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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第1の発展型ノードB(eNB)によってデバイス間(D2D)通信のために割り振られたリソース
のセットを示す制御信号を、第1のユーザ機器(UE)によって受信するステップと、
　1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて第2のUEとのD2D通信に使用するための
リソースのサブセットを決定するステップであって、前記第2のUEによる使用のために第2
のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分が、前
記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる、決定
するステップと、
　前記決定されたリソースのサブセットを前記第1のeNBにシグナリングするステップと、
　共有チャネル上でD2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子
を、制御チャネル上で受信するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記制御信号が、無線リソース制御信号を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットが、システム情報ブロック(SIB)内
で示される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、前記第1のUEと前記第2のUE
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との間でビットパターン情報を交換するステップを含み、前記第1のUEが前記第2のUEをペ
ージングする、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　発見空間を区分に分割する情報を受信するステップと、
　異なる区分に対する、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンのマッピング
を受信するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す前記
受信された制御信号に基づいて、前記発見空間の区分のうちの1つの中のピア発見信号を
ブロードキャストするステップをさらに含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　D2D通信のために割り振られたリソースの数を有するセル識別子を受信するステップと
、
　D2D通信に利用可能なリソースのセットに対する前記セル識別子のマッピングを受信す
るステップとを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信されたセル識別子に基づいて前記D2D通信をスケジューリングするステップを
さらに含む、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記リソースのサブセットが、
　隣接セル内のD2Dリソース割振りのセットか、または
　1つまたは複数の特定されたリソースに対する干渉レベルのうちの少なくとも一方に基
づいて決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてデバイス間(D2D)通信に割り振るため
のリソースのセットを、第1の発展型ノードB(eNB)によって決定するステップであって、
第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分が
、前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる、
決定するステップと、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す制御信号を送信するステッ
プと、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットからユーザ機器(UE)によって選択
されたリソースのサブセットを示す信号を受信するステップとを含む、方法。
【請求項１１】
　前記1つまたは複数のネットワークファクタが、
　セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　隣接セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　前記隣接セル内で割り振られたD2Dリソースか、
　前記セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記隣接セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記セルに対するD2Dトラフィックとワイドエリアネットワーク(WAN)トラフィックとの
間の相対的重要性の値か、
　前記隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対的重要性の値か
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、または
　WAN上の混雑状態のうちの少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第2のeNBとのX2インターフェース上で前記第2のeNBによってD2D通信のために割り
振られた、前記1つまたは複数のネットワークファクタおよび前記リソースのセットのう
ちの少なくとも一部分を受信するステップをさらに含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定するステップが、前記第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソー
スのセットに対して、D2D通信のために使用されるべき1つまたは複数のリソースのサブセ
ットに対する優先順位を決定するステップをさらに含み、
　前記送信するステップが、前記1つまたは複数のリソースのサブセットの前記優先順位
を送信するステップをさらに含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１４】
　前記送信するステップが、
　前記優先順位に対してローカルセルIDをマッピングする表を送信するステップをさらに
含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　D2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル
上で送信するステップをさらに含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第1の発展型ノードB(eNB)によってデバイス間(D2D)通信のために割り振られたリソース
のセットを示す制御信号を、第1のユーザ機器(UE)によって受信するための手段と、
　1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて第2のUEとのD2D通信に使用するための
リソースのサブセットを決定するための手段であって、前記第2のUEによって使用するた
めに第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部
分が、前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異な
る、決定するための手段と、
　前記決定されたリソースのサブセットを前記第1のeNBにシグナリングするための手段と
、
　共有チャネル上でD2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子
を、制御チャネル上で受信するための手段とを含む、装置。
【請求項１７】
　前記制御信号が、無線リソース制御信号を含む、請求項16に記載の装置。
【請求項１８】
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットが、システム情報ブロック(SIB)内
で示される、請求項16に記載の装置。
【請求項１９】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、前記第1のUEと前記第2のUE
との間でビットパターン情報を交換するための手段を含み、前記第1のUEが前記第2のUEを
ページングする、請求項16に記載の装置。
【請求項２０】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　発見空間を区分に分割する情報を受信するための手段と、
　異なる区分に対する、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンのマッピング
を受信するための手段とを含む、請求項16に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す前記
受信された制御信号に基づいて、前記発見空間の区分のうちの1つの中のピア発見信号を
ブロードキャストするための手段をさらに含む、請求項20に記載の装置。
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【請求項２２】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースの数を有するセル識別子を受信するための
手段と、
　D2D通信に利用可能なリソースのセットに対する前記セル識別子のマッピングを受信す
るための手段とを含む、請求項16に記載の装置。
【請求項２３】
　前記受信されたセル識別子に基づいて前記D2D通信をスケジューリングするための手段
をさらに含む、請求項22に記載の装置。
【請求項２４】
　前記リソースのサブセットが、
　隣接セル内のD2Dリソース割振りのセットか、または
　1つまたは複数の特定されたリソースに対する干渉レベルのうちの少なくとも一方に基
づいて決定される、請求項16に記載の装置。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてデバイス間(D2D)通信に割り振るため
のリソースのセットを、第1の発展型ノードB(eNB)によって決定するための手段であって
、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分
が、前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる
、決定するための手段と、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す制御信号を送信するための
手段と、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットからユーザ機器(UE)によって選択
されたリソースのサブセットを示す信号を受信するための手段とを含む、装置。
【請求項２６】
　前記1つまたは複数のネットワークファクタが、
　セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　隣接セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　前記隣接セル内で割り振られたD2Dリソースか、
　前記セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記隣接セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記セルに対するD2Dトラフィックとワイドエリアネットワーク(WAN)トラフィックとの
間の相対的重要性の値か、
　前記隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対的重要性の値か
、または
　WAN上の混雑状態のうちの少なくとも1つを含む、請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第2のeNBとのX2インターフェース上で前記第2のeNBによってD2D通信のために割り
振られた、前記1つまたは複数のネットワークファクタおよび前記リソースのセットのう
ちの少なくとも一部分を受信するための手段をさらに含む、請求項25に記載の装置。
【請求項２８】
　前記決定するための手段が、前記第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソ
ースのセットに対して、D2D通信のために使用されるべき1つまたは複数のリソースのサブ
セットに対する優先順位を決定するように構成され、
　前記送信するための手段が、前記1つまたは複数のリソースのサブセットの前記優先順
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位を送信するように構成される、請求項25に記載の装置。
【請求項２９】
　前記送信するための手段が、前記優先順位に対してローカルセルIDをマッピングする表
を送信するように構成される、請求項28に記載の装置。
【請求項３０】
　D2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル
上で送信するための手段をさらに含む、請求項25に記載の装置。
【請求項３１】
　第1の発展型ノードB(eNB)によってデバイス間(D2D)通信のために割り振られたリソース
のセットを示す制御信号を、第1のユーザ機器(UE)によって受信することと、
　1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて第2のUEとのD2D通信に使用するための
リソースのサブセットを決定することであって、前記第2のUEによって使用するために第2
のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分が、前
記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる、決定
することと、
　前記決定されたリソースのサブセットを前記第1のeNBにシグナリングすることと、
　共有チャネル上でD2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子
を、制御チャネル上で受信することとを行うためのコードを含む、コンピュータプログラ
ム。
【請求項３２】
　前記制御信号が、無線リソース制御信号を含む、請求項31に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項３３】
