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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末を有し、
　前記ユーザ端末は、同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けな
がら、Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ
２Ｄ発見信号を送信し、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記ユーザ端末は、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信しており、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
　前記データ中継を希望する他のユーザ端末は、第１のＤ２Ｄ発見信号を送信することを
特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末を有し、
　前記ユーザ端末は、同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けな
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がら、Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ
２Ｄ発見信号を送信し、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記ユーザ端末は、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信しており、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
　前記中継端末は、第２のＤ２Ｄ発見信号を送信することを特徴とする移動通信システム
。
【請求項３】
　前記第２のＤ２Ｄ発見信号は、当該第２のＤ２Ｄ発見信号に対する応答信号の送信を必
要とする種類のＤ２Ｄ発見信号であって、かつ、当該応答信号の送信に使用すべき時間・
周波数リソースを指定するための情報を含むことを特徴とする請求項２に記載の移動通信
システム。
【請求項４】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末であって、
　送信部と、
　受信部と、を備え、
　前記送信部は、同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けながら
、Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ２Ｄ
発見信号を送信し、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記送信部は、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信し、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
　前記受信部は、データ中継を希望する他のユーザ端末から、第１のＤ２Ｄ発見信号を受
信することを特徴とするユーザ端末。
【請求項５】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末であって、
　同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けながら、Ｄ２Ｄ通信用
の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ２Ｄ発見信号を送信
する送信部を備え、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記送信部は、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信し、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
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　前記送信部は、第２のＤ２Ｄ発見信号を送信することを特徴とするユーザ端末。
【請求項６】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末に備えられる装置であって、
　プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けな
がら、Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ
２Ｄ発見信号を送信する処理を実行し、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記プロセッサは、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信する処理を実行し、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
　前記プロセッサは、データ中継を希望する他のユーザ端末から、第１のＤ２Ｄ発見信号
を受信する処理を実行することを特徴とする装置。
【請求項７】
　Ｄ２Ｄ近傍サービスをサポートするユーザ端末に備えられる装置であって、
　プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、同期信号リソースの位置と発見信号リソースの位置とを関連付けな
がら、Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号及び近傍端末発見用の信号であるＤ
２Ｄ発見信号を送信する処理を実行し、
　前記同期信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記発見信号リソースは、前記Ｄ２Ｄ発見信号の送信に用いる時間・周波数リソースで
あり、
　前記プロセッサは、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を送信する処理を実行し、
　前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用の同期信号に適用さ
れる系列とは異なる系列であり、
　前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を行う能力を有する中継端末
であり、
　前記プロセッサは、第２のＤ２Ｄ発見信号を送信する処理を実行することを特徴とする
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｄ２Ｄ通信をサポートする移動通信システム及びユーザ端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では、リリース１２以降の新機能として
、端末間（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｄ２Ｄ）通信の導入が検討されている（
非特許文献１参照）。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ通信では、近接する複数のユーザ端末からなるグループ内で、ネットワークを介
さずに直接的な端末間通信を行う。一方、移動通信システムの通常の通信であるセルラ通
信では、ユーザ端末がネットワークを介して通信を行う。
【０００４】
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　Ｄ２Ｄ通信は、近接するユーザ端末間で低送信電力の無線通信を行うことができるため
、セルラ通信に比べて、ユーザ端末の消費電力及びネットワークの負荷を削減できる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術報告書　「ＴＲ　２２．８０３　Ｖ１２．２．０」　２０
１３年６月
【発明の概要】
【０００６】
　ところで、ユーザ端末が近傍端末とのＤ２Ｄ通信を開始するためには、Ｄ２Ｄ通信に係
る近傍発見手順を行うことが望ましい。近傍発見手順は、近傍端末との同期を確立した上
で、近傍端末を識別（発見）する手順である。
【０００７】
　しかしながら、このような近傍発見手順が非効率であると、時間・周波数リソースが無
駄に消費されたり、Ｄ２Ｄ通信を速やかに開始できなかったりする問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、Ｄ２Ｄ通信に係る近傍発見手順を効率的に行うことができる移動通
信システム及びユーザ端末を提供することを目的とする。
【０００９】
　第１の特徴に係る移動通信システムは、直接的な端末間通信であるＤ２Ｄ通信をサポー
トするユーザ端末を有する。前記移動通信システムにおいて利用可能な時間・周波数リソ
ースは、前記Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号が配置されるべき同期信号リ
ソースと、前記Ｄ２Ｄ通信に係る近傍端末発見用の信号であるＤ２Ｄ発見信号が配置され
るべき発見信号リソースと、を含む。前記Ｄ２Ｄ同期信号を受信した前記ユーザ端末は、
当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている前記同期信号リソースの位置に基づいて、
前記発見信号リソースの位置を識別する。
【００１０】
　第２の特徴に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて、直接的な端末間通信であ
るＤ２Ｄ通信をサポートする。前記移動通信システムにおいて利用可能な時間・周波数リ
ソースは、前記Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号が配置されるべき同期信号
リソースと、前記Ｄ２Ｄ通信に係る近傍端末発見用の信号であるＤ２Ｄ発見信号が配置さ
れるべき発見信号リソースと、を含む。前記ユーザ端末は、前記Ｄ２Ｄ同期信号を受信す
る受信部と、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている前記同期信号リソースの位置
に基づいて、前記発見信号リソースの位置を識別する制御部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態乃至第５実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。
【図２】第１実施形態乃至第５実施形態に係るＵＥのブロック図である。
【図３】第１実施形態乃至第５実施形態に係るｅＮＢのブロック図である。
【図４】第１実施形態乃至第５実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタッ
ク図である。
【図５】第１実施形態乃至第５実施形態に係る無線フレームの構成図である。
【図６】第１実施形態乃至第５実施形態に係るＤ２Ｄ通信を説明するための図である。
【図７】第１実施形態に係る無線リソース（時間・周波数リソース）の構成を示す図であ
る。
