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(57)【要約】
【課題】端末間通信のためのリソース割り当てにおいて
、リソースの空間的再利用を適切に行うことを可能とす
る技術を提供する。
【解決手段】無線により装置対装置通信を行う機能を有
するユーザ装置において、前記ユーザ装置に対応する識
別情報を格納するデータ記憶部と、他のユーザ装置から
、当該他のユーザ装置に対応する識別情報を含む発見信
号を受信し、当該発見信号から当該他のユーザ装置に対
応する識別情報を取得する識別情報取得部と、前記他の
ユーザ装置の識別情報を含む制御信号を基地局に送信す
る制御信号送信部とを備える。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置であって、
　前記ユーザ装置に対応する識別情報を格納するデータ記憶部と、
　他のユーザ装置から、当該他のユーザ装置に対応する識別情報を含む発見信号を受信し
、当該発見信号から当該他のユーザ装置に対応する識別情報を取得する識別情報取得部と
、
　前記他のユーザ装置に対応する識別情報を含む制御信号を基地局に送信する制御信号送
信部と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項２】
　前記識別情報はエリア識別情報であることを特徴とする請求項１に記載のユーザ装置。
【請求項３】
　前記ユーザ装置に対応する識別情報は、当該ユーザ装置が存在するエリアを識別するエ
リア識別情報であり、前記他のユーザ装置に対応する識別情報は、当該他のユーザ装置が
存在するエリアを識別するエリア識別情報である
　ことを特徴とする請求項２に記載のユーザ装置。
【請求項４】
　前記制御信号は、前記ユーザ装置に対応する識別情報と前記他のユーザ装置に対応する
識別情報とを含む
　ことを特徴とする請求項１ないし３のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項５】
　前記ユーザ装置に対応する識別情報を含む発見信号を送信する発見信号送信部を備える
ことを特徴とする請求項１ないし４のうちいずれか１項に記載のユーザ装置。
【請求項６】
　無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置と通信する基地局であって、
　複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置が受信した発見信号に含まれていた識別
情報であって、他のユーザ装置に対応する識別情報を含む空間カップリング情報を受信す
る空間カップリング情報受信部と、
　前記空間カップリング情報に基づいて、ユーザ装置が存在するエリア間での発見信号通
信の可否を決定し、当該発見信号通信の可否に基づいて、発見信号送信のためのリソース
をユーザ装置に割り当てるリソース割り当て部と
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項７】
　前記複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置の位置に関する情報を受信し、当該
位置に関する情報に基づいて、各ユーザ装置に対応する識別情報を決定し、当該識別情報
を該当のユーザ装置に送信する識別情報送信部
　を備えることを特徴とする請求項６に記載の基地局。
【請求項８】
　前記ユーザ装置に対応する識別情報は、当該ユーザ装置が存在するエリアを識別するエ
リア識別情報である
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の基地局。
【請求項９】
　無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置が実行する情報通知方法であ
って、
　他のユーザ装置から、当該他のユーザ装置に対応する識別情報を含む発見信号を受信し
、当該発見信号から当該他のユーザ装置に対応する識別情報を取得する識別情報取得ステ
ップと、
　前記他のユーザ装置に対応する識別情報を含む制御信号を基地局に送信する制御信号送
信ステップと
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　を備えることを特徴とする情報通知方法。
【請求項１０】
　無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置と通信する基地局が実行する
リソース割り当て方法であって、
　複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置が受信した発見信号に含まれていた識別
情報であって、他のユーザ装置に対応する識別情報を含む空間カップリング情報を受信す
る空間カップリング情報受信ステップと、
　前記空間カップリング情報に基づいて、ユーザ装置が存在するエリア間での発見信号通
信の可否を決定し、当該発見信号通信の可否に基づいて、発見信号送信のためのリソース
をユーザ装置に割り当てるリソース割り当てステップと
　を備えることを特徴とするリソース割り当て方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末間通信（Ｄ２Ｄ通信、装置対装置通信）に関するものであり、特に、端
末間通信において、発見信号を送信する無線リソース（以下、リソース）を割り当てるた
めの技術に関連するものである。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信では、端末（以下、ユーザ装置ＵＥと呼ぶ）と基地局ｅＮＢが通信を行うこ
とによりユーザ装置ＵＥ間で通信を行うことが一般的であるが、近年、ユーザ装置ＵＥ間
で直接に通信を行うことについての種々の技術が検討されている。
【０００３】
　ユーザ装置ＵＥ間で通信を行う際に、一方のユーザ装置ＵＥは、近隣の他方のユーザ装
置ＵＥを発見することが必要である。ユーザ装置ＵＥを発見する手法として、各ユーザ装
置ＵＥが、自身のＩＤを含む発見信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を送信（ブ
ロードキャスト）する手法がある。
【０００４】
　図１は、発見信号を送信するためのリソースの一例を示す図である。図１の例では、発
見信号の送受信を行うことでユーザ装置ＵＥの発見（被発見）を行う発見期間（ｄｉｓｃ
ｏｖｅｒｙ　ｐｅｒｉｏｄ）が周期的に訪れるように定めてあり、各発見期間において所
定数個の発見信号送信（及び受信）のためのリソース（時間－周波数リソースであり、発
見リソースと呼ぶ）が定められている。各ユーザ装置ＵＥは、発見期間において発見リソ
ースを用いて発見信号の送信を行う。
【０００５】
　例えば、図２のユーザ装置ＵＥ１は、図１のＵＥ１で示される発見リソースを用いて発
見信号を送信し、図２のユーザ装置ＵＥ２は、図１のＵＥ２で示される発見リソースを用
いて発見信号を送信する。
【０００６】
　図２におけるユーザ装置ＵＥ３は、ユーザ装置ＵＥ１が送信した発見信号を受信するこ
とでユーザ装置ＵＥ１を発見し、ユーザ装置ＵＥ４は、ユーザ装置ＵＥ２が送信した発見
信号を受信することでユーザ装置ＵＥ２を発見する。
【０００７】
　各ユーザ装置ＵＥにおける発見リソースの選択方法には、大きく２つの方法がある。１
つは、各ユーザ装置ＵＥが、使用可能な発見リソースの中から任意に１つの発見リソース
を選択する方法である。この方法を分散型（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ）と呼ぶ。もう１つは、基地局ｅＮＢがユーザ装置ＵＥに対して個々の発見リソースを
割り当てる方法である。この方法を集中型（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ）と呼ぶ。
【０００８】
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　図３は、分散型における発見信号送受信の例を示す図である。図３において、各ユーザ
装置ＵＥは、各符号で示される発見リソースを用いるものとする。例えば、ユーザ装置Ｕ
Ｅ１、ユーザ装置ＵＥ２は、右側のリソース図におけるＡで示す発見リソースで発見信号
を送信する。
【０００９】
　図３に示すとおり、ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３は互いに近い距離にあり、ユー
ザ装置ＵＥ１、ＵＥ２は同じ発見リソースＡを用いて発見信号を送信するため、発見信号
の衝突（ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ）が発生し、ユーザ装置ＵＥ３は、ユーザ装置ＵＥ１、ＵＥ
２のいずれも発見できない。ユーザ装置ＵＥ３とユーザ装置ＵＥ４は遠い距離にあるため
、これらは同じ発見リソースＤを用いることができる（ｓｐａｔｉａｌ　ｒｅｕｓｅ、リ
ソースの空間的再利用）。
【００１０】
　なお、端末間通信に関する先行技術文献として特許文献１がある。また、後述する無線
フィンガープリント（Ｒａｄｉｏ　ＦｉｎｇｅｒＰｒｉｎｔ：ＲＦＰ）に関する先行技術
文献として例えば非特許文献１～３がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１２－２０９８９３号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】H. Laitinen et al., "Experimental Evaluation of Location Methods
 Based on Signal-Strength Measurements," IEEE Trans. Vehic. Tech., vol. 56, no. 
