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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソース割振り方法であって、
　第1のユーザ機器により、第1のリソースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
するステップであって、前記少なくとも1つの占有信号が前記第1のリソースの占有を示す
ために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1のリソースがn個の時間周波数リソースを含み、前記n個の時間周波数リソース
がそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmが正
の整数であり、nがmよりも大きくなく、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
する前記ステップが、
　前記第1のユーザ機器により、前記n個のデータフレームのうちのk個のデータフレーム
の各データフレーム上で前記占有信号を送信するステップであって、前記占有信号が前記
占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用
され、kが正の整数であり、kがnよりも大きくない、ステップ
　を含む、方法。
【請求項２】
　リソース割振り方法であって、
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　第1のユーザ機器により、第1のリソースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
するステップであって、前記少なくとも1つの占有信号が前記第1のリソースの占有を示す
ために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1のリソースがn個の時間周波数リソースを含み、前記n個の時間周波数リソース
がそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmが正
の整数であり、nがmよりも大きくなく、前記少なくとも1つの占有信号がt個の同期信号お
よびs個の同期チャネルを含み、前記同期信号が前記同期信号を搬送するデータフレーム
が占有されていることを示すために使用され、前記同期チャネルが前記同期チャネルを搬
送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、tおよ
びsが正の整数であり、tがn以下であり、sがt以下であり、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
する前記ステップが、
　前記第1のユーザ機器により、前記n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
の各データフレーム上で前記同期信号を送信するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なく
とも最初のデータフレーム上で前記同期チャネルを送信するステップと
　を含む、方法。
【請求項３】
　前記n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の前記n個の時間周波
数リソースのサブフレーム占有パターンが同じであるとき、かつ、前記m個のデータフレ
ームが同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割されるとき、tが前記f
個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、fが正の整数であり、tと
fとの積がnに等しく、
　前記第1のユーザ機器により、前記n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
の各データフレーム上で前記同期信号を送信する前記ステップが、
　前記第1のユーザ機器により、前記f個の期間の最初の期間内で占有される前記t個のデ
ータフレームの各データフレーム上で前記同期信号を送信するステップ
　を含む、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　リソース割振り方法であって、
　第1のユーザ機器により、第1のリソースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
するステップであって、前記少なくとも1つの占有信号が前記第1のリソースの占有を示す
ために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1のリソースがn個の時間周波数リソースを含み、前記n個の時間周波数リソース
がそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmが正
の整数であり、nがmよりも大きくなく、前記n個の時間周波数リソースの各々に対応する
データフレーム内の前記n個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じで
あり、前記サブフレーム占有パターンが1つのデータフレーム内のr個のサブフレームに対
応し、前記少なくとも1つの占有信号がt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、前
記第1の信号の各々が前記第1の信号を搬送するデータフレームが占有されていることを示
すために使用され、前記第2の信号の各々が前記第2の信号を搬送するサブフレームが占有
されていることを示すために使用され、r、t、およびsが正の整数であり、tがn以下であ
り、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
する前記ステップが、
　前記第1のユーザ機器により、前記n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
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の各データフレーム上で前記第1の信号を送信するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1の信号を搬送するデータフレームのうちの少なく
とも最初のデータフレーム内の前記r個のサブフレームの各サブフレーム上で前記第2の信
号を送信するステップと
　を含む、方法。
【請求項５】
　リソース割振り方法であって、
　第1のユーザ機器により、第1のリソースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
するステップであって、前記少なくとも1つの占有信号が前記第1のリソースの占有を示す
ために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1のリソースがそれぞれg個の連続するデータフレーム内に位置するg個の時間周
波数リソースを含み、前記g個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内
の前記g個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じであり、前記サブフ
レーム占有パターンが1つのデータフレーム内のj番目から（j＋g－1）番目のサブフレー
ムに対応し、jおよびgが正の整数であり、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
する前記ステップが、
　前記g個のデータフレームのうちのk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブ
フレーム上で前記占有信号を送信するステップであって、kが1，…，gのうちのいずれか1
つであり、前記占有信号が前記占有信号を搬送するサブフレームが占有されていることを
示すために使用される、ステップ
　を含む、方法。
【請求項６】
　リソース割振り方法であって、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出するステップであって、前記
少なくとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定するステップと
　を含み、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で前記占有信
号を検出するステップであって、前記占有信号が前記占有信号を搬送するデータフレーム
内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kが正の整数である、ステッ
プ
　を含み、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、前記占有信号を搬送する前記k個のデータフレームの各デ
ータフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを前記占有された第1のリソースと
して特定するステップであって、前記第1の時間周波数リソースが、データフレーム内で
占有され、前記占有信号によって示される時間周波数リソースである、ステップ
　を含む、方法。
【請求項７】
　リソース割振り方法であって、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出するステップであって、前記
少なくとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定するステップと
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　を含み、
　前記少なくとも1つの占有信号がt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、前記
同期信号が前記同期信号を搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使
用され、前記同期チャネルが前記同期チャネルを搬送するデータフレーム内で占有される
時間周波数リソースを示すために使用され、tおよびsが正の整数であり、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で前記同期信
号を検出するステップであって、kが正の整数である、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なく
とも最初のデータフレーム上で前記同期チャネルを検出するステップと
　を含み、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、前記同期信号を搬送する前記k個のデータフレームの各デ
ータフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを前記占有された第1のリソースと
して特定するステップであって、前記第1の時間周波数リソースが、データフレーム内で
占有され、前記同期チャネルによって示される時間周波数リソースである、ステップ
　を含む、方法。
【請求項８】
　リソース割振り方法であって、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出するステップであって、前記
少なくとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定するステップと
　を含み、
　前記少なくとも1つの占有信号がt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、前記第1
の信号の各々が前記第1の信号を搬送するデータフレームが占有されていることを示すた
めに使用され、前記第2の信号の各々が前記第2の信号を搬送するサブフレームが占有され
ていることを示すために使用され、tおよびsが正の整数であり、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で前記第1の
信号を検出するステップであって、kが正の整数である、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記第1の信号を搬送する前記k個のデータフレームのう
ちの少なくとも最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で前記
第2の信号を検出するステップであって、rが正の整数である、ステップと
　を含み、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、前記第1の信号を搬送する前記k個のデータフレームの各
データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを前記占有された第1のリソース
として特定するステップであって、前記第1の時間周波数リソースが、1つのデータフレー
ム内で前記第2の信号を搬送する前記r個のサブフレームに対応する時間周波数リソースで
ある、ステップ
　を含む、方法。
【請求項９】
　リソース割振り方法であって、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出するステップであって、前記
少なくとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、ステップと、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定するステップと
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　を含み、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、g個の連続するデータフレームのうちのk番目のデータフ
レーム内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で前記占有信号を検出するステップであっ
て、前記占有信号が前記占有信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すた
めに使用され、gおよびjが正の整数であり、kが1，…，gのうちのいずれか1つである、ス
テップ
　を含み、
　前記第2のユーザ機器により、前記少なくとも1つの占有信号に従って、前記占有された
第1のリソースを特定する前記ステップが、
　前記第2のユーザ機器により、前記g個のデータフレームの各データフレーム内の少なく
とも第1の時間周波数リソースを前記占有された第1のリソースとして特定するステップで
あって、前記第1の時間周波数リソースが、1つのデータフレーム内のj番目から（j＋g－1
）番目のサブフレームに対応する時間周波数リソースである、ステップ
　を含む、方法。
【請求項１０】
　第1のリソースを決定するように構成された決定モジュールと、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信
号を送信するように構成された送信モジュールであって、前記少なくとも1つの占有信号
が前記第1のリソースの占有を示すために使用される、送信モジュールと
　を備え、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソースがn個の時間周波数リソース
を含み、前記n個の時間周波数リソースがそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデ
ータフレーム内に位置し、nおよびmが正の整数であり、nがmよりも大きくなく、
　前記送信モジュールが、前記n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で前記占有信号を送信するようにさらに構成され、前記占有信号が前記占
有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用さ
れ、kが正の整数であり、kがnよりも大きくない、ユーザ機器。
【請求項１１】
　第1のリソースを決定するように構成された決定モジュールと、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信
号を送信するように構成された送信モジュールであって、前記少なくとも1つの占有信号
が前記第1のリソースの占有を示すために使用される、送信モジュールと
　を備え、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソースがn個の時間周波数リソース
を含み、前記n個の時間周波数リソースがそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデ
ータフレーム内に位置し、nおよびmが正の整数であり、nがmよりも大きくなく、前記送信
モジュールによって送信される前記少なくとも1つの占有信号がt個の同期信号およびs個
の同期チャネルを含み、前記同期信号が前記同期信号を搬送するデータフレームが占有さ
れていることを示すために使用され、前記同期チャネルが前記同期チャネルを搬送するデ
ータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、tおよびsが正の
整数であり、tがn以下であり、sがt以下であり、
　前記送信モジュールが、前記n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で前記同期信号を送信し、前記同期信号を搬送する前記データフレームの
うちの少なくとも最初のデータフレーム上で前記同期チャネルを送信するようにさらに構
成される、ユーザ機器。
【請求項１２】
　第1のリソースを決定するように構成された決定モジュールと、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソース上で少なくとも1つの占有信
号を送信するように構成された送信モジュールであって、前記少なくとも1つの占有信号
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が前記第1のリソースの占有を示すために使用される、送信モジュールと
　を備え、
　前記決定モジュールによって決定される前記第1のリソースがn個の時間周波数リソース
を含み、前記n個の時間周波数リソースがそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデ
ータフレーム内に位置し、nおよびmが正の整数であり、nがmよりも大きくなく、前記n個
の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の前記n個の時間周波数リソー
スのサブフレーム占有パターンが同じであり、前記サブフレーム占有パターンが1つのデ
ータフレーム内のr個のサブフレームに対応し、前記少なくとも1つの占有信号がt個の第1
の信号およびs個の第2の信号を含み、前記第1の信号の各々が前記第1の信号を搬送するデ
ータフレームが占有されていることを示すために使用され、前記第2の信号の各々が前記
第2の信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、r、t、
およびsが正の整数であり、tがn以下であり、
　前記送信モジュールが、前記n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で前記第1の信号を送信し、前記第1の信号を搬送する前記データフレーム
のうちの少なくとも最初のデータフレーム内の前記r個のサブフレームの各サブフレーム
上で前記第2の信号を送信するようにさらに構成される、ユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル通信の分野に関し、詳細には、モバイル通信の分野におけるリソー
ス割振り方法およびユーザ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイス間（英語名：Device-to-Device、略してD2D）通信は、ユーザ機器間の直接通
信を指す。デバイス間近接サービス（英語名：Device-to-Device Proximity Service、略
してD2D ProSe）は、第3世代パートナーシッププロジェクト（英語名：3rd Generation P
artnership Project、略して3GPP）におけるロングタームエボリューション（英語名：Lo
ng Term Evolution、略してLTE）システム内のRel．12システムにおける研究対象になっ
ており、D2D通信はRel．12システム以後サポートされる。
【０００３】
　D2D直接接続通信シナリオでは、複数のユーザは、ユーザグループ（Group）またはユー
ザクラスタ（Cluster）を形成する。グループまたはクラスタ内で、複数のユーザは、特
定の時間および周波数のリソースを共有する。D2D ProSeシナリオでは、複数のユーザグ
ループが共存することができる。この場合、様々なユーザ機器間または様々なユーザグル
ープ間の干渉を回避するために、様々なユーザグループ間でリソース割振りが調整される
必要がある。
【０００４】
　一般の商用通信システムでは、通信システムによって使用されるリソースは、事前に計
画され、一時的な競合問題はない。たとえば、Wi-Fiネットワークでは、ユーザは、ネッ
トワークによって使用される周波数チャネルを手動で選択することができるか、または、
システムがエネルギー検出を実行し、干渉が相対的に低い周波数チャネルを選択する、自
動選択方式を使用することができる。周波数チャネルが選択されると、ユーザはコンテン
ションアクセス方式を使用する。
【０００５】
　既存のリソース割振り技術は、D2D直接接続通信シナリオ、具体的には、たとえば、D2D
直接接続通信設計において中央ノードからの制御がないブロードキャスト通信シナリオに
直接適用することができない、何故なら、D2D直接接続通信のブロードキャスト通信シナ
リオにおいて、より高いアクセスチャネル優先権を有するユーザ機器が存在するからであ
る。CSMAアクセス方法などの既存のリソース割振り技術が適用される場合、ユーザ機器は
同じアクセス優先権を有し、したがって、高特権のユーザ機器またはより高いサービス優
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先権のユーザ機器にアクセス優先権を与えることができない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　既存のリソース割振り技術は、時間領域における柔軟の割振りおよび競合を可能にせず
、LTEベースのD2D直接接続通信システムに直接適用することができない。
【０００７】
　本発明の実施形態は、リソース割振り方法およびユーザ機器を提供し、様々なユーザ機
器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果
的に向上させることができる。
【０００８】
　第1の態様によれば、リソース割振り方法が提供され、方法は、第1のユーザ機器により
、第1のリソースを決定することと、第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なく
とも1つの占有信号を送信することであって、少なくとも1つの占有信号は第1のリソース
の占有を示すために使用される、こととを含む。
【０００９】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第1の可能な実装方式では、第1のリソースはn個の
時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームの
うちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きく
なく、第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信する
ことは、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの
各データフレーム上で占有信号を送信することであって、占有信号は占有信号を搬送する
データフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kは正の整数
であり、kはnよりも大きくない、ことを含む。
【００１０】
　第1の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第2の可能な実装方式では、
kはnに等しい。
【００１１】
　第1の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第3の可能な実装方式では、
n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のn個の時間周波数リソース
のサブフレーム占有パターンが同じであるとき、かつ、m個のデータフレームが同じデー
タフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割されるとき、kはf個の期間の各期間内
で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、kとfとの積はnに等しく
、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デー
タフレーム上で占有信号を送信することは、第1のユーザ機器により、f個の期間の最初の
期間内で占有されるk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信するこ
とを含む。
【００１２】
　第1の態様の第3の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第4の可能な実装方式では、
占有信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使
用される。
【００１３】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第5の可能な実装方式では、第1のリソースはn個の
時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームの
うちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きく
なく、少なくとも1つの占有信号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期
信号は同期信号を搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使用され、
同期チャネルは同期チャネルを搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソー
スを示すために使用され、tおよびsは正の整数であり、tはn以下であり、sはt以下であり
、第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信すること