【図８】第１実施形態に係るＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を示す図である。
【図９】第２実施形態に係る無線リソース（時間・周波数リソース）の構成を示す図であ
る。
【図１０】第２実施形態に係るＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を示す図である。
【図１１】第３実施形態に係るシステム構成を示す図である。
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【図１２】第３実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。
【図１３】第４実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。
【図１４】第５実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［実施形態の概要］
　第１実施形態乃至第５実施形態に係る移動通信システムは、直接的な端末間通信である
Ｄ２Ｄ通信をサポートするユーザ端末を有する。前記移動通信システムにおいて利用可能
な時間・周波数リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号が配置さ
れるべき同期信号リソースと、前記Ｄ２Ｄ通信に係る近傍端末発見用の信号であるＤ２Ｄ
発見信号が配置されるべき発見信号リソースと、を含む。前記Ｄ２Ｄ同期信号を受信した
前記ユーザ端末は、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている前記同期信号リソース
の位置に基づいて、前記発見信号リソースの位置を識別する。
【００１３】
　第１実施形態では、前記発見信号リソースの位置は、前記同期信号リソースの位置と関
連付けられている。
【００１４】
　第１実施形態では、前記発見信号リソースのサブチャネル数は、予め規定されたサブチ
ャネル数に設定される、又は、前記同期信号リソースのサブチャネル数と同じサブチャネ
ル数に設定される。
【００１５】
　第２実施形態では、前記移動通信システムにおいて利用可能な時間・周波数リソースは
、前記Ｄ２Ｄ発見信号に関する制御情報が配置されるべき制御情報リソースをさらに含む
。前記制御情報リソースの位置は、前記同期信号リソースの位置と関連付けられている。
前記制御情報は、前記発見信号リソースの位置及び前記Ｄ２Ｄ発見信号の伝送方式に関す
るパラメータを含む。前記Ｄ２Ｄ同期信号を受信した前記ユーザ端末は、当該受信したＤ
２Ｄ同期信号が配置されている前記同期信号リソースの位置に応じて前記制御情報を受信
し、かつ、当該受信した制御情報に含まれる前記パラメータに応じて前記発見信号リソー
スの位置及び前記Ｄ２Ｄ発見信号の伝送方式を識別する。
【００１６】
　第２実施形態では、前記制御情報リソースのサブチャネル数、又は前記パラメータが配
置されるリソースのサブチャネル数は、予め規定されたサブチャネル数に設定される、又
は、前記同期信号リソースのサブチャネル数と同じサブチャネル数に設定される。
【００１７】
　第３実施形態では、前記移動通信システムは、前記Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継を
行う能力を有する中継端末を有する。前記中継端末は、所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同
期信号を送信する。前記Ｄ２Ｄ同期信号を受信した前記ユーザ端末は、当該受信したＤ２
Ｄ同期信号の系列に基づいて、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信元が前記中継端末であるか否か
を判定する。
【００１８】
　第３実施形態では、前記中継端末は、前記データ中継の対象となるユーザ端末が存在す
ると判定した場合に限り、前記Ｄ２Ｄ発見信号を送信する。
【００１９】
　第３実施形態では、前記中継端末は、前記データ中継の対象となるユーザ端末が存在す
ると判定した場合には、前記所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を所定の送信間隔で
送信する。前記中継端末は、前記データ中継の対象となるユーザ端末が存在しないと判定
した場合には、前記所定の系列を有する前記Ｄ２Ｄ同期信号を、前記所定の送信間隔とは
異なる送信間隔で送信する。
【００２０】
　第３実施形態では、前記Ｄ２Ｄ同期信号に適用される前記所定の系列は、セルラ通信用
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の同期信号に適用される系列とは異なる系列である。
【００２１】
　第３実施形態では、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信元が前記中継端末であると判定した前記
ユーザ端末は、前記データ中継の開始を希望する場合に、前記識別した発見信号リソース
を使用して、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信元である前記中継端末に対して第１のＤ２Ｄ発見
信号を送信する。前記第１のＤ２Ｄ発見信号は、当該第１のＤ２Ｄ発見信号に対する応答
信号の送信を必要としない種類のＤ２Ｄ発見信号である。
【００２２】
　第３実施形態では、前記ユーザ端末から前記第１のＤ２Ｄ発見信号を受信した前記中継
端末は、前記発見信号リソースを使用して第２のＤ２Ｄ発見信号の送信を開始する。前記
第２のＤ２Ｄ発見信号は、当該第２のＤ２Ｄ発見信号に対する応答信号の送信を必要とす
る種類のＤ２Ｄ発見信号である。
【００２３】
　第３実施形態では、前記第２のＤ２Ｄ発見信号は、前記応答信号の送信に使用すべき時
間・周波数リソースを指定するための情報を含む。
【００２４】
　第３実施形態では、前記応答信号の送信に使用すべき時間・周波数リソースの位置は、
前記発見信号リソースの位置と関連付けられている。前記第２のＤ２Ｄ発見信号を受信し
た前記ユーザ端末は、前記第２のＤ２Ｄ発見信号が配置されている前記発見信号リソース
の位置に基づいて、前記応答信号の送信に使用すべき時間・周波数リソースの位置を識別
する。
【００２５】
　第４実施形態では、前記移動通信システムは、前記中継端末が接続するネットワークを
有する。前記中継端末は、前記ネットワークに接続する際に、前記データ中継を行う能力
を有する旨の能力通知を前記ネットワークに送信する。
【００２６】
　第４実施形態では、前記能力通知を受信した前記ネットワークは、通常の測定構成とは
別に、前記中継端末用の測定構成を前記中継端末に通知する。前記中継端末用の測定構成
は、イベントトリガ型の測定報告を指定するものである。
【００２７】
　第４実施形態では、前記中継端末は、前記ネットワークに対して送信する前記測定報告
に、前記中継端末の地理的位置を識別するための位置情報を含める。
【００２８】
　第３実施形態及び第４実施形態では、前記ネットワークは、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信
開始を前記中継端末に対して要求する。前記中継端末は、前記ネットワークからの要求に
応じて前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信を開始する。
【００２９】
　第５実施形態では、前記中継端末用の測定構成をブロードキャストで前記中継端末に通
知するネットワークを有する。
【００３０】
　第５実施形態では、前記中継端末用の測定構成は、サービングセルからの無線強度の閾
値及び／又は隣接セルからの無線強度の閾値を含む。前記中継端末は、測定した無線強度
が前記閾値に到達した場合に、他の中継端末が送信するＤ２Ｄ同期信号又はＤ２Ｄ発見信
号の監視を開始する。前記中継端末は、前記監視により周囲に他の中継端末が存在しない
と判断した場合に、前記Ｄ２Ｄ同期信号の送信を開始する。
【００３１】
　第３実施形態乃至第５実施形態では、前記中継端末は、前記ネットワークから割り当て
られた前記発見信号リソースに基づいて前記同期信号リソースを識別する、又は、前記ネ
ットワークから割り当てられた前記同期信号リソースに基づいて前記発見信号リソースを
識別する。
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【００３２】
　第１実施形態乃至第５実施形態に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて、直接
的な端末間通信であるＤ２Ｄ通信をサポートする。前記移動通信システムにおいて利用可
能な時間・周波数リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号が配置
されるべき同期信号リソースと、前記Ｄ２Ｄ通信に係る近傍端末発見用の信号であるＤ２
Ｄ発見信号が配置されるべき発見信号リソースと、を含む。前記ユーザ端末は、前記Ｄ２
Ｄ同期信号を受信する受信部と、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている前記同期
信号リソースの位置に基づいて、前記発見信号リソースの位置を識別する制御部と、を備
える。
【００３３】
　［第１実施形態］
　以下において、本発明をＬＴＥシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
【００３４】
　（システム構成）
　図１は、第１実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。図１に示すように、第１
実施形態に係るＬＴＥシステムは、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０、及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ｃｏｒｅ）２０を備える。
【００３５】
　ＵＥ１００は、ユーザ端末に相当する。ＵＥ１００は、移動型の通信装置であり、接続
先のセル（サービングセル）との無線通信を行う。ＵＥ１００の構成については後述する
。
【００３６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、無線アクセスネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は
、ｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む。ｅＮＢ２００は、基地局に相
当する。ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２０
０の構成については後述する。
【００３７】
　ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したＵＥ１
００との無線通信を行う。ｅＮＢ２００は、無線リソース管理（ＲＲＭ）機能、ユーザデ
ータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能など
を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、Ｕ
Ｅ１００との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