1, Jan. 2007, pp. 287-96.
【非特許文献２】J. Johansson et al., "Minimization of Drive Tests in 3GPP Releas
e 11," IEEE Commun. Mag Nov. 2012.
【非特許文献３】Athul Prasad et al, " Energy Efficient Small-Cell Discovery Usin
g Received Signal Strength Based Radio Maps", IEEE VTC, June 2013
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　集中型の場合、上記の衝突等が発生しないように集中的にリソース割り当てを行うこと
ができる反面、ユーザ装置ＵＥの位置等に関する情報がなければリソース空間的再利用が
できないという問題がある。
【００１４】
　一例として、図４（ａ）に示す無線環境において、基地局ｅＮＢが、ユーザ装置ＵＥの
グループであるＵＥグループＡとＵＥグループＢ、及び、個々のユーザ装置ＵＥ１～３に
、図４（ｂ）に示すリソース１～９を割り当てる場合を考える。
【００１５】
　仮に、ＵＥグループＡとＵＥグループＢ間が十分に離れており、グループに属するいず
れのユーザ装置ＵＥから送信された発見信号も他のグループにおけるいずれのユーザ装置
ＵＥにより受信することができないとすると、基地局ｅＮＢは、ＵＥグループＡとＵＥグ
ループＢ間でリソース再利用を行い、例えば図４（ｂ）に網掛けで示した６つのリソース
をＵＥグループＡとＵＥグループＢのそれぞれに割り当てることができる。つまり、ＵＥ
グループＡとＵＥグループＢは同じ６つのリソースを同時に使用することができる。残り
の３つのリソースはユーザ装置ＵＥ１～３に割り当てられる。
【００１６】
　上記のような割り当てを行うためには、基地局ｅＮＢは、ＵＥグループＡとＵＥグルー
プＢ間が十分に離れていること、あるいは、ＵＥグループＡとＵＥグループＢ間では発見
信号が送受信できないことを知っている必要がある。基地局ｅＮＢがこのようなＵＥ間で
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の電波伝搬状態を知るために、例えば、ユーザ装置ＵＥがＧＰＳで自身の位置を基地局ｅ
ＮＢに伝え、基地局ｅＮＢがＵＥ間の距離を算出し、距離に基づき電波伝搬状態を推定す
ることが考えられる。しかし、ＧＰＳを用いてユーザ装置ＵＥの位置に基づき電波伝搬状
態を推定する手法では、例えばユーザ装置ＵＥがビル内にいる場合に、当該ユーザ装置Ｕ
Ｅと、そのビル外にいるユーザ装置ＵＥとの間の電波伝搬状態を正確に推定できない等の
問題がある。そのため、このような距離に基づく手法では、例えば、リソースの空間的再
利用ができるのに空間的再利用をしないでリソースを割り当ててしまうといったように、
リソースの空間的再利用を効率的に行えない場合がある。
【００１７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末間通信のためのリソース割り当て
において、リソースの空間的再利用を適切に行うことを可能とする技術を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一実施形態によれば、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装
置であって、
　前記ユーザ装置に対応する識別情報を格納するデータ記憶部と、
　他のユーザ装置から、当該他のユーザ装置に対応する識別情報を含む発見信号を受信し
、当該発見信号から当該他のユーザ装置に対応する識別情報を取得する識別情報取得部と
、
　前記他のユーザ装置に対応する識別情報を含む制御信号を基地局に送信する制御信号送
信部と、を備えるユーザ装置が提供される。
【００１９】
　また、本発明の一実施形態によれば、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユ
ーザ装置と通信する基地局であって、
　複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置が受信した発見信号に含まれていた識別
情報であって、他のユーザ装置に対応する識別情報を含む空間カップリング情報を受信す
る空間カップリング情報受信部と、
　前記空間カップリング情報に基づいて、ユーザ装置が存在するエリア間での発見信号通
信の可否を決定し、当該発見信号通信の可否に基づいて、発見信号送信のためのリソース
をユーザ装置に割り当てるリソース割り当て部とを備える基地局が提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、端末間通信のためのリソース割り当てにおいて、リソー
スの空間的再利用を適切に行うことを可能とする技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】発見信号を送信するためのリソースの一例を示す図である。
【図２】Ｄ２Ｄ通信を説明するための図である。
【図３】発見信号送受信の例を示す図である。
【図４】リソース割り当ての例を説明するための図である。
【図５】本発明の実施の形態における通信システムの構成例を示す図である。
【図６】リソースの構成例を説明するための図である。
【図７】ＲＧパターンの例を示す図である。
【図８】ユーザ装置ＵＥ－ＡがＲＦＰを求めることを示す図である。
【図９】ＲＦＰ・エリアマッピングテーブルの例を示す図である。
【図１０】エリアＩＤに対応する各エリアを示した図である。
【図１１】動作の概要を説明するための図である。
【図１２】空間カップリングマトリックスの一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態における処理手順を示すシーケンス図である。
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【図１４】測定対象の基地局ｅＮＢの数が４つとした場合のステップ１００における処理
内容を説明するための図である。
【図１５】ユーザ装置ＵＥが移動する場合におけるステップ１００での動作例を説明する
ための図である。
【図１６】ステップ４００の具体例を示した図である。
【図１７】ステップ５００の具体例を示した図である。
【図１８】ステップ６００の具体例を示した図である。
【図１９】ユーザ装置ＵＥの機能構成例を示す図である。
【図２０】基地局ｅＮＢの機能構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形