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットが、システム情報ブロック(SIB)内
で示される、請求項31に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、前記第1のUEと前記第2のUE
との間でビットパターン情報を交換するためのコードを含み、前記第1のUEが前記第2のUE
をページングする、請求項31に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　発見空間を区分に分割する情報を受信することと、
　異なる区分に対する、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンのマッピング
を受信することとを行うためのコードを含む、請求項31に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項３６】
　前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す前記
受信された制御信号に基づいて、前記発見空間の区分のうちの1つの中のピア発見信号を
ブロードキャストするためのコードをさらに含む、請求項35に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項３７】
　前記1つまたは複数のD2Dリソース決定計画のうちの1つが、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースの数を有するセル識別子を受信することと
、
　D2D通信に利用可能なリソースのセットに対する前記セル識別子のマッピングを受信す
ることとを行うためのコードを含む、請求項31に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３８】
　前記受信されたセル識別子に基づいて前記D2D通信をスケジューリングするためのコー
ドをさらに含む、請求項37に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３９】
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　前記リソースのサブセットが、
　隣接セル内のD2Dリソース割振りのセットか、または
　1つまたは複数の特定されたリソースに対する干渉レベルのうちの少なくとも一方に基
づいて決定される、請求項31に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４０】
　1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてデバイス間(D2D)通信に割り振るため
のリソースのセットを、第1の発展型ノードB(eNB)によって決定することであって、第2の
eNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分が、前記
第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる、決定す
ることと、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す制御信号を送信することと
、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットからユーザ機器(UE)によって選択
されたリソースのサブセットを示す信号を受信することとを行うためのコードを含む、コ
ンピュータプログラム。
【請求項４１】
　前記1つまたは複数のネットワークファクタが、
　セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　隣接セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　前記隣接セル内で割り振られたD2Dリソースか、
　前記セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記隣接セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記セルに対するD2Dトラフィックとワイドエリアネットワーク(WAN)トラフィックとの
間の相対的重要性の値か、
　前記隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対的重要性の値か
、または
　WAN上の混雑状態のうちの少なくとも1つを含む、請求項40に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項４２】
　前記第2のeNBとのX2インターフェース上で前記第2のeNBによってD2D通信のために割り
振られた、前記1つまたは複数のネットワークファクタおよび前記リソースのセットのう
ちの少なくとも一部分を受信するためのコードをさらに含む、請求項40に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項４３】
　前記決定するためのコードが、前記第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリ
ソースのセットに対して、D2D通信のために使用されるべき1つまたは複数のリソースのサ
ブセットに対する優先順位を決定するためのコードをさらに含み、
　前記送信するためのコードが、前記1つまたは複数のリソースのサブセットの前記優先
順位を送信するためのコードをさらに含む、請求項40に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４４】
　前記送信するためのコードが、
　前記優先順位に対してローカルセルIDをマッピングする表を送信するためのコードをさ
らに含む、請求項43に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４５】
　D2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル
上で送信するためのコードをさらに含む、請求項40に記載のコンピュータプログラム。
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【請求項４６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第1の発展型ノードB(eNB)によってデバイス間(D2D)通信のために割り振られたリソース
のセットを示す制御信号を受信することと、
　1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて第2のユーザ機器(UE)とのD2D通信に使
用するためのリソースのサブセットを決定することであって、前記第2のUEによって使用
するために第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくと
も一部分が、前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセット
と異なる、決定することと、
　前記決定されたリソースのサブセットを前記第1のeNBにシグナリングすることと、
　共有チャネル上でD2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子
を、制御チャネル上で受信することとを行うように構成された処理システムを備える、装
置。
【請求項４７】
　前記制御信号が、無線リソース制御信号を含む、請求項46に記載の装置。
【請求項４８】
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットが、システム情報ブロック(SIB)内
で示される、請求項46に記載の装置。
【請求項４９】
　前記処理システムが、第1のUEと第2のUEとの間でビットパターン情報を交換するように
さらに構成され、前記第1のUEが前記第2のUEをページングする、請求項46に記載の装置。
【請求項５０】
　前記処理システムが、
　発見空間を区分に分割する情報を受信することと、
　異なる区分に対する、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンのマッピング
を受信することとを行うようにさらに構成される、請求項46に記載の装置。
【請求項５１】
　前記処理システムが、
　前記第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す前記
受信された制御信号に基づいて、前記発見空間の区分のうちの1つの中のピア発見信号を
ブロードキャストするようにさらに構成される、請求項50に記載の装置。
【請求項５２】
　前記処理システムが、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースの数を有するセル識別子を受信することと
、
　D2D通信に利用可能なリソースのセットに対する前記セル識別子のマッピングを受信す
ることとを行うようにさらに構成される、請求項46に記載の装置。
【請求項５３】
　前記処理システムが、
　前記受信されたセル識別子に基づいて前記D2D通信をスケジューリングするようにさら
に構成される、請求項52に記載の装置。
【請求項５４】
　前記リソースのサブセットが、
　隣接セル内のD2Dリソース割振りのセットか、または
　1つまたは複数の特定されたリソースに対する干渉レベルのうちの少なくとも一方に基
づいて決定される、請求項46に記載の装置。
【請求項５５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてデバイス間(D2D)通信に割り振るため
のリソースのセットを決定することであって、第2の発展型ノードB(eNB)によってD2D通信
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のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分が、第1のeNBによってD2D通
信のために割り振られた前記リソースのセットと異なる、決定することと、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを示す制御信号を送信することと
、
　D2D通信のために割り振られた前記リソースのセットからユーザ機器(UE)によって選択
されたリソースのサブセットを示す信号を受信することとを行うように構成された処理シ
ステムを備える、装置。
【請求項５６】
　前記1つまたは複数のネットワークファクタが、
　セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　隣接セル内のD2Dデバイスの数か、
　前記隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベルか、
　前記隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプか、
　前記隣接セル内で割り振られたD2Dリソースか、
　前記セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記隣接セル内でUEによって報告された衝突の数か、
　前記セルに対するD2Dトラフィックとワイドエリアネットワーク(WAN)トラフィックとの
間の相対的重要性の値か、
　前記隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対的重要性の値か
、または
　WAN上の混雑状態のうちの少なくとも1つを含む、請求項55に記載の装置。
【請求項５７】
　前記処理システムが、
　前記第2のeNBとのX2インターフェース上で前記第2のeNBによってD2D通信のために割り
振られた、前記1つまたは複数のネットワークファクタおよび前記リソースのセットのう
ちの少なくとも一部分を受信するようにさらに構成される、請求項55に記載の装置。
【請求項５８】
　前記処理システムが、
　前記第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットに対して、D2D通
信のために使用されるべき1つまたは複数のリソースのサブセットに対する優先順位を決
定することと、
　前記1つまたは複数のリソースのサブセットの前記優先順位を送信することとを行うよ
うにさらに構成される、請求項55に記載の装置。
【請求項５９】
　前記処理システムが、
　前記優先順位に対してローカルセルIDをマッピングする表を送信するようにさらに構成
される、請求項58に記載の装置。
【請求項６０】
　前記処理システムが、
　D2D通信中に使用するための前記リソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル
上で送信するようにさらに構成される、請求項55に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、通信システムに関し、より詳細には、一対のデバイス間のデバイス
間(D2D)通信に利用可能なリソースをユーザ機器(UE)が決定することを可能にするための
システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　電話、ビデオ、データ、メッセージング、および放送などの様々な遠隔通信サービスを
提供するために、ワイヤレス通信システムが広範囲に配備されている。通常のワイヤレス
通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有する
ことによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を利用する
ことができる。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム
、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割
多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、お
よび時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムが挙げられる。
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、複数のUEと複数の発展型ノードB(eNB)とを含み得る。UEは
異なるeNBに関連付けられてよく、eNBは異なるセルに関連付けられてよい。第1のセル内
の第1のeNBに関連付けられる第1のUEおよび第2のセル内の第2のeNBに関連付けられる第2
のUEは、D2D通信のために割り振られたリソースを使用して互いに直接通信するように動
