤ２Ｄリソース情報をＵＥ１００－１に送信する。ＵＥ１００－１
は、Ｄ２Ｄリソース情報を受信すると、Ｄ２Ｄリソース情報が示すＤ２Ｄリソースを使用
してＤ２Ｄ通信を行う。
【０２０１】
　従って、本実施形態によれば、配信が停止されたＭＢＭＳデータ（ＭＢＭＳチャンネル
）についての無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用することにより、無線リソースを有効活用
できる。
【０２０２】
　［第６実施形態］
　以下、第６実施形態について、第４実施形態及び第５実施形態との相違点を主として説
明する。
【０２０３】
　上述した第４実施形態及び第５実施形態では、特定の機能はＭＢＭＳ機能であり、特定
のサブフレームはＭＢＳＦＮサブフレームであった。
【０２０４】
　これに対し、第６実施形態では、特定の機能はＩＣＩＣ機能であり、特定のサブフレー
ムはＡＢＳである。
【０２０５】
　ＩＣＩＣ機能は、複数のセル（複数のｅＮＢ）が連携して、セル間の干渉を回避するた
めの機能である。特に、マクロｅＮＢ（ＭｅＮＢ）のセル内に、ピコｅＮＢ（ＰｅＮＢ）
などの小型ｅＮＢが設置される通信環境下においてＩＣＩＣ機能は重要である。
【０２０６】
　図２０は、本実施形態に係る通信環境を説明するための図である。
【０２０７】
　図２０に示すように、ＭｅＮＢ２００－１のセル内には、ＰｅＮＢ２００－２が設置さ
れている。また、ＵＥ１００－１乃至ＵＥ１００－４は、ＭｅＮＢ２００－１に収容され
ている。ＵＥ１００－５は、ＰｅＮＢ２００－２に収容されている。
【０２０８】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、ＭｅＮＢ２００－１から割り当てられるＤ２Ｄ
リソースを使用してＤ２Ｄ通信を行っている。ＵＥ１００－３及びＵＥ１００－４は、Ｍ
ｅＮＢ２００－１から割り当てられる無線リソースを使用してＭｅＮＢ２００－１とのセ
ルラ通信を行っている。ＵＥ１００－５は、ＰｅＮＢ２００－２から割り当てられる無線
リソースを使用してＰｅＮＢ２００－２とのセルラ通信を行っている。
【０２０９】
　このような通信環境では、ＰｅＮＢ２００－２の下りリンクは、ＭｅＮＢ２００－１の
下りリンクから大きな干渉を受ける。従って、ＭｅＮＢ２００－１は、下りリンクの一部
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のサブフレームをＡＢＳに設定する。ＡＢＳとは、セル間の干渉回避のために略ブランク
（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ）にされるサブフレームである。
【０２１０】
　図２１は、ＡＢＳを説明するための図である。図２１に示すように、ＭｅＮＢ２００－
１は、下りリンクの無線フレームにおいて、例えばサブフレーム番号＃１及び＃６のサブ
フレームをＡＢＳとして設定する。
【０２１１】
　ＭｅＮＢ２００－１は、設定したＡＢＳをＰｅＮＢ２００－２に通知する。ＭｅＮＢ２
００－１のＡＢＳに対応するサブフレームにおいて、ＰｅＮＢ２００－２の下りリンクは
、ＭｅＮＢ２００－１の下りリンクからの干渉を回避できるため、下りリンクの通信を良
好に行うことができる。しかしながら、ＭｅＮＢ２００－１の観点では、ＡＢＳは下りリ
ンクの通信に使用不能な無駄な無線リソースとなる。
【０２１２】
　そこで、本実施形態では、Ｄ２Ｄ通信のための無線リソース割当を行うＭｅＮＢ２００
－１は、ＡＢＳを設定した場合に、ＡＢＳの少なくとも一部をＤ２Ｄ通信に割り当てる。
【０２１３】
　図２２は、本実施形態に係るＭｅＮＢ２００－１の動作を説明するための図である。
【０２１４】
　図２２に示すように、ＭｅＮＢ２００－１は、ＡＢＳを設定した場合に、Ｄ２Ｄリソー
スとして、ＡＢＳに含まれるリソースブロックを割り当てる。
【０２１５】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、ＭｅＮＢ２００－１から割り当てられるＤ２Ｄ
リソースを使用してＤ２Ｄ通信を行う。なお、Ｄ２Ｄ通信における送信電力は低い値であ
るため、ＰｅＮＢ２００－２の下りリンクがＤ２Ｄ通信から受ける干渉の影響は小さい。
【０２１６】
　一方、ＡＢＳ以外のサブフレームについては、ＭｅＮＢ２００－１は、通常通り、ＵＥ
１００－３及びＵＥ１００－４に対して無線リソースを割り当てる。
【０２１７】
　このように、ＡＢＳをＤ２Ｄ通信に使用することにより、Ｄ２Ｄ通信及びセルラ通信の
両立を図りつつ、無線リソースを有効活用できる。
【０２１８】
　［変更例］
　例えば、上述した第４実施形態及び第５実施形態は、別個独立に実施する場合に限らず
、相互に組み合わせて実施してもよい。
【０２１９】
　［その他の実施形態］
　（第１実施形態の変更例）
　上述した第１実施形態では、セルラ通信において所定の上りリンク信号の送信に使用さ
れる特定無線リソースは、全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信における使用が規制され