態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけ
ではない。例えば、以下の実施の形態では、本発明に係る「ユーザ装置に対応する識別情
報」として、エリアＩＤを使用しているが、これは一例に過ぎず、当該識別情報としてエ
リアＩＤ以外のＩＤを用いてもよい。
【００２３】
　（全体構成例）
　まず、図５、図６を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの全体構成例
を説明する。図５は、本実施の形態における通信システムの構成例を示す。図４に示すよ
うに、本実施の形態における通信システムは、基地局ｅＮＢの配下に複数のユーザ装置Ｕ
Ｅが存在するセルラー通信システムである。実際には周辺に複数の基地局ｅＮＢが存在す
るが、図５では１つの基地局ｅＮＢを示している。当該セルラー通信システムは、例えば
ＬＴＥに準拠したものであるが、ＬＴＥに限られるわけではない。なお、本明細書及び特
許請求の範囲において、「ＬＴＥ」は、３ＧＰＰのリリース８、又は９に対応する通信方
式のみならず、３ＧＰＰのリリース１０、１１、又は１２もしくはそれ以降に対応する通
信方式も含む意味で使用する。
【００２４】
　図６は、本実施の形態における発見リソースに関わるリソース構成の例を説明するため
の図である。図６に示す例では、説明を分かり易くするための一例として、図６（ａ）に
示すように、１回の発見信号送信機会（発見期間）において、４×４＝１６個の発見リソ
ース（ＤＲ：　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）が使用可能であるとする。ここ
で、１個の発見リソースＤＲは、ユーザ装置ＵＥが発見信号を送信するために用いる最小
単位のリソースであり、例えば、ＬＴＥで規定された複数のＲＢ（リソースブロック）か
らなる。
【００２５】
　図６に示す例では、複数のリソースグループ（ＲＧ：　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｇｒｏｕｐ
）パターン（ｐａｔｔｅｒｎ）が導入される。１つのＲＧパターンは、１つ又は複数のリ
ソースグループＲＧを有する。１つのリソースグループＲＧは、１つ又は複数の発見リソ
ースＤＲを有する。ユーザ装置ＵＥには、ＲＧパターン及び当該ＲＧパターンにおいて使
用すべきリソースグループＲＧが割り当てられる。この割り当ては、例えば基地局ｅＮＢ
からのシグナリングにより行われる。また、リソースグループＲＧの割り当ては、リソー
スグループＲＧのホッピングパターンの割り当てとして行われる場合もある。
【００２６】
　そして、ユーザ装置ＵＥは、割り当てられたリソースグループＲＧ内の１つ又は複数の
発見リソースＤＲのうちの１つを任意に（例えばランダムに）選択して発見信号送信のた
めに使用する。なお、リソースグループＲＧが１つの発見リソースＤＲのみを含む場合は
、リソースグループＲＧの割り当てがそのまま発見リソースＤＲの割り当てとなる。
【００２７】
　図６には、例として３つのＲＧパターンが示されている。図６（ｂ）に示すＲＧパター
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ンは、ＲＧパターンを構成するリソースグループＲＧの各々が１つの発見リソースＤＲで
あるパターンである。このパターンは、上述したように、各リソースグループＲＧが１つ
の発見リソースＤＲのみを含む場合であり、リソースグループＲＧの割り当てがそのまま
発見リソースＤＲの割り当てとなる。図６（ｂ）には、例として、図５に示したユーザ装
置ＵＥ１～ＵＥ５の割り当て例が記載されている。このパターンの場合、結果的に前述し
た集中型と同様の割り当てになることから、このパターンを完全集中型（ｆｕｌｌｙ　ｃ
ｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ）と呼ぶことができる。
【００２８】
　図６（ｃ）に示すＲＧパターンは、発見リソース全体領域を２つのリソースグループ（
ＲＧ１とＲＧ２）に分けたパターンである。図６（ｃ）に示すように、ＲＧ１にユーザ装
置ＵＥ１とＵＥ２が割り当てられ、ＲＧ２にユーザ装置ＵＥ３、ＵＥ４、ＵＥ５が割り当
てられている。なお、図６（ｃ）に示す割り当ての場合、例えば、ユーザ装置ＵＥ１にと
っては、図６（ｃ）に示すＲＧパターンが割り当てられ、更に、当該ＲＧパターンの中の
ＲＧ１が割り当てられたことになる。
【００２９】
　図６（ｃ）に示すＲＧパターンは、複数のＲＧの中から１つのＲＧがユーザ装置ＵＥに
割り当てられるという点では集中型であるが、ユーザ装置ＵＥはＲＧに含まれる複数の発
見リソースＤＲから１つの発見リソースＤＲを任意に選択するという点では分散型である
ので、このようなＲＧパターンを部分的集中型（ｐａｒｔｉａｌｌｙ　ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ）と呼ぶことができる。
【００３０】
　図６（ｄ）に示すＲＧパターンは、ＲＧパターンに含まれるリソースグループＲＧが１
つ（ＲＧ１）のみであるパターンである。この場合、ＲＧ１の中に図６（ａ）に示す１６
個の発見リソースＤＲが含まれ、各ユーザ装置ＵＥは、１６個の発見リソースＤＲの中か
ら１つの発見リソースＤＲを選択して発見信号の送信を行う。このパターンの場合、結果
的に前述した分散型と同様の割り当てになることから、このパターンを完全分散型（ｆｕ
ｌｌｙ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）と呼ぶことができる。
【００３１】
　ＲＧパターンは上述した特定のパターンに限定されるわけではなく、どのようなＲＧパ
ターンでも導入することができる。図６に示したＲＧパターンの例を含む複数のＲＧパタ
ーンの例を図７に示す。
【００３２】
　本実施の形態では、リソースの空間的再利用が行われるから、例えば、図６（ｃ）に示
す例において、仮に、ＵＥ１～ＵＥ２のグループとＵＥ３～ＵＥ５のグループ間で発見信
号の送受信がなされない電波伝搬環境である場合、基地局ｅＮＢは後述する空間カップリ
ングマトリックスからそのことを判別し、ＵＥ１～ＵＥ２のグループとＵＥ３～ＵＥ５の
グループの各ユーザ装置ＵＥに、同じＲＧ（例：ＲＧ１）を割り当てることができる。こ
の場合、ＲＧ２を他のユーザ装置ＵＥに割り当てることができることになり、リソースの
有効活用が実現される。
【００３３】
　（本発明の実施の形態の概要）
　以下、実施の形態の概要について説明する。
【００３４】