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は、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で同期信号を送信することと、第1のユーザ機器により、同期信号を搬送
するデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同期チャネルを送信す
ることとを含む。
【００１４】
　第1の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第6の可能な実装方式では、
第1のユーザ機器により、t個のデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム
上で同期信号を送信することは、第1のユーザ機器により、同期信号を搬送するデータフ
レームの各データフレーム上で同期チャネルを送信することを含む。
【００１５】
　第1の態様の第5または第6の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第7の可能な実装
方式では、tはnに等しい。
【００１６】
　第1の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第8の可能な実装方式では、
n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のn個の時間周波数リソース
のサブフレーム占有パターンが同じであるとき、かつ、m個のデータフレームが同じデー
タフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割されるとき、tはf個の期間の各期間内
で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しく
、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
タフレーム上で同期信号を送信することは、第1のユーザ機器により、f個の期間の最初の
期間内で占有されるt個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信するこ
とを含む。
【００１７】
　第1の態様の第8の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第9の可能な実装方式では、
同期信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使
用される。
【００１８】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第10の可能な実装方式では、第1のリソースはn個の
時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームの
うちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きく
なく、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のn個の時間周波数リ
ソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1つのデ
ータフレーム内のr個のサブフレームに対応し、少なくとも1つの占有信号はt個の第1の信
号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータフレーム
が占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬送するサ
ブフレームが占有されていることを示すために使用され、r、t、およびsは正の整数であ
り、tはn以下であり、第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有
信号を送信することは、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデ
ータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信することと、第1のユーザ機器によ
り、第1の信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム内のr
個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を送信することとを含む。
【００１９】
　第1の態様の第10の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第11の可能な実装方式では
、tはnに等しい。
【００２０】
　第1の態様の第10の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第12の可能な実装方式では
、m個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割され
るとき、tはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整
数であり、tとfとの積はnに等しく、第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのう
ちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信することは、第1のユ
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ーザ機器により、f個の期間の最初の期間内で占有されるt個のデータフレームの各データ
フレーム上で第1の信号を送信することを含む。
【００２１】
　第1の態様の第12の可能な実装方式を参照して、第1の態様の第13の可能な実装方式では
、第1の信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに
使用される。
【００２２】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第14の可能な実装方式では、第1のリソースはそれ
ぞれg個の連続するデータフレーム内に位置するg個の時間周波数リソースを含み、g個の
時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のg個の時間周波数リソースのサ
ブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1つのデータフレー
ム内のj番目から（j＋g－1）番目のサブフレームに対応し、jおよびgは正の整数であり、
第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信することは
、g個のデータフレームのうちのk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレ
ーム上で占有信号を送信することであって、kは1，…，gのうちのいずれか1つであり、占
有信号は占有信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用される
、ことを含む。
【００２３】
　第2の態様によれば、リソース割振り方法が提供され、方法は、第2のユーザ機器により
、少なくとも1つの占有信号を検出することであって、少なくとも1つの占有信号が第1の
リソースの占有を示すために使用される、ことと、第2のユーザ機器により、少なくとも1
つの占有信号に従って、占有された第1のリソースを特定することとを含む。
【００２４】
　第2の態様を参照して、第2の態様の第1の可能な実装方式では、第2のユーザ機器により
、少なくとも1つの占有信号を検出することは、第2のユーザ機器により、k個のデータフ
レームの各データフレーム上で占有信号を検出することであって、占有信号は占有信号を
搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kは
正の整数である、ことを含み、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従っ
て、占有された第1のリソースを特定することは、第2のユーザ機器により、占有信号を搬
送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソース
を占有された第1のリソースとして特定することであって、第1の時間周波数リソースは、
データフレーム内で占有され、占有信号によって示される時間周波数リソースである、こ
とを含む。
【００２５】
　第2の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第2の可能な実装方式では、
第2のユーザ機器により、占有信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内
の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定することは
、第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：占有信号を搬送するk個のデータフレ
ーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレ
ームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして
特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，
…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、ことを含む。
【００２６】
　第2の態様の第2の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第3の可能な実装方式では、
占有信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【００２７】
　第2の態様を参照して、第2の態様の第4の可能な実装方式では、少なくとも1つの占有信
号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデー
タフレームが占有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを
搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、tお
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よびsは正の整数であり、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出する
ことは、第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号
を検出することであって、kは正の整数である、ことと、第2のユーザ機器により、同期信
号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同期チャネル
を検出することとを含み、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、
占有された第1のリソースを特定することは、第2のユーザ機器により、同期信号を搬送す
るk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占
有された第1のリソースとして特定することであって、第1の時間周波数リソースは、デー
タフレーム内で占有され、同期チャネルによって示される時間周波数リソースである、こ
とを含む。
【００２８】
　第2の態様の第4の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第5の可能な実装方式では、
第2のユーザ機器により、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内
の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定することは
、第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：同期信号を搬送するk個のデータフレ
ーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレ
ームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして
特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，
…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、ことを含む。
【００２９】
　第2の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第6の可能な実装方式では、
同期信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【００３０】
　第2の態様を参照して、第2の態様の第7の可能な実装方式では、少なくとも1つの占有信
号はt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送す
るデータフレームが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の
信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、tおよびsは正
の整数であり、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出することは、第
2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を検出す
ることであって、kは正の整数である、ことと、第2のユーザ機器により、第1の信号を搬
送するk個のデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム内のr個のサブフレ
ームの各サブフレーム上で第2の信号を検出することであって、rは正の整数である、こと
とを含み、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1
のリソースを特定することは、第2のユーザ機器により、第1の信号を搬送するk個のデー
タフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1
のリソースとして特定することであって、第1の時間周波数リソースは、1つのデータフレ
ーム内で第2の信号を搬送するr個のサブフレームに対応する時間周波数リソースである、
ことを含む。
【００３１】
　第2の態様の第7の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第8の可能な実装方式では、
第2のユーザ機器により、第1の信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム
内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定すること
は、第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：第1の信号を搬送するk個のデータ
フレーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータ
フレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースと
して特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，
2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、ことを含む。
【００３２】
　第2の態様の第8の可能な実装方式を参照して、第2の態様の第9の可能な実装方式では、
第1の信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
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【００３３】
　第2の態様を参照して、第2の態様の第10の可能な実装方式では、第2のユーザ機器によ
り、少なくとも1つの占有信号を検出することは、第2のユーザ機器により、g個の連続す
るデータフレームのうちのk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上
で占有信号を検出することであって、占有信号は占有信号を搬送するサブフレームが占有
されていることを示すために使用され、gおよびjは正の整数であり、kは1，…，gのうち
のいずれか1つである、ことを含み、第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号
に従って、占有された第1のリソースを特定することは、第2のユーザ機器により、g個の
データフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有され
た第1のリソースとして特定することであって、第1の時間周波数リソースは、1つのデー
タフレーム内でj番目から（j＋g－1）番目のサブフレームに対応する時間周波数リソース
である、ことを含む。
【００３４】
　第3の態様によれば、ユーザ機器が提供され、ユーザ機器は、第1のリソースを決定する
ように構成された決定モジュールと、決定モジュールによって決定される第1のリソース
上で少なくとも1つの占有信号を送信するように構成された送信モジュールであって、少
なくとも1つの占有信号は第1のリソースの占有を示すために使用される、送信モジュール
とを含む。
【００３５】
　第3の態様を参照して、第3の態様の第1の可能な実装方式では、決定モジュールによっ
て決定される第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソー
スはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは
正の整数であり、nはmよりも大きくなく、送信モジュールは、具体的に、n個のデータフ
レームのうちのk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信するように
構成され、占有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リ
ソースを示すために使用され、kは正の整数であり、kはnよりも大きくない。
【００３６】
　第3の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第2の可能な実装方式では、
送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で占有信号を送信するように構成され、kはnに等しい。
【００３７】
　第3の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第3の可能な実装方式では、
n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の、決定モジュールによっ
て決定される第1のリソースに含まれるn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パタ
ーンは同じであり、m個のデータフレームは同じデータフレーム占有パターンに従ってf個
の期間に分割され、kはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、
fは正の整数であり、kとfとの積はnに等しく、
　送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各
データフレーム上で占有信号を送信するように構成されることであって、k個のデータフ
レームはf個の期間の最初の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【００３８】
　第3の態様の第3の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第4の可能な実装方式では、
送信モジュールによって送信される占有信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフ
レームの個数を示すためにさらに使用される。
【００３９】
　第3の態様を参照して、第3の態様の第5の可能な実装方式では、決定モジュールによっ
て決定される第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソー
スはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは
正の整数であり、nはmよりも大きくなく、送信モジュールによって送信される少なくとも
1つの占有信号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を
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搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同
期チャネルを搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使
用され、tおよびsは正の整数であり、tはn以下であり、sはt以下であり、送信モジュール
は、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上
で同期信号を送信し、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデー
タフレーム上で同期チャネルを送信するように構成される。
【００４０】
　第3の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第6の可能な実装方式では、
送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デ
ータフレーム上で同期信号を送信し、同期信号を搬送するデータフレームの各データフレ
ーム上で同期チャネルを送信するように構成され、tはnに等しい。
【００４１】
　第3の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第7の可能な実装方式では、
n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の、決定モジュールによっ
て決定されるn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、m個の
データフレームは同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割され、tはf
個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、tと
fとの積はnに等しく、
　送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各
データフレーム上で同期信号を送信するように構成され、k個のデータフレームはf個の期
間の最初の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【００４２】
　第3の態様の第7の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第8の可能な実装方式では、
送信モジュールによって送信される同期信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフ
レームの個数を示すためにさらに使用される。
【００４３】
　第3の態様を参照して、第3の態様の第9の可能な実装方式では、決定モジュールによっ
て決定される第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソー
スはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは
正の整数であり、nはmよりも大きくなく、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデ
ータフレーム内のn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、
サブフレーム占有パターンは1つのデータフレーム内のr個のサブフレームに対応し、少な
くとも1つの占有信号はt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は
第1の信号を搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使用され、第2の
信号の各々は第2の信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用
され、r、t、およびsは正の整数であり、tはn以下であり、送信モジュールは、具体的に
、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号
を送信するように構成され、送信モジュールは、具体的に、第1の信号を搬送するデータ
フレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレ
ーム上で第2の信号を送信するように構成される。
【００４４】
　第3の態様の第9の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第10の可能な実装方式では
、送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各
データフレーム上で第1の信号を送信するように構成され、tはnに等しい。
【００４５】
　第3の態様の第9の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第11の可能な実装方式では
、決定モジュールによって決定されるn個のデータフレームが位置するm個のデータフレー
ムは、同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割され、tはf個の期間の
各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はn
に等しく、
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　送信モジュールは、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各
データフレーム上で個別に第1の信号を送信するように構成され、t個のデータフレームは
f個の期間の最初の期間内で占有されるt個のデータフレームである。
【００４６】
　第3の態様の第11の可能な実装方式を参照して、第3の態様の第12の可能な実装方式では
、送信モジュールによって送信される第1の信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータ
フレームの個数を示すためにさらに使用される。
【００４７】
　第3の態様を参照して、第3の態様の第13の可能な実装方式では、決定モジュールによっ
て決定される第1のリソースはそれぞれg個の連続するデータフレーム内に位置するg個の
時間周波数リソースを含み、g個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム
内のg個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム
占有パターンは1つのデータフレーム内のj番目から（j＋g－1）番目のサブフレームに対
応し、jおよびgは正の整数であり、送信モジュールは、具体的に、g個のデータフレーム
のうちのk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で占有信号を送信
するように構成され、kは1，…，gのうちのいずれか1つであり、占有信号は占有信号を搬
送するサブフレームが占有されていることを示すために使用される。
【００４８】
　第4の態様によれば、ユーザ機器が提供され、ユーザ機器は、
　少なくとも1つの占有信号を検出するように構成された検出モジュールであって、少な
くとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、検出モジュールと
、検出モジュールによって検出される少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1
のリソースを特定するように構成された特定モジュールとを含む。
【００４９】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第1の可能な実装方式では、検出モジュールは、具
体的に、k個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を検出するように構成さ
れ、占有信号は占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを
示すために使用され、kは正の整数であり、特定モジュールは、具体的に、占有信号を搬
送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソース
を占有された第1のリソースとして特定するように構成され、第1の時間周波数リソースは
、データフレーム内で占有され、占有信号によって示される時間周波数リソースである。
【００５０】
　第4の態様の第1の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第2の可能な実装方式では、
特定モジュールは、具体的に、以下のデータフレーム：占有信号を搬送するk個のデータ
フレーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータ
フレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースと
して特定するように構成され、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1
，2，…，gであり、gは正の整数である。
【００５１】
　第4の態様の第2の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第3の可能な実装方式では、
検出モジュールによって検出される占有信号は、データフレーム期間pを示すためにさら
に使用される。
【００５２】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第4の可能な実装方式では、少なくとも1つの占有信
号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデー
タフレームが占有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを
搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、検出
モジュールは、具体的に、k個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を検出
し、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同
期チャネルを検出するように構成され、kは正の整数であり、特定モジュールは、具体的
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に、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時
間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、第1の時間
周波数リソースは、データフレーム内で占有され、同期チャネルによって示される時間周
波数リソースである。
【００５３】
　第4の態様の第4の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第5の可能な実装方式では、
特定モジュールが、具体的に、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレ
ーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定する
ように構成されることは、
　特定モジュールが、具体的に、以下のデータフレーム：同期信号を搬送するk個のデー
タフレーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデー
タフレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソース
として特定するように構成されることであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の
整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、ことを含
む。
【００５４】
　第4の態様の第5の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第6の可能な実装方式では、
検出モジュールによって検出される同期信号は、データフレーム期間pを示すためにさら
に使用される。
【００５５】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第7の可能な実装方式では、少なくとも1つの占有信
号はt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送す
るデータフレームが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の
信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、tおよびsは正
の整数であり、検出モジュールは、具体的に、k個のデータフレームの各データフレーム
上で第1の信号を検出し、第1の信号を搬送するk個のデータフレームのうちの少なくとも
最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を検出する
ように構成され、kおよびrは正の整数であり、特定モジュールは、具体的に、第1の信号
を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソ
ースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、第1の時間周波数リソー
スは、1つのデータフレーム内で第2の信号を搬送するr個のサブフレームに対応する時間
周波数リソースである。
【００５６】
　第4の態様の第7の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第8の可能な実装方式では、
特定モジュールは、具体的に、以下のデータフレーム：第1の信号を搬送するk個のデータ
フレーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータ
フレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースと
して特定するように構成され、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1
，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である。
【００５７】
　第4の態様の第8の可能な実装方式を参照して、第4の態様の第9の可能な実装方式では、
検出モジュールによって検出される第1の信号は、データフレーム期間pを示すためにさら
に使用される。
【００５８】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第10の可能な実装方式では、検出モジュールは、具
体的に、g個の連続するデータフレームのうちのk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）
番目のサブフレーム上で占有信号を検出するように構成され、占有信号は占有信号を搬送
するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、gおよびjは正の整数であ
り、kは1，…，gのうちのいずれか1つであり、特定モジュールは、具体的に、g個のデー
タフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1
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のリソースとして特定するように構成され、第1の時間周波数リソースは、1つのデータフ
レーム内でj番目から（j＋g－1）番目のサブフレームに対応する時間周波数リソースであ
る。
【００５９】
　上記の技術的解決策に基づいて、本発明の実施形態におけるリソース割振り方法および
ユーザ機器によれば、占有信号は、選択された占有されるべきリソース上で送信されて、
リソースの占有を示し、それによって、様々なユーザ機器間または様々なユーザグループ
間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に向上させる。
【００６０】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に記載するために、以下では、本発
明の実施形態を記載するために必要な添付図面を簡単に紹介する。当然ながら、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にすぎず、当業者は、創造的な
労力なしに、これらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態によるリソース割振り方法の概略フローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態による時間周波数リソースの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態によるリソース割振り方法の概略図である。
【図４】本発明の別の実施形態によるリソース割振り方法の概略図である。
【図５】本発明の別の実施形態によるリソース割振り方法の概略図である。
【図６】本発明の別の実施形態によるリソース割振り方法の概略図である。
【図７】本発明の別の実施形態によるリソース割振り方法の概略フローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態によるユーザ機器の概略ブロック図である。
【図９】本発明の一実施形態による別のユーザ機器の概略ブロック図である。
【図１０】本発明の別の実施形態によるユーザ機器の概略ブロック図である。
【図１１】本発明の別の実施形態による別のユーザ機器の概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　以下では、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における
技術的解決策を明確かつ完全に記載する。当然ながら、記載される実施形態は、本発明の
実施形態のうちのいくつかであるが、すべてではない。創造的な労力なしに本発明の実施
形態に基づいて、当業者によって取得されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲
内に入るべきである。
【００６３】
　本発明の実施形態では、ユーザ機器（英語名：User Equipment、略してUE）は、端末（
Terminal）、移動局（英語名：Mobile Station、略してMS）、モバイル端末（Mobile Ter
minal）などと呼ばれる場合があることを理解されたい。ユーザ機器は、モバイルフォン
（または「セルラー」フォンと呼ばれる）、モバイル端末を有するコンピュータなどであ
り得る。たとえば、ユーザ機器はまた、ポータブル、ポケットサイズ、ハンドヘルド、コ
ンピュータ内蔵、または車載モバイル装置であり得る。
【００６４】
　本発明の実施形態では、第1のユーザ機器および第2のユーザ機器は、説明しやすいよう
に呼ばれるにすぎず、いかなる制限にもならないことをさらに理解されたい。
【００６５】
　図1は、本発明の一実施形態によるリソース割振り方法の概略フローチャートである。
方法100は、たとえば、第1のユーザ機器によって実行される。図1を参照すると、方法100
は以下を含む。
【００６６】
　S110．第1のユーザ機器が第1のリソースを決定する。
【００６７】
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　S120．第1のユーザ機器が第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信し、少な
くとも1つの占有信号は第1のリソースの占有を示すために使用される。
【００６８】
　第1のユーザ機器は第1のリソースを占有することを決定する。たとえば、第1のリソー
スは、時間領域内で特定の時間リソースを占有し、周波数領域内で特定の周波数リソース
を占有する時間周波数リソースであり得る。具体的には、第1のリソースは、たとえば、1
つまたは複数のデータフレーム内の時間周波数リソースであり得る。少なくとも1つの占
有信号は第1のリソース上で送信され、少なくとも1つの占有信号は第1のリソースの占有
を示すために使用され、具体的には、第1のユーザ機器による第1のリソースの占有を示す
ために使用される場合があるか、または第1のユーザ機器が属するユーザグループによる
第1のリソースの占有を示すために使用される場合がある。
【００６９】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有され
るべきリソース上で送信される。
【００７０】
　理解しやすいように、図2は、通信フィールド内のリソースの概略図を示す。リソース
は、2次元：時間領域および周波数領域を有する場合がある。たとえば、リソースは、時
間領域内のデータフレームに分割される場合がある（図2は概略的にN個のデータフレーム
を示す）。たとえば、1秒がデータフレームとして使用され、各データフレームはサブフ
レームにさらに分割される。図2に示された10個のサブフレームでは、0．1秒がサブフレ
ームとして使用される。周波数領域では、リソースは、チャネル、たとえば図2に示され
た4チャネルに分割される。ユーザ機器は、データ送信用に特定の時間周波数リソースを
選択することができる。たとえば、時間領域内でサブフレーム0～サブフレーム3を占有し
、周波数領域内でチャネル0およびチャネル1を占有し、図2に示された各データフレーム
内に位置するリソース（図2の各データフレーム内の陰影部分に対応するリソース）が選
択される場合、それは、データが1秒ごとに0．4秒の時間期間を占有することによってチ
ャネル0およびチャネル1上で送信されることを示す。
【００７１】
　S110において、第1のユーザ機器が第1のリソースを決定する。具体的には、図2に示さ
れたように、図2の陰影部分に対応する時間周波数リソースが第1のリソースとして決定さ
れる場合があり、すなわち、データは、1秒ごとに0．4秒の時間期間を占有することによ
ってチャネル0およびチャネル1上で送信される。
【００７２】
　データフレーム、サブフレーム、およびチャネルは、リソースの時間および周波数の情
報を簡単に説明することを目的とし、リソースの時間情報および周波数情報は、他の方法
を使用することによって定義される場合もあることを理解されたい。リソースの時間情報
および周波数情報は、他の名前を使用することによって記載される場合もあり、それは本
発明のこの実施形態によって制限されない。
【００７３】
　S120において、第1のユーザ機器が第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
する。具体的には、例として図2に示された第1のリソースを使用すると、占有信号は、図
2に示された第1のリソースに対応する各データフレーム上で送信される場合があり、占有
信号は第1のリソースの占有を示すために使用される、または、占有信号は、第1のリソー
スの占有を示すために図2に示された第1のリソースに対応するすべてのデータフレームの
うちのいくつかのデータフレーム上で送信される場合もあり、それは本発明のこの実施形
態によって制限されない。以下で、図3～図6を参照して、詳細な説明が与えられる。
【００７４】
　S120において、第1のユーザ機器が第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
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し、少なくとも1つの占有信号は1つの占有信号であり得るか、または複数の占有信号であ
り得ることを理解されたい。具体的には、少なくとも1つの占有信号が1つの占有信号であ
るとき、その1つの占有信号は第1のリソースの占有を示すことができ、または、少なくと
も1つの占有信号が複数の占有信号であるとき、それらの複数の占有信号の組合せは、第1
のリソースの占有を示すために使用される。加えて、少なくとも1つの占有信号が複数の
占有信号であるとき、それらの複数の占有信号は、同じタイプの占有信号であり得るか、
または、同期信号および同期チャネルなどの異なるタイプの占有信号であり得るし、それ
は本発明のこの実施形態によって制限されない。以下で、図3～図6を参照して、詳細な説
明が与えられる。
【００７５】
　D2D直接接続通信では、複数のユーザ機器は、ユーザグループ（Group）またはユーザク
ラスタ（Cluster）を形成する場合があることをさらに理解されたい。本発明のこの実施
形態における第1のユーザ機器は、たとえば、ユーザグループまたはユーザクラスタ内の
リソース割振り機能を有する任意のユーザ機器であり得る。たとえば、第1のユーザ機器
は、クラスタヘッドと呼ばれる場合もある。
【００７６】
　第1のリソース上で第1のユーザ機器によって送信される少なくとも1つの占有信号は、
第1のユーザ機器による第1のリソースの占有を示すために使用される場合があり、第1の
ユーザ機器が属するユーザグループまたはユーザクラスタに含まれるすべてのユーザ機器
による第1のリソースの占有を示すために使用される場合もあり、それは本発明のこの実
施形態によって制限されないことをさらに理解されたい。具体的には、たとえば、少なく
とも1つの占有信号は、第1のユーザ機器が属するユーザグループの識別情報を搬送する場
合がある。少なくとも1つの占有信号を検出した後、別のユーザ機器は、占有信号内で搬
送される識別情報を認識または照合することによって、別のユーザ機器と第1のユーザ機
器が同じユーザグループまたは同じユーザクラスタに属するかどうかを判定する。別のユ
ーザ機器と第1のユーザ機器が同じユーザグループまたは同じユーザクラスタに属すると
判定すると、別のユーザ機器は第1のリソースを直ちに占有することができる。別のユー
ザ機器と第1のユーザ機器が同じユーザグループまたは同じユーザクラスタに属さないと
判定すると、別のユーザ機器は、通信中、第1のリソースを占有することを回避する。
【００７７】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有され
るべきリソース上で送信される。
【００７８】
　以下で、図3～図6を参照して、第1のリソースの占有を示すために第1のリソース上で少
なくとも1つの占有信号を送信することについて詳しく説明する。
【００７９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のリソースはn個の時間周波数リソー
スを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデー
タフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きくない。
【００８０】
　第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信すること
は、
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デー
タフレーム上で占有信号を送信すること
を含み、占有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソ
ースを示すために使用され、kは正の整数であり、kはnよりも大きくない。
【００８１】
　m個のデータフレームはシステムによってあらかじめ定義されたデータフレームであり
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周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうち
のn個のデータフレーム内に位置することを理解されたい。第1のユーザ機器により、n個
のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信
することは、具体的に、第1のユーザ機器が第1のリソースの占有を示すためにn個のデー
タフレームの各データフレーム上で占有信号を送信する場合があることと、第1のユーザ
機器が第1のリソースの占有を示すためにn個のデータフレームのうちのいくつかのデータ
フレーム上で占有信号を送信する場合もあることとを指すことをさらに理解されたい。
【００８２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器は、n個のデータフレー
ムのうちのk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信し、kはnに等し
い。
【００８３】
　第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために第1のリソースに対応する各デ
ータフレーム上で占有信号を送信する。具体的には、図3に示されたように、mは20に等し
く、nは7に等しい。すなわち、第1のリソースは、7個の時間周波数リソース（図3に示さ
れた7個の陰影部分に対応する時間周波数リソース）を含む。7個の時間周波数リソースは
、それぞれ、図3に示された20個のシステム事前定義データフレームの1番目、6番目、9番
目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデータフレーム内に位置する。具体的には
、7個の時間周波数リソースの各々は、データフレーム＃6の拡大図に示されたように、時
間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内で、時間領域内のサブフレーム0～
サブフレーム3を占有し、周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有する。第1のリ
ソースの占有を示すために、第1のユーザ機器は、第1のリソースに対応する7個のデータ
フレームの各データフレーム上で占有信号を送信し、占有信号は、占有信号を搬送するデ
ータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用される。具体的には、
たとえば、データフレーム＃6上で送信される占有信号は、データフレーム＃6内で占有さ
れる時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波
数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示す。占有信号は、第1のリソースの
占有を示すために、1番目、6番目、9番目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデ
ータフレーム上で個別に送信される場合がある。
【００８４】
　占有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースの
時間情報および周波数情報を示すために使用されることを理解されたい。具体的には、占
有信号は、（1つのデータフレームが4個のチャネルおよび10個のサブフレームを含む例を
使用する）表1に示されたように、データフレーム上の時間周波数リソースによって占有
されるサブフレームおよびチャネルを示すことができる。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　たとえば、占有信号a1は、占有信号a1を搬送するデータフレーム内で占有される時間周
波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0、および周波数領域内のチャネル0であるこ
とを示すために使用される。別の例を挙げると、占有信号b4は、占有信号b4を搬送するデ
ータフレーム内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブ
フレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために
使用される。別の例を挙げると、占有信号b10は、占有信号b10を搬送するデータフレーム
内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム9、な
らびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために使用される。
【００８７】
　具体的には、例として図3に示された第1のリソースを使用すると、占有信号b4は、第1
のリソースの占有を示すために、すなわち、別のユーザグループ内のユーザ機器が第1の
リソースを使用することを回避するように、第1のユーザ機器または第1のユーザ機器が属
するユーザグループ内のユーザ機器が第1のリソースを占有することを示すために、1番目
、6番目、9番目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデータフレーム上で個別に送
信される場合がある。このようにして、D2D直接接続通信システム内の異なるユーザグル
ープによる同じリソースに対する競合を回避することができ、ユーザ体験を効果的に向上
させることができる。
【００８８】
　表1に示された占有信号はシステムによってあらかじめ定義されている場合があること