【００３８】
　ＥＰＣ２０は、コアネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０によ
りＬＴＥシステムのネットワークが構成される。ＥＰＣ２０は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａ
ｙ）３００を含む。ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御などを行う。Ｓ－
ＧＷは、ユーザデータの転送制御を行う。ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００は、Ｓ１インターフェ
イスを介してｅＮＢ２００と接続される。
【００３９】
　図２は、ＵＥ１００のブロック図である。図２に示すように、ＵＥ１００は、複数のア
ンテナ１０１、無線送受信機１１０、ユーザインターフェイス１２０、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１３０、バ
ッテリ１４０、メモリ１５０、及びプロセッサ１６０を備える。メモリ１５０及びプロセ
ッサ１６０は、制御部を構成する。ＵＥ１００は、ＧＮＳＳ受信機１３０を有していなく
てもよい。また、メモリ１５０をプロセッサ１６０と一体化し、このセット（すなわち、
チップセット）をプロセッサ１６０’としてもよい。
【００４０】
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　アンテナ１０１及び無線送受信機１１０は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受
信機１１０は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に
変換してアンテナ１０１から送信する。また、無線送受信機１１０は、アンテナ１０１が
受信する無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換してプロセッサ１６０に出力す
る。
【００４１】
　ユーザインターフェイス１２０は、ＵＥ１００を所持するユーザとのインターフェイス
であり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザ
インターフェイス１２０は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号を
プロセッサ１６０に出力する。ＧＮＳＳ受信機１３０は、ＵＥ１００の地理的な位置を示
す位置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をプロセッサ１６０に
出力する。バッテリ１４０は、ＵＥ１００の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
【００４２】
　メモリ１５０は、プロセッサ１６０により実行されるプログラム、及びプロセッサ１６
０による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ１６０は、ベースバンド信号の変
調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ１５０に記憶さ
れるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含む。プロセッサ１６０は、さらに、音声・映像信号の符号化・
復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ１６０は、後述する各種の処理及び各
種の通信プロトコルを実行する。
【００４３】
　図３は、ｅＮＢ２００のブロック図である。図３に示すように、ｅＮＢ２００は、アン
テナ２０１、無線送受信機２１０、ネットワークインターフェイス２２０、メモリ２３０
、及びプロセッサ２４０を備える。メモリ２３０及びプロセッサ２４０は、制御部を構成
する。メモリ２３０をプロセッサ２４０と一体化し、このセット（すなわち、チップセッ
ト）をプロセッサとしてもよい。
【００４４】
　アンテナ２０１及び無線送受信機２１０は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受
信機２１０は、プロセッサ２４０が出力するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に
変換してアンテナ２０１から送信する。また、無線送受信機２１０は、アンテナ２０１が
受信する無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換してプロセッサ２４０に出力す
る。
【００４５】
　ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００と接続される。
ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１イ
ンターフェイス上で行う通信に用いられる。
【００４６】
　メモリ２３０は、プロセッサ２４０により実行されるプログラム、及びプロセッサ２４
０による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ２４０は、ベースバンド信号の変
調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ２３０に記憶さ
れるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ２４０は、後
述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００４７】
　図４は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図４に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されており、第１層は物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
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ｒｏｌ）層を含む。
【００４８】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００４９】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、及びハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理
などを行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との間では、トランスポー
トチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２００のＭＡＣ層は
、上下リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符
号化方式）、ＵＥ１００への割当リソースブロックを決定（スケジューリング）するケジ
ューラを含む。
【００５０】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
ユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００５１】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００５２】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のための制御信号（ＲＲＣメッセージ
）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネ
ル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅＮ
Ｂ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００は接続状態（ＲＲ
Ｃ接続状態）であり、そうでない場合、ＵＥ１００はアイドル状態（ＲＲＣアイドル状態
）である。
【００５３】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理などを行う。
【００５４】
　図５は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムは
、下りリンク（ＤＬ）にはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンク（ＵＬ）にはＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。
【００５５】
　図５に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの
長さは１ｍｓであり、各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数
方向に複数個のリソースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。
各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。１つのサブキャリア
及び１つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。
【００５６】
　ＵＥ１００に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロック
により構成され、時間リソースはサブフレーム（又はスロット）により構成される。
【００５７】
　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御
信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として使用される領域
である。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクユーザデータを伝送する
ための物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）として使用できる領域である。
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【００５８】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク
制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）として使用される
領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクユーザデータを伝送
するための物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）として使用できる領域である。
【００５９】
　（Ｄ２Ｄ通信）
　第１実施形態に係るＬＴＥシステムは、直接的な端末間通信（ＵＥ間通信）であるＤ２
Ｄ通信をサポートする。図６は、第１実施形態に係るＤ２Ｄ通信を説明するための図であ
る。
【００６０】