　　＜無線フィンガープリントについて＞
　本実施の形態では、基地局ｅＮＢが、ユーザ装置ＵＥの位置に関連付けられるエリアＩ
Ｄを決定するために無線フィンガープリント（ＲＦＰ）技術を用いる。最初に、本実施の
形態で用いる無線フィンガープリント技術の概要を図８、図９を用いて説明する。
【００３５】
　図８は、ユーザ装置ＵＥ－Ａの周辺に基地局（マクロ基地局）ｅＮＢ１～ｅＮＢ４が存
在し、ユーザ装置ＵＥ－ＡがＲＦＰを求めることを示す図である。なお、本実施の形態で
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は、各ユーザ装置ＵＥがＲＦＰを算出するが、図８は特にユーザ装置ＵＥ－Ａに着目した
図である。
【００３６】
　図８に示すように、ユーザ装置ＵＥ－Ａは、基地局ｅＮＢ１～ｅＮＢ４毎に、参照信号
等の信号の受信電力（本実施の形態では、ＲＳＲＰ：Reference Signal Received Power
）を測定する。また、ユーザ装置ＵＥ－Ａは、各基地局ｅＮＢからセルＩＤを受信し、図
示するように、セルＩＤとＲＳＲＰとを対応付けた情報をＲＦＰとして生成し、当該ＲＦ
Ｐを、在圏する基地局ｅＮＢに送信する。
【００３７】
　基地局ｅＮＢは、各ユーザ装置ＵＥから受信したＲＦＰに基づき、図９に示すように、
ＲＦＰと、エリアＩＤとを対応付けたＲＦＰ・エリアマッピングテーブルを作成し、保持
する。基地局ｅＮＢは、このＲＦＰ・エリアマッピングテーブルを作成した後、例えば、
あるユーザ装置ＵＥからＲＦＰを受信したときに、このＲＦＰに該当するエントリ（ＲＦ
Ｐ・エリアマッピングテーブルの行）があれば、当該行におけるエリアＩＤが当該ユーザ
装置ＵＥのエリアＩＤであると判定する。なお、ＲＦＰはユーザ装置ＵＥの位置に関連付
けられるため、ＲＦＰから識別されるものを便宜上「エリア」と呼んでいる。
【００３８】
　エントリにマッチするとは、ユーザ装置ＵＥから受信したＲＦＰを構成するＲＳＲＰと
、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブルにおけるＲＳＲＰとをセル毎に比較し、各セルにお
いて、ＲＦＰを構成するＲＳＲＰが、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブルにおけるＲＳＲ
Ｐに対して所定の範囲（オフセット）内にある場合である。図９では、当該オフセットは
εで示されている。εの決め方は、特定の方法に限定されない。例えば、所定の定数であ
ってもよいし、図９に示す式で求めてもよい。当該式において、αは所定の定数であり、
Ｒは該当セルの基地局ｅＮＢとユーザ装置ＵＥ間の距離であり、ｒはエリアの半径である
。なお、Ｒとｒの例は図１０にも示される。図１０は、図９に示したエリアＩＤに対応す
る各エリアを示した図である。
【００３９】
　なお、例えば、各基地局ｅＮＢが周辺基地局ｅＮＢとの間で基地局間通信を行い、各基
地局ｅＮＢが周辺基地局ｅＮＢとの間でＲＦＰ・エリアマッピングテーブルを交換するこ
とで、各基地局ｅＮＢは、共通のＲＦＰ・エリアマッピングテーブルを保持できる。以下
では、各基地局ｅＮＢは、共通のＲＦＰ・エリアマッピングテーブルを保持しているもの
とする。
【００４０】
　　＜動作の概要＞
　次に、本実施の形態に係るシステムの動作の概要を説明する。本実施の形態における動
作は、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブル構築、及びエリアＩＤ通知のための動作１と、
空間カップリングマトリックス構築、及びリソース割り当てのための動作２に分けられる
。
【００４１】
　（動作１）動作１において、ユーザ装置ＵＥはＲＦＰ（ＲＳＲＰベクトル）を基地局ｅ
ＮＢに報告し、基地局ｅＮＢは、ＲＦＰとＲＦＰ・エリアマッピングテーブルの照合を行
って、新規のＲＦＰである場合はエリアＩＤとＲＦＰのエントリを追加し、既存のＲＦＰ
である場合はユーザ装置ＵＥから受信したＲＦＰに対応するエリアＩＤをユーザ装置ＵＥ
に通知する。また、基地局ｅＮＢは、ユーザ装置ＵＥからのＲＦＰの報告の正確性を保つ
ために、例えば、測定すべき周辺基地局の数をユーザ装置ＵＥに通知することとしてもよ
い。
【００４２】
　（動作２）動作２については、図１１を適宜参照して説明する。図１１には、各エリア
のエリアＩＤが示されている。例えば、ユーザ装置ＵＥ－Ａが保持するエリアＩＤは１で
あり、ユーザ装置ＵＥ－Ｂが保持するエリアＩＤは２である。
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【００４３】
　動作２では、基地局ｅＮＢが、エリア間においてユーザ装置ＵＥ間で発見信号の送受信
がなされたかどうかをユーザ装置ＵＥからの報告により把握することで、エリア間での発
見信号通信可否を示す空間カップリングマトリックス（spatial coupling matrix）を作
成し、その情報に基づき、リソース空間的再利用を含むリソース割り当てを行うこととし
ている。動作２での処理の概要は以下のとおりである。
【００４４】
　ステップ１）各ユーザ装置ＵＥは自身のエリアＩＤを発見信号に含め、当該発見信号を
送信する。当該発見信号は他のユーザ装置ＵＥにより受信される。例えば、図１１に示す
ユーザ装置ＵＥ－Ａは、エリアＩＤとして１を含む発見信号を送信し、ユーザ装置ＵＥ－
Ｃが当該発見信号を受信する。このことは、エリアＩＤが１のエリアとエリアＩＤが３の
エリア間で通信可能であることを示している。自身のエリアＩＤ及び受信した発見信号に
含まれるエリアＩＤを含む情報を空間カップリング情報と呼ぶ。なお、自身のエリアＩＤ
と受信した発見信号に含まれるエリアＩＤとが異なる場合に、自身のエリアＩＤ及び受信
した発見信号に含まれるエリアＩＤを含む情報を空間カップリング情報と呼ぶこととして
もよい。
【００４５】
　ステップ２）各ユーザＵＥ装置は、空間カップリング情報を基地局ｅＮＢに送信する。
なお、ユーザ装置ＵＥは、空間カップリング情報として、自身のエリアＩＤ及び受信した
発見信号に含まれるエリアＩＤの両方を送信することは必ずしも必要ではない。空間カッ
プリング情報として、受信した発見信号に含まれるエリアＩＤを送信し、自身のエリアＩ
Ｄを送信しないこととしてもよい。この場合、例えば、基地局ｅＮＢは、動作１で通知し
たエリアＩＤを、通知先のユーザ装置ＵＥ毎に保持することで、空間カップリング情報の
送信元のユーザ装置ＵＥのエリアＩＤを把握できる。
【００４６】
　ステップ３）基地局ｅＮＢは、各ユーザＵＥ装置から受信した空間カップリング情報を
用いて空間カップリングマトリックスを構築する。
【００４７】