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れる意味を知っている。たとえば、第1のユーザ機器は、このデータフレーム内で第1のユ
ーザ機器によって占有されるべき時間周波数リソースが、周波数領域内のチャネル0およ
びチャネル1、ならびに時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム2であることを示すた
めに、データフレーム上で占有信号b3を送信する。第2のユーザ機器がこのデータフレー
ム上で占有信号b3を検出すると、第2のユーザ機器も、このデータフレーム内で第1のユー
ザ機器によって占有される時間周波数リソースが、周波数領域内のチャネル0およびチャ
ネル1、ならびに時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム2であることを知ることがで
きる。
【００８９】
　表1は、1つのデータフレームが4個のチャネルおよび10個のサブフレームを含む例のみ
を使用することによって、いくつかの占有信号および対応する示された意味を列挙し、そ
れは本発明のこの実施形態によって制限されないことをさらに理解されたい。占有信号は
、1つのデータフレーム内のサブフレームとチャネルの任意の組合せに対応する時間周波
数リソースを示すために使用される場合がある。たとえば、占有信号xは、1つのデータフ
レーム内に位置するチャネル1のサブフレーム1、3、5、および7上の時間周波数リソース
を示すために使用される場合がある。
【００９０】
　表1は、占有信号を定義する特定の方法を与えるにすぎないことをさらに理解されたい
。占有信号は他の方法で定義される場合もあり、それは本発明のこの実施形態によって制
限されない。
【００９１】
　表1に示された占有信号は、第1のリソースに対応するデータフレーム内の任意の時間周
波数リソースの位置で送信される場合があることをさらに理解されたい。具体的には、例
として図3に示された第1のリソースが使用される。たとえば、占有信号b4が、データフレ
ーム＃6の時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3上、ならびに周波数領域内のチャ
ネル0およびチャネル1上の任意の位置で送信される場合、それは、データフレーム＃6内
で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、なら
びに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示す。
【００９２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、占有信号は、時間長および周波数帯域幅
についての情報を示すことによって、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される
時間周波数リソースの時間情報および周波数情報をさらに示すことができる。具体的には
、（1つのデータフレームが4個のチャネルおよび10個のサブフレームを含む例を使用する
）表2を参照されたい。
【００９３】
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【表２】

【００９４】
　たとえば、占有信号A2は、占有信号A2を搬送するデータフレーム内で占有されるリソー
スが、占有信号A2の周波数領域位置に集中することによって周波数領域内で占有される1
帯域幅、および占有信号A2の時間領域位置から始まる時間領域内で占有される2サブフレ
ームの時間周波数リソースであることを示すために使用される。具体的には、たとえば、
占有信号A2がデータフレーム内のサブフレーム1に対応するチャネル3上で送信されるとき
、占有信号は、占有信号A2を搬送するデータフレーム内で占有されるリソースが、時間領
域内のサブフレーム1およびサブフレーム2、ならびに周波数領域内のチャネル3であるこ
とを示すために使用される。別の例を挙げると、占有信号A2がデータフレーム内のサブフ
レーム5に対応するチャネル1上で送信されるとき、占有信号は、占有信号A2を搬送するデ
ータフレーム内で占有されるリソースが、時間領域内のサブフレーム5およびサブフレー
ム6、ならびに周波数領域内のチャネル1であることを示すために使用される。別の例を挙
げると、占有信号B3がデータフレーム内のサブフレーム3に対応するチャネル2とチャネル
3との間の中央位置で送信されるとき、占有信号は、占有信号B3を搬送するデータフレー
ム内で占有されるリソースが、時間領域内のサブフレーム3～サブフレーム5、ならびに周
波数領域内のチャネル2およびチャネル3であることを示すために使用される。別の例を挙
げると、占有信号B3がデータフレーム内のサブフレーム4に対応するチャネル1とチャネル
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ム内で占有されるリソースが、時間領域内のサブフレーム4～サブフレーム6、ならびに周
波数領域内のチャネル1およびチャネル2であることを示すために使用される。別の例を挙
げると、占有信号C2がデータフレーム内のサブフレーム3に対応するチャネル2上で送信さ
れるとき、占有信号は、占有信号C2を搬送するデータフレーム内で占有されるリソースが
、時間領域内のサブフレーム3およびサブフレーム4、ならびに周波数領域内のチャネル1
～チャネル3であることを示すために使用される。
【００９５】
　具体的には、例として図3に示された第1のリソースをさらに使用すると、第1のリソー
スの占有は、1番目、6番目、9番目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデータフ
レーム内のサブフレーム0に対応する、チャネル0とチャネル1との間の中央位置で占有信
号B4を個別に送信することによって示される場合がある（具体的には、データフレーム＃
6の拡大図（b）に示されたように、黒の矩形ブロックが占有信号B4を示す）。
【００９６】
　表2に示された占有信号はシステムによってあらかじめ定義されている場合もあること
を理解されたい。すなわち、占有信号の送信側と検出側の両方は、占有信号によって示さ
れる意味を知っている。
【００９７】
　表2は、1つのデータフレームが4個のチャネルおよび10個のサブフレームを含む例のみ
を使用することによって、いくつかの占有信号および対応する示された意味を列挙し、そ
れは本発明のこの実施形態によって制限されないことをさらに理解されたい。表2は、占
有信号を定義する特定の方法を与えるにすぎないことをさらに理解されたい。占有信号は
他の方法で定義される場合もあり、それは本発明のこの実施形態によって制限されない。
【００９８】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のリソースに含まれるn個の時間周波
数リソースが、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内で時間領域
内のすべてのサブフレームを占有するとき、占有信号は、n個の時間周波数リソースの各
々に対応するデータフレーム内のn個の時間周波数リソースの周波数情報のみを示すこと
ができる。具体的には、（1つのデータフレームが4個のチャネルおよび10個のサブフレー
ムを含む例を使用する）表3を参照されたい。
【００９９】
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【表３】

【０１００】
　具体的には、たとえば、占有信号F5は、データフレーム内で占有される時間周波数リソ
ースが、チャネル0およびチャネル1上のすべてのサブフレーム内の時間周波数リソースで
あることを示すために使用される。
【０１０１】
　表3は、占有信号を定義する別の特定の方法を与えるにすぎないことをさらに理解され
たい。占有信号は他の方法で定義される場合もあり、それは本発明のこの実施形態によっ
て制限されない。
【０１０２】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合の問題を効果的に解決し、ユーザ
体験を向上させるために、占有信号は第1のリソースの占有を示すために選択された占有
されるべき第1のリソース上で送信される。
【０１０３】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応
するデータフレーム内のn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じで
あるとき、かつ、m個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の
期間に分割されるとき、kはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であ
り、fは正の整数であり、kとfとの積はnに等しい。
【０１０４】
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デー
タフレーム上で占有信号を送信することは、
　第1のユーザ機器により、f個の期間の最初の期間内で占有されるk個のデータフレーム
の各データフレーム上で占有信号を送信すること
　を含む。
【０１０５】
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　第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために第1のリソースに対応するすべ
てのデータフレームのうちのいくつかのデータフレーム上で占有信号を送信する。具体的
には、図4に示されたように、mは20に等しく、nは8に等しい。すなわち、第1のリソース
は、8個の時間周波数リソース（図4に示された8個の陰影部分に対応する時間周波数リソ
ース）を含む。8個の時間周波数リソースは、それぞれ、図4に示された20個のシステム事
前定義データフレームの1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および
17番目のデータフレーム内に位置し、8個の時間周波数リソースは、データフレーム＃6の
拡大図に示されたように、時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の同じ
サブフレームおよびチャネルに対応する。すなわち、第1のリソースは、1番目、2番目、6
番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレーム内で、個別に時
間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3を占有し、周波数領域内のチャネル0およびチ
ャネル1を占有する時間周波数リソースに対応する。第1のユーザ機器は、第1のリソース
の占有を示すために、1番目および2番目のデータフレーム上のみで占有信号を送信し、占
有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示す
ために使用される。具体的には、占有信号は、表1または表2に示された占有信号であり得
るし、本発明のこの実施形態では制限されない。占有信号が表2に示された占有信号B4で
あるとき、第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、1番目および2番目の
データフレーム内のサブフレーム0に対応するチャネル0とチャネル1との間の中央位置で
、個別に占有信号B4を送信することを理解されたい。
【０１０６】
　サブフレーム占有パターンは、具体的に、n個の時間周波数リソースの各々に対応する
データフレーム内の、第1のリソースに含まれるn個の時間周波数リソースに対応する、対
応するサブフレームおよびチャネルの状況を指す。具体的には、たとえば、図4では、デ
ータフレーム＃6内の第1のリソースのサブフレーム占有パターンは、データフレーム＃6
の拡大図に示され、すなわち、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3が占有され、
周波数領域内のチャネル0およびチャネル1が占有される。本発明のこの実施形態では、例
として図4を使用すると、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の
n個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じであることは、具体的に、
第1のリソースに含まれる8個の時間周波数リソースすべてが、時間周波数リソースの各々
に対応するデータフレーム内で、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3を占有し、
周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有することを指す。すなわち、1番目、2番
目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレームすべてにお
いて、占有される時間周波数リソースに対応するサブフレームおよびチャネルの状況は同
じである。
【０１０７】
　データフレーム占有パターンは、データフレーム期間内のデータフレーム占有状態を指
す。具体的には、例として図4を使用すると、システムによってあらかじめ定義された20
個のデータフレーム内で、5個ごとに2個のデータフレームが占有され、2個のデータフレ
ームは、5個のデータフレームのうちの1番目および2番目のデータフレームである。20個
のデータフレームは4個の期間に分割される場合があり、各期間は5つのデータフレームを
含む。具体的には、1番目の期間内のデータフレーム占有パターンは、1番目の期間内の1
番目および2番目のデータフレームを占有することである。このデータフレーム占有パタ
ーンは、比喩的に11000によって表記される場合もあり、その中で、ビットの個数は期間
に含まれるデータフレームの個数を表し、左側から順に、1番目のビットはこの期間内の1
番目のデータフレームの占有状態を表し、「1」が占有を表し、「0」が非占有を表し、後
続のビットは同様に解釈されることを理解されたい。具体的には、例として図4に示され
た第1のリソースを使用すると、システムによってあらかじめ定義された20個のデータフ
レームは、データフレーム占有パターン11000に従って4個の期間に分割される場合があり
、各期間は5個のデータフレームを含み、そのうちの2個のデータフレームが占有される。
【０１０８】



(25) JP 6381152 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　たとえば、図4に示されたように、時間周波数リソースの各々に対応するデータフレー
ム内の第1のリソースに含まれる8個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが
同じであるとき、かつ、8個のデータフレームが20個のデータフレーム内で周期的に分散
され、20個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターン（たとえば、11000）に
従って4個の期間に分割され得るとき、kは4個の期間の各期間内で占有されるデータフレ
ームの個数2であり得る。すなわち、占有信号は、第1のリソース全体の占有を示すために
、第1の期間の1番目および2番目のデータフレーム上のみで送信される場合がある。
【０１０９】
　システムの事前構成により、i番目のデータフレームおよび（i＋p×j）番目のデータフ
レームの占有を示す占有信号をi番目のデータフレーム上で送信することが認められる場
合があり、pはあらかじめ定義されたデータフレーム期間であり、jは1，2，…，gのうち
のいずれか1つであり、gはあらかじめ定義され得ることを理解されたい。データフレーム
期間pおよびgは、第1のユーザ機器が占有されるべき第1のリソースを決定した後に決定さ
れる。具体的には、例として図4に示された第1のリソースを使用すると、データフレーム
期間pは5であり、gは3である。システム情報および構成情報によれば、第1のユーザ機器
は、1番目のデータフレーム、ならびに（1＋5×1）番目、（1＋5×2）番目、および（1＋
5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、1番目のデータフレーム上で占有信号
を送信し、2番目のデータフレーム、ならびに（2＋5×1）番目、（2＋5×2）番目、およ
び（2＋5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、2番目のデータフレーム上で占
有信号を送信する。すなわち、第1のユーザ機器は、第1のリソース全体の占有を示すため
に、占有されるべき第1のリソースに対応するすべてのデータフレームのうちのいくつか
のデータフレーム上で占有信号を送信する場合がある。
【０１１０】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合の問題を効果的に解決し、データ
送信用のリソースを効果的に節約し、ユーザ体験を効果的に向上させるために、占有信号
は第1のリソースの占有を示すために選択された占有されるべき第1のリソースのいくつか
のリソース上で送信される。
【０１１１】
　本発明のこの実施形態では、データフレームの占有は、具体的に、このデータフレーム
内の時間周波数リソースの占有を指すが、必ずしもこのデータフレーム内のすべての時間
周波数リソースの占有を指すとは限らないことを理解されたい。本明細書における説明を
簡潔にするために、「データフレーム内の時間周波数リソースの占有」は「データフレー
ムの占有」と表現され、この表現は本発明のこの実施形態に対するいかなる制限にもなら
ない。
【０１１２】
　図4に示された第1のリソースでは、占有信号は、第1のリソース全体の占有、すなわち
、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレー
ム内の以下の時間周波数リソース：時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならび
に周波数領域内のチャネル0およびチャネル1の占有を示すために、1番目の期間の1番目お
よび2番目のデータフレーム上のみで送信される。占有信号は、データフレーム期間p、す
なわち、各期間に含まれるデータフレームの個数を示すために使用される場合もある。
【０１１３】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、占有信号は、f個の期間の各期間に含ま
れるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される場合があり、fは正の整数であ
る。
【０１１４】
　具体的には、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数は、データフレーム
期間と呼ばれる場合がある。データフレーム期間を示すために使用され得る占有信号は、
表4に示すことができる。
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【０１１５】
【表４】

【０１１６】
　具体的には、たとえば、占有信号E2がi番目のデータフレーム上で送信されるとき、占
有信号はi番目のデータフレームおよび（i＋1×j）番目のデータフレームの各データフレ
ーム内でチャネル0およびサブフレーム1に対応する時間周波数リソースの占有を示すため
に使用され、jは1，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gはシステムによってあらかじ
め定義される場合がある。
【０１１７】
　具体的には、例として図4に示された第1のリソースを使用すると、占有信号Esは、第1
のリソースの占有を示し、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、およ
び17番目のデータフレーム内の以下の時間周波数リソース：時間領域内のサブフレーム0
～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1の占有を示すため
に、1番目のデータフレームおよび2番目のデータフレーム上で個別に送信される場合があ
る。
【０１１８】
　表4に示された占有信号の関連情報はシステムによってあらかじめ定義されている場合
があることを理解されたい。すなわち、任意のタイプの占有信号について、占有信号の送
信側と検出側の両方は、占有信号によって示される意味を知っている。たとえば、第1の
ユーザ機器は、ユーザ機器が、このデータフレーム内で、i番目および（i＋p×j）番目の
データフレーム内のサブフレームxおよびチャネルy上の時間周波数リソースを占有するつ
もりであることを示すために、i番目のデータフレーム上で占有信号Enを送信する。それ
に対応して、第2のユーザ機器がi番目のデータフレーム上で占有信号Enを検出した後、第
2のユーザ機器も、第1のユーザ機器がi番目および（i＋p×j）番目のデータフレーム内の
サブフレームxおよびチャネルy上の時間周波数リソースを占有するつもりであることを知
ることができる。
【０１１９】
　表4は、占有信号を定義する特定の方法を与えるにすぎないことをさらに理解されたい
。占有信号は他の方法で定義される場合もあり、それは本発明のこの実施形態によって制
限されない。
【０１２０】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、データ送信
用のリソースを節約し、様々なユーザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競
合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に向上させるために、第1のユーザ機器は、す
べての占有されるべきデータフレームの占有を示すために占有されるべきデータフレーム
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のうちのいくつかのデータフレーム上で占有信号を送信する場合がある。
【０１２１】
　本発明のこの実施形態では、データフレームの占有は、具体的に、このデータフレーム
内の時間周波数リソースの占有を指すが、必ずしもこのデータフレーム内のすべての時間
周波数リソースの占有を指すとは限らないことを理解されたい。本明細書における説明を
簡潔にするために、「データフレーム内の時間周波数リソースの占有」は「データフレー
ムの占有」と表現され、この表現は本発明のこの実施形態に対するいかなる制限にもなら
ない。
【０１２２】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、第1のユー
ザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、占有されるべき第1のリソースに対応する
データフレームの中の少なくとも1つのデータフレーム上で占有信号を送信する。このよ
うにして、別のユーザ機器または別のユーザグループは第1のリソースを占有せず、第1の
ユーザ機器または第1のユーザ機器が属するユーザグループ内のすべてのユーザ機器は、
第1のリソースを直ちに使用することができ、その結果、別のユーザグループ内のユーザ
機器との第1のリソースに対する競合を回避し、ユーザ体験を向上させ、データ送信用の
リソースを節約する。
【０１２３】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のリソースはn個の時間周波数リソー
スを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデー
タフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きくなく、少なくとも
1つの占有信号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を
搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同
期チャネルを搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使
用され、tおよびsは正の整数であり、tはn以下であり、sはt以下である。
【０１２４】
　第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信すること
は、
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
タフレーム上で同期信号を送信することと、
　第1のユーザ機器により、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初
のデータフレーム上で同期チャネルを送信することと
　を含む。
【０１２５】
　具体的には、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を
示すために第1のリソース上で2つのタイプの信号（すなわち、同期信号および同期チャネ
ル）を送信する。同期信号は、データフレームの占有を示すために使用される。具体的に
は、同期信号は、このデータフレーム内の占有されるべき時間周波数リソースを示す。同
期チャネルは、データフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され
る。具体的には、同期チャネルは、時間周波数リソースの時間情報および周波数情報を示
す。同期信号および同期チャネルを送信することによって、占有されるデータフレームを
示すことができ、占有されるデータフレーム内で占有される特定の時間周波数リソースも
示すことができる。
【０１２６】
　m個のデータフレームはシステムによってあらかじめ定義されたデータフレームであり
得るし、第1のユーザ機器によって選択された占有されるべき第1のリソースはn個の時間
周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうち
のn個のデータフレーム内に位置することを理解されたい。
【０１２７】
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
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タフレーム上で同期信号を送信することは、具体的に、第1のユーザ機器がn個のデータフ
レームの占有を示すためにn個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信
する場合があることと、第1のユーザ機器がn個のデータフレームの占有を示すためにn個
のデータフレームのうちのいくつかのデータフレーム上で同期信号を送信する場合もある
こととを指すことをさらに理解されたい。第1のユーザ機器により、同期信号を搬送する
データフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同期チャネルを送信するこ
とは、具体的に、第1のユーザ機器が、第1のリソース全体の占有を示すために、占有され
るデータフレーム内の特定の占有される時間周波数リソースを示すために同期信号を搬送
する各データフレーム上で同期チャネルを送信する場合があることを指す。第1のユーザ
機器は、第1のリソース全体の占有を示すために、占有されるデータフレーム内の特定の