　ここでは、Ｄ２Ｄ通信を、ＬＴＥシステムの通常の通信であるセルラ通信と比較して説
明する。セルラ通信は、データパスがネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０、ＥＰＣ２０）
を経由する通信形態である。データパスとは、ユーザデータの伝送経路である。
【００６１】
　これに対し、図６に示すように、Ｄ２Ｄ通信は、ＵＥ間に設定されるデータパスがネッ
トワークを経由しない通信形態である。相互に近接する複数のＵＥ１００（ＵＥ１００－
１及びＵＥ１００－２）は、低送信電力で直接的に無線通信を行う。Ｄ２Ｄ通信の周波数
帯は、セルラ通信の周波数帯と共用されてもよく、セルラ通信の周波数帯と異なる周波数
帯であってもよい。
【００６２】
　第１実施形態では、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２のそれぞれは、近傍発見手順（
以下、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ手順」という）により相手ＵＥを認識する。Ｄｉｓｃｏｖｅ
ｒｙ手順は、近傍端末との同期を確立した上で、近傍端末を識別（発見）する手順である
。第１実施形態に係るＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順については後述する。
【００６３】
　Ｄ２Ｄ通信を行うＵＥ群は、クラスタと称されることがある。クラスタを形成する全Ｕ
Ｅ１００がセルカバレッジ内に位置するケースを「Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅ」という。ク
ラスタを形成する全ＵＥ１００がセルカバレッジ外に位置するケースを「Ｏｕｔ　ｏｆ　
ｃｏｖｅｒａｇｅ」という。クラスタのうち一部のＵＥ１００がセルカバレッジ内に位置
し、残りのＵＥ１００がセルカバレッジ外に位置するケースを「Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖ
ｅｒａｇｅ」という。
【００６４】
　このように、Ｄ２Ｄ通信では、クラスタ内の複数のＵＥ１００が低送信電力で直接的に
無線通信を行うことにより、セルラ通信と比べて、ＵＥ１００の消費電力を削減し、かつ
、隣接セルへの干渉を低減できる。
【００６５】
　（第１実施形態に係る動作）
　次に、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を効率的に行うための第１実施形態に係る動作について
説明する。第１実施形態では、主としてＯｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ又はＰａｒｔｉ
ａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースを想定するが、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースであっ
てもよい。
【００６６】
　図７は、第１実施形態に係る無線リソース（時間・周波数リソース）の構成を示す図で
ある。第１実施形態では、Ｄ２Ｄ通信にＳＣ－ＦＤＭＡが適用されるケースを想定するが
、ＯＦＤＭＡなどの他の方式が適用されてもよい。
【００６７】
　図７に示すように、ＬＴＥシステムにおいて利用可能な時間・周波数リソースは、Ｄ２
Ｄ通信用の同期信号であるＤ２Ｄ同期信号が配置されるべき同期信号リソースと、Ｄ２Ｄ
通信に係る近傍端末発見用の信号であるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号が配置されるべきＤｉｓ
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ｃｏｖｅｒｙ信号リソースと、を含む。Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号はＤ２Ｄ発見信号に相当
し、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースは発見信号リソースに相当する。
【００６８】
　Ｄ２Ｄ同期信号は、ベースとなる直交系列にサイクリックシフト量を適用して得られた
系列を有する。Ｄ２Ｄ同期信号は、プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号を含んで
もよい。Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は、伝送情報（メッセージ）を含む信号である。Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒｙ信号は、当該Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の送信元の識別子を含むことが好まし
い。但し、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は、上述したような系列のみからなる信号であっても
よい。
【００６９】
　同期信号リソースは、所定数のサブチャネル及び所定数のシンボルにより構成される。
サブチャネルは、周波数方向におけるリソース単位であって、複数のサブキャリアにより
構成される。サブチャネルは、リソースブロックに相当する。また、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
信号リソースは、所定数のサブチャネル及び所定数のシンボルにより構成される。
【００７０】
　第１実施形態では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置は、同期信号リソースの位
置と関連付けられている。図７の例では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースは、時間方向
において、同期信号リソースとの間に所定の間隔をおいて設けられている。なお、同期信
号リソースとＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースとは、時間方向において（所定の間隔を置
かずに）連続して設けられてもよい。或いは、同期信号リソースとＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信
号リソースとが同じ無線リソース内に設けられてもよい。
【００７１】
　また、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースは、周波数方向において同期信号リソースと重
複する位置に設けられてもよいし、重複しない位置に設けられていてもよい。図７におい
て、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース１の位置は、同期信号リソース１の位置と関連付け
られ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース２の位置は、同期信号リソース２の位置と関連付
けられているケースが、周波数方向においてＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースと同期信号
リソースとが重複するケースである。一方、同期信号リソース１１とＤｉｓｃｏｖｅｒｙ
信号リソース１１とが関連付けられているケースが、周波数方向においてＤｉｓｃｏｖｅ
ｒｙ信号リソースと同期信号リソースとが重複しないケースである。なお、Ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒｙ信号リソース１０は、図示されていない同期信号リソースと関連付けられ、同期信
号リソース１２は、図示されていないＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースと関連付けられて
いる。このように、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース及び同期信号リソースの相対的な位
置関係は、予め規定されている。
【００７２】
　第１実施形態では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースのサブチャネル数は、予め規定さ
れたサブチャネル数に設定される。例えば、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースのサブチャ
ネル数は固定である。
【００７３】
　或いは、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースのサブチャネル数は、同期信号リソースのサ
ブチャネル数と同じサブチャネル数に設定される。例えば、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソ
ースのサブチャネル数は、同期信号リソースのサブチャネル数に応じて可変である。Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースは、サブチャネル数が同期信号リソースと同じであればよく
、サブキャリア数が同期信号リソースと異なっていてもよい。
【００７４】
　図８は、第１実施形態に係るＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を示す図である。図８の初期状態
では、ＵＥ１００－１とＵＥ１００－２との間で同期がとられていない。
【００７５】
　図８に示すように、ＵＥ１００－１は、同期信号リソースを使用してＤ２Ｄ同期信号を
送信し、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを使用してＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を送信する



(12) JP 6328132 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

。
【００７６】
　ステップＳ１０１において、ＵＥ１００－２は、例えばセルラ通信のセルサーチと同様
の方法でＤ２Ｄ同期信号のサーチを行い、Ｄ２Ｄ同期信号の受信を試みる。Ｄ２Ｄ同期信
号の受信に成功したＵＥ１００－２は、Ｄ２Ｄ同期信号の送信元（ＵＥ１００－１）との
同期をとることができる。
【００７７】
　ＵＥ１００－２は、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている同期信号リソースの
位置に基づいて、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置を識別する。上述したように、
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置は、同期信号リソースの位置と関連付けられてい
る。よって、ＵＥ１００－２は、同期信号リソースの位置に基づいて、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ信号リソースの位置を一意に識別できる。
【００７８】
　ステップＳ１０２において、ＵＥ１００－２は、識別したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソ
ースについてＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号のサーチを行い、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の受信を
試みる。これにより、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１から送信されるＤｉｓｃｏｖｅ
ｒｙ信号を受信し、当該受信したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号に基づいてＵＥ１００－１を認
識できる。
【００７９】
　上述したように、第１実施形態では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置は、同期
信号リソースの位置と関連付けられている。ＵＥ１００－２は、受信したＤ２Ｄ同期信号
が配置されている同期信号リソースの位置に基づいて、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース
の位置を識別する。これにより、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置を示す情報を別
途ＵＥ１００－２に通知しなくても、ＵＥ１００－２がＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース
の位置を識別できる。従って、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を効率的に行うことができる。
【００８０】
　［第２実施形態］
　第２実施形態について、第１実施形態との相違点を主として説明する。第２実施形態は
、システム構成については第１実施形態と同様である。
【００８１】
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を効率的に行うための第２実施形態に係る動作について説明す
る。第２実施形態では、主としてＯｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ又はＰａｒｔｉａｌ　
ｃｏｖｅｒａｇｅのケースを想定するが、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースであってもよ
い。
【００８２】
　図９は、第２実施形態に係る無線リソース（時間・周波数リソース）の構成を示す図で
ある。ここでは、第１実施形態との相違点を説明する。
【００８３】
　図９に示すように、第２実施形態では、ＬＴＥシステムにおいて利用可能な時間・周波
数リソースは、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号に関する制御情報（以下、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
制御情報」という）が配置されるべき制御情報リソースをさらに含む。制御情報リソース
は、所定数のサブチャネル及び所定数のシンボルにより構成される。
【００８４】
　第２実施形態では、制御情報リソースの位置は、同期信号リソースの位置と関連付けら
れている。図９の例では、制御情報リソースは、時間方向において、同期信号リソースと
の間に所定の間隔をおいて設けられている。なお、同期信号リソースと制御情報リソース
とは、時間方向において（所定の間隔を置かずに）連続して設けられてもよい。或いは、
同期信号リソースと制御情報リソースとが同じ無線リソース内に設けられてもよい。
【００８５】
　また、制御情報リソースは、周波数方向において同期信号リソースと重複する位置に設
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けられている。なお、制御情報リソースは、周波数方向において同期信号リソースと重複
しない位置に設けられていてもよい。このように、制御情報リソース及び同期信号リソー
スの相対的な位置関係は、予め規定されている。
【００８６】
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置に関するパラ
メータ及びＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の伝送方式に関するパラメータを含む。
【００８７】
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置に関するパラメータとは、例えばＤｉｓｃｏｖ
ｅｒｙ信号リソースを構成するサブチャネル番号及びシンボル番号である。或いは、当該
パラメータは、送信リソースランダマイズ用のパラメータを含んでもよい。送信リソース
ランダマイズ用のパラメータとは、例えば周波数ホッピング用パラメータ、時間方向にラ
ンダマイズするパラメータ、電力をランダマイズするパラメータなどである。
【００８８】
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの伝送方式に関するパラメータとは、例えば、送信デ
ータランダマイズ用のパラメータ（暗号化パラメータなど）、変調方式・符号化率（ＭＣ
Ｓ）に関するパラメータ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の送信電力に関するパラメータ、Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙ信号に含まれる参照信号系列に関するパラメータ、サイクリックプリフィ
ックス（ＣＰ）長に関するパラメータ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号のフォーマット（ビット
長など）に関するパラメータなどである。
【００８９】
　制御情報リソースのサブチャネル数は、予め規定されたサブチャネル数に設定される。
例えば、制御情報リソースのサブチャネル数は固定である。
【００９０】
　或いは、制御情報リソースのサブチャネル数は、同期信号リソースのサブチャネル数と
同じサブチャネル数に設定される。例えば、制御情報リソースのサブチャネル数は、同期
信号リソースのサブチャネル数に応じて可変である。制御情報リソースは、サブチャネル
数が同期信号リソースと同じであればよく、サブキャリア数が同期信号リソースと異なっ
ていてもよい。
【００９１】
　第２実施形態では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースのサブチャネル数は、Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ信号リソースの位置に関するパラメータに応じて設定されてもよい。この場合、
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースのサブチャネル数は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソース
の位置に関するパラメータに応じて可変である。
【００９２】
　図１０は、第２実施形態に係るＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を示す図である。図１０の初期
状態では、ＵＥ１００－１とＵＥ１００－２との間で同期がとられていない。
【００９３】
　図１０に示すように、ＵＥ１００－１は、同期信号リソースを使用してＤ２Ｄ同期信号
を送信し、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを使用してＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を送信す
る。
【００９４】
　ステップＳ２０１において、ＵＥ１００－２は、例えばセルラ通信のセルサーチと同様
の方法でＤ２Ｄ同期信号のサーチを行い、Ｄ２Ｄ同期信号の受信を試みる。Ｄ２Ｄ同期信
号の受信に成功したＵＥ１００－２は、Ｄ２Ｄ同期信号の送信元（ＵＥ１００－１）との
同期をとることができる。
【００９５】
　ＵＥ１００－２は、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている同期信号リソースの
位置に基づいて、制御情報リソースの位置を識別する。上述したように、制御情報リソー
スの位置は、同期信号リソースの位置と関連付けられている。よって、ＵＥ１００－２は
、同期信号リソースの位置に基づいて、制御情報リソースの位置を一意に識別できる。
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【００９６】
　ステップＳ２０２において、ＵＥ１００－２は、識別した制御情報リソースについてＤ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報のサーチを行い、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報の受信を試みる
。これにより、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１から送信されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ制
御情報を受信し、当該受信したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報に含まれるパラメータに応じ
てＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置及びＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の伝送方式を識別
できる。
【００９７】
　ステップＳ２０３において、ＵＥ１００－２は、識別したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソ
ースについて、識別した伝送方式で伝送されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号のサーチを行い、
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の受信を試みる。これにより、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－
１から送信されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を受信し、当該受信したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信
号に基づいてＵＥ１００－１を認識できる。
【００９８】
　上述したように、第２実施形態では、制御情報リソースの位置は、同期信号リソースの
位置と関連付けられている。ＵＥ１００－２は、受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されてい
る同期信号リソースの位置に基づいて、制御情報リソースの位置を識別する。これにより
、制御情報リソースの位置を示す情報を別途ＵＥ１００－２に通知しなくても、ＵＥ１０
０－２が制御情報リソースの位置を識別し、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報を受信できる。