　空間カップリングマトリックスの一例を図１２（ａ）に示す。図１２（ａ）の例では、
発見信号の通信が行われたエリア間を１とし、発見信号の通信が行われていないエリア間
を０としている。例えば、図１２（ａ）の例では、エリア１からエリア２へ発見信号通信
が行われ、更に、エリア２からエリア１への発見信号通信も行われたことが示されている
。本実施の形態では、一方のエリアから送信された発見信号を他方のエリアで受信したこ
とが空間カップリングマトリックスから判定できる場合に、当該エリア間で通信可能であ
ると判断してもよいし、一方のエリアから送信された発見信号を他方のエリアで受信し、
更に当該他方のエリアから送信された発見信号を当該一方のエリアで受信したことが空間
カップリングマトリックスから判定できる場合に、当該エリア間で通信可能であると判断
してもよい。
【００４８】
　図１２（ｂ）に、空間カップリングマトリックスから得られるエリア間の接続関係例を
示す。図１２（ｂ）に示す例では、例えば、エリア２とエリア３間は通信できないので、
基地局ｅＮＢは、エリア２に属するユーザ装置ＵＥに割り当てたリソース（ＤＲ，ＲＧ等
）と同じリソースをエリア３に割り当てる判断を行うことができる。つまり、発見信号の
通信がされていないエリア間では、同じリソースを割り当てることができる。
【００４９】
　各基地局ｅＮＢは、例えばＸ２インターフェースを介して、周辺基地局ｅＮＢと空間カ
ップリングマトリックスを交換することで、特にセル端のエリアでのより正確な空間カッ
プリングマトリックスを構築できる。
【００５０】
　なお、本実施の形態に係る上記の動作２では、送信側で動作１に基づき求められたエリ
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アＩＤを識別情報として発見信号に含めて送信し、受信側で当該識別情報を含む情報を基
地局ｅＮＢに送信することとしているが、発見信号に含めて送信し、受信側で基地局ｅＮ
Ｂに送信する識別情報は当該エリアＩＤに限定されるわけではない。例えば、識別情報と
して、在圏するセルのＩＤ、もしくはその他のユーザ装置ＵＥに対応するＩＤを用いるこ
ととしてもよい。
【００５１】
　（実施の形態における処理手順の詳細）
　以下、本発明の実施の形態における処理手順を詳細に説明する。図１３は、システムの
全体の動作例を示すシーケンス図であり、基地局ｅＮＢに新たに在圏したユーザ装置ＵＥ
－Ａとその他のユーザ装置ＵＥが存在する状況を示している。図１３に示す手順に沿って
、各手順の処理内容を説明する。説明において、適宜図１４～図１８を参照する。
【００５２】
　　＜ステップ１００：ＲＳＲＰ測定、報告＞
　図１３のステップ１００において、ユーザ装置ＵＥ－Ａは、所定数の基地局ｅＮＢから
の信号のＲＳＲＰを測定し、その値とセルＩＤとをＲＦＰとして基地局ｅＮＢに通知する
。通知には、例えば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨのようなユーザ装置ＵＥ個別の上りシグナ
リングチャネル（制御信号）を用いることができる。また、ＬＴＥのハンドオーバで規定
されている既存のＲＲＣシグナリングを用いてＲＦＰを基地局ｅＮＢに通知することとし
てもよい。
【００５３】
　測定対象の基地局ｅＮＢの数が４つとした場合のステップ１００における処理内容を図
１４に示す。図１４では、各ユーザ装置ＵＥが基地局ｅＮＢにＲＦＰを報告することが示
されているが、便宜上、ユーザ装置ＵＥ－Ａについて、測定を行う基地局ｅＮＢの数が４
つであることが示されている。
【００５４】
　ユーザ装置ＵＥ－Ａは、図１４上でユーザ装置ＵＥ－Ａの下の表に示すように、各基地
局ｅＮＢからの信号のＲＳＲＰを測定し、これら４つの値を含むＲＳＲＰベクトルをＲＦ
Ｐとして基地局ｅＮＢに通知する。
【００５５】
　通知のための信号（フレーム）は、例えば、セルＩＤ用に２×４ビット、及びＲＳＲＰ
用に２×４ビットで構成される。
【００５６】
　ユーザ装置ＵＥが移動する場合におけるステップ１００での動作例を図１５を参照して
説明する。
【００５７】
　図１５に示すように、ユーザ装置ＵＥがエリア１からエリア２に移動するイベントをイ
ベント１とし、ユーザ装置ＵＥが、基地局ｅＮＢ－ＡのセルＡから基地局ｅＮＢ－Ｂのセ
ルＢに移動するイベントをイベント２とする。
【００５８】
　ユーザ装置ＵＥがエリア１からエリア２に移動するイベント１において、ユーザ装置Ｕ
Ｅは、ＲＳＲＰを定期的に測定し、ＲＦＰを定期的に基地局ｅＮＢ－Ａに報告する。そし
て、基地局ｅＮＢ－Ａは、ＲＦＰからユーザ装置ＵＥがエリア１にいるのかエリア２にい
るのかを判定し、ユーザ装置ＵＥに通知を行う。
【００５９】
　イベント２において、ユーザ装置ＵＥの在圏するセルが変更になる段階（セルＡ及びセ
ルＢのセル端に位置する場合）では、ユーザ装置ＵＥは、基地局ｅＮＢ－Ａと基地局ｅＮ
Ｂ－Ｂの両方にＲＦＰを報告する。
【００６０】
　　＜ステップ２００＞
　図１３のステップ２００において、基地局ｅＮＢは、受信したＲＦＰがＲＦＰ・エリア
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マッピングテーブルにおけるエントリにマッチするかどうか判定する。エントリにマッチ
する場合、基地局ｅＮＢは、当該ユーザ装置ＵＥに発見信号送信のための最初のリソース
を割り当てる。リソースの割り当てとしては、例えばＲＧを割り当てる。
【００６１】
　その際、例えば、既に作成されている空間カップリングマトリックスを参照し、当該ユ
ーザ装置ＵＥのエリアと通信しないエリアに割り当てたリソースと同じリソースを割り当
てることができる。また、割り当てるリソースは、当該ユーザ装置ＵＥのエリアと通信す
るエリアに割り当てたリソースとは異なるリソースとする。このような割り当ては例えば
グラフ彩色問題として定式化して解決できる。なお、このような割り当てを可能とするた
めに、基地局ｅＮＢは、エリアＩＤと、当該エリアのユーザ装置ＵＥに割り当てたリソー
スとを対応付けた割り当てテーブルを保持している。
【００６２】
　エントリにマッチしない場合、基地局ｅＮＢは、受信したＲＦＰと新たなエリアＩＤか
らなるエントリをＲＦＰ・エリアマッピングテーブルに追加することによりＲＦＰ・エリ
アマッピングテーブルを更新し、リソースをユーザ装置ＵＥに割り当てる。
【００６３】
　なお、ユーザ装置ＵＥ－Ａ以外のユーザ装置ＵＥも例えば定期的にＲＦＰを基地局ｅＮ
Ｂに送信し、基地局ｅＮＢがエリアＩＤを決定し、リソース割り当てを行って、当該ユー
ザ装置ＵＥに通知している。
【００６４】
　　＜ステップ３００＞