占有される時間周波数リソースを示すために同期信号を搬送するすべてのデータフレーム
のいくつかのデータフレーム（同期信号を搬送する少なくとも最初のデータフレーム）上
で同期チャネルをさらに送信する場合がある。
【０１２８】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器は、n個のデータフレー
ムのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信し、tはnに等し
い。
【０１２９】
　第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、第1のリソースに対応する各
データフレーム上で同期信号を送信し、同期信号を搬送するデータフレームの中の少なく
とも最初のデータフレーム上で同期チャネルを送信する。具体的には、例として図3に示
された第1のリソースをさらに使用すると、mは20に等しく、nは7に等しい。すなわち、第
1のリソースは、7個の時間周波数リソース（図3に示された7個の陰影部分に対応する時間
周波数リソース）を含む。7個の時間周波数リソースは、それぞれ、図3に示された20個の
システム事前定義データフレームの1番目、6番目、9番目、11番目、16番目、19番目、お
よび20番目のデータフレーム内に位置する。具体的には、7個の時間周波数リソースの各
々は、データフレーム＃6の拡大図に示されたように、時間周波数リソースの各々に対応
するデータフレーム内で、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3を占有し、周波数
領域内のチャネル0およびチャネル1を占有する。図3に示された第1のリソースの場合、同
期チャネルは、同期信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースが
、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およ
びチャネル1であることを示す。第1のユーザ機器は、1番目、6番目、9番目、11番目、16
番目、19番目、および20番目のデータフレーム内の以下の時間周波数リソース：時間領域
内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1
の占有を示すために、すなわち第1のリソースの占有を主張するために、第1のリソースに
対応する7個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号および同期チャネルを送
信する。
【０１３０】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器により、t個のデータフ
レームのうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同期チャネルを送信することは、
　第1のユーザ機器により、同期信号を搬送するデータフレームの中の各データフレーム
上で同期チャネルを送信すること
　を含む。
【０１３１】
　第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために第1のリソースに対応するすべ
てのデータフレームのうちのいくつかのデータフレーム上で同期信号を送信する場合もあ
ることを理解されたい。具体的には、例として図3に示された第1のリソースを使用すると
、第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、1番目、6番目、9番目、11番
目、16番目、19番目、および20番目のデータフレーム上で同期信号を個別に送信し、1番
目、11番目、および20番目のデータフレーム上で同期チャネルを個別に送信する。システ
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ムは、同期信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースのサブフレ
ーム情報およびチャネル情報が同じであると、あらかじめ定義する場合があることを理解
されたい。たとえば、6番目のデータフレーム上で同期信号を送信し、同期チャネルを送
信しないことによって、6番目のデータフレーム内で占有される時間周波数リソースが、1
番目のデータフレーム内で占有される時間周波数リソースと同じであることを示すことも
できる。すなわち、以下の時間周波数リソース：時間領域内のサブフレーム0～サブフレ
ーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1が占有される。
【０１３２】
　同期チャネルは同期信号を搬送するデータフレーム上で周期的に送信される場合があり
、それは本発明のこの実施形態によって制限されないことを理解されたい。送信周期は、
特定の通信状態に依存し、本発明のこの実施形態によって制限されない。
【０１３３】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、同期信号および同期チャネルはリソースの占有を示すために
選択された占有されるべきリソース上で送信される。
【０１３４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態における同期チャネルは、表1または表2に示さ
れた同期信号でもあり得る。すなわち、同期チャネルは、データフレーム内の占有される
べき時間周波数リソースのサブフレームおよびチャネルを示すか、またはデータフレーム
内の占有されるべき時間周波数リソースの時間長および周波数帯域幅を示すことができる
。具体的には、同期チャネルが表2に示された占有信号B4であるとき、例として図3に示さ
れた第1のリソースを使用すると、1番目のデータフレーム内で占有される時間周波数リソ
ースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル
0およびチャネル1であることを示すために、同期チャネルは、1番目のデータフレームの
サブフレーム0に対応するチャネル0とチャネル1との間の中央位置で送信される。
【０１３５】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合の問題を効果的に解決し、ユーザ
体験を向上させるために、占有信号は第1のリソースの占有を示すために選択された占有
されるべき第1のリソース上で送信される。
【０１３６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応
するデータフレーム内のn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じで
あるとき、かつ、m個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の
期間に分割されるとき、tはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であ
り、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しい。
【０１３７】
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
タフレーム上で同期信号を送信することは、
　第1のユーザ機器により、f個の期間の最初の期間内で占有されるt個のデータフレーム
の各データフレーム上で同期信号を送信すること
　を含む。
【０１３８】
　第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を示すために第1のリソースに対応するすべ
てのデータフレームのうちのいくつかのデータフレーム上で同期信号および同期チャネル
を送信する。具体的には、例として図4に示された第1のリソースをさらに使用すると、m
は20に等しく、nは8に等しい。すなわち、第1のリソースは、8個の時間周波数リソース（
図4に示された8個の陰影部分に対応する時間周波数リソース）を含む。8個の時間周波数
リソースは、それぞれ、図4に示された20個のシステム事前定義データフレームの1番目、
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2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレーム内に位
置し、8個の時間周波数リソースは、データフレーム＃6の拡大図に示されたように、時間
周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の同じサブフレームおよびチャネルに
対応する。すなわち、第1のリソースは、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目
、16番目、および17番目のデータフレーム内で、個別に時間領域内のサブフレーム0～サ
ブフレーム3を占有し、周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有する時間周波数
リソースに対応する。第1のユーザ機器は、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番
目、16番目、および17番目のデータフレーム内で占有される時間周波数リソースが、時間
領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャ
ネル1であることを示すために、1番目および2番目のデータフレーム上のみで同期信号を
送信し、1番目のデータフレームもしくは2番目のデータフレームのいずれかで同期チャネ
ルを送信するか、または1番目および2番目のデータフレーム上で同期チャネルを個別に送
信する場合がある。
【０１３９】
　サブフレーム占有パターンは、具体的に、n個の時間周波数リソースの各々に対応する
データフレーム内の、第1のリソースに含まれるn個の時間周波数リソースに対応する、対
応するサブフレームおよびチャネルの状況を指す。具体的には、たとえば、図4では、デ
ータフレーム＃6内の第1のリソースのサブフレーム占有パターンは、データフレーム＃6
の拡大図に示され、すなわち、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3が占有され、
周波数領域内のチャネル0およびチャネル1が占有される。本発明のこの実施形態では、例
として図4を使用すると、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内の
n個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが同じであることは、具体的に、
第1のリソースに含まれる8個の時間周波数リソースすべてが、時間周波数リソースの各々
に対応するデータフレーム内で、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3を占有し、
周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有することを指す。すなわち、1番目、2番
目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレームすべてにお
いて、占有される時間周波数リソースに対応するサブフレームおよびチャネルの状況は同
じである。
【０１４０】
　データフレーム占有パターンは、データフレーム期間内のデータフレーム占有状態を指
す。具体的には、例として図4を使用すると、システムによってあらかじめ定義された20
個のデータフレーム内で、5個ごとに2個のデータフレームが占有され、2個のデータフレ
ームは、5個のデータフレームのうちの1番目および2番目のデータフレームである。20個
のデータフレームは4個の期間に分割される場合があり、各期間は5つのデータフレームを
含む。具体的には、1番目の期間内のデータフレーム占有パターンは、1番目の期間内の1
番目および2番目のデータフレームを占有することである。このデータフレーム占有パタ
ーンは、比喩的に11000によって表記される場合もあり、その中で、ビットの個数は期間
に含まれるデータフレームの個数を表し、左側から順に、1番目のビットはこの期間内の1
番目のデータフレームの占有状態を表し、「1」が占有を表し、「0」が非占有を表し、後
続のビットは同様に解釈されることを理解されたい。具体的には、例として図4に示され
た第1のリソースを使用すると、システムによってあらかじめ定義された20個のデータフ
レームは、データフレーム占有パターン11000に従って4個の期間に分割される場合があり
、各期間は5個のデータフレームを含み、そのうちの2個のデータフレームが占有される。
【０１４１】
　たとえば、図4に示されたように、時間周波数リソースの各々に対応するデータフレー
ム内の第1のリソースに含まれる8個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが
同じであるとき、かつ、8個のデータフレームが20個のデータフレーム内で周期的に分散
され、20個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターン（たとえば、11000）に
従って4個の期間に分割され得るとき、kは4個の期間の各期間内で占有されるデータフレ
ームの個数2であり得る。すなわち、同期信号および同期チャネルは、第1のリソース全体
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の占有を示すために、第1の期間の1番目および2番目のデータフレーム上のみで送信され
る場合がある。
【０１４２】
　システムの事前構成により、i番目のデータフレームおよび（i＋p×j）番目のデータフ
レームの占有を示す同期信号をi番目のデータフレーム上で送信することが認められる場
合があり、pはあらかじめ定義されたデータフレーム期間であり、jは1，2，…，gのうち
のいずれか1つであり、gはあらかじめ定義され得ることを理解されたい。データフレーム
期間pおよびgは、第1のユーザ機器が占有されるべき第1のリソースを決定した後に決定さ
れる。具体的には、例として図4に示された第1のリソースを使用すると、データフレーム
期間pは5であり、gは3である。システム情報および構成情報によれば、第1のユーザ機器
は、1番目のデータフレーム、ならびに（1＋5×1）番目、（1＋5×2）番目、および（1＋
5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、1番目のデータフレーム上で同期信号
を送信し、2番目のデータフレーム、ならびに（2＋5×1）番目、（2＋5×2）番目、およ
び（2＋5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、2番目のデータフレーム上で同
期信号を送信する。すなわち、第1のユーザ機器は、第1のリソース全体の占有を示すため
に、占有されるべき第1のリソースに対応するすべてのデータフレームのうちのいくつか
のデータフレーム上で同期信号および同期チャネルを送信する場合がある。
【０１４３】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合の問題を効果的に解決し、データ
送信用のリソースを効果的に節約し、ユーザ体験を効果的に向上させるために、占有信号
は第1のリソースの占有を示すために選択された占有されるべき第1のリソースのいくつか
のリソース上で送信される。
【０１４４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、同期信号は、f個の期間の各期間に含ま
れるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される。
【０１４５】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、第1のユー
ザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、占有されるべき第1のリソースに対応する
データフレームの中の少なくとも1つのデータフレーム上で同期信号および同期チャネル
を送信する。このようにして、別のユーザ機器または別のユーザグループは第1のリソー
スを占有せず、第1のユーザ機器または第1のユーザ機器が属するユーザグループ内のすべ
てのユーザ機器は、第1のリソースを直ちに使用することができ、その結果、別のユーザ
グループ内のユーザ機器との第1のリソースに対する競合を回避し、ユーザ体験を向上さ
せ、データ送信用のリソースを節約する。
【０１４６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のリソースはn個の時間周波数リソー
スを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうちのn個のデー
タフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも大きくなく、n個の時間
周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のn個の時間周波数リソースのサブフ
レーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1つのデータフレーム内
のr個のサブフレームに対応し、少なくとも1つの占有信号はt個の第1の信号およびs個の
第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータフレームが占有されて
いることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬送するサブフレームが
占有されていることを示すために使用され、r、t、およびsは正の整数であり、tはn以下
である。
【０１４７】
　第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信すること
は、
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
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タフレーム上で第1の信号を送信することと、
　第1のユーザ機器により、第1の信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初
のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を送信すること
と
　を含む。
【０１４８】
　具体的には、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器は、第1のリソースの占有を
示すために、第1のリソース上で2つのタイプの信号（すなわち、第1の信号および第2の信
号）を送信する。第1の信号は、データフレームの占有を示すために使用される。具体的
には、第1の信号は、このデータフレーム内の占有されるべき時間周波数リソースを示す
ために使用される。第2の信号は、第2の信号を搬送するサブフレームの占有を示すために
使用される。
【０１４９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のユーザ機器は、n個のデータフレー
ムのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信し、tはnに等し
い。
【０１５０】
　m個のデータフレームはシステムによってあらかじめ定義されたデータフレームであり
得るし、第1のユーザ機器によって選択された占有されるべき第1のリソースはn個の時間
周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレームのうち
のn個のデータフレーム内に位置することを理解されたい。
【０１５１】
　具体的には、図5の（a）に示されたように、たとえば、mは4であり、nは4である。すな
わち、第1のリソースは、4個の時間周波数リソース（図5の（a）に示された4個の陰影部
分に対応する時間周波数リソース）を含む。4個の時間周波数リソースは、4個のあらかじ
め定義されたデータフレーム内に位置する。4個の時間周波数リソースの各々は、時間周
波数リソースの各々に対応するデータフレーム内で、時間領域内のサブフレーム0～サブ
フレーム3を占有し、周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有する。すなわち、
サブフレーム占有パターンは、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3が占有され、
周波数領域内のチャネル0およびチャネル1が占有されることである。それに対応して、r
個のサブフレームはサブフレーム0～サブフレーム3である。
【０１５２】
　第1のユーザ機器は、4個のデータフレームが占有されていることを示すために、4個の
データフレーム上で第1の信号を個別に送信し、1番目のデータフレーム内で占有される時
間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域
内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために、1番目のデータフレームおよび4
番目のデータフレーム内のサブフレーム0～サブフレーム3上で第2の信号を送信する。第2
の信号は2番目および3番目のデータフレーム上で送信されないが、2番目および3番目のデ
ータフレーム内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブ
フレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために
、システムは、第1の信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソース
のサブフレーム情報およびチャネル情報が同じであると、あらかじめ定義する場合がある
。
【０１５３】
　図5の（a）は特定の例を与えるにすぎず、図5に示された方法は、本発明のこの実施形
態に対するいかなる制限にもならない。第1のリソースに対応するすべてのデータフレー
ムのうちの少なくとも1つのデータフレーム上で第1の信号を送信し、第1の信号を送信す
るためのデータフレームのうちの少なくとも1つのデータフレーム上で第2の信号を送信す
ることによって、第1のリソース全体の占有を示すことができる。
【０１５４】
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　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、第1のユー
ザ機器は、第1のリソースの占有を示すために、占有されるべき第1のリソースに対応する
データフレームの中の少なくとも1つのデータフレーム上で占有信号を送信する。このよ
うにして、別のユーザ機器または別のユーザグループは第1のリソースを占有せず、第1の
ユーザ機器または第1のユーザ機器が属するユーザグループ内のすべてのユーザ機器は、
第1のリソースを直ちに使用することができ、その結果、別のユーザグループ内のユーザ
機器との第1のリソースに対する競合を回避し、ユーザ体験を向上させ、データ送信用の
リソースを節約する。
【０１５５】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2の信号は、時間周波数リソースの周
波数情報を示すためにさらに使用される。
【０１５６】
　本発明のこの実施形態では、第2の信号が位置するサブフレームの占有を示すことに加
えて、第2の信号は、第1のリソースの周波数情報を示すためにさらに使用され、具体的に
は、第1のリソースによって占有されるチャネルを直接示す場合があり、第1のリソースに
よって占有される周波数帯域幅を示す場合もある。具体的には、図5の（a）に示されたよ
うに、第2の信号が第1のリソースによって占有されるチャネルを示すために、すなわち、
チャネル0およびチャネル1を直接示すために使用されるとき、第2の信号は、データフレ
ーム内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3
、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために、サブフレ
ーム0～サブフレーム3の任意の周波数領域位置において送信される場合がある。第2の信
号は、第1のりソースによって占有される周波数帯域幅を示す場合もある。具体的には、
例として図5の（b）に示された第1のリソースを使用すると、第2の信号は、第2の信号が
位置するサブフレームの占有を示し、2つの周波数帯域幅が周波数領域内で占有されてい
ることを示すために使用される。図5の（b）に示されたように、第2の信号は、データフ
レーム内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレーム0～サブフレー
ム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示すために、サブ
フレーム0～サブフレーム3の周波数領域位置のチャネル0とチャネル1との間の中央位置で
個別に送信される場合がある。
【０１５７】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、m個のデータフレームが同じデータフレ
ーム占有パターンに従ってf個の期間に分割されるとき、tはf個の期間の各期間内で占有
されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しい。
【０１５８】
　第1のユーザ機器により、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
タフレーム上で第1の信号を送信することは、
　第1のユーザ機器により、f個の期間の最初の期間内で占有されるt個のデータフレーム
の各データフレーム上で第1の信号を送信すること
　を含む。
【０１５９】
　具体的には、例として図4に示された第1のリソースをさらに使用すると、mは20に等し
く、nは8に等しい。すなわち、第1のリソースは、8個の時間周波数リソース（図4に示さ
れた8個の陰影部分に対応する時間周波数リソース）を含む。8個の時間周波数リソースは
、それぞれ、図4に示された20個のシステム事前定義データフレームの1番目、2番目、6番
目、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレーム内に位置し、8個の
時間周波数リソースは、データフレーム＃6の拡大図に示されたように、時間周波数リソ
ースの各々に対応するデータフレーム内の同じサブフレームおよびチャネルに対応する。
すなわち、第1のリソースは、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、
および17番目のデータフレーム内で、個別に時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3
を占有し、周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を占有する時間周波数リソースに対