従って、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ手順を効率的に行うことができる。
【００９９】
　［第３実施形態］
　第３実施形態について、第１実施形態及び第２実施形態との相違点を主として説明する
。
【０１００】
　（第３実施形態に係るシステム構成）
　図１１は、第３実施形態に係るシステム構成を示す図である。図１１に示すように、第
３実施形態に係るＬＴＥシステムは、Ｄ２Ｄ通信を利用してデータ中継（以下、「Ｄ２Ｄ
　Ｒｅｌａｙ」という）を行う能力を有するＲＵＥ（Ｒｅｌａｙ　ｃａｐａｂｌｅ　ＵＥ
）１００－１を有する。ＲＵＥ１００－１は中継端末に相当する。
【０１０１】
　ＲＵＥ１００－１はセルカバレッジ内に位置し、ＵＥ１００－２はセルカバレッジ外に
位置する。ＲＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００とのセルラ通信を行いながら、ＵＥ１００
－２とのＤ２Ｄ通信を行うことにより、ＵＥ１００－２とｅＮＢ２００との間で送受信さ
れるデータを中継する。これにより、セルカバレッジ外のＵＥ１００－２であっても、ネ
ットワークとの通信を行うことができる。
【０１０２】
　図１１の例では、ＲＵＥ１００－１は車両に搭載されている。ＲＵＥ１００－１は、車
両の移動に伴って移動する。すなわち、ＲＵＥ１００－１は移動型の中継端末である。
【０１０３】
　ＲＵＥ１００－１には、ｅＮＢ２００からＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースが割り当て
られる。Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースは同期信号リソースと関連付けられている場合
に、ＲＵＥ１００－１は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースに基づいて同期信号リソース
を識別する。
【０１０４】
　或いは、ＲＵＥ１００－１には、ｅＮＢ２００から同期信号リソースが割り当てられる
。ＲＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００から割り当てられた同期信号リソースに基づいてＤ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを識別する。
【０１０５】
　（第３実施形態に係る動作）
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　図１２は、第３実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。図１２の初期状態にお
いて、ＲＵＥ１００－１はｅＮＢ２００との接続を確立しており、ＵＥ１００－２はセル
カバレッジ外に位置する。
【０１０６】
　図１２に示すように、ステップＳ３０１において、ｅＮＢ２００は、測定構成（Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇ）をＲＵＥ１００－１に送信する。測定構成を受信した
ＲＵＥ１００－１は、当該受信した測定構成に従って測定を行う。
【０１０７】
　ステップＳ３０２において、ＲＵＥ１００－１は、測定結果を含む測定報告（Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）をｅＮＢ２００に送信する。測定報告を受信したｅＮＢ
２００は、当該受信した測定報告に基づいて、ＲＵＥ１００－１によるＤ２Ｄ同期信号の
送信を開始させるか否かを判定する。ここでは、ＲＵＥ１００－１によるＤ２Ｄ同期信号
の送信を開始させると判定したと仮定して、説明を進める。なお、ステップＳ３０１及び
Ｓ３０２の詳細については第４実施形態で説明する。
【０１０８】
　ステップＳ３０３において、ｅＮＢ２００は、Ｄ２Ｄ同期信号の送信開始をＲＵＥ１０
０－１に対して要求する。当該要求は、ＲＵＥ１００－１に割り当てるＤｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ信号リソースの情報を含んでもよい。ＲＵＥ１００－１は、当該要求に応じてＤ２Ｄ同
期信号の送信を開始する。なお、ＲＵＥ１００－１は、Ｄ２Ｄ同期信号の送信を開始して
も、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の送信を直ぐには開始しない。具体的には、ＲＵＥ１００－
１は、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙの対象となるＵＥ１００－２が存在すると判定した場合に限り
、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号（後述する第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号に相当）を送信する
。これにより、ＲＵＥ１００－１の消費電力の削減及び干渉の削減を図ることができる。
【０１０９】
　ステップＳ３０４において、ＲＵＥ１００－１は、所定の系列を有するＤ２Ｄ同期信号
を送信する。Ｄ２Ｄ同期信号に適用される系列（所定の系列）は、セルラ通信用の同期信
号に適用される系列とは異なる系列である。セルラ通信用の同期信号とは、プライマリ同
期信号（ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）である。また、ＲＵＥ１００－１が
送信するＤ２Ｄ同期信号に適用される系列（所定の系列）は、通常のＵＥが送信するＤ２
Ｄ同期信号に適用される系列とは異なる系列であることが好ましい。このように、第３実
施形態では、ＲＵＥ１００－１が送信するＤ２Ｄ同期信号は、当該Ｄ２Ｄ同期信号の送信
元がＤ２Ｄ　Ｒｅｌａｙ能力を有していることを識別可能に構成される。
【０１１０】
　Ｄ２Ｄ同期信号を受信したＵＥ１００－２は、当該受信したＤ２Ｄ同期信号の系列に基
づいて、ＲＵＥ用Ｄ２Ｄ同期信号の送信元がＤ２Ｄ　Ｒｅｌａｙ能力を有するか否かを判
定する。また、ＵＥ１００－２は、当該受信したＤ２Ｄ同期信号が配置されている同期信
号リソースの位置に基づいて、第１実施形態又は第２実施形態の方法によりＤｉｓｃｏｖ
ｅｒｙ信号リソースの位置を識別する。ＵＥ１００－２は、識別したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ
信号リソースにおいてＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号（後述する第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号
に相当）をサーチするが、この時点ではＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は検知されない。
【０１１１】
　ステップＳ３０５において、Ｄ２Ｄ同期信号の送信元がＤ２Ｄ　Ｒｅｌａｙ能力を有す
ると判定したＵＥ１００－２は、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙの開始を希望する場合に、識別した
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを使用して、Ｄ２Ｄ同期信号の送信元であるＲＵＥ１０
０－１に対して第１のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を送信する。第１のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信
号は、当該第１のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号に対する応答信号（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信
号）の送信を必要としない種類（ＰＵＳＨモード）のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号である。な
お、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の種類は、ＲＲＣ層よりも上位層（例えばＮＡＳ層）におい
て判断できる。
【０１１２】
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　ステップＳ３０６において、ＵＥ１００－２から第１のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を受信
したＲＵＥ１００－１は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを使用して第２のＤｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ信号の送信を開始する。第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は、当該第２のＤｉｓｃ
ｏｖｅｒｙ信号に対する応答信号（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号）の送信を必要とする種
類（ＰＵＬＬモード）のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号である。なお、第２のＤｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ信号の送信が開始された後は、ＵＥ１００－２以外のＵＥは、ＲＵＥ１００－１からＤ
２Ｄ同期信号及び第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を受信することにより、第１のＤｉｓｃ
ｏｖｅｒｙ信号をＲＵＥ１００－１に送信することなく、Ｄ２Ｄ応答信号をＲＵＥ１００
－１に送信可能である。
【０１１３】
　第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号の送信に使用すべき時
間・周波数リソース（以下、「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号リソース」という）を指定す
るための情報を含む。第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を受信したＵＥ１００－２は、当該
情報によりＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースの位置を識別する。
【０１１４】
　或いは、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号リソースの位置は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソ
ースの位置と関連付けられている。第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を受信したＵＥ１００
－２は、第２のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号が配置されているＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソー
スの位置に基づいて、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号リソースの位置を識別する。
【０１１５】
　ステップＳ３０７において、ＵＥ１００－２は、識別したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号
リソースを使用してＤｉｓｃｏｖｅｒｙ応答信号をＲＵＥ１００－１に送信する。これに
より、ＵＥ１００－２とＲＵＥ１００－１との間でＤｉｓｃｏｖｅｒｙ手順が完了する。
【０１１６】
　ステップＳ３０８において、ＲＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００とのセルラ通信を行い
ながら、ＵＥ１００－２とのＤ２Ｄ通信を行うことにより、ＵＥ１００－２とｅＮＢ２０
０との間で送受信されるデータを中継する。
【０１１７】
　なお、ＲＵＥ１００－１は、第１のＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の受信により、Ｄ２Ｄ　Ｒ
ｅｌａｙの対象となるＵＥ１００－２が存在すると判定する。ＲＵＥ１００－１は、Ｄ２
Ｄ　Ｒｅｌａｙの対象となるＵＥ１００－２が存在すると判定した場合に、Ｄ２Ｄ同期信
号を所定の送信間隔で送信する。一方、ＲＵＥ１００－１は、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙの対象
となるＵＥ１００－２が存在しないと判定した場合に、Ｄ２Ｄ同期信号を、当該所定の送
信間隔とは異なる送信間隔で送信する。このように、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙの対象となるＵ
Ｅ１００－２を検知する前と後とでＤ２Ｄ同期信号の送信間隔を異ならせる。例えば、Ｄ
２Ｄ　Ｒｅｌａｙの対象となるＵＥ１００－２を検知した後は、当該検知の前に比べてＤ
２Ｄ同期信号の送信間隔を狭くすることにより、当該検知の前におけるＲＵＥ１００－１
の消費電力の削減及び干渉の削減を図ることができる。
【０１１８】
　第３実施形態によれば、ＲＵＥ１００－１が存在する場合において効率的なＤｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ手順を実現できる。
【０１１９】
　［第４実施形態］
　第４実施形態について、第１実施形態乃至第３実施形態との相違点を主として説明する
。第４実施形態は、システム構成については第３実施形態と同様である。第４実施形態で
は、ｅＮＢ２００とＲＵＥ１００－１との間のシーケンスに着目して説明する。
【０１２０】
　図１３は、第４実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。図１３の初期状態にお
いて、ＲＵＥ１００－１はｅＮＢ２００との接続を確立していない。
【０１２１】
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　ステップＳ４０１において、ＲＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００との接続を確立する。
ＲＵＥ１００－１は、ネットワークに接続する際に、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙを行う能力を有
する旨の能力通知をネットワークに送信する（ステップＳ４０２）。
【０１２２】
　ステップＳ４０３において、当該能力通知を受信したｅＮＢ２００は、通常の測定構成
１をＲＵＥ１００－１に通知する。通常の測定構成１は、モビリティ制御のための測定報
告に対応する測定構成である。通常の測定構成１は、周期的な測定報告を指定するもので
あってもよい。
【０１２３】
　ステップＳ４０４において、ｅＮＢ２００は、ＲＵＥ用の測定構成２をＲＵＥ１００－
１に通知する。ＲＵＥ用の測定構成２は、Ｄ２Ｄ　Ｒｅｌａｙ能力を有していると識別可
能なＤ２Ｄ同期信号の送信を開始させるか否かを判定するための測定報告に対応する測定
構成であって、イベントトリガ型の測定報告を指定するものである。例えば、「サービン
グセルからの電波強度が閾値以下であって、かつ隣接セルからの電波強度も閾値以下」と
いうトリガ種別（イベント）が指定される。
【０１２４】
　ステップＳ４０５において、ＲＵＥ１００－１は、ＲＵＥ用の測定構成２に基づいて、
例えばサービングセルからの電波強度が閾値以下であって、かつ隣接セルからの電波強度
も閾値以下である場合に、測定報告をｅＮＢ２００に送信する。測定報告は、サービング
セル及び隣接セルのそれぞれの測定結果（参照信号受信電力など）を含む。また、測定報
告は、ＲＵＥ１００－１の地理的位置を識別するための位置情報を含んでもよい。位置情
報は、ＧＮＳＳ位置情報に限らず、ＲＦ　ｆｉｎｇｅｒ　ｐｒｉｎｔ及び／又はＡｏＡ（
Ａｎｇｌｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）情報などの情報であってもよい。
【０１２５】
　測定報告を受信したｅＮＢ２００は、当該受信した測定報告に基づいて、Ｄ２Ｄ　Ｒｅ
ｌａｙ能力を有していると識別可能なＤ２Ｄ同期信号の送信をＲＵＥ１００－１に開始さ
せるか否かを判定する。例えば、サービングセル及び隣接セルのそれぞれの測定結果から
、ＲＵＥ１００－１がセルカバレッジの中心領域以外の領域（外側領域）に位置すると見
なすことができる場合に、当該Ｄ２Ｄ同期信号の送信をＲＵＥ１００－１に開始させると
判定する。また、ｅＮＢ２００は、複数のＲＵＥ１００－１から測定報告を受信する場合
には、測定報告に含まれる位置情報を考慮に入れてもよい。例えば、外側領域に位置する
と見なされるＲＵＥ１００－１が複数存在する場合で、これらのＲＵＥ１００－１が近接
している場合には、外側領域に位置する何れかのＲＵＥ１００－１にのみ当該Ｄ２Ｄ同期
信号の送信を開始させると判定する。
【０１２６】
　ステップＳ４０６において、ｅＮＢ２００は、当該Ｄ２Ｄ同期信号の送信を開始させる
と判定されたＲＵＥ１００－１に対して、当該Ｄ２Ｄ同期信号の送信要求を送信する。
【０１２７】
　第４実施形態によれば、適切なＲＵＥ１００－１に対してＤ２Ｄ　Ｒｅｌａｙを行わせ
るように制御できる。
【０１２８】
　［第５実施形態］
　第５実施形態について、第１実施形態乃至第４実施形態との相違点を主として説明する
。第４実施形態は、システム構成については第３実施形態と同様である。第５実施形態は
、第４実施形態に係る動作の変更例に関する。
【０１２９】
　図１４は、第５実施形態に係る動作を示すシーケンス図である。図１４の初期状態にお
いて、ＲＵＥ１００－１はｅＮＢ２００との接続を確立していない。すなわち、ＲＵＥ１
００－１はアイドル状態である。
【０１３０】
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　図１４に示すように、第５実施形態では、ｅＮＢ２００は、ＲＵＥ用の測定構成をブロ
ードキャストでＲＵＥ１００－１に通知する。このようなブロードキャストにより、アイ
ドル状態のＲＵＥ１００－１であってもＲＵＥ用の測定構成を取得できる。
【０１３１】
　ＲＵＥ用の測定構成は、サービングセルからの無線強度の閾値及び／又は隣接セルから
の無線強度の閾値を含む。これらの閾値としては、例えばＲＵＥが外側領域に位置すると
見なされる程度の無線強度の値が設定される。
【０１３２】
　ステップＳ５０２において、ＲＵＥ１００－１は、測定した無線強度が閾値に到達した
場合に、他のＲＵＥが送信するＤ２Ｄ同期信号又はＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の監視を開始
する。そして、ＲＵＥ１００－１は、監視により周囲に他のＲＵＥが存在しないと判断し
た場合に、Ｄ２Ｄ同期信号の送信を開始する（ステップＳ５０３）。
【０１３３】
　第５実施形態によれば、第４実施形態と同様に、適切なＲＵＥ１００－１に対してＤ２
Ｄ　Ｒｅｌａｙを行わせるように制御できる。
【０１３４】
　［その他の実施形態］
　上述した第１実施形態及び第２実施形態では、主としてＯｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇ
ｅ又はＰａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースを想定していた。
【０１３５】
　しかしながら、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースにおいては、上述した第１実施形態を
次のように変更可能である。具体的には、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースにおいては、
Ｄ２Ｄ同期信号として、セルラ通信の同期信号（ＰＳＳ、ＳＳＳ）を利用できる。よって
、発見信号リソースの位置を、セルラ通信の同期信号リソースの位置と関連付けてもよい
。
【０１３６】
　また、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースにおいては、上述した第２実施形態を次のよう
に変更可能である。具体的には、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのケースにおいては、Ｄ２Ｄ同
期信号として、セルラ通信の同期信号（ＰＳＳ、ＳＳＳ）を利用できる。また、制御信号
リソースとして、セルラ通信のＰＢＣＨリソース（ＭＩＢ）又はＰＤＳＣＨリソース（Ｓ
ＩＢ）を利用できる。よって、セルラ通信のＰＢＣＨリソース（ＭＩＢ）又はＰＤＳＣＨ
リソース（ＳＩＢ）の位置をセルラ通信の同期信号リソースの位置と関連付けるとともに
、上述したＤｉｓｃｏｖｅｒｙ制御情報をＭＩＢ又はＳＩＢに含めてもよい。
【０１３７】
　上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが、
ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本発明を適
用してもよい。
【０１３８】
　［付記］
　（１）導入
　待ち時間や待ち時間内にＤｉｓｃｏｖｅｒｙ（近傍端末の発見）が成功する確率に関す
る要求と同様に、物理層で送信されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージにおいて見える必要
がある上位層ビット（ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｂｉｔｓ）に関する要求の明確化が求
められている。このため、適切なＤｉｓｃｏｖｅｒｙメカニズムをさらに検討すべきであ
る。いくつかの直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙメカニズムが提案され、いくつかの提案が合
意された。この付記では、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージ（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号に含
まれるメッセージ）及び直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙメカニズムに関する追加的な要求事