　基地局ｅＮＢは、エリアＩＤと割り当てたリソースのＩＤとをユーザ装置ＵＥ－Ａ（及
び他のユーザ装置ＵＥ）に通知する。なお、エリアＩＤと割り当てたリソースのＩＤは別
々に通知してもよい。通知には、下りＲＲＣシグナリング等のユーザ装置ＵＥ個別の下り
シグナリングが用いられる。各ユーザ装置ＵＥは、受信したエリアＩＤを保持する。リソ
ースのＩＤは、例えばＲＧのＩＤ、ＤＲのＩＤ等であり、各ユーザ装置ＵＥは、ＲＧのＩ
Ｄ、ＤＲのＩＤ等から、発見信号送信のためにどのリソース（例：ＲＢ）を使用するかを
決定し、当該リソースを用いて発見信号を送信する機能を有している。
【００６５】
　　＜ステップ４００＞
　ステップ４００において、ユーザ装置ＵＥ－Ａは、自身のエリアＩＤを発見信号に含め
、当該発見信号を送信（ブロードキャスト）する。送信は定期的に行われる。
【００６６】
　図１６は、ステップ４００における処理内容をより具体的に示した図である。図１６に
示す例では、既存の発見信号に、エリアＩＤが付加された信号が本実施の形態での発見信
号として示されている。図１６に示すとおり、ユーザ装置ＵＥ－Ａが当該発見信号を送信
することで、様々な場所に存在する他のユーザ装置ＵＥが発見信号を受信する。
【００６７】
　　＜ステップ５００＞
　図１３のステップ５００において、ユーザ装置ＵＥ－Ａは、他のユーザ装置ＵＥから発
見信号を受信し、当該発見信号に含まれるエリアＩＤが自身のエリアＩＤと異なることを
検出することにより、自エリアと他エリア間が通信可能であることを検出する。つまり、
エリア間が結合（カップリング）されていることを検出する。
【００６８】
　ステップ５００の具体例を図１７に示す。図１７の例では、エリアＩＤがエリア５であ
る公共エリアのユーザ装置ＵＥ－Ａが、異なるエリアの複数のユーザ装置ＵＥからエリア
ＩＤを含む発見信号を受信する。ユーザ装置ＵＥ－Ａは、発見信号に含まれるエリアＩＤ
をデコードでき、それが自身のエリアＩＤと異なる場合に、当該エリアＩＤとエリアと自
身のエリアＩＤのエリアとが結合している（通信可能である）と判断する。なお、ユーザ
装置ＵＥ－Ａがこの判断を行うことは必ずしも必要ではなく、基地局ｅＮＢのみが判断を
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行えば足りる。
【００６９】
　発見信号のエリアＩＤをデコードできたということは、受信した発見信号のＲＳＳＩ（
Received Signal Strength Indicator、受信信号強度）が所定の閾値よりも大きいことを
意味する。本実施の形態の手法では、エリア間で受信信号強度を測定したり推定すること
なく、受信信号強度に基づく正確な空間カップリング情報を取得できる。
【００７０】
　　＜ステップ６００＞
　ユーザ装置ＵＥ－Ａは、空間カップリング情報（自身のエリアＩＤと、発見信号に含ま
れた他エリアのエリアＩＤ）を基地局ｅＮＢに通知する。なお、前述したように、自身の
エリアＩＤを通知することは必須ではない。通知には、例えば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ
等のユーザ装置ＵＥ個別の上りシグナリングチャネルを使用する。ユーザ装置ＵＥが基地
局ｅＮＢに空間カップリング情報を通知する場合の例を図１８に示す。
【００７１】
　図１８には、空間カップリング情報の例が示されている。図１８に示す空間カップリン
グ情報は、自身のエリアＩＤ（例：エリア４）と２×Ｎ（ＮはエリアＩＤの数）マトリッ
クスからなる。２×Ｎマトリックスは、エリアＩＤ毎に、ユーザ装置ＵＥ－Ａが、当該エ
リアＩＤのエリアのユーザ装置ＵＥから発見信号を受信した場合に１が入り、受信してい
ない場合に０が入る。また、空間カップリング情報として、自エリアＩＤと、自エリア以
外から受信した発見信号に含まれていたエリアＩＤを送信することとしてもよい。
【００７２】
　＜ステップ７００＞
　図１３のステップ７００において、基地局ｅＮＢは、受信した空間カップリング情報に
基づいて空間カップリングマトリックス（例：図１２（ａ））を更新し、各ユーザ装置Ｕ
Ｅに対するリソース割り当てを更新し、通知する。リソース割り当ての通知は、例えば、
下りＲＲＣシグナリングのようなユーザ装置ＵＥ個別の下りシグナリングにより行われる
。
【００７３】
　　＜ステップ８００＞
　基地局ｅＮＢは、空間カップリングマトリックスをＸ２インターフェースにより周辺基
地局ｅＮＢと交換し、より正確な空間カップリングマトリックスを得る。
【００７４】
　（装置構成）
　　＜ユーザ装置ＵＥの構成例＞
　図１９に、本実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成例を示す。なお、図１９は
、本実施の形態に関係する構成を示すものであり、当該ユーザ装置ＵＥは、例えばＬＴＥ
に準拠した携帯端末としての動作を行うための図示しない既存機能を含む。
【００７５】
　図１９に示すように、ユーザ装置ＵＥは、受信部１０１、制御信号取得部１０２、発見
信号取得部１０３、データ記憶部１０４、ＲＳＲＰ測定部１０５、ＲＦＰ報告信号生成部
１０６、発見信号生成部１０７、空間カップリング情報報告信号生成部１０８、送信部１
０９を備える。
【００７６】
　受信部１０１は、基地局ｅＮＢもしくは他のユーザ装置ＵＥから無線で信号を受信する
。制御信号取得部１０２は、受信部１０１により受信した信号から制御信号（例：ＵＥ個
別下りシグナリング信号）を取得し、制御信号からエリアＩＤ、リソースＩＤ、セルＩＤ
等を取得して、データ記憶部１０４に格納する。
【００７７】
　発見信号取得部１０３は受信した信号から発見信号を取得し、発見信号に含まれるエリ
アＩＤを抽出（デコード）してデータ記億部１０４に格納する。また、ＲＳＲＰ測定部１
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０５は、受信部１０１が受信した参照信号のＲＳＲＰを測定し、測定したＲＳＲＰをセル
ＩＤに対応付けてデータ記億部１０４に格納する。
【００７８】
　ＲＦＰ報告信号生成部１０６は、データ記億部１０４に格納されているセルＩＤとＲＳ
ＲＰを用いてＲＦＰ（ＲＳＲＰベクトル）を含む報告信号（制御信号）を生成する。発見
信号生成部１０７は、データ記億部１０４に格納されている自エリアのエリアＩＤを含む
発見信号を生成する。空間カップリング情報報告信号生成部１０８は、データ記憶部１０
４に格納されている、受信発見信号に含まれていたエリアＩＤと自エリアＩＤを含む空間
カップリング情報を作成し、それを含む報告信号を生成する。なお、自エリアＩＤは空間
カップリング情報に含めなくてもよい。送信部１０９は、ＲＦＰ報告信号生成部１０６、