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応する。サブフレーム占有パターンは、時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3が占
有され、周波数領域内のチャネル0およびチャネル1が占有されることである。それに対応
して、r個のサブフレームはサブフレーム0～サブフレーム3である。
【０１６０】
　第1のユーザ機器は、1番目、2番目、6番目、7番目、11番目、12番目、16番目、および1
7番目のデータフレーム内で占有される時間周波数リソースが、時間領域内のサブフレー
ム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1であることを示
すために、1番目および2番目のデータフレーム上のみで第1の信号を送信し、1番目のデー
タフレームもしくは2番目のデータフレームのいずれかで第2の信号を送信するか、または
1番目および2番目のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信
号を送信する場合がある。
【０１６１】
　データフレーム占有パターンは、データフレーム期間内のデータフレーム占有状態を指
す。具体的には、例として図4を使用すると、システムによってあらかじめ定義された20
個のデータフレーム内で、5個ごとに2個のデータフレームが占有され、2個のデータフレ
ームは、5個のデータフレームのうちの1番目および2番目のデータフレームである。20個
のデータフレームは4個の期間に分割される場合があり、各期間は5つのデータフレームを
含む。具体的には、1番目の期間内のデータフレーム占有パターンは、1番目の期間内の1
番目および2番目のデータフレームを占有することである。このデータフレーム占有パタ
ーンは、比喩的に11000によって表記される場合もあり、その中で、ビットの個数は期間
に含まれるデータフレームの個数を表し、左側から順に、1番目のビットはこの期間内の1
番目のデータフレームの占有状態を表し、「1」が占有を表し、「0」が非占有を表し、後
続のビットは同様に解釈されることを理解されたい。具体的には、例として図4に示され
た第1のリソースを使用すると、システムによってあらかじめ定義された20個のデータフ
レームは、データフレーム占有パターン11000に従って4個の期間に分割される場合があり
、各期間は5個のデータフレームを含み、そのうちの2個のデータフレームが占有される。
【０１６２】
　たとえば、図4に示されたように、時間周波数リソースの各々に対応するデータフレー
ム内の第1のリソースに含まれる8個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンが
同じであるとき、かつ、8個のデータフレームが20個のデータフレーム内で周期的に分散
され、20個のデータフレームが同じデータフレーム占有パターン（たとえば、11000）に
従って4個の期間に分割され得るとき、kは4個の期間の各期間内で占有されるデータフレ
ームの個数2であり得る。すなわち、第1の信号および第2の信号は、第1のリソース全体の
占有を示すために、第1の期間の1番目および2番目のデータフレーム上のみで送信される
場合がある。
【０１６３】
　システムの事前構成により、i番目のデータフレームおよび（i＋p×j）番目のデータフ
レームの占有を示す第1の信号をi番目のデータフレーム上で送信することが認められる場
合があり、pはあらかじめ定義されたデータフレーム期間であり、jは1，2，…，gのうち
のいずれか1つであり、gはあらかじめ定義され得ることを理解されたい。データフレーム
期間pおよびgは、第1のユーザ機器が占有されるべき第1のリソースを決定した後に決定さ
れる。具体的には、例として図4に示された第1のリソースを使用すると、データフレーム
期間pは5であり、gは3である。システム情報および構成情報によれば、第1のユーザ機器
は、1番目のデータフレーム、ならびに（1＋5×1）番目、（1＋5×2）番目、および（1＋
5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、1番目のデータフレーム上で第1の信号
を送信し、2番目のデータフレーム、ならびに（2＋5×1）番目、（2＋5×2）番目、およ
び（2＋5×3）番目のデータフレームの占有を示すために、2番目のデータフレーム上で第
1の信号を送信する。すなわち、第1のユーザ機器は、第1のリソース全体の占有を示すた
めに、占有されるべき第1のリソースに対応するすべてのデータフレームのうちのいくつ
かのデータフレーム上で第1の信号および第2の信号を送信する場合がある。
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【０１６４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1の信号は、f個の期間の各期間に含ま
れるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される。
【０１６５】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合の問題を効果的に解決し、データ
送信用のリソースを効果的に節約し、ユーザ体験を効果的に向上させるために、占有信号
は第1のリソースの占有を示すために選択された占有されるべき第1のリソースのいくつか
のリソース上で送信される。
【０１６６】
　本発明のこの実施形態では、第1の信号は第2の信号と同じ信号であり得ることを理解さ
れたい。
【０１６７】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有され
るべきリソース上で送信される。
【０１６８】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1のリソースは、それぞれg個の連続す
るデータフレーム内に位置するg個の時間周波数リソースを含み、g個の時間周波数リソー
スの各々に対応するデータフレーム内のg個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パ
ターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1つのデータフレーム内のj番目のサブ
フレーム～（j＋g－1）番目のサブフレームに対応し、jおよびgは正の整数である。
【０１６９】
　第1のユーザ機器により、第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信すること
は、
　g個のデータフレームの中のk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレー
ム上で占有信号を送信することであって、kは1，…，gのうちのいずれか1つであり、占有
信号は占有信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用される、
ことを含む。
【０１７０】
　具体的には、図6に示されたように、第1のリソースは、それぞれ4個のデータフレーム
内に位置する4個の時間周波数リソースを含む。時間周波数リソースの各々は、この時間
周波数リソースに対応するデータフレーム内の1番目のサブフレーム～4番目のサブフレー
ム内に位置する。占有信号は、第1のリソース、すなわち、図6に示された4個のデータフ
レーム内の陰影部分に対応する時間周波数リソース全体の占有を示すために、1番目のデ
ータフレームの1番目のサブフレーム、2番目のデータフレームの2番目のサブフレーム、3
番目のデータフレームの3番目のサブフレーム、および4番目のデータフレームの4番目の
サブフレーム内で個別に送信される。すなわち、本発明のこの実施形態では、占有信号は
、リソースの占有を示すために、様々なデータフレーム内の様々なサブフレーム位置で送
信される。
【０１７１】
　占有信号は、様々なユーザ機器間または様々なユーザグループ間の同じリソースに対す
る競合を回避し、データ送信用のリソースを節約するために、第1のリソースの占有を示
すために選択された占有されるべき第1のリソースのいくつかのリソース上で送信される
。
【０１７２】
　表6は第1リソースの特定の例を与えるにすぎないことを理解されたい。それに対応して
、占有信号を送信するための方法は特定の例に対応し、それは本発明のこの実施形態によ
って制限されない。たとえば、第1のユーザ機器がより多くのデータフレーム内で時間周
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波数リソースを占有するつもりであるとき、選択された占有されるべきデータフレームは
N2個のデータフレームセットに分割される場合があり、各データフレームセットはz個の
データフレームを含み、zは1つのデータフレーム内の占有されるべき時間周波数リソース
に対応するサブフレームの個数であり、次いで、占有信号は、第1のリソースの占有を示
すために、各データフレームの中の様々なデータフレーム内の様々なサブフレーム上で送
信される。
【０１７３】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、第1のユー
ザ機器は、別のユーザグループ内のユーザ機器との第1のリソースに対する競合を回避し
、ユーザ体験を向上させ、データ送信用のリソースを節約するために、第1のリソースの
占有を示すために占有されるべき第1のリソースに対応するデータフレームのうちの様々
なデータフレーム内の様々なサブフレーム上で占有信号を送信する。
【０１７４】
　本発明のこの実施形態では、第1のリソースの占有を示すために、少なくとも1つの占有
信号が選択された占有されるべき第1のリソース上で送信されることを理解されたい。少
なくとも1つの占有信号は、同じタイプの複数の占有信号、または異なるタイプの複数の
占有信号、たとえば、同期信号および同期チャネル、もしくは第1の信号および第2の信号
であり得る。
【０１７５】
　本明細書における理解および説明を容易にするために、図3～図6により本発明の各実施
形態が記載されることをさらに理解されたい。図3～図6は本発明の実施形態の特定の例を
示すが、本発明の技術的解決策に対するいかなる制限にもならないことをさらに理解され
たい。
【０１７６】
　上記のプロセスのシーケンス番号は、本発明の様々な実施形態における実行順序を意味
しないことをさらに理解されたい。プロセスの実行順序は、プロセスの機能および内部論
理に従って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実装プロセスに対するいかなる制
限としても解釈されるべきではない。
【０１７７】
　上記では、図1～図6を参照して、少なくとも1つの占有信号を送信する第1のユーザ機器
の観点から、本発明の一実施形態によるリソース割振り方法について詳しく説明しており
、以下で、図7を参照して、少なくとも1つの占有信号を検出する第2のユーザ機器の観点
から、本発明の一実施形態によるリソース割振り方法について説明する。
【０１７８】
　図7に示されたように、本発明の一実施形態によるリソース割振り方法200は、たとえば
、第2のユーザ機器によって実行される場合があり、方法200は以下を含む。
【０１７９】
　S210．第2のユーザ機器が少なくとも1つの占有信号を検出し、少なくとも1つの占有信
号は第1のリソースの占有を示すために使用される。
【０１８０】
　S220．第2のユーザ機器が少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソー
スを特定する。
【０１８１】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、第2のユーザ機器は、検出される占有信号に従って、第1のユ
ーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースを特定する。
【０１８２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器により、少なくとも1つ
の占有信号を検出することは、
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　第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を検出
することであって、占有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間
周波数リソースを示すために使用され、kは正の整数である、こと
　を含み、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソー
スを特定することは、
　第2のユーザ機器により、占有信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム
内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定すること
であって、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、占有信号によっ
て示される時間周波数リソースである、こと
　を含む。
【０１８３】
　具体的には、図3に示されたように、第2のユーザ機器が図3に示された1番目、6番目、9
番目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデータフレーム上で占有信号を個別に検
出するとき、占有信号は、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数
リソースを示すために使用され、第2のユーザ機器は、図3に示された1番目、6番目、9番
目、11番目、16番目、19番目、および20番目のデータフレーム内で第1のユーザ機器が占
有するつもりである以下の時間周波数リソース：時間領域内のサブフレーム0～サブフレ
ーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1を知ることができる。
【０１８４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器により、占有信号を搬
送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソース
を占有された第1のリソースとして特定することは、
　第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：占有信号を搬送するk個のデータフレ
ーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレ
ームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして
特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，
…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、こと
　を含む。
【０１８５】
　具体的には、図4に示されたように、第2のユーザ機器が1番目および2番目のデータフレ
ーム内で占有信号を検出すると、第2のユーザ機器は、システム事前定義情報を参照して
、第1のユーザ機器が占有するつもりである時間周波数リソースが、1番目、2番目、6番目
、7番目、11番目、12番目、16番目、および17番目のデータフレーム内の以下の時間周波
数リソース：時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャ
ネル0およびチャネル1であると特定することができる。第2のユーザ機器は、占有信号に
よって示されるデータフレーム期間pに従って、第1のユーザ機器が占有するつもりである
リソースを特定することもできる。たとえば、第2のユーザ機器は、図4に示された1番目
および2番目のデータフレーム上で占有信号を検出する。時間領域内のサブフレーム0～サ
ブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0およびチャネル1の時間周波数リソース
の占有を示すことに加えて、占有信号はデータフレーム期間5をさらに示す。占有信号に
従って、第2のユーザ機器は、第1のユーザ機器が1番目、（1＋5×1）番目、（1＋5×2）
番目、および（1＋5×3）番目のデータフレーム内、ならびに2番目、（2＋5×1）番目、
（2＋5×2）番目、および（2＋5×3）番目のデータフレーム内で以下の時間周波数リソー
ス：時間領域内のサブフレーム0～サブフレーム3、ならびに周波数領域内のチャネル0お
よびチャネル1を占有するつもりであると判断することができる。
【０１８６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、占有信号は、データフレーム期間pを示
すためにさらに使用される。
【０１８７】
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　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器と第1のユーザ機器が同
じユーザグループまたは同じユーザクラスタに属していると第2のユーザ機器が判断する
と、第2のユーザ機器は、占有信号によって示される第1のリソースを直ちに使用すること
ができる。第2のユーザ機器が第1のユーザ機器を含むユーザグループまたはユーザクラス
タに属していないと判断すると、データ送信中、第2のユーザ機器は、占有信号によって
示される第1のリソースを占有することを回避する。
【０１８８】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、第2のユーザ機器は、検出される占有信号に従って、第1のユ
ーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースを特定する。
【０１８９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の同期信
号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデータフレームが占
有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを搬送するデータ
フレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用される。
【０１９０】
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出することは、
　第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を検出
することであって、kが正の整数である、ことと、
　第2のユーザ機器により、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初
のデータフレーム上で同期チャネルを検出することと
　を含む。
【０１９１】
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソー
スを特定することは、
　第2のユーザ機器により、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム
内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定すること
であって、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、同期チャネルに
よって示される時間周波数リソースである、こと
　を含む。
【０１９２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器により、同期信号を搬
送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソース
を占有された第1のリソースとして特定することは、
　第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：同期信号を搬送するk個のデータフレ
ーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレ
ームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして
特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，
…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、こと
　を含む。
【０１９３】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、同期信号は、データフレーム期間pを示
すためにさらに使用される。
【０１９４】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、第2のユーザ機器は、検出される占有信号に従って、第1のユ
ーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースを特定する。
【０１９５】
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　場合によっては、本発明のこの実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の第1の
信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータフレー
ムが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬送する
サブフレームが占有されていることを示すために使用され、tおよびsは正の整数である。
【０１９６】
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号を検出することは、
　第2のユーザ機器により、k個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を検
出することであって、kが正の整数である、ことと、
　第2のユーザ機器により、第1の信号を搬送するk個のデータフレームの中の少なくとも
最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を検出する
ことであって、rは正の整数である、ことと
　を含む。
【０１９７】
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソー
スを特定することは、
　第2のユーザ機器により、第1の信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレー
ム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するこ
とであって、第1の時間周波数リソースは、1つのデータフレーム内で第2の信号を搬送す
るr個のサブフレームに対応する時間周波数リソースである、こと
　を含む。
【０１９８】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器により、第1の信号を搬
送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソース
を占有された第1のリソースとして特定することは、
　第2のユーザ機器により、以下のデータフレーム：第1の信号を搬送するk個のデータフ
レーム、およびk個のデータフレームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフ
レームの各データフレーム内の第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとし
て特定することであって、pはデータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2
，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整数である、こと
　を含む。
【０１９９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第1の信号は、データフレーム期間pを示
すためにさらに使用される。
【０２００】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、第2のユーザ機器は、検出される占有信号に従って、第1のユ
ーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースを特定する。
【０２０１】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、第2のユーザ機器により、少なくとも1つ
の占有信号を検出することは、
　第2のユーザ機器により、g個の連続するデータフレームの中のk番目のデータフレーム
内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で占有信号を検出することであって、占有信号は
、占有信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、gおよ
びjは正の整数であり、kは1，…，gのうちのいずれか1つである、こと
　を含み、
　第2のユーザ機器により、少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソー
スを特定することは、
　第2のユーザ機器により、g個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1
の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定することであって、第1の時



(40) JP 6381152 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

間周波数リソースは、1つのデータフレーム内のj番目のサブフレーム～（j＋g－1）番目
のサブフレームに対応する時間周波数リソースである、こと
　を含む。
【０２０２】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるリソース割振り方法によれば、様々なユー
ザ機器間または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を
効果的に向上させるために、第2のユーザ機器は、検出される占有信号に従って、第1のユ
ーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースを特定する。
【０２０３】
　上記のプロセスのシーケンス番号は、本発明の様々な実施形態における実行順序を意味
しないことを理解されたい。プロセスの実行順序は、プロセスの機能および内部論理に従
って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実装プロセスに対するいかなる制限とし
ても解釈されるべきではない。
【０２０４】
　上記では、図1～図7を参照して、本発明の一実施形態によるリソース割振り方法につい
て詳しく説明しており、以下で、図8および図9を参照して、本発明の一実施形態によるユ