項について説明する。
【０１３９】
　（２）Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージに関する要求事項
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　直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙに関して、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅのためのＤ２Ｄ　Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙメカニズムに重点的に取り組むことが合意された。
【０１４０】
　一方で、以前の合意によれば、４つの全てのシナリオ（すなわち、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏ
ｖｅｒａｇｅ、Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ、Ｉｎ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ－Ｓｉｎｇ
ｌｅ－Ｃｅｌｌ（クラスタを形成する全ＵＥが単一のセル内に位置するシナリオ）、Ｉｎ
　Ｃｏｖｅｒａｇｅ－Ｍｕｌｔｉ－Ｃｅｌｌ（クラスタを形成する全ＵＥがセル内に位置
するが、クラスタを形成するＵＥが複数のセルに分かれているシナリオ））に関するＤ２
Ｄ直接通信を検討する必要がある。従って、直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙは、Ｉｎ　ｃｏ
ｖｅｒａｇｅに限定されるべきでなく、４つの全てのシナリオをサポートすべきである。
【０１４１】
　提案１：直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙ（近傍発見手順）は、４つの全てのシナリオ（す
なわち、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ、Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ、Ｉｎ　
Ｃｏｖｅｒａｇｅ－Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃｅｌｌ、Ｉｎ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ－Ｍｕｌｔｉ－Ｃ
ｅｌｌ）をサポートすべきである。
【０１４２】
　次に、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージの内容はシナリオ間で同じであるべきか異なるべ
きかという問題がある。標準化作業及び複雑さを減らすために、４つの全てのシナリオに
関して整理すべきである。さらに、ＵＥは、ＵＥ固有の識別子（UE specific identity）
を接続モードの間（すなわち、ＲＲＣ接続状態）でのみ取得できるので、ＵＥ固有の識別
子が、アクセス層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）レベルでＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセ
ージに含まれる必要があるかどうかを決めるべきである。また、下記提案４の下に表示さ
れた前提を考慮して、ＮＡＳメッセージが設計されるべきである。現在の前提は、Ｄ２Ｄ
近傍サービスに興味があるＵＥ（Ｄ２Ｄ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ　ＵＥ）は、ＮＡＳメッ
セージのみで（すなわち、ＡＳ補助情報なしで）互いにＤｉｓｃｏｖｅｒｙできなくては
ならないということである。
【０１４３】
　提案２：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージの内容は、４つの全てのシナリオで同じにすべ
きである。
【０１４４】
　提案３：アクセス層レベルでのＵＥ固有の識別子は、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージに
含まれない。
【０１４５】
　提案４：アクセス層の補助情報なしでＤｉｓｃｏｖｅｒｙ要求を達成するために、ＮＡ
Ｓメッセージを設計すべきである。また、必要なＮＡＳメッセージを伝達するために必要
なビット数が決められるべきである。
【０１４６】
　前提；
　　１．Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージの送信は、アイドルモード及び接続モード（Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄｅ）でサポートすべきである。
【０１４７】
　　２．ＵＥは、アイドル状態及び接続状態の間、Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージを受信
可能である。
【０１４８】
　　３．アクセス層でＰＵＳＨ及びＰＵＬＬモデルを区別する必要はない。（（必要性が
確認されたら、）他のＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージを受信した上でのＤｉｓｃｏｖｅｒ
ｙメッセージの送信トリガのメカニズムは、上位層（ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ）によっ
て実現可能であることを前提とする。）
　　４．アクセス層レベルでは、制限されていないＤｉｓｃｏｖｅｒｙ（ｏｐｅｎ　ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙ）と制限されたＤｉｓｃｏｖｅｒｙ（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｄｉｓｃｏ
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【０１４９】
　　５．（合意されれば、）アクセス層レベルでのＵＥ固有の識別子は、Ｄｉｓｃｏｖｅ
ｒｙメッセージに含まれない。
【０１５０】
　アクセス層でのＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージ長さに関して、他のＤ２Ｄ関連情報もＤ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ用のサブフレームで送信できるかどうかを検討すべきである。例えば、
Ｄ２Ｄ通信のために採用されるスケジューリングアーキテクチャにもよるが、Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ手順を介してそのようなＤ２Ｄ関連情報を取得できることは、Ｄ２Ｄ近傍サービ
スを行うＵＥやスケジューリングエンティティにとって有益な可能性がある。従って、ア
クセス層で提供される可能性があるＤ２Ｄ通信に必要な機能を検討すべきである。
【０１５１】
　提案５：他のＤ２Ｄ関連情報もＤｉｓｃｏｖｅｒｙ用のサブフレームで送信できるかど
うかを検討すべきである。
【０１５２】
　（３）直接的なＤｉｓｃｏｖｅｒｙメカニズムのための追加的な要求事項
　以下の合意がなされている。
【０１５３】
　・Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージの送信は、アイドルモード及び接続モードでサポート
すべきである。両方のモードで、ＵＥは、ＮＷ（ネットワーク）にＤｉｓｃｏｖｅｒｙメ
ッセージの送信を許可されることが必要である。ＮＷは、ＵＥがＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号
を送信してもよい送信モード（接続及び／又はアイドル）及びＤｉｓｃｏｖｅｒｙに関す
るリソースを管理する必要がある。詳細（Ｔｙｐｅ　１又はＴｙｐｅ　２、ＳｉＢ又は個
別（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ））は、今後の課題である。
【０１５４】
　この合意は、Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅシナリオにおいて、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃ
ｏｖｅｒａｇｅのＵＥにも適用されるべきである。Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅシ
ナリオでは、１以上のＵＥがＯｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅでありながら、１以上のＵ
Ｅは、ＮＷカバレッジ内にいてもよい。もしＮＷが、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　
ＵＥのＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号の送信を管理できない場合、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａ
ｇｅ　ＵＥは、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ＵＥがｅＮＢにセルラ送信を試みている間に、
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を送信する可能性がある。この条件下では、Ｉｎ　ｃｏｖｅｒａ
ｇｅ　ＵＥは、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ＵＥからのＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号を
受信できない可能性がある。その上、このＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号は、他のＵＥのＤ２Ｄ
通信及び／又はＤｉｓｃｏｖｅｒｙの試みに干渉を与えるかもしれない。従って、ＮＷは
、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ＵＥによって送信に利用されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ
信号リソースを管理する必要がある。
【０１５５】
　提案６：Ｐａｒｔｉａｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅシナリオでは、ＮＷは、Ｏｕｔ　ｏｆ　ｃ
ｏｖｅｒａｇｅ　ＵＥによって送信されるＤｉｓｃｏｖｅｒｙ信号リソースを管理する必
要がある。
【０１５６】
　なお、米国仮出願第６１／８９８７６０号（２０１３年１１月１日出願）の全内容が、
参照により、本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　以上のように、本発明に係る移動通信システム及びユーザ端末は、Ｄ２Ｄ通信に係る近
傍発見手順を効率的に行うことができるため、移動通信分野において有用である。
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