発見信号生成部１０７、空間カップリング情報報告信号生成部１０８により生成された信
号を送信する。送信部１０９は、発見信号を送信する際には、基地局ｅＮＢから指定され
たリソースＩＤに対応するリソースを用いて送信を行う。
【００７９】
　なお、ユーザ装置ＵＥの構成は、上記の構成に限られるわけではなく、本実施の形態で
説明した処理を実行できる構成であればどのような構成でもよい。例えば、ユーザ装置Ｕ
Ｅは、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置であって、前記ユーザ装
置に対応する識別情報を格納するデータ記憶部と、他のユーザ装置から、当該他のユーザ
装置に対応する識別情報を含む発見信号を受信し、当該発見信号から当該他のユーザ装置
に対応する識別情報を取得する識別情報取得部と、前記他のユーザ装置に対応する識別情
報を含む制御信号を基地局に送信する制御信号送信部とを備えるユーザ装置として構成さ
れる。
【００８０】
　例えば、前記ユーザ装置に対応する識別情報は、当該ユーザ装置が存在するエリアを識
別するエリア識別情報であり、前記他のユーザ装置に対応する識別情報は、当該他のユー
ザ装置が存在するエリアを識別するエリア識別情報である。この構成により、基地局は、
例えばエリア間での通信可否を決定するために用いる情報を得られるため、端末間通信の
ためのリソース割り当てにおいて、リソースの空間的再利用を適切に行うことが可能とな
る。
【００８１】
　また、前記制御信号は、前記ユーザ装置に対応する識別情報と前記他のユーザ装置に対
応する識別情報とを含むようにしてもよい。また、前記ユーザ装置に、前記ユーザ装置に
対応する識別情報を含む発見信号を送信する発見信号送信部を備えることとしてもよい。
【００８２】
　また、ユーザ装置ＵＥは、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置で
あって、前記ユーザ装置が存在するエリアを識別するエリア識別情報を格納するデータ記
憶部と、他のユーザ装置から、当該他のユーザ装置のエリア識別情報を含む発見信号を受
信し、当該発見信号から当該他のユーザ装置のエリア識別情報を取得するエリア識別情報
取得部と、前記ユーザ装置のエリア識別情報と前記他のユーザ装置のエリア識別情報とを
含む制御信号を基地局に送信する制御信号送信部とを備えることとしてもよい。
【００８３】
　上記の構成により、基地局は、ユーザ装置のエリア識別情報と他のユーザ装置のエリア
識別情報とを用いて、エリア間での通信可否を決定できるため、端末間通信のためのリソ
ース割り当てにおいて、リソースの空間的再利用を適切に行うことが可能となる。
【００８４】
　上記のエリア識別情報は、特定のものに限定されるわけではなく、本実施の形態で説明
したようにＲＦＰから決定されたエリアＩＤであってもよいし、また、セルＩＤのように
セル（エリアの一例）を識別するＩＤであってもよい。
【００８５】
　前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置のエリア識別情報を含む発見信号を送信する発見信
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号送信部を備えてもよい。また、前記ユーザ装置のエリア識別情報は、前記基地局におい
て前記ユーザ装置の位置に関する情報から決定され、前記ユーザ装置は、当該エリア識別
情報を前記基地局から受信するようにしてもよい。位置に関する情報とは、例えば、ＲＦ
Ｐである。また、位置に関する情報はＧＰＳで取得した情報であってもよい。
【００８６】
　上記のような構成を採用することで、ユーザ装置は、エリア識別情報を容易に取得する
ことができる。
【００８７】
　また、前記ユーザ装置は、複数の基地局から受信する信号の受信電力を基地局毎に測定
し、当該複数の基地局の受信電力を前記ユーザ装置の位置に関する情報として前記基地局
に送信する情報送信部を備えることとしてもよい。この構成により、ＧＰＳを使用するこ
となく、位置に関する情報を通知できる。
【００８８】
　また、前記基地局は、前記ユーザ装置のエリア識別情報と前記他のユーザ装置のエリア
識別情報を含む情報に従ってエリア間の発見信号通信可否を決定し、当該エリア間の発見
信号通信可否に基づいて、発見信号送信のためのリソースを前記ユーザ装置に割り当て、
前記ユーザ装置は、当該リソースを用いて前記発見信号の送信を行うようにしてもよい。
このような構成により、例えば、基地局は、リソースの空間的再利用を的確に行うことが
でき、ユーザ装置において発見信号の衝突を低減させ、なおかつ、リソースの利用効率を
向上させることができる。
【００８９】
　　＜基地局ｅＮＢの構成例＞
　図２０に、本実施の形態における基地局ｅＮＢの機能構成例を示す。なお、図２０は、
本実施の形態に関係する構成を示すものであり、当該基地局ｅＮＢは、例えばＬＴＥに準
拠した基地局ｅＮＢとしての動作を行うための図示しない既存機能を含む。
【００９０】
　図２０に示すように、基地局ｅＮＢは、受信部２０１、ＲＦＰ情報取得部２０２、エリ
アＩＤ決定部２０３、データ記憶部２０４、リソース割り当て部２０５、制御信号生成部
２０６、送信部２０７、基地局間通信処理部２０８、空間カップリング情報処理部２０９
を備える。
【００９１】
　データ記憶部２０４には、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブル、空間カップリングマト
リックス、ユーザ装置ＵＥとエリアＩＤと割り当てリソースＩＤとを対応付けたテーブル
、空きリソース情報等が格納される。
【００９２】
　受信部２０１はユーザ装置ＵＥから送信された信号を無線で受信する。ＲＦＰ情報取得
部２０２は、ユーザ装置ＵＥから受信した信号からＲＦＰを取得し、エリアＩＤ決定部２
０３に渡す。エリアＩＤ決定部２０３は、受信したＲＦＰ(各ＲＦＲＰ値）と、ＲＦＰ・
エリアマッピングテーブルに格納されたエントリとの照合を行い、ＲＦＰに該当するエリ
アＩＤの決定や、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブルへのエントリの追加等を行う。
【００９３】
　リソース割り当て部２０５は、空間カップリングマトリックス、ユーザ装置ＵＥのエリ
アＩＤ、既に割り当てられたリソース、及び未割り当てのリソース等に基づいて、当該ユ
ーザ装置ＵＥにリソースを割り当てる。
【００９４】
　空間カップリング情報処理部２０９は、受信部２０１により受信した信号から空間カッ
プリング情報を取得し、当該空間カップリング情報を用いて空間カップリングマトリック