ていた。しかしながら、必ずしも全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信における使用を規
制するのではなく、所定の条件を満たす一部のＵＥ１００に対してのみＤ２Ｄ通信におけ
る使用を規制してもよい。
【０２２０】
　例えば、ｅＮＢ２００との間のパスロスが小さいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの
上りリンク通信に対して与える干渉の影響は大きいものの、ｅＮＢ２００との間のパスロ
スが大きいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの上りリンク通信に対して与える干渉の影
響は小さい。ｅＮＢ２００との間のパスロスが小さいＵＥ１００が送信するＤ２Ｄ通信信
号はｅＮＢ２００において高い電力で受信されるからである。よって、ｅＮＢ２００との
間のパスロスが閾値以上であるＵＥ１００については、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に
使用することを許容できる。これに対し、ｅＮＢ２００との間のパスロスが閾値よりも小
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さいＵＥ１００については、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用することを禁止する。
【０２２１】
　禁止されるＵＥ１００は、自身が条件を判定して特定無線リソースの使用を自粛しても
よいし、ｅＮＢ２００から特定無線リソースの使用を禁止するよう指示されてもよい。
【０２２２】
　パスロスの推定方法として、ＵＥ１００が推定する場合には、ｅＮＢ２００から送信さ
れる参照信号の受信電力から推定してもよい。また、ｅＮＢ２００が推定する場合には、
ＵＥ１００が送信するセルラ用参照信号の受信電力から推定してもよいし、ＵＥ１００が
送信するＤ２Ｄ用参照信号(Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号や同期信号等を含む)の受信電力から
推定してもよい。
【０２２３】
　（第２実施形態及び第３実施形態の変更例）
　上述した第２実施形態及び第３実施形態では、セルラ通信において所定の下りリンク信
号の送信に使用される特定無線リソースは、全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信におけ
る使用が規制されていた。しかしながら、必ずしも全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信
における使用を規制するのではなく、所定の条件を満たす一部のＵＥ１００に対してのみ
Ｄ２Ｄ通信における使用を規制してもよい。
【０２２４】
　例えば、ｅＮＢ２００との間のパスロスが大きいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの
下りリンク通信に対して与える干渉の影響は大きいものの、ｅＮＢ２００との間のパスロ
スが小さいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの下りリンク通信に対して与える干渉の影
響は小さい。ｅＮＢ２００との間のパスロスが大きい位置（例えばセルエッジ）は下りリ
ンクのセルラ通信品質が劣化し易いからである。よって、ｅＮＢ２００との間のパスロス
が閾値以下であるＵＥ１００については、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用すること
を許容できる。これに対し、ｅＮＢ２００との間のパスロスが閾値よりも大きいＵＥ１０
０については、特定無線リソースをＤ２Ｄ通信に使用することを禁止する。
【０２２５】
　禁止されるＵＥ１００は、自身が条件を判定して特定無線リソースの使用を自粛しても
よいし、ｅＮＢ２００から特定無線リソースの使用を禁止するよう指示されてもよい。
【０２２６】
　パスロスの推定方法として、ＵＥ１００が推定する場合には、ｅＮＢ２００から送信さ
れる参照信号の受信電力から推定してもよい。また、ｅＮＢ２００が推定する場合には、
ＵＥ１００が送信するセルラ用参照信号の受信電力から推定してもよいし、ＵＥ１００が
送信するＤ２Ｄ用参照信号(Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号や同期信号等を含む)の受信電力から
推定してもよい。
【０２２７】
　（第４実施形態乃至第６実施形態の変更例）
　上述した第４実施形態乃至第６実施形態では、セルラ通信における特定の機能を実現す
るための特定のサブフレームにおいて、全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信における使
用が許容されていた。しかしながら、必ずしも全てのＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通信にお