作可能である。隣接セル内のデバイスは、D2D通信のための異なるリソースのセットを割
り振られることがある。したがって、異なるeNBに関連付けられたUE間のD2D通信に利用可
能なリソースを決定するための方法および装置が望まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下で、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化
された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、
すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様
の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入と
して、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００５】
　1つまたは複数の態様およびその対応する開示によれば、様々な態様は、複数のeNBでサ
ポートされる環境においてD2D通信のリソースの利用可能性を判断することに関して説明
される。一例では、第1のeNBは、1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてD2D通
信のために割り振るリソースのセットを決定し、D2D通信のために割り振られたリソース
のセットを送信するように動作可能である。第1のUEは、第1のeNBによってD2D通信のため
に割り振られたリソースのセットを示す制御信号を受信するように装備され得る。第2のU
Eは、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを第1のUEに通知
できる。UEは、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて、第2のUEとのD2D通信に
使用するためのリソースのサブセットを決定し、決定されたサブセットを第1のeNBにシグ
ナリングできるように装備され得る。第1のeNBは、UEによって選択されたリソースのサブ
セットを受信し、リソースのサブセットがD2D通信中の使用のために割り振られているこ
とを示す制御信号を送信することができる。
【０００６】
　関係する態様によれば、複数のeNBでサポートされる環境においてD2D通信のリソース利
用可能性を決定する方法が提供される。方法は、第1のeNBによってD2D通信のために割り
振られたリソースのセットを示す制御信号を、第1のUEによって受信するステップを含み
得る。さらに、方法は、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて、第2のUEとのD
2D通信に使用するためのリソースのサブセットを決定するステップを含み得る。一態様で
は、第2のUEによる使用のために第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソース
のセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソー
スのセットと異なることがある。さらに、方法は、決定されたリソースのサブセットを第
1のeNBにシグナリングするステップを含み得る。その上、方法は、共有チャネル上でD2D
通信中に使用するためのリソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル上で受信す
るステップを含み得る。
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【０００７】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、第1のeNBによって
D2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号を、第1のUEによって受信
するための手段を含み得る。さらに、ワイヤレス通信装置は、1つまたは複数のD2Dリソー
ス決定計画に基づいて、第2のUEとのD2D通信に使用するためのリソースのサブセットを決
定するための手段を含み得る。一態様では、第2のUEによる使用のために第2のeNBによっ
てD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによ
ってD2D通信のために割り振られたリソースのセットと異なることがある。さらに、ワイ
ヤレス通信装置は、決定されたリソースのサブセットを第1のeNBにシグナリングするため
の手段を含み得る。その上、ワイヤレス通信装置は、共有チャネル上でD2D通信中に使用
するためのリソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル上で受信するための手段
を含み得る。
【０００８】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。装置は、第1のeNBによってD2D通信のため
に割り振られたリソースのセットを示す制御信号を受信するように構成された処理システ
ムを含み得る。さらに、処理システムは、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づい
て、第2のUEとのD2D通信に使用するためのリソースのサブセットを決定するように構成さ
れ得る。一態様では、第2のUEによる使用のために第2のeNBによってD2D通信のために割り
振られたリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割
り振られたリソースのセットと異なることがある。さらに、処理システムは、決定された
リソースのサブセットを第1のeNBにシグナリングするように構成され得る。その上、処理
システムは、共有チャネル上でD2D通信中に使用するためのリソースのサブセットを示す
識別子を、制御チャネル上で受信するように構成され得る。
【０００９】
　別の態様は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す
制御信号を、第1のUEによって受信するためのコードを含むコンピュータ可読媒体を有し
得るコンピュータプログラム製品に関する。さらに、コンピュータ可読媒体は、1つまた
は複数のD2Dリソース決定計画に基づいて、第2のUEとのD2D通信に使用するためのリソー
スのサブセットを決定するためのコードを含み得る。一態様では、第2のUEによる使用の
ために第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一
部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットと異なること
がある。さらに、コンピュータ可読媒体は、決定されたリソースのサブセットを第1のeNB
にシグナリングするためのコードを含み得る。その上、コンピュータ可読媒体は、共有チ
ャネル上でD2D通信中に使用するためのリソースのサブセットを示す識別子を、制御チャ
ネル上で受信するためのコードを含み得る。
【００１０】
　別の関係する態様によれば、複数のeNBでサポートされる環境においてD2D通信のリソー
ス利用可能性を決定する方法が提供される。方法は、1つまたは複数のネットワークファ
クタに基づいてD2D通信に割り振るためのリソースのセットを、第1のeNBによって決定す
るステップを含み得る。一態様では、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリ
ソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られた
リソースのセットと異なることがある。その上、方法は、D2D通信のために割り振られた
リソースのセットを示す制御信号を送信するステップを含み得る。
【００１１】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、1つまたは複数の
ネットワークファクタに基づいてD2D通信に割り振るためのリソースのセットを、第1のeN
Bによって決定するための手段を含み得る。一態様では、第2のeNBによってD2D通信のため
に割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のた
めに割り振られたリソースのセットと異なることがある。その上、ワイヤレス通信装置は
、D2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号を送信するための手段
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を含み得る。
【００１２】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。装置は、1つまたは複数のネットワークフ
ァクタに基づいてD2D通信に割り振るためのリソースのセットを決定するように構成され
た処理システムを含み得る。一態様では、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られ
たリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振ら
れたリソースのセットと異なることがある。その上、処理システムは、D2D通信のために
割り振られたリソースのセットを示す制御信号を送信するように構成され得る。
【００１３】
　別の態様は、1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてD2D通信に割り振るため
のリソースのセットを、第1のeNBによって決定するためのコードを含むコンピュータ可読
媒体を有し得るコンピュータプログラム製品に関する。一態様では、第2のeNBによってD2
D通信のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD
2D通信のために割り振られたリソースのセットと異なることがある。その上、コンピュー
タ可読媒体は、D2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号を送信す
るためのコードを含み得る。
【００１４】
　上記のおよび関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明
し、特許請求の範囲で具体的に指摘する特徴を含む。以下の説明および添付の図面は、1
つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に説明する。しかしながら、これら
の特徴は、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のうちのいくつかを示すものにす
ぎず、この説明は、そのようなすべての態様およびそれらの等価物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。
【図２】アクセスネットワークの一例を示す図である。
【図３】LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図である。
【図４】ユーザプレーンおよび制御プレーンの無線プロトコルアーキテクチャの一例を示
す図である。
【図５】ワイヤレスデバイス間のピアツーピア通信のための例示的な時間構造を示す図で
ある。
【図６】1つのグランドフレームにおけるスーパーフレームの各フレームにおけるチャネ
ルを示す図である。
【図７】種々のチャネルの動作タイムライン、および、ピア発見チャネルの構造を示す図
である。
【図８】種々のチャネルの動作タイムライン、および接続識別子ブロードキャストの構造
を示す図である。
【図９】アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図であ
る。
【図１０】一態様に従ってD2D通信が実行され得るアクセスネットワークの一例を示す図
である。
【図１１】一態様による、アクセスネットワークにおける通信の呼フロー図である。
【図１２】ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図１３】例示的な装置における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示
す概念データフロー図である。
【図１４】処理システムを使用する装置のためのハードウェア実装の一例を示す図である
。
【図１５】ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図１６】例示的な装置における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示
す概念データフロー図である。
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【図１７】処理システムを使用する装置のためのハードウェア実装の一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　添付の図面に関する下記の詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されており、本
明細書で説明される概念が実行され得る唯一の構成を表すことは意図されていない。詳細
な説明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでいる。しか
し、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実行され得ることが、当業者には明らか
であろう。場合によっては、そのような概念を曖昧にするのを回避する目的で、周知の構
造および構成要素がブロック図の形式で示されている。
【００１７】
　次に、電気通信システムのいくつかの態様を、様々な装置および方法を参照して提示す
る。これらの装置および方法は、以下の発明を実施するための形態で説明され、様々なブ
ロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(「要素
」と総称される)によって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、
コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装することができ
る。そのような要素をハードウェアとして実装するか、またはソフトウェアとして実装す
るかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約に依存する。
【００１８】
　例として、要素または要素の任意の部分または要素の任意の組合せを、1つまたは複数
のプロセッサを含む「処理システム」で実装することができる。プロセッサの例として、
マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、
ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能
を実行するように構成された他の適切なハードウェアがある。処理システム内の1つまた
は複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行することができる。ソフトウェアは、ソフト
ウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ば
れるか、または他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグ
メント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、ア
プリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、
サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味
するよう広く解釈されるべきである。
【００１９】
　したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア
、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフト
ウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュー
タ可読媒体上に記憶されるか、または符号化され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピ
ュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用
可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RA
M、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージも
しくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令またはデータ構造の形態の所望のプロ
グラムコードを搬送または記憶するために使用でき、かつコンピュータによってアクセス
できる、任意の他の媒体を含み得る。本明細書で使用する場合、ディスク(disk)およびデ
ィスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク
、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ
ディスクを含み、ディスク(disk)は、通常、磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は
、レーザーで光学的にデータを再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内
に含めるべきである。
【００２０】
　図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテ
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クチャ100は、発展型パケットシステム(EPS)100と呼ばれることがある。EPS 100は、1つ
または複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E-UTRA
N)104と、発展型パケットコア(EPC)110と、ホーム加入者サーバ(HSS)120と、事業者のIP
サービス122とを含み得る。EPSは、他のアクセスネットワークと相互接続する可能性があ
るが、簡単にするために、それらのエンティティ/インターフェースは示していない。図
示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するよう
に、本開示の全体を通して提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワ
ークに拡張することができる。
【００２１】
　E-UTRANは、発展型ノードB(eNB)106および他のeNB 108を含む。eNB 106は、UE 102に対
してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB 106
は、X2インターフェース(たとえば、バックホール)を介して他のeNB 108に接続され得る
。eNB 106は、基地局、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシ
ーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)と呼ばれるか、または他
の何らかの適切な用語で呼ばれることもある。eNB 106は、UE 102にEPC 110へのアクセス
ポイントを与える。UE 102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション
開始プロトコル(SIP)フォン、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位
システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(た
とえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲームコンソール、または同様に機能する任意の他のデ
バイスが挙げられる。UE 102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット
、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤ
レスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセ
ス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェ
ント、モバイルクライアント、クライアントと呼ばれるか、または他の何らかの適切な用
語で呼ばれることもある。
【００２２】
　eNB 106は、S1インターフェースによってEPC 110に接続される。EPC 110は、モビリテ
ィ管理エンティティ(MME)112、他のMME 114、サービングゲートウェイ116、およびパケッ
トデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ118を含む。MME 112は、UE 102とEPC 110との間
のシグナリングを処理する制御ノードである。一般に、MME 112は、ベアラおよび接続管
理を提供する。すべてのユーザIPパケットは、サービングゲートウェイ116を介して転送
され、サービングゲートウェイ116自体は、PDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲート
ウェイ118は、UE IPアドレス割振りならびに他の機能を提供する。PDNゲートウェイ118は
、事業者のIPサービス122に接続される。オペレータのIPサービス122は、インターネット
、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびPSストリーミングサー
ビス(PSS)を含み得る。
【００２３】
　図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示
す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)2
02に分割される。1つまたは複数の低電力クラスeNB 208は、セル202のうちの1つまたは複
数と重なるセルラー領域210を有することができる。低電力クラスeNB 208はリモート無線
ヘッド(RRH)と呼ぶことができる。低電力クラスeNB 208は、フェムトセル(たとえば、ホ
ームeNB(HeNB))、ピコセル、またはマイクロセルとすることができる。マクロeNB 204は
各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE 206にEPC 110へのア
クセスポイントを提供するように構成される。アクセスネットワーク200のこの例では集
中型コントローラはないが、代替構成では集中型コントローラが使用されてもよい。eNB 
204は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セ
キュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含めた、すべての無線関連
機能を担う。
【００２４】
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　さらに、ワイヤレスデバイス206、212、216、218のうちのいくつかは、ピアツーピア通
信214で互いに通信することができ、いくつかは、基地局204と通信することができ、かつ
いくつかは、両方を行うことができる。たとえば、図2に示すように、ワイヤレスデバイ
ス216、218はピアツーピア通信214を行うことができ、かつワイヤレスデバイス206、212
はピアツーピア通信214を行うことができる。ワイヤレスデバイス206、212は、基地局204
とも通信することができる。
【００２５】
　アクセスネットワーク200によって用いられる変調方式および多元接続方式は、導入さ
れている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、DL上ではOFDMが使用
され、かつUL上ではSC-FDMAが使用されて、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両
方がサポートされる。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書
で提示する様々な概念は、LTE適用例に好適である。しかし、これらの概念は、他の変調
技法および多元接続技法を利用する他の電気通信規格に容易に拡張することができる。例
として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)またはウル
トラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張することができる。EV-DOおよびUMBは、CDMA200
0規格ファミリの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって公表
されたエアインターフェース規格であり、CDMAを利用してブロードバンドインターネット
アクセスを移動局に提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W-CDMA)およびTD-SCDMA
などのCDMAの他の変形形態を採用するUniversal Terrestrial Radio Access(UTRA)、TDMA
を採用するGlobal System for Mobile Communications(GSM（登録商標）)、ならびにOFDM
Aを採用するEvolved UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 80
2.20、およびFlash-OFDMに拡張され得る。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、およびGSM（登録商
標）は、3GPP団体による文書に記述されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体による
文書に記述されている。実際の利用されるワイヤレス通信規格、および多元接続技術は、
具体的な用途およびシステムに課される全体的な設計制約に依存する。
【００２６】
　eNB 204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用によ
り、eNB 204は空間領域を活用して、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイ
バーシティをサポートすることができる。空間多重化を使用して、同じ周波数で同時に様
々なデータストリームを送信することができる。データストリームを単一のUE 206に送信
してデータレートを増大させることができ、または、複数のUE 206に送信して全体的なシ
ステム容量を増大させることができる。これは、各データストリームを空間的にプリコー
ディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いで、空間的にプリ
コーディングされた各ストリームをDL上で複数の送信アンテナを介して送信することによ
って、達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シ
グネチャとともにUE 206に到達し、これにより、UE 206の各々は、そのUE 206に向けられ
た1つまたは複数のデータストリームを回復することができる。UL上では、各UE 206は、
空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eNB 204は、
空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することができる。
【００２７】
　空間多重化は、一般に、チャネル条件が良いときに使用される。チャネル条件があまり
良好でないときは、ビームフォーミングを使用して、送信エネルギーを1つまたは複数の
方向に集中させることができる。これは、複数のアンテナを介して送信するためにデータ
を空間的にプリコーディングすることによって達成することができる。セルのエッジで良
いカバレージを達成するために、単一ストリームのビームフォーミング送信を、送信ダイ
バーシティと組み合わせて使用することができる。
【００２８】
　以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様について、DL上でOFDMをサ
ポートするMIMOシステムを参照しながら説明する。OFDMは、OFDMシンボル内でいくつかの
サブキャリアにわたってデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは、
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正確な周波数で間隔があけられる。離間は、受信機がサブキャリアからのデータを回復す
ることを可能にする「直交性」をもたらす。時間領域では、ガード間隔(たとえば、サイ