ーザ機器について詳しく説明する。
【０２０５】
　図8は、本発明の一実施形態によるユーザ機器300の概略ブロック図である。図8に示さ
れたように、ユーザ機器300は、
　第1のリソースを決定するように構成された決定モジュール310と、
　決定モジュールによって決定される第1のリソース上で少なくとも1つの占有信号を送信
するように構成された送信モジュール320であって、少なくとも1つの占有信号は第1のリ
ソースの占有を示すために使用される、送信モジュール320と
　を含む。
【０２０６】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有されるべきリ
ソース上で送信される。
【０２０７】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、決定モジュール310によって決定される
第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm
個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であ
り、nはmよりも大きくない。
【０２０８】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレーム
の各データフレーム上で占有信号を送信するように構成され、占有信号は、占有信号を搬
送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kは正
の整数であり、kはnよりも大きくない。
【０２０９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320は、具体的に、n個の
データフレームのうちのk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信す
るように構成され、kはnに等しい。
【０２１０】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応
するデータフレーム内の、決定モジュール310によって決定される第1のリソースに含まれ
るn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、m個のデータフレ
ームは同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割され、kはf個の期間の
各期間内で占有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、kとfとの積はn
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に等しい。
【０２１１】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレーム
の各データフレーム上で占有信号を送信するように構成され、k個のデータフレームはf個
の期間の最初の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【０２１２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320によって送信される
占有信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使
用される。
【０２１３】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、決定モジュール310によって決定される
第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm
個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であ
り、nはmよりも大きくなく、送信モジュールによって送信される少なくとも1つの占有信
号はt個の同期信号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデー
タフレームが占有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを
搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、tお
よびsは正の整数であり、tはn以下であり、sはt以下である。
【０２１４】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
の各データフレーム上で同期信号を送信することと、同期信号を搬送するデータフレーム
のうちの少なくとも最初のデータフレーム上で同期チャネルを送信することとを行うよう
に構成される。
【０２１５】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320は、具体的に、n個の
データフレームのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信す
ることと、同期信号を搬送するデータフレームの各データフレーム上で同期チャネルを送
信することとを行うように構成され、tはnに等しい。
【０２１６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応
するデータフレーム内の、決定モジュール310によって決定されるn個の時間周波数リソー
スのサブフレーム占有パターンは同じであり、m個のデータフレームは同じデータフレー
ム占有パターンに従ってf個の期間に分割され、tはf個の期間の各期間内で占有されるデ
ータフレームの個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しい。
【０２１７】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレーム
の各データフレーム上で同期信号を送信するように構成され、k個のデータフレームはf個
の期間の最初の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【０２１８】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320によって送信される
同期信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使
用される。
【０２１９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、決定モジュール310によって決定される
第1のリソースはn個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm
個のデータフレームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であ
り、nはmよりも大きくなく、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム
内のn個の時間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム
占有パターンは1つのデータフレーム内のr個のサブフレームに対応し、少なくとも1つの
占有信号はt個の第1の信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を
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搬送するデータフレームが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々
は第2の信号を搬送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、r、t
、およびsは正の整数であり、tはn以下である。
【０２２０】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
の各データフレーム上で第1の信号を送信することと、第1の信号を搬送するデータフレー
ムのうちの少なくとも最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上
で第2の信号を送信することとを行うように構成される。
【０２２１】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320は、具体的に、n個の
データフレームのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信す
るように構成され、tはnに等しい。
【０２２２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、決定モジュール310によって決定されるn
個のデータフレームが位置するm個のデータフレームが、同じデータフレーム占有パター
ンに従ってf個の期間に分割されるとき、tはf個の期間の各期間内で占有されるデータフ
レームの個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しい。
【０２２３】
　送信モジュール320は、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレーム
の各データフレーム上で第1の信号を送信するように構成され、t個のデータフレームはf
個の期間の最初の期間内で占有されるt個のデータフレームである。
【０２２４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、送信モジュール320によって送信される
第1の信号は、f個の期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使
用される。
【０２２５】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、決定モジュール310によって決定される
第1のリソースは、それぞれg個の連続するデータフレーム内に位置するg個の時間周波数
リソースを含み、g個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のg個の時
間周波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターン
は1つのデータフレーム内のj番目のサブフレーム～（j＋g－1）番目のサブフレームに対
応し、jおよびgは正の整数である。
【０２２６】
　送信モジュール320は、具体的に、g個のデータフレームの中のk番目のデータフレーム
内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で占有信号を送信するように構成され、kは1，…
，gのうちのいずれか1つであり、占有信号は占有信号を搬送するサブフレームが占有され
ていることを示すために使用される。
【０２２７】
　本発明のこの実施形態によるユーザ機器300は、本発明の一実施形態によるリソース割
振り方法における第1のユーザ機器に対応することができ、ユーザ機器300内の各モジュー
ルの上記および他の動作および/または機能は、図1～図7における各方法の対応するプロ
セスの実施を目的とすることを理解されたい。簡潔にするために、本明細書では詳細は記
載されない。
【０２２８】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有されるべきリ
ソース上で送信される。
【０２２９】
　上記では、図8を参照して、本発明の一実施形態によるユーザ機器300について詳しく説
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明しており、以下で、図9を参照して、本発明の一実施形態による別のユーザ機器400につ
いて詳しく説明する。
【０２３０】
　図9は、本発明の一実施形態によるユーザ機器400を示す。ユーザ機器400は、
　少なくとも1つの占有信号を検出するように構成された検出モジュール410であって、少
なくとも1つの占有信号が第1のリソースの占有を示すために使用される、検出モジュール
410と、
　検出モジュールによって検出される少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1
のリソースを特定するように構成された特定モジュール420と
　を含む。
【０２３１】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、第1のユーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースは、
第1のユーザ機器によって送信された検出される占有信号に従って特定される。
【０２３２】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、検出モジュール410は、具体的に、k個の
データフレームの各データフレーム上で占有信号を検出するように構成され、占有信号は
、占有信号を搬送するデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使
用され、kは正の整数である。
【０２３３】
　特定モジュール420は、具体的に、占有信号を搬送するk個のデータフレームの各データ
フレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定
するように構成され、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、占有
信号によって示される時間周波数リソースである。
【０２３４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、特定モジュール420は、具体的に、以下
のデータフレーム：占有信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレー
ムの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第1
の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pはデ
ータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであ
り、gは正の整数である。
【０２３５】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、検出モジュール410によって検出される
占有信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２３６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の同期信
号およびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデータフレームが占
有されていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを搬送するデータ
フレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用される。
【０２３７】
　検出モジュール410は、具体的に、k個のデータフレームの各データフレーム上で同期信
号を検出することと、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデー
タフレーム上で同期チャネルを検出することとを行うように構成され、kは正の整数であ
る。
【０２３８】
　特定モジュール420は、具体的に、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データ
フレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定
するように構成され、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、同期
チャネルによって示される時間周波数リソースである。
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【０２３９】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、特定モジュール420は、具体的に、以下
のデータフレーム：同期信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレー
ムの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第1
の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pはデ
ータフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであ
り、gは正の整数である。
【０２４０】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、検出モジュール410によって検出される
同期信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２４１】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の第1の
信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータフレー
ムが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬送する
サブフレームが占有されていることを示すために使用され、tおよびsは正の整数である。
【０２４２】
　検出モジュール410は、具体的に、k個のデータフレームの各データフレーム上で第1の
信号を検出することと、第1の信号を搬送するk個のデータフレームのうちの少なくとも最
初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を検出するこ
ととを行うように構成され、kおよびrは正の整数である。
【０２４３】
　特定モジュール420は、具体的に、第1の信号を搬送するk個のデータフレームの各デー
タフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特
定するように構成され、第1の時間周波数リソースは、1つのデータフレーム内で第2の信
号を搬送するr個のサブフレームに対応する時間周波数リソースである。
【０２４４】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、特定モジュール420は、具体的に、以下
のデータフレーム：第1の信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレ
ームの各データフレームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第
1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pは
データフレーム期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つで
あり、gは正の整数である。
【０２４５】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、検出モジュール410によって検出される
第1の信号は、データフレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２４６】
　場合によっては、本発明のこの実施形態では、検出モジュール410は、具体的に、g個の
連続するデータフレームの中のk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレー
ム上で占有信号を検出するように構成され、占有信号は、占有信号を搬送するサブフレー
ムが占有されていることを示すために使用され、gおよびjは正の整数であり、kは1，…，
gのうちのいずれか1つである。
【０２４７】
　特定モジュール420は、具体的に、g個のデータフレームの各データフレーム内の少なく
とも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され
、第1の時間周波数リソースは、1つのデータフレーム内のj番目のサブフレーム～（j＋g
－1）番目のサブフレームに対応する時間周波数リソースである。
【０２４８】
　本発明のこの実施形態によるユーザ機器400は、本発明の一実施形態によるリソース割
振り方法における第2のユーザ機器に対応することができ、ユーザ機器400内の各モジュー
ルの上記および他の動作および/または機能は、図1～図7における各方法の対応するプロ
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セスの実施を目的とすることを理解されたい。簡潔にするために、本明細書では詳細は記
載されない。
【０２４９】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、第1のユーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースは、
第1のユーザ機器によって送信された検出される占有信号に従って特定される。
【０２５０】
　図10に示されたように、本発明の一実施形態はユーザ機器500をさらに提供し、ユーザ
機器500は、プロセッサ510と、メモリ520と、バスシステム530と、送信機540とを含む。
プロセッサ510、メモリ520、および送信機540は、バスシステム530を使用することによっ
て接続され、メモリ520は命令を記憶するように構成され、プロセッサ510は、信号を送信
するように送信機540を制御するために、メモリ520に記憶された命令を実行するように構
成される。プロセッサ510は第1のリソースを決定するように構成され、送信機540は第1の
リソース上で少なくとも1つの占有信号を送信するように構成され、少なくとも1つの占有
信号は第1のリソースの占有を示すために使用される。
【０２５１】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有されるべきリ
ソース上で送信される。
【０２５２】
　本発明のこの実施形態では、プロセッサ510は中央処理装置（英語名：Central Process
ing Unit、略してCPU）であり得るか、またはプロセッサ510は、別の汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（FPGA）もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしく
はトランジスタ論理デバイス、個別ハードウェア構成要素などであり得ることを理解され
たい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るか、またはプロセッサは任意の従
来のプロセッサなどであり得る。
【０２５３】
　メモリ520は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含む場合があり、プ
ロセッサ510に命令およびデータを供給する。メモリ520の一部は、不揮発性ランダムアク
セスメモリをさらに含む場合がある。たとえば、メモリ520は、デバイスタイプ情報をさ
らに記憶する場合がある。
【０２５４】
　バスシステム530は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バスなどを
含む場合がある。しかしながら、分かりやすく説明するために、図の中の様々なタイプの
バスはバスシステム530としてマークされる。
【０２５５】
　実装プロセスにおいて、方法のステップは、プロセッサ510内のハードウェアの集積論
理回路によって、またはソフトウェア命令によって実装される場合がある。本発明の実施
形態を参照して開示された方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行
および完了される場合があるか、またはプロセッサ内のハードウェアモジュールとソフト
ウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了される場合がある。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ
、またはレジスタなどの、当分野の発達した記憶媒体内に位置する場合がある。記憶媒体
はメモリ520内に位置し、プロセッサ510は、メモリ520内の情報を読み取り、プロセッサ5
10のハードウェアと一緒に上記の方法におけるステップを完了する。反復を避けるために
、本明細書では詳細は記載されない。
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【０２５６】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ510によって決定される第1のリソースは
n個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレ
ームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも
大きくない。
【０２５７】
　送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デー
タフレーム上で占有信号を送信するように構成され、占有信号は、占有信号を搬送するデ
ータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kは正の整数で
あり、kはnよりも大きくない。
【０２５８】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのう
ちのk個のデータフレームの各データフレーム上で占有信号を送信するように構成され、k
はnに等しい。
【０２５９】
　場合によっては、一実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータ
フレーム内の、プロセッサ510によって決定される第1のリソースに含まれるn個の時間周
波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、m個のデータフレームは同じデ
ータフレーム占有パターンに従ってf個の期間に分割され、kはf個の期間の各期間内で占
有されるデータフレームの個数であり、fは正の整数であり、kとfとの積はnに等しい。送
信機540は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各データフ
レーム上で占有信号を送信するように構成され、k個のデータフレームはf個の期間の最初
の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【０２６０】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540によって送信される占有信号は、f個の期
間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される。