ける使用を許容するのではなく、所定の条件を満たす一部のＵＥ１００に対してＤ２Ｄ通
信における使用を規制してもよい。
【０２２８】
　例えば、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通信に使用する場合において、ｅＮＢ２００
との間のパスロスが大きいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの下りリンク通信（ＭＢＭ
Ｓ受信）に対して与える干渉の影響は大きいものの、ｅＮＢ２００との間のパスロスが小
さいＵＥ１００のＤ２Ｄ通信からセルラの下りリンク通信（ＭＢＭＳ受信）に対して与え
る干渉の影響は小さい。ｅＮＢ２００との間のパスロスが大きい位置（例えばセルエッジ
）は下りリンクのセルラ通信品質が劣化し易いからである。よって、ｅＮＢ２００との間
のパスロスが閾値以下であるＵＥ１００については、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通
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信に使用することを許容できる。これに対し、ｅＮＢ２００との間のパスロスが閾値より
も大きいＵＥ１００については、ＭＢＳＦＮサブフレームをＤ２Ｄ通信に使用することを
禁止する。
【０２２９】
　禁止されるＵＥ１００は、自身が条件を判定してＭＢＳＦＮサブフレームの使用を自粛
してもよいし、ｅＮＢ２００からＭＢＳＦＮサブフレームの使用を禁止するよう指示され
てもよい。
【０２３０】
　パスロスの推定方法として、ＵＥ１００が推定する場合には、ｅＮＢ２００から送信さ
れる参照信号の受信電力から推定してもよい。また、ｅＮＢ２００が推定する場合には、
ＵＥ１００が送信するセルラ用参照信号の受信電力から推定してもよいし、ＵＥ１００が
送信するＤ２Ｄ用参照信号(Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号や同期信号等を含む)の受信電力から
推定してもよい。
【０２３１】
　［相互参照］
　米国仮出願第６１／７０５８７１号（２０１２年９月２６日出願）の全内容、米国仮出
願第６１／７０５８９５号（２０１２年９月２６日出願）の全内容、米国仮出願第６１／
７０６３４９号（２０１２年９月２７日出願）の全内容が、参照により、本願明細書に組
み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０２３２】
　本発明は、移動通信分野において有用である。

【図１】 【図２】

【図３】



(28) JP 6212101 B2 2017.10.11

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(29) JP 6212101 B2 2017.10.11

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(30) JP 6212101 B2 2017.10.11

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(31) JP 6212101 B2 2017.10.11

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(32) JP 6212101 B2 2017.10.11

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/706,349
(32)優先日　　　　  平成24年9月27日(2012.9.27)
(33)優先権主張国　  米国(US)

早期審査対象出願

(56)参考文献  特表２０１０－５３３４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２７０８８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０３００８９２（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許第０８８８５５０７（ＵＳ，Ｂ２）　　
              国際公開第２０１２／０４９３５１（ＷＯ，Ａ１）　　
              LEI LEI, et al.，OPERATOR CONTROLLED DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATIONS IN LTE-ADVANCED N
              ETWORKS，IEEE Wireless Communications，２０１２年　６月
              大久保　尚人　他，高速・大容量・低遅延を実現するＬＴＥの無線方式概要，ＮＴＴ　ＤＯＣＯ
              ＭＯ　テクニカル・ジャーナル Vol.19 N0.1，２０１１年　４月　１日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