クリックプレフィックス)を各OFDMシンボルに加えて、OFDMシンボル間干渉を抑制するこ
とができる。ULは、SC-FDMAをDFT拡散OFDM信号の形で使用して、高いピーク対平均電力比
(PAPR)を補償することができる。
【００２９】
　図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等
しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、連続する2つのタ
イムスロットを含むことができる。リソースグリッドを使用して2つのタイムスロットを
表すことができ、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは、複
数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域における連
続する12個のサブキャリアを含み、また、各OFDMシンボル中の通常のサイクリックプレフ
ィックスの場合、時間領域における連続する7つのOFDMシンボル、すなわち84個のリソー
ス要素を含む。拡張サイクリックプレフィックスの場合、リソースブロックは、時間領域
における連続する6つのOFDMシンボルを含み、72個のリソース要素を有する。R 302、304
として示す、リソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL-RS)を含む。DL-RSは、セ
ル固有RS(CRS)(共通RSと呼ばれることもある)302およびUE固有RS(UE-RS)304を含む。UE-R
S 304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH)のマッピング先であるリソースブロック上
のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビットの数は、変調方式に依存す
る。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、および変調方式が高いほど
、UEのデータレートは高くなる。
【００３０】
　図4は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンの無線プロトコルアーキテクチ
ャの一例を示す図400である。UEおよびeNBの無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1
、レイヤ2、およびレイヤ3という3つのレイヤで示される。レイヤ1(L1レイヤ)は、最下位
レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実施する。本明細書では、L1レイヤは物
理レイヤ406と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)408は、物理レイヤ406の上にあり、物理レイ
ヤ406を介したUEとeNBとの間のリンクを担う。
【００３１】
　ユーザプレーンでは、L2レイヤ408は、媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ410、無線リ
ンク制御(RLC)サブレイヤ412、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)
サブレイヤ414を含み、これらは、ネットワーク側のeNBにおいて終端する。図示されてい
ないが、UEは、L2レイヤ408の上にいくつかの上位レイヤを有することができ、これらは
、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端するネットワークレイヤ(たとえば
、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、遠端UE、サーバなど)において終端するアプリケ
ーションレイヤとを含む。
【００３２】
　PDCPサブレイヤ414は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を行う。PDCP
サブレイヤ414は、無線送信のオーバーヘッドを低減するための上位レイヤのデータパケ
ットのヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリティ、およびeNB間
のUEのハンドオーバのサポートも提供する。RLCサブレイヤ412は、上位層のデータパケッ
トのセグメント化および再構築、失われたデータパケットの再送信、ならびに、ハイブリ
ッド自動再送要求(HARQ)による順序の狂った受信を補償するためのデータパケットの再順
序付けを行う。MACサブレイヤ410は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多
重化を行う。MACサブレイヤ410はまた、1つのセルの中の様々な無線リソース(たとえばリ
ソースブロック)の複数のUEへの割り当てを担う。MACサブレイヤ410はまた、HARQ動作も
担う。
【００３３】
　制御プレーンでは、UEおよびeNBの無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンの
ヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ406およびL2レイヤ408に関して実質的に
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同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC)サブレ
イヤ416を含む。RRCサブレイヤ416は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得する
こと、およびeNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することを担
う。
【００３４】
　図5は、ワイヤレスデバイス間のピアツーピア通信のための例示的な時間構造を示す図5
00である。ウルトラフレームは、512秒であり、64のメガフレームを含む。各メガフレー
ムは、8秒であり、8のグランドフレームを含む。各グランドフレームは、1秒であり、15
のスーパーフレームを含む。各スーパーフレームは、約66.67ミリ秒であり、32のフレー
ムを含む。各フレームは、2.0833msである。
【００３５】
　図6は、1つのグランドフレームにおけるスーパーフレームの各フレームにおけるチャネ
ルを示す図600である。第1のスーパーフレーム(インデックス0)において、フレーム0は、
予約チャネル(RCH)であり、フレーム1～10は各々、種々のチャネル(MCCH)であり、フレー
ム11～31は各々、トラフィックチャネル(TCCH)である。第2～第7のスーパーフレーム(イ
ンデックス1:6)において、フレーム0はRCHであり、フレーム1～31は各々TCCHである。第8
のスーパーフレーム(インデックス7)において、フレーム0はRCHであり、フレーム1～10は
各々MCCHであり、フレーム11～31は各々TCCHである。第9～第15のスーパーフレーム(イン
デックス8:14)において、フレーム0はRCHであり、フレーム1～31は各々TCCHである。スー
パーフレームインデックス0のMCCHは、2次タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、
ピアページチャネル、および予約スロットを含む。スーパーフレームインデックス7のMCC
Hは、ピアページチャネルおよび予約スロットを含む。TCCHは、接続スケジューリング、
パイロット、チャネル品質インジケータ(CQI)フィードバック、データセグメント、およ
び肯定応答(ACK)を含む。
【００３６】
　図7は、MCCHの動作タイムライン、および、ピア発見チャネルの例示的な構造を示す図7
00である。図6に関連して説明したように、スーパーフレームインデックス0のMCCHは、2
次タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、ピアページングチャネル、および予約ス
ロットを含む。ピア発見チャネルは、サブチャネルに分割されてよい。たとえば、ピア発
見チャネルは、遠距離ピア発見チャネル、中距離ピア発見チャネル、短距離ピア発見チャ
ネル、および他のチャネルに分割されてよい。サブチャネルの各々は、ピア発見情報を通
信するための複数のブロック/リソースを含むことができる。各ブロックは、同じサブキ
ャリアに複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル(たとえば、72)を含むことができる。
図7は、グランドフレーム0～7のMCCHスーパーフレームインデックス0を含む、1つのメガ
フレーム内のブロックを含むサブチャネル(たとえば、短距離ピア発見チャネル)の一例を
提供する。ブロックの異なるセットは、異なるピア発見リソース識別子(PDRID)に対応す
る。たとえば、1つのPDRIDは、メガフレーム内の1つのグランドフレームのMCCHスーパー
フレームインデックス0内のブロックのうちの1つに対応してよい。
【００３７】
　電源投入時に、ワイヤレスデバイスは、ある期間(たとえば、2メガフレーム)中、ピア
発見チャネルをリッスンし、PDRIDの各々に対して決定されたエネルギーに基づいて、PDR
IDを選択する。たとえば、ワイヤレスデバイスは、ウルトラフレームの第1のメガフレー
ム内のブロック702(i=2およびj=15)に対応するPDRIDを選択することができる。特定のPDR
IDは、ホッピングにより、ウルトラフレームの他のメガフレーム内の他のブロックにマッ
ピングすることができる。選択されたPDRIDに関連付けられたブロックで、ワイヤレスデ
バイスは、そのピア発見信号を送信する。選択されたPDRIDに関連付けられていないブロ
ックでは、ワイヤレスデバイスは、他のワイヤレスデバイスによって送信されたピア発見
信号をリッスンする。
【００３８】
　ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスデバイスがPDRIDの衝突を検出した場合、PDRIDを再
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選択することもできる。すなわち、ワイヤレスデバイスは、そのPDRIDに対応するピア発
見リソースに対するエネルギーを検出するために、その利用可能なピア発見リソース上で
、送信するのではなく、リッスンすることができる。ワイヤレスデバイスは、他のPDRID
に対応する他のピア発見リソースに対するエネルギーを検出することもできる。ワイヤレ
スデバイスは、そのPDRIDに対応するピア発見リソースに対する決定されたエネルギー、
および、他のPDRIDに対応する他のピア発見リソースに対する検出されたエネルギーに基
づいて、PDRIDを再選択することができる。
【００３９】
　図8は、MCCHの動作タイムライン、および接続識別子(CID)ブロードキャストの構造を示
す図800である。図6に関して説明したように、スーパーフレームインデックス0のMCCHは
、2次タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、ピアページングチャネル、および予
約スロットを含む。スーパーフレームインデックス0のMCCHのピアページングチャネルは
、クイックページングチャネル、CIDブロードキャストチャネル、およびページ要求チャ
ネルを含む。スーパーフレームインデックス7のMCCHは、ピアページングチャネルおよび
予約スロットを含む。スーパーフレームインデックス7のMCCHのピアページングチャネル
は、ページ応答チャネル、およびページ確認チャネルを含む。CIDブロードキャストチャ
ネルは、新しい接続に対するCIDの割振りのための分散プロトコルを提供し、CID衝突検出
のための機構を提供し、通信ピアとのそのリンク結合がまだ存在するというワイヤレスデ
バイスの証拠を提供する。
【００４０】
　CIDブロードキャストの構造は、4つのブロックから成り、その各々は、複数のリソース
要素、すなわち、周波数領域における複数のサブキャリア、および時間領域におけるOFDM
シンボルを含む。4つのブロックの各々は、複数のサブキャリア(たとえば、28のサブキャ
リア)にわたり、16のOFDMシンボルを含む。1つのリソース要素(またはトーン)は、1つの
サブキャリアおよび1つのOFDMシンボルに対応する。
【００４１】
　各CIDについて、隣接するOFDMシンボルにおける1対のリソース要素は、4つのブロック
の各々においてCIDブロードキャストのために割り振られる。1対の隣接するリソース要素
において、第1のリソース要素は、TCCHで送信するために使用される電力に比例するエネ
ルギーを運び、第2のリソース要素は、TCCHで受信される電力に反比例するエネルギーを
運ぶ。所与のCIDについて、リソース要素の各対は、各グランドフレームを変えるブロッ
ク内の固定のOFDMシンボル位置および変化するサブキャリアを有する。任意の所与のリン
クにおいて、リンクを開始したワイヤレスデバイスは、CIDブロードキャストのためにブ
ロック0およびブロック2からブロックをランダムに選択し、リンクの他のワイヤレスデバ
イスは、CIDブロードキャストのためにブロック1およびブロック3からブロックをランダ
ムに選択する。したがって、特定のCIDでは、割り振られたリソースの半分のみが、そのC
IDとのリンクによって利用される。ブロックのランダムな選択のために、第2のワイヤレ
スデバイスとリンクする第1のワイヤレスデバイスは、異なるリンクにおける第3のワイヤ
レスデバイスまたは第4のワイヤレスデバイスが第1のワイヤレスデバイスまたは第2のワ
イヤレスデバイスによって選択されるブロックとは異なるブロックを使用してCIDブロー
ドキャストを送信するとき、CID衝突を検出することができる。
【００４２】
　図9は、アクセスネットワーク中でUE 950と通信しているeNB 910のブロック図である。
DLでは、コアネットワークからの上位層パケットが、コントローラ/プロセッサ975に与え
られる。コントローラ/プロセッサ975は、L2層の機能を実装する。DLでは、コントローラ
/プロセッサ975は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並べ替え、論理
チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化、ならびに、様々な優先度メトリック
に基づくUE 950への無線リソース割振りを行う。コントローラ/プロセッサ975はまた、HA
RQ動作、紛失したパケットの再送、およびUE 950へのシグナリングを担う。
【００４３】
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　送信(TX)プロセッサ916は、L1層(すなわち、物理層)のための様々な信号処理機能を実