【０２６１】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ510によって決定される第1のリソースは
n個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレ
ームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも
大きくなく、送信機540によって送信される少なくとも1つの占有信号はt個の同期信号お
よびs個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデータフレームが占有さ
れていることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを搬送するデータフレ
ーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、tおよびsは正の整数であ
り、tはn以下であり、sはt以下である。送信機540は、具体的に、n個のデータフレームの
うちのt個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信するように構成され
る。送信機540は、具体的に、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最
初のデータフレーム上で同期チャネルを送信するように構成される。
【０２６２】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのう
ちのt個のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を送信することと、同期信号
を搬送するデータフレームの各データフレーム上で同期チャネルを送信することとを行う
ように構成され、tはnに等しい。
【０２６３】
　場合によっては、一実施形態では、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータ
フレーム内の、プロセッサ510によって決定されるn個の時間周波数リソースのサブフレー
ム占有パターンは同じであり、m個のデータフレームは同じデータフレーム占有パターン
に従ってf個の期間に分割され、tはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの
個数であり、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しく、
　送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのうちのk個のデータフレームの各デー
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タフレーム上で同期信号を送信するように構成され、k個のデータフレームはf個の期間の
最初の期間内で占有されるk個のデータフレームである。
【０２６４】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540によって送信される同期信号は、f個の期
間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される。
【０２６５】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ510によって決定される第1のリソースは
n個の時間周波数リソースを含み、n個の時間周波数リソースはそれぞれm個のデータフレ
ームのうちのn個のデータフレーム内に位置し、nおよびmは正の整数であり、nはmよりも
大きくなく、n個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のn個の時間周
波数リソースのサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1
つのデータフレーム内のr個のサブフレームに対応し、少なくとも1つの占有信号はt個の
第1の信号およびs個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータ
フレームが占有されていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬
送するサブフレームが占有されていることを示すために使用され、r、t、およびsは正の
整数であり、nはmよりも大きくなく、tはn以下である。送信機540は、具体的に、n個のデ
ータフレームのうちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信する
ことと、第1の信号を搬送するデータフレームのうちの少なくとも最初のデータフレーム
内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号を送信することとを行うように構
成される。
【０２６６】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのう
ちのt個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を送信するように構成され、
tはnに等しい。
【０２６７】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ510によって決定されるn個のデータフレ
ームが位置するm個のデータフレームが、同じデータフレーム占有パターンに従ってf個の
期間に分割されるとき、tはf個の期間の各期間内で占有されるデータフレームの個数であ
り、fは正の整数であり、tとfとの積はnに等しい。
【０２６８】
　送信機540は、具体的に、n個のデータフレームのうちのt個のデータフレームの各デー
タフレーム上で第1の信号を送信するように構成され、t個のデータフレームはf個の期間
の最初の期間内で占有されるt個のデータフレームである。
【０２６９】
　場合によっては、一実施形態では、送信機540によって送信される第1の信号は、f個の
期間の各期間に含まれるデータフレームの個数を示すためにさらに使用される。
【０２７０】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ510によって決定される第1のリソースは
、それぞれg個の連続するデータフレーム内に位置するg個の時間周波数リソースを含み、
g個の時間周波数リソースの各々に対応するデータフレーム内のg個の時間周波数リソース
のサブフレーム占有パターンは同じであり、サブフレーム占有パターンは1つのデータフ
レーム内のj番目のサブフレーム～（j＋g－1）番目のサブフレームに対応し、jおよびgは
正の整数である。送信機540は、具体的に、g個のデータフレームの中のk番目のデータフ
レーム内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で占有信号を送信するように構成され、kは
1，…，gのうちのいずれか1つであり、占有信号は占有信号を搬送するサブフレームが占
有されていることを示すために使用される。
【０２７１】
　本発明のこの実施形態によるユーザ機器500は、本発明の一実施形態によるリソース割
振り方法における第1のユーザ機器に対応することができるか、または本発明の一実施形
態によるユーザ機器300に対応することができ、ユーザ機器500内の各モジュールの上記お
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よび他の動作および/または機能は、図1～図7における各方法の対応するプロセスの実施
を目的とすることを理解されたい。簡潔にするために、本明細書では詳細は記載されない
。
【０２７２】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、占有信号はリソースの占有を示すために選択された占有されるべきリ
ソース上で送信される。
【０２７３】
　図11に示されたように、本発明の一実施形態はユーザ機器600をさらに提供し、ユーザ
機器600は、プロセッサ610と、メモリ620と、バスシステム630と、受信機640とを含む。
プロセッサ610、メモリ620、および受信機640は、バスシステム630を使用することによっ
て接続され、メモリ620は命令を記憶するように構成され、プロセッサ610は、信号を受信
するように受信機640を制御するために、メモリ620に記憶された命令を実行するように構
成される。受信機640は少なくとも1つの占有信号を検出するように構成され、少なくとも
1つの占有信号は第1のリソースの占有を示すために使用される。プロセッサ610は、受信
機640によって検出される少なくとも1つの占有信号に従って、占有された第1のリソース
を特定するように構成される。
【０２７４】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、第1のユーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースは、
第1のユーザ機器によって送信された検出される占有信号に従って特定される。
【０２７５】
　本発明のこの実施形態では、プロセッサ610は中央処理装置（英語名：Central Process
ing Unit、略してCPU）であり得るか、またはプロセッサ610は、別の汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（FPGA）もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしく
はトランジスタ論理デバイス、個別ハードウェア構成要素などであり得ることを理解され
たい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るか、またはプロセッサは任意の従
来のプロセッサなどであり得る。
【０２７６】
　メモリ620は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含む場合があり、プ
ロセッサ610に命令およびデータを供給する。メモリ620の一部は、不揮発性ランダムアク
セスメモリをさらに含む場合がある。たとえば、メモリ620は、デバイスタイプ情報をさ
らに記憶する場合がある。
【０２７７】
　バスシステム630は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バスなどを
含む場合がある。しかしながら、分かりやすく説明するために、図の中の様々なタイプの
バスはバスシステム630としてマークされる。
【０２７８】
　実装プロセスにおいて、方法のステップは、プロセッサ610内のハードウェアの集積論
理回路によって、またはソフトウェア命令によって実装される場合がある。本発明の実施
形態を参照して開示された方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行
および完了される場合があるか、またはプロセッサ内のハードウェアモジュールとソフト
ウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了される場合がある。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ
、またはレジスタなどの、当分野の発達した記憶媒体内に位置する場合がある。記憶媒体
はメモリ620内に位置し、プロセッサ610は、メモリ620内の情報を読み取り、プロセッサ6
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10のハードウェアと一緒に上記の方法におけるステップを完了する。反復を避けるために
、本明細書では詳細は記載されない。
【０２７９】
　場合によっては、一実施形態では、受信機640は、具体的に、k個のデータフレームの各
データフレーム上で占有信号を検出するように構成され、占有信号は、占有信号を搬送す
るデータフレーム内で占有される時間周波数リソースを示すために使用され、kは正の整
数である。プロセッサ610は、具体的に、占有信号を搬送するk個のデータフレームの各デ
ータフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして
特定するように構成され、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、
占有信号によって示される時間周波数リソースである。
【０２８０】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ610は、具体的に、以下のデータフレー
ム：占有信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレームの各データフ
レームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リ
ソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pはデータフレーム期
間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整
数である。
【０２８１】
　場合によっては、一実施形態では、受信機640によって検出される占有信号は、データ
フレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２８２】
　場合によっては、一実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の同期信号およびs
個の同期チャネルを含み、同期信号は同期信号を搬送するデータフレームが占有されてい
ることを示すために使用され、同期チャネルは同期チャネルを搬送するデータフレーム内
で占有される時間周波数リソースを示すために使用される。受信機640は、具体的に、k個
のデータフレームの各データフレーム上で同期信号を検出するように構成され、kは正の
整数であり、受信機640は、具体的に、同期信号を搬送するデータフレームのうちの少な
くとも最初のデータフレーム上で同期チャネルを検出するように構成される。プロセッサ
610は、具体的に、同期信号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少な
くとも第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成さ
れ、第1の時間周波数リソースは、データフレーム内で占有され、同期チャネルによって
示される時間周波数リソースである。
【０２８３】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ610は、具体的に、以下のデータフレー
ム：同期信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレームの各データフ
レームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第1の時間周波数リ
ソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pはデータフレーム期
間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の整
数である。
【０２８４】
　場合によっては、一実施形態では、受信機640によって検出される同期信号は、データ
フレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２８５】
　場合によっては、一実施形態では、少なくとも1つの占有信号はt個の第1の信号およびs
個の第2の信号を含み、第1の信号の各々は第1の信号を搬送するデータフレームが占有さ
れていることを示すために使用され、第2の信号の各々は第2の信号を搬送するサブフレー
ムが占有されていることを示すために使用され、tおよびsは正の整数である。受信機640
は、具体的に、k個のデータフレームの各データフレーム上で第1の信号を検出するように
構成される。受信機640は、具体的に、第1の信号を搬送するk個のデータフレームの中の
少なくとも最初のデータフレーム内のr個のサブフレームの各サブフレーム上で第2の信号
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を検出するように構成され、rは正の整数である。プロセッサ610は、具体的に、第1の信
号を搬送するk個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも第1の時間周波数リ
ソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、第1の時間周波数リソ
ースは、1つのデータフレーム内で第2の信号を搬送するr個のサブフレームに対応する時
間周波数リソースである。
【０２８６】
　場合によっては、一実施形態では、プロセッサ610は、具体的に、以下のデータフレー
ム：第1の信号を搬送するk個のデータフレーム、およびk個のデータフレームの各データ
フレームの後の（p×i）番目のデータフレームの各データフレーム内の第1の時間周波数
リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、pはデータフレーム
期間であり、pは正の整数であり、iは1，2，…，gのうちのいずれか1つであり、gは正の
整数である。
【０２８７】
　場合によっては、一実施形態では、受信機640によって検出される第1の信号は、データ
フレーム期間pを示すためにさらに使用される。
【０２８８】
　場合によっては、一実施形態では、受信機640は、具体的に、g個の連続するデータフレ
ームの中のk番目のデータフレーム内の（j＋k－1）番目のサブフレーム上で占有信号を検
出するように構成され、占有信号は、占有信号を搬送するサブフレームが占有されている
ことを示すために使用され、gおよびjは正の整数であり、kは1，…，gのうちのいずれか1
つである。
【０２８９】
　プロセッサ610は、具体的に、g個のデータフレームの各データフレーム内の少なくとも
第1の時間周波数リソースを占有された第1のリソースとして特定するように構成され、第
1の時間周波数リソースは、1つのデータフレーム内のj番目のサブフレーム～（j＋g－1）
番目のサブフレームに対応する時間周波数リソースである。
【０２９０】
　本発明のこの実施形態によるユーザ機器600は、本発明の一実施形態によるリソース割
振り方法における第2のユーザ機器に対応することができるか、または本発明の一実施形
態によるユーザ機器400に対応することができ、ユーザ機器600内の各モジュールの上記お
よび他の動作および/または機能は、図1～図7における各方法の対応するプロセスの実施
を目的とすることを理解されたい。簡潔にするために、本明細書では詳細は記載されない
。
【０２９１】
　したがって、本発明のこの実施形態におけるユーザ機器によれば、様々なユーザ機器間
または様々なユーザグループ間のリソース競合を効果的に回避し、ユーザ体験を効果的に
向上させるために、第1のユーザ機器が占有することを主張する時間周波数リソースは、
第1のユーザ機器によって送信された検出される占有信号に従って特定される。
【０２９２】
　加えて、「システム」および「ネットワーク」という用語は、本明細書において互換的
に使用される場合がある。本明細書における「および/または」という用語は、関連する
対象を記述するための対応関係のみを記載し、3つの関係が存在する場合があることを表
す。たとえば、Aおよび/またはBは、以下の3つのケース、すなわち、Aのみが存在するこ
と、AとBの両方が存在すること、およびBのみが存在することを表すことができる。加え
て、本明細書における文字「/」は、一般に、関連する対象間の「または」関係を示す。
【０２９３】
　本発明の実施形態では、「Aに対応するB」は、BがAに関連付けられていることを示し、
BはAに従って決定され得ることを理解されたい。しかしながら、Aに従ってBを決定するこ
とは、BがAのみに従って決定されることを意味せず、BはAおよび/または他の情報に従っ
て決定され得ることをさらに理解されたい。
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【０２９４】
　上記のプロセスのシーケンス番号は、本発明の様々な実施形態における実行順序を意味
しないことを理解されたい。プロセスの実行順序は、プロセスの機能および内部論理に従
って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実装プロセスに対するいかなる制限とし
ても解釈されるべきではない。
【０２９５】
　本明細書で開示された実施形態に記載された例と組み合わせて、ユニットおよびアルゴ
リズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの組合
せによって実装され得ることを、当業者なら認識することができる。ハードウェアとソフ
トウェアとの間の互換性を明確に記載するために、上記では、全体的に、機能に従って各
例の構成およびステップを記載している。機能がハードウェアによって実施されるか、ソ
フトウェアによって実施されるかは、技術的解決策の特定の適用例および設計制約条件に
依存する。当業者は、特定の適用例ごとに様々な方法を使用して記載された機能を実装す
ることができるが、その実装形態は本発明の範囲を超えると考えられるべきではない。
【０２９６】
　便利かつ簡単な説明のために、上記のシステム、装置、およびユニットの詳細な稼働プ
ロセスについては、上記の方法実施形態の中の対応するプロセスを参照することができ、
詳細は本明細書においてふたたび記載されないことを、当業者なら明確に理解することが
できる。
【０２９７】
　本出願において提供されたいくつかの実施形態では、開示されたシステム、装置、およ
び方法は、他の方式で実装され得ることを理解されたい。たとえば、記載された装置実施
形態は例にすぎない。たとえば、ユニット分割は論理的な機能分割にすぎず、実際の実装
形態では他の分割もあり得る。たとえば、複数のユニットまたは構成要素は、組み合わさ
れるか、もしくは別のシステムの中に統合される場合があり、または、いくつかの機能は
、無視されるか、もしくは実行されない場合がある。加えて、表示または説明された相互
結合または直接結合または通信接続は、いくつかのインターフェースを使用することによ
って実装される場合がある。装置またはユニットの間の間接結合または通信接続は、電子
式、機械式、または他の形態で実装される場合がある。
【０２９８】
　別々の部分として記載されたユニットは物理的に別々であってもなくてもよく、ユニッ
トとして表示された部分は、物理的なユニットであってもなくてもよく、1つの場所に位
置する場合があるか、または複数のネットワークユニット上に分散される場合がある。ユ
ニットのうちのいくつかまたはすべては、本発明の実施形態の解決策の目的を達成するた
めに、実際の必要に応じて選択される場合がある。
【０２９９】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合される
場合があるか、またはユニットの各々は物理的に単独で存在する場合があるか、もしくは
2つ以上のユニットが1つのユニットに統合される。統合されたユニットは、ハードウェア
の形態で実装される場合があるか、またはソフトウェア機能ユニットの形態で実装される
場合がある。
【０３００】
　統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品とし
て販売または使用されると、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶さ
れる場合がある。そのような理解に基づいて、本質的もしくは部分的に従来技術に寄与す
る本発明の技術的解決策、または技術的解決策のうちのすべてもしくはいくつかは、ソフ
トウェア製品の形態で実装される場合がある。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体
に記憶され、本発明の実施形態に記載された方法のステップのうちのすべてまたはいくつ
かを実施するように、（パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス
であり得る）コンピュータデバイスに命令するためのいくつかの命令を含む。上記の記憶
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OM、Read-Only Memory）、ランダムアクセスメモリ（RAM、Random Access Memory）、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
媒体が含まれる。
【０３０１】
　上記の説明は、本発明の特定の実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するもので
はない。本発明において開示された技術的範囲内で、当業者が容易に考え付くいかなる修
正または置換は、本発明の保護範囲内に入るべきである。したがって、本発明の保護範囲
は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。
【符号の説明】
【０３０２】
　100　方法
　200　リソース割振り方法
　300　ユーザ機器
　310　決定モジュール
　320　送信モジュール
　400　ユーザ機器
　410　検出モジュール
　420　特定モジュール
　500　ユーザ機器
　510　プロセッサ
　520　メモリ
　530　バスシステム
　540　送信機
　600　ユーザ機器
　610　プロセッサ
　620　メモリ
　630　バスシステム
　640　受信機



(53) JP 6381152 B2 2018.8.29

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(54) JP 6381152 B2 2018.8.29

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(55) JP 6381152 B2 2018.8.29

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  夏　▲亮▼
            中華人民共和国５１８１２９▲広▼▲東▼省深▲セン▼市▲龍▼▲岡▼区坂田▲華▼▲為▼基地Ｂ
            区２号楼
(72)発明者  徐　▲凱▼
            中華人民共和国５１８１２９▲広▼▲東▼省深▲セン▼市▲龍▼▲岡▼区坂田▲華▼▲為▼基地Ｂ
            区２号楼

    審査官  吉村　真治▲郎▼

(56)参考文献  特開２００６－３０３５９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０１６０３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／１５９２７０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１３－５３０５７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１３／０３０８５４９（ＵＳ，Ａ１）　　

(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