スを生成・更新する。制御信号生成部２０６は、エリアＩＤ、リソースＩＤ等を含む制御
信号を生成する。送信部２０７は制御信号、参照信号等を無線でユーザ装置ＵＥに送信す
る。
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【００９５】
　基地局間通信処理部２０８は、例えばＸ２インターフェースを用いて基地局間通信を行
うことで、ＲＦＰ・エリアマッピングテーブル、空間カップリングマトリックス等の情報
を他の基地局と交換するとともに、他の基地局から受信したＲＦＰ・エリアマッピングテ
ーブル、及び空間カップリングマトリックス等を用いて、データ記憶２０４に記憶されて
いるＲＦＰ・エリアマッピングテーブル、及び空間カップリングマトリックス等の更新を
行う。
【００９６】
　なお、基地局ｅＮＢの構成は、上記の構成に限られるわけではなく、本実施の形態で説
明した処理を実行できる構成であればどのような構成でもよい。例えば、基地局ｅＮＢは
、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置と通信する基地局であって、
複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置が受信した発見信号に含まれていた識別情
報であって、他のユーザ装置に対応する識別情報を含む空間カップリング情報を受信する
空間カップリング情報受信部と、前記空間カップリング情報に基づいて、ユーザ装置が存
在するエリア間での発見信号通信の可否を決定し、当該発見信号通信の可否に基づいて、
発見信号送信のためのリソースをユーザ装置に割り当てるリソース割り当て部とを備える
構成とすることができる。
【００９７】
　また、前記基地局は、前記複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置の位置に関す
る情報を受信し、当該位置に関する情報に基づいて、各ユーザ装置に対応する識別情報を
決定し、当該識別情報を該当のユーザ装置に送信する識別情報送信部を備えてもよい。こ
の構成により、ユーザ装置はユーザ装置に対応する識別情報を基地局からのシグナリング
で取得することができる。前記ユーザ装置に対応する識別情報は、例えば、当該ユーザ装
置が存在するエリアを識別するエリア識別情報である。
【００９８】
　また、基地局ｅＮＢは、無線により装置対装置通信を行う機能を有するユーザ装置と通
信する基地局であって、複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置のエリア識別情報
と当該ユーザ装置が受信した発見信号に含まれていたエリア識別情報とを含む空間カップ
リング情報を受信する空間カップリング情報受信部と、前記空間カップリング情報に基づ
いて、ユーザ装置が存在するエリア間での発見信号通信の可否を決定し、当該発見信号通
信の可否に基づいて、発見信号送信のためのリソースをユーザ装置に割り当てるリソース
割り当て部とを備えることとしてもよい。
【００９９】
　また、前記基地局は、前記複数のユーザ装置の各々から、当該ユーザ装置の位置に関す
る情報を受信し、当該位置に関する情報に基づいて、各ユーザ装置のエリア識別情報を決
定し、当該エリア識別情報を該当のユーザ装置に送信するエリア識別情報送信部を備えて
もよい。この構成により、ユーザ装置はエリア識別情報を基地局からのシグナリングで取
得することができる。
【０１００】
　前記ユーザ装置の位置に関する情報は、例えば複数の基地局についての受信電力の情報
である。この構成により、ユーザ装置がＧＰＳを使用することなく、基地局は位置に関す
る情報を取得できる。ただし、基地局が位置に関する情報を取得するために、ユーザ装置
がＧＰＳを使用することとしてもよい。
【０１０１】
　以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態
に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。
発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、
それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明に
おける項目の区分けは本発明に本質的ではなく、２以上の項目に記載された事項が必要に
応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載さ
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部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が
物理的には１つの部品で行われてもよいし、あるいは１つの機能部の動作が物理的には複
数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置及び基地局は機能的なブロッ
ク図を用いて説明されたが、そのような各装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそ
れらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態で説明した処理に対応する動
作を実行するソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク
（ＨＤＤ）、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、データベース、サーバその他の適切
な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の
精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含さ
れる。
【符号の説明】
【０１０２】
ＵＥ　ユーザ装置
ｅＮＢ　基地局
１０１　受信部
１０２　制御信号取得部
１０３　発見信号取得部
１０４　データ記憶部
１０５　ＲＳＲＰ測定部
１０６　ＲＦＰ報告信号生成部
１０７　発見信号生成部
１０８　空間カップリング情報報告信号生成部
１０９　送信部
２０１　受信部
２０２　ＲＦＰ情報取得部
２０３　エリアＩＤ決定部
２０４　データ記憶部
２０５　リソース割り当て部
２０６　制御信号生成部
２０７　送信部
２０８　基地局間通信処理部
２０９　空間カップリング情報処理部
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