装する。これらの信号処理機能は、UE 950における順方向誤り訂正(FEC)を容易にするた
めの符号化およびインタリービングと、様々な変調方式(たとえば、2値位相シフトキーイ
ング(BPSK)、直交位相シフトキーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M-PSK)、M直交
振幅変調(M-QAM))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングとを含む。次いで、符
号化され変調されたシンボルは、並列ストリームに分割される。次いで、各ストリームは
、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間および/または周波数領域で基準信号(たとえ
ば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して一緒に結合
されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルが生成される。OFDMス
トリームは、空間的にプリコーディングされて、複数の空間ストリームが生成される。チ
ャネル推定器974からのチャネル推定値を、符号化変調方式の決定ならびに空間処理に使
用することができる。チャネル推定値は、UE 950によって送信された基準信号および/ま
たはチャネル条件フィードバックから導出することができる。次いで、各空間ストリーム
は、別個の送信機918TXを介して異なるアンテナ920に与えられる。各送信機918TXは、送
信用のそれぞれの空間ストリームによってRF搬送波を変調する。
【００４４】
　UE 950において、各受信機954RXは、それぞれのアンテナ952を介して信号を受信する。
各受信機954RXは、RFキャリア上に変調された情報を回復し、情報を受信(RX)プロセッサ9
56に与える。RXプロセッサ956は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセ
ッサ956は、情報に対して空間処理を実行して、UE 950に向けられたあらゆる空間ストリ
ームを回復する。複数の空間ストリームがUE 950に向けられている場合、これらをRXプロ
セッサ956によって単一のOFDMシンボルストリームに結合することができる。次いで、RX
プロセッサ956は、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリームを時間領
域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号の各サブキャリアについて別
個のOFDMシンボルストリームを含む。各サブキャリア上のシンボル、および基準信号は、
eNB 910によって送信された最も可能性の高い信号コンスタレーションポイントを決定す
ることによって、回復され復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器958によって
計算されたチャネル推定値に基づくことができる。次いで、軟判定は復号されデインタリ
ーブされて、物理チャネル上でeNB 910によって元々送信されたデータおよび制御信号が
回復される。次いで、データおよび制御信号は、コントローラ/プロセッサ959に与えられ
る。
【００４５】
　コントローラ/プロセッサ959は、L2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、
プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ960に関連付けられ得る。メモリ960は、
コンピュータ可読媒体と呼ぶことができる。ULでは、コントローラ/プロセッサ959は、ト
ランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化、パケット再アセンブリ、暗号化
解除、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を行って、コアネットワークからの上位レイヤパケ
ットを回復する。次いで、上位レイヤパケットはデータシンク962に与えられ、データシ
ンク962は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号も、L3処
理のためにデータシンク962に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ959はまた、HARQ
動作をサポートするために、肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使
用した誤り検出を担う。
【００４６】
　ULでは、データソース967を使用して、上位レイヤパケットがコントローラ/プロセッサ
959に与えられる。データソース967は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す
。eNB 910によるDL送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ959は
、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメント化および並べ替え、ならびに、eNB 910に
よる無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化
を行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのL2レイヤを実装する。コント
ローラ/プロセッサ959はまた、HARQ動作、紛失したパケットの再送、およびeNB 910への
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シグナリングを担う。
【００４７】
　eNB 910によって送信された基準信号またはフィードバックからチャネル推定器958によ
って導出されたチャネル推定値を、TXプロセッサ968によって使用して、適切な符号化変
調方式を選択し、空間処理を容易にすることができる。TXプロセッサ968によって生成さ
れた空間ストリームは、別個の送信機954TXを介して、異なるアンテナ952に与えられる。
各送信機954TXは、送信用のそれぞれの空間ストリームによってRF搬送波を変調する。
【００４８】
　UL送信は、eNB 910において、UE 950における受信機機能に関して説明した方法と同様
の方法で処理される。各受信機918RXは、それぞれのアンテナ920を介して信号を受信する
。各受信機918RXは、RF搬送波上に変調された情報を回復し、この情報をRXプロセッサ970
に与える。RXプロセッサ970は、L1レイヤを実装することができる。
【００４９】
　コントローラ/プロセッサ975は、L2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ975は
、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ976に関連付けられ得る。メモリ976は
、コンピュータ可読媒体と呼ぶことができる。ULでは、コントローラ/プロセッサ975は、
トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重化解除、パケット再アセンブリ、暗
号化解除、ヘッダ圧縮解除、制御信号処理を行って、UE 950からの上位レイヤパケットを
回復する。コントローラ/プロセッサ975からの上位レイヤパケットは、コアネットワーク
に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ975はまた、HARQ動作をサポートするために、
ACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担う。
【００５０】
　図10は、セルラー通信およびピアツーピア通信をサポートするように動作可能なワイヤ
レス通信環境を示す図1000である。
【００５１】
　ワイヤレス通信ネットワーク1000は、複数のUE(1002、1006)と複数のeNB(1004、1008)
とを含み得る。UE(1002、1006)は異なるeNB(1004、1008)と関連付けられてよく、eNB(100
4、1008)は異なるセル(1005、1007)に関連付けられてよい。図示の態様では、UE(1) 1002
は、第1のセル1005内でeNB(1) 1004に関連付けられ、かつUE(2) 1006は、第2のセル1007
内でeNB(2) 1008に関連付けられる。したがって、システム1000は、UE(1) 1002とeNB(1) 
1004との間のシグナリング1012を可能にし、かつUE(2) 1006とeNB(2) 1008との間のシグ
ナリング1014を可能にする。さらに、UE(1002、1006)は、デバイス間(D2D)通信のために
割り振られたリソース1016を使用して互いに直接通信するように動作可能である。隣接セ
ル(1005、1007)内のデバイスは、D2D通信のために異なるリソースのセットを割り振られ
得る。可能にされるべきD2D通信に対して、デバイス、たとえばUE(1) 1002は、リソース
のセットが別のデバイス、たとえばUE(2) 1006との通信に利用可能であると判断できる。
【００５２】
　動作時、UE(1) 1002は、eNB(1) 1004によってD2D通信のために割り振られたリソースの
セットを示す制御信号1012を受信する。eNB(1) 1004は、1つまたは複数のネットワークフ
ァクタに基づいてリソースのセットを決定できる。一態様では、1つまたは複数のネット
ワークファクタは、限定はしないが、セル内のD2Dデバイスの数、セル内のD2Dサブフレー
ム上で検出されたエネルギーレベル、セル内のD2D通信において搬送されるトラフィック
のタイプ、隣接セル内のD2Dデバイスの数、隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出された
エネルギーレベル、隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプ、隣
接セル内で割り振られるD2Dリソース、セル内でUEによって報告される衝突の数、隣接セ
ル内でUEによって報告される衝突の数、セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィック
との間の相対的重要性の値、隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間
の相対的重要性の値、WAN上の混雑状態などを含み得る。一態様では、eNB(1) 1004は、eN
B(2) 1008とのX2インターフェース1010上のeNB(2) 1008によるD2D通信のために割り振ら
れた、1つまたは複数のネットワークファクタおよび/またはリソースのセットのうちの少
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なくとも一部分を受信できる。一態様では、リソースは、表1018を使用して、次のように
、D2Dのためのリソースのセットの割振りが1～Nで番号付けされ、リソースが1～Mで番号
付けされて(たとえば、すべてのリソースの組合せが可能であるとは限らない場合、N < 2
^M)、効率的に伝えられ得る。1～Nの各値に対して、eNBは、リソース1～Mのうちのどのサ
ブセット(たとえば、サブフレーム1および2、サブフレーム1など)が使用され得るかをUE
に通知できる。したがって、N個の表1018が存在し得、サイズの各々はM以下(<=M)である
。
【００５３】
　さらに、UE(1)は、UE(2) 1006からeNB(2) 1008によってD2D通信のために割り振られた
リソースのセットを示す信号1016を受信できる。UE(1) 1002は、D2D通信1016のために使
用され得るリソースのサブセットを決定し、リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012
でシグナリングすることができる。
【００５４】
　その後、UE(1) 1002は、共有チャネルを使用してD2D通信のために取り決められたリソ
ースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012をeNB(1) 1004から受信し
、UE(1) 1002およびUE(2) 1006は、取り決められたリソースを使用してD2D通信を行うこ
とができる。
【００５５】
　図11は、UEが一対のデバイス間のD2D通信に利用可能なリソースを決定することを可能
にするように動作できるワイヤレス通信システム1100の例示的な呼フロー図を示す。
【００５６】
　行為1110aおよび1110bにおいて、eNB(1102、1108)は、D2D通信に割り振るためのリソー
スの数を決定する。一態様では、この決定は、セル内のD2Dデバイスの数、セル内のD2Dサ
ブフレーム上で検出されたエネルギーレベル、セル内のD2D通信において搬送されるトラ
フィックのタイプ、隣接セル内のD2Dデバイスの数、隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検
出されたエネルギーレベル、隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタ
イプ、隣接セル内で割り振られるD2Dリソース、セル内でUEによって報告される衝突の数
、隣接セル内でUEによって報告される衝突の数、セルに対するD2DトラフィックとWANトラ
フィックとの間の相対的重要性の値、隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィッ
クとの間の相対的重要性の値、WAN上の混雑状態などのうちの任意の組合せの分析に基づ
くことができる。
【００５７】
　行為1112aおよび1112bにおいて、eNB(1102、1108)は、D2D通信のために割り振られたリ
ソースを示す情報を含む制御シグナリングを送信する。一態様では、制御シグナリングは
、無線リソース制御(RRC)信号を使用して送信され得る。別の態様では、情報は、システ
ム情報ブロック(SIB)を使用して示される。一態様では、各eNB(1102、1108)は、UEが他の
UEと通信するために競合することがあるセルのリソースについて、セル内のUEに対して(R
RCシグナリングを介して)ブロードキャストすることができる。たとえば、リソースは、
次のように、D2Dのためのリソースのセットの割振りが1～Nで番号付けされ、リソースが1
～Mで番号付けされて(たとえば、すべてのリソースの組合せが可能であるとは限らない場
合、N < 2^M)、効率的に伝えられ得る。1～Nの各値に対して、eNBは、リソース1～Mのう
ちのどのサブセットをUEが使用できるかをUEに通知できる。したがって、N個の表が存在
し得、サイズの各々はM以下(<=M)である。加えてまたは代替として、UEがそれのローカル
セルIDをブロードキャストする場合、UE(1) 1104は、UE(2) 1106のセルIDに基づいて、ど
のリソースをUE(1) 1104がUE(2) 1106へのデータ送信のために競合することがあるかを判
断できる。したがって、サービングeNBは、D2D通信のために使用され得る1～Mのリソース
のうちのサブセットにローカルセルIDをマッピングする表を、(RRCメッセージ、繰り越さ
れた(carried over)SIBを介して)ブロードキャストすることができる。
【００５８】
　行為1114において、UE(1104、1106)は、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づい
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てD2D通信のためのリソースのセットを決定する。1つのD2Dリソース決定計画は、ビット
パターン情報を交換するステップを含む。そのような計画は、隣接するD2Dを可能にされ
たUEのデバイスが、D2D通信のために異なる割振りを有する異なるセルに属し得るときに
有利であることがある。ここでは、1つのデバイスが他のデバイスをページングするとき
に2つのデバイス間で、nビットのパターンが交換され得る。この計画は、隣接するD2Dを
可能にされたUEのデバイスが、D2D通信のために異なる割振りを有する異なるセルに属し
得るときに有利であることがある。これは、都市の設定におけるように、小さいセル(た
とえば、ピコ、フェムト、マイクロ)が配置されるときに起こり得る。第2のD2Dリソース
決定計画は、発見空間を区分に分割するステップを含む。そのような計画において、各区
分は、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンに対応できる。区分からリソー
スパターンへのマッピングは、行為1112a、1112bにおけるRRCシグナリングを介してeNBに
よってUEにシグナリングされ得る。このマッピングは、X2シグナリングを介してeNB(1102
、1108)間で協調され得る。D2D通信のために割り振られるリソースは、一般に隣接セルに
わたって急に変化することはないので、ピア発見チャネルが分割され得るそのような区分
の数は、比較的小さい。第3のD2Dリソース決定計画は、ピア発見メッセージの間にデバイ
スによってブロードキャストされ得る(たとえば、行為1112a、1112b)「ローカル」セル識
別子(たとえば、3ビットのシーケンス)を定義するステップを含む。サービングeNBは、セ
ルIDから、デバイスがD2D通信のために使用できるリソースへのマッピングを、(RRCメッ
セージの中で)ブロードキャストする。
【００５９】
　行為1116において、UE(1104、1106)は、共有チャネルを使用してD2D通信のための、取
り決められたリソースのスケジューリングを示す識別子を、制御チャネルを使用して受信
できる。一態様では、制御チャネルは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCH)であり、識別
子は無線ネットワーク一時識別子(RNTI)であり、共有チャネルは物理ダウンリンク共有チ
ャネル(PDSCH)である。一態様では、D2D通信のためのスケジューリングまたはリソースは
、2つのデバイス間のD2D通信に利用可能な共通リソースのセット、eNB(1) 1102およびeNB
(2) 1108の隣接セル内のD2Dリソース割振りのセット、異なるリソースに対する干渉レベ
ルなどのうちの任意の1つに基づくことがある。
【００６０】
　図12は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1200である。この方法は、ワイヤレス
デバイスによって実行されてよい。
【００６１】
　ブロック1202で、ワイヤレスデバイスは、eNBによってD2D通信のために割り振られたリ
ソースの数を示す制御信号を受信できる。一態様では、制御信号は、無線リソース制御(R
RC)信号であってよい。一態様では、リソースのセットは、システム情報ブロック(SIB)内
に割り振られ得る。
【００６２】
　ブロック1204で、ワイヤレスデバイスは、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づ
いて、第2のUEとのD2D通信に使用するためのリソースのサブセットを決定できる。一態様
では、第2のUEによる使用のために第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソー
スのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソ
ースのセットと異なることがある。一態様では、D2Dリソース決定計画は、第1のUEと第2
のUEとの間でビットパターン情報を交換するステップを含み得る。そのような態様では、
第1のUEは、ビットパターン情報を交換するために第2のUEをページングできる。別の態様
では、D2Dリソース決定計画は、異なる区分に対する異なるリソースパターン割振りのマ
ッピングとともに、発見空間を区分に分割する情報を受信するステップを含み得る。その
ような態様では、ワイヤレスデバイスは、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られ
たリソースのセットを示す受信された制御信号に基づいて、発見空間の区分のうちの1つ
の中のピア発見信号をブロードキャストできる。別の態様では、D2Dリソース決定計画は
、D2D通信のために割り振られたリソースの数を有するセル識別子と、D2D通信に利用可能
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なリソースのセットに対するセル識別子のマッピングを受信するステップとを含み得る。
そのような態様では、ワイヤレスデバイスは、受信されたセル識別子に基づいてD2D通信
をスケジュールできる。
【００６３】
　ブロック1206で、ワイヤレスデバイスは、決定されたリソースのサブセットを第1のeNB
にシグナリングできる。一態様では、リソースのサブセットは、隣接セル内のD2Dリソー
ス割振りのセット、1つまたは複数の特定されたリソースに対する干渉レベルなどに基づ
いて決定される。
【００６４】
　ブロック1208で、ワイヤレスデバイスは、共有チャネル上でD2D通信中に使用するため
のリソースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル上で受信できる。言い換えれば、
リソース割振りは制御チャネルを介して受信され得、コンテンツは共有チャネルを使用し
てデバイス間で通信され得る。
【００６５】
　図13は、例示的な装置102における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフロー
を示す概念データフロー図1300である。装置102は、第1のeNB 1004によってD2D通信のた
めに割り振られたリソースのセット1304を示す制御信号を受信できる受信(reception)モ
ジュール1302を含む。さらに、受信モジュール1302は、第2のeNB(たとえば、1008)でサポ
ートされる第2のUE 1006による使用のために、D2D通信のために割り振られたリソースの
セット1306を示すメッセージを受信できる。一態様では、第2のUE 1006による使用のため
に第2のeNB 1008によってD2D通信のために割り振られたリソースのセット1306の少なくと
も一部分は、第1のUE 1002による使用のためにD2D通信のために割り振られたリソースの
セット1304と異なる。一態様では、第1のUE 1002による使用のためにD2D通信のために割
り振られたリソースのセット1304は、RRCシグナリングを使用して受信され得る。
【００６６】
　装置102は、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて、第2のUEとのD2D通信に
使用するためのリソースのサブセット1310を決定するように動作可能なD2D通信サブセッ
ト決定モジュール1308をさらに含む。一態様では、D2D通信サブセット決定モジュール130
8は、第1のUEと第2のUEとの間でビットパターン情報を交換するように動作可能である。
そのような態様では、第1のUEは、ビットパターン情報を交換するために第2のUEをページ
ングできる。別の態様では、D2D通信サブセット決定モジュール1308は、異なる区分に対
する異なるリソースパターン割振りのマッピングとともに、発見空間を区分に分割する情
報を受信するように動作可能である。そのような態様では、ワイヤレスデバイス1002は、
第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す受信された制御
信号に基づいて、発見空間の区分のうちの1つの中のピア発見信号をブロードキャストで
きる。別の態様では、D2D通信サブセット決定モジュール1308は、D2D通信のために割り振
られたリソースの数を有するセル識別子、およびD2D通信に利用可能なリソースのセット
に対するセル識別子のマッピングを受信するように動作可能である。そのような態様では
、ワイヤレスデバイス1002は、受信されたセル識別子に基づいてD2D通信をスケジュール
できる。
【００６７】
　装置は、決定されたリソースのサブセット1310を第1のeNB 1004にシグナリングするよ
うに動作可能な送信モジュール1312をさらに含む。その後、受信モジュール1302は、D2D
通信中に使用するためのリソースのサブセットを示す識別子1314を受信するように動作可
能である。さらに、装置1302は、第2のUE 1006との共有チャネルを使用してD2D通信1316
を実行するために特定されたリソースを使用できる。
【００６８】
　装置は、上述したフローチャート図11および図13内のアルゴリズムのステップの各々を
実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、上述したフローチャート図11および
図13内の各ステップは、モジュールによって実行されてよく、装置は、これらのモジュー



(23) JP 6117346 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

ルの1つまたは複数を含むことができる。モジュールは、指定されたプロセス/アルゴリズ
ムを実行するように特別に構成された1つもしくは複数のハードウェア構成要素であって
よく、指定されたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによっ
て実施されてよく、プロセッサによる実施のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されて
よく、またはそれらの何らかの組合せであってよい。
【００６９】
　図14は、処理システム1414を採用する装置102'のためのハードウェア実装の一例を示す
図である。処理システム1414は、バス1424によって概略的に表されるバスアーキテクチャ
で実装され得る。バス1424は、処理システム1414の具体的な用途および全体的な設計制約
に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含み得る。バス1424は、プロセ
ッサ1404、モジュール1302、1308、1312、およびコンピュータ可読媒体1406で表される、
1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を共
にリンクする。バス1424は、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理
回路など、様々な他の回路をリンクすることもでき、これらの回路は当技術分野で知られ
ているのでこれ以上は説明しない。
【００７０】
　処理システム1414は、トランシーバ1410に結合され得る。トランシーバ1410は、1つま
たは複数のアンテナ1420に結合される。トランシーバ1410は、送信媒体上の様々な他の装
置と通信するための手段を提供する。処理システム1414は、コンピュータ可読媒体1406に
結合されたプロセッサ1404を含む。プロセッサ1404は、コンピュータ可読媒体1406上に記
憶されたソフトウェアの実行を含む全般的な処理を受け持つ。ソフトウェアは、プロセッ
サ1404によって実行されると、任意の特定の装置に対して上記で説明した様々な機能を処
理システム1414に実行させる。コンピュータ可読媒体1406は、ソフトウェアを実行すると
きにプロセッサ1404によって操作されるデータを記憶するために使用されてもよい。処理
システムは、モジュール1302、1308、および1312のうちの少なくとも1つをさらに含む。
モジュールは、コンピュータ可読媒体1406に常駐する/記憶される、プロセッサ1404で動
作しているソフトウェアモジュール、プロセッサ1404に結合された1つもしくは複数のハ
ードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組合せとすることができる。
【００７１】
　一構成では、ワイヤレス通信のための装置102/102'は、第1のeNBによってD2D通信のた
めに割り振られたリソースのセットを示す制御信号を第1のUEによって受信するための手
段と、1つまたは複数のD2Dリソース決定計画に基づいて第2のUEとのD2D通信に使用するた
めのリソースのサブセットを決定するための手段と、決定されたリソースのサブセットを
第1のeNBにシグナリングするための手段と、共有チャネル上のD2D通信中に使用するため
のリソースのサブセットを示す識別子を制御チャネル上で受信するための手段とを含む。
一態様では、第2のUEによる使用のために第2のeNBによってD2D通信のために割り振られた
リソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られ
たリソースのセットと異なる。ワイヤレス通信のための装置102/102'は、第1のUEがD2D通
信計画の一部として第2のUEをページングできる場合、第1のUEと第2のUEとの間でビット
パターン情報を交換するための手段をさらに含み得る。ワイヤレス通信のための装置102/
102'は、発見空間を区分に分割する情報を受信するための手段と、D2D通信計画の一部と
して異なる区分に対する、D2D通信のためのリソース割振りの異なるパターンのマッピン
グを受信するための手段とをさらに含み得る。ワイヤレス通信のための装置102/102'は、
D2D通信のために割り振られたリソースの数を有するセル識別子を受信するための手段と
、D2D通信計画の一部としてD2D通信に利用可能なリソースのセットに対する、セル識別子
のマッピングを受信するための手段とをさらに含み得る。そのような態様では、ワイヤレ
ス通信のための装置102/102'は、受信されたセル識別子に基づいてD2D通信をスケーリン
グするための手段をさらに含み得る。
【００７２】
　上記の手段は、装置102の上記のモジュールおよび/または上記の手段によって記述され
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る機能を実行するように構成された装置102'の処理システム1414のうちの1つまたは複数
であってよい。
【００７３】
　図15は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1500である。方法は、発展型ノードB(
eNB)によって実行され得る。
【００７４】
　ブロック1502で、eNBは、1つまたは複数のネットワークファクタに基づいてD2D通信に
割り振るためのリソースのセットを決定できる。一態様では、第2のeNBによってD2D通信
のために割り振られたリソースのセットの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通
信のために割り振られたリソースのセットと異なる。一態様では、1つまたは複数のネッ
トワークファクタは、限定はしないが、セル内のD2Dデバイスの数、セル内のD2Dサブフレ
ーム上で検出されたエネルギーレベル、セル内のD2D通信において搬送されるトラフィッ
クのタイプ、隣接セル内のD2Dデバイスの数、隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出され
たエネルギーレベル、隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプ、
隣接セル内で割り振られるD2Dリソース、セル内でUEによって報告される衝突の数、隣接
セル内でUEによって報告される衝突の数、セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィッ
クとの間の相対的重要性の値、隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの
間の相対的重要性の値、WAN上の混雑状態などを含み得る。一態様では、D2D通信に対して
使用されるべき1つまたは複数のリソースのサブセットに対する優先順位が、第2のeNBに
よってD2D通信のために割り振られたリソースのセットに対して決定され得る。
【００７５】
　ブロック1504で、eNBは、D2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信
号を送信できる。一態様では、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られた1つまたは
複数のリソースのサブセットに対する優先順位が、送信の中に含まれ得る。別の態様では
、優先順位に対するローカルセルIDのマッピングを含む表が、送信の中に含まれ得る。
【００７６】
　随意の一態様では、ブロック1506で、eNBは、D2D通信のために割り振られたリソースの
セットからUEによって選択されたリソースのサブセットを示す信号を受信できる。
【００７７】
　随意の一態様では、ブロック1508で、eNBは、D2D通信中に使用するためのリソースのサ
ブセットを示す識別子を、制御チャネル上で送信できる。
【００７８】
　図16は、例示的な装置104における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフロー
を示す概念データフロー図1600である。装置104は、1つまたは複数のネットワークファク
タに基づいてD2D通信のために割り振るリソースのセット1604を決定するように動作可能
なD2D通信のリソースのセット決定モジュール1602を含む。一態様では、第2のeNBによっ
てD2D通信のために割り振られたリソースのセット1606の少なくとも一部分は、第1のeNB
によってD2D通信のために割り振られたリソースのセット1604と異なる。一態様では、1つ
または複数のネットワークファクタは、限定はしないが、セル内のD2Dデバイスの数、セ
ル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベル、セル内のD2D通信において搬送
されるトラフィックのタイプ、隣接セル内のD2Dデバイスの数、隣接セル内のD2Dサブフレ
ーム上で検出されたエネルギーレベル、隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフ
ィックのタイプ、隣接セル内で割り振られるD2Dリソース、セル内でUEによって報告され
る衝突の数、隣接セル内でUEによって報告される衝突の数、セルに対するD2Dトラフィッ
クとWANトラフィックとの間の相対的重要性の値、隣接セルに対するD2DトラフィックとWA
Nトラフィックとの間の相対的重要性の値、WAN上の混雑状態などを含み得る。一態様では
、装置104は、第2のeNBとのX2インターフェース上で第2のeNBによってD2D通信のために割
り振られた、1つまたは複数のネットワークファクタおよびリソースのセットのうちの少
なくとも一部分を受信できる。
【００７９】
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　装置は、D2D通信のためにUE 1002に割り振られたリソースのセット1604を示す制御信号
を送信するように動作可能な送信モジュール1608をさらに含む。一態様では、第2のeNB 1
008によってD2D通信のために割り振られた1つまたは複数のリソースのサブセット1604に
対する優先順位が、送信の中に含まれ得る。別の態様では、優先順位に対するローカルセ
ルIDのマッピングを含む表が、送信の中に含まれ得る。
【００８０】
　この装置は、受信モジュール1610をさらに含み得る。随意の一態様では、受信モジュー
ル1610は、D2D通信のために割り振られたリソースのセット1604からUE 1002によって選択
されたリソースのサブセット1610を示す信号を受信できる。さらに、随意の態様では、D2
D通信のリソースのセット決定モジュール1602は、受信されたリソースのサブセット1612
を分析して、D2D通信のためにUE 1002によって使用するためのリソースのサブセット1614
を割り振ることができる。その上、随意の一態様では、送信モジュール1608は、割り振ら
れたリソースのサブセット1614をUE 1002に送信できる。
【００８１】
　装置は、上述したフローチャート図11および図15内のアルゴリズムのステップの各々を
実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、上述したフローチャート図11および
図15内の各ステップは、モジュールによって実行することができ、装置は、それらのモジ
ュールのうちの1つまたは複数を含み得る。モジュールは、指定されたプロセス/アルゴリ
ズムを実行するように特別に構成された1つもしくは複数のハードウェア構成要素であっ
てよく、指定されたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによ
って実施されてよく、プロセッサによる実施のためにコンピュータ可読媒体内に記憶され
てよく、またはそれらの何らかの組合せであってよい。
【００８２】
　図17は、処理システム1714を採用する装置104'のためのハードウェア実装の一例を示す
図である。処理システム1714は、バス1724によって概略的に表されるバスアーキテクチャ
で実装され得る。バス1724は、処理システム1714の具体的な用途および全体的な設計制約
に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含み得る。バス1724は、プロセ
ッサ1704、モジュール1602、1608、1610、およびコンピュータ可読媒体1706で表される、
1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を共
にリンクする。バス1724は、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理
回路など、様々な他の回路をリンクすることもでき、これらの回路は当技術分野で知られ
ているのでこれ以上は説明しない。
【００８３】
　処理システム1714は、トランシーバ1710に結合され得る。トランシーバ1710は、1つま
たは複数のアンテナ1720に結合される。トランシーバ1710は、送信媒体上の様々な他の装
置と通信するための手段を提供する。処理システム1714は、コンピュータ可読媒体1706に
結合されたプロセッサ1704を含む。プロセッサ1704は、コンピュータ可読媒体1706上に記
憶されたソフトウェアの実行を含む全般的な処理を受け持つ。ソフトウェアは、プロセッ
サ1704によって実行されると、任意の特定の装置に対して上記で説明した様々な機能を処
理システム1714に実行させる。コンピュータ可読媒体1706は、ソフトウェアを実行すると
きにプロセッサ1704によって操作されるデータを記憶するために使用されてもよい。処理
システムは、モジュール1602、1608、および1610のうちの少なくとも1つをさらに含む。
モジュールは、コンピュータ可読媒体1706に常駐する/記憶される、プロセッサ1704で動
作しているソフトウェアモジュール、プロセッサ1704に結合された1つもしくは複数のハ
ードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組合せとすることができる。
【００８４】
　一構成では、ワイヤレス通信に対する装置104/104'は、1つまたは複数のネットワーク
ファクタに基づいてD2D通信のために割り振るリソースのセットを決定するための手段と
、D2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号を送信するための手段
とを含む。一態様では、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセッ
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トの少なくとも一部分は、第1のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセ
ットと異なる。装置104/104'は、第2のeNBとのX2インターフェース上で第2のeNBによって
D2D通信のために割り振られた、1つまたは複数のネットワークファクタおよびリソースの
セットのうちの少なくとも一部分を受信するための手段を含み得る。一態様では、装置10
4/104'は、D2D通信のために使用されるべき1つまたは複数のリソースのサブセットに対す
る優先順位を、第2のeNBによってD2D通信のために割り振られたリソースのセットのため
に決定するための手段と、1つまたは複数のリソースのサブセットの優先順位を送信する
ための手段とを含み得る。そのような態様では、装置104/104'は、優先順位に対してロー
カルセルIDをマッピングする表を送信するための手段を含み得る。一態様では、装置104/
104'は、D2D通信のために割り振られたリソースのセットからUEによって選択されたリソ
ースのサブセットを示す信号を受信するための手段と、D2D通信中に使用するためのリソ
ースのサブセットを示す識別子を、制御チャネル上で送信するための手段とを含み得る。
【００８５】
　上記の手段は、装置104の上記のモジュールおよび/または上記の手段によって記述され
る機能を実行するように構成された装置104'の処理システム1714のうちの1つまたは複数
であってよい。
【００８６】
　開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例で
あることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の
順序または階層は再構成可能であることを理解されたい。さらに、いくつかのステップを
組み合わせるか、または省略することができる。添付の方法クレームは、様々なステップ
の要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定さ
れるものではない。
【００８７】
　上記の説明は、本明細書で説明する様々な態様を当業者が実施できるようにするために
与えられる。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で
定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は本明細書
で示す態様に限定されるよう意図されているわけではなく、文言通りの特許請求の範囲と
整合するすべての範囲を許容するように意図されており、単数の要素への言及は、そのよ
うに明記されていない限り、「唯一無二の」ではなく、「1つまたは複数の」を意味する
よう意図されている。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は「1つ
または複数の」を意味する。当業者に知られている、または後で知られることになる本開
示全体にわたって説明する様々な態様の要素に対するすべての構造的および機能的均等物
は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるものと
する。さらに、本明細書で開示する内容は、そのような開示が特許請求の範囲で明示的に
記載されているかどうかにかかわらず、公に供することは意図されていない。いかなるク
レーム要素も、要素が「ための手段(means for)」という語句を使用して明確に記載され
ていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【００８８】
　　100　LTEネットワークアーキテクチャ
　　102　ユーザ機器(UE)
　　104　発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)
　　106　発展型ノードB(eNB)
　　108　他のeNB
　　110　発展型パケットコア(EPC)
　　112　モビリティ管理エンティティ(MME)
　　114　他のMME
　　116　サービングゲートウェイ
　　118　パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ
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　　120　ホーム加入者サーバ(HSS)
　　122　事業者のIPサービス

【図１】 【図２】
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