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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピアツーピアデータ伝送方法であって、
　送信端末が受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを確定するこ
とと、
　前記送信端末が前記第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信すること
とを含み、
　ここで、前記送信端末が、受信端末を含む他の受信端末と、それぞれ相互に独立した時
間周波数リソースを介して、一対一で同時にデータの送受信を行うことを特徴とする前記
ピアツーピアデータ伝送方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記送信端末がネットワーク装置から送信された第一の再送リソース構成情報を受信す
ることと、
　前記送信端末が前記第一の再送リソース構成情報に示された第二の時間周波数リソース
で、前記受信端末へ第一の再送データを送信することと、
　をさらに含み、
　ここで、前記第一の再送リソース構成情報が、前記ネットワーク装置が前記受信端末か
ら送信された第一のフィードバック情報を受信した時に送信したものであり、前記第一の
フィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータを受信するこ
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とが成功しないことを示すことを特徴とする、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、
　前記送信端末が前記受信端末から送信された第二のフィードバック情報を受信すること
をさらに含み、
　前記第二のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータ
を受信することが成功したか否かを示すことに用いられることを特徴とする、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第二のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータ
を受信することが成功しないことを示す場合、前記方法は、
　前記送信端末が前記受信端末へ第二の再送リソース構成情報を送信することと、
　前記送信端末が前記第二の再送リソース構成情報に示された第三の時間周波数リソース
で、前記受信端末へ第二の再送データを送信することとをさらに含むことを特徴とする
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記送信端末が受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを確定す
ることは、
　前記送信端末がネットワーク装置へ第一のリソーススケジューリングリクエストを送信
することと、
　前記送信端末が前記ネットワーク装置から送信された、前記第一のリソーススケジュー
リングリクエストに対する第一のリソース構成情報を受信することと
　前記送信端末が前記第一のリソース構成情報に示された時間周波数リソースを前記第一
の時間周波数リソースとして確定することと、
　を含むことを特徴とする、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　前記第一のリソース構成情報は、前記ネットワーク装置が前記受信端末から送信された
チャネル状態情報ＣＳＩに基づいて確定したものであり、前記ＣＳＩが前記受信端末と前
記送信端末との間のチャネル状態を示すことに用いられ、
　ここで、前記送信端末が前記ネットワーク装置から送信された、前記リソーススケジュ
ーリングリクエストに対する第一のリソース構成情報を受信する前に、前記方法は、
　前記受信端末が基準信号に基づいて前記ＣＳＩを確定することができるように、前記送
信端末は、前記受信端末へ前記基準信号を送信することをさらに含むことを特徴とする
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記送信端末が受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを確定す
ることは、
　前記送信端末がネットワーク装置へ第二のリソーススケジューリングリクエストを送信
することと、
　前記送信端末が前記ネットワーク装置から送信された、前記第二のリソーススケジュー
リングリクエストに対する第二のリソース構成情報を受信することであって、前記第二の
リソース構成情報が前記ネットワーク装置によって前記送信端末のために構成されたリソ
ースプールを示す、ことと、
　前記送信端末が前記リソースプールから、前記第一の時間周波数リソースを選択するこ
とと、
　を含み、
　前記第三の時間周波数リソースは前記リソースプール中の時間周波数リソースであるこ
とを特徴とする、
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　請求項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記送信端末が前記リソースプールから、前記第一の時間周波数リソースを選択する前
に、前記方法は、
　前記送信端末が前記受信端末へチャネル状態報告リソース構成情報を送信することと、
　前記送信端末が前記受信端末へ基準信号を送信することと、
　前記送信端末が、前記受信端末がＣＳＩを報告するための時間周波数リソースで送信し
たＣＳＩを受信することと、をさらに含み、
　前記チャネル状態報告リソース構成情報が、前記受信端末がチャネル状態情報ＣＳＩを
報告するための時間周波数リソースを示すことに用いられ、前記ＣＳＩを報告するための
時間周波数リソースが前記リソースプール中のリソースであり、
　前記ＣＳＩが前記受信端末と前記送信端末との間のチャネル状態を示すことに用いられ
、前記ＣＳＩが、前記受信端末が前記基準信号に基づいて確定されたものであり、
　ここで、前記送信端末が前記リソースプールから前記第一の時間周波数リソースを選択
することは、
　前記送信端末が前記ＣＳＩに基づき、前記リソースプールから前記第一の時間周波数リ
ソースを選択することを含むことを特徴とする
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、
　前記送信端末が前記受信端末へ第一の同期信号を送信することと、
　前記送信端末が前記受信端末から送信された第二の同期信号を受信することと、をさら
に含み、
　前記第一の同期信号が前記送信端末のクロック情報と識別子情報を含み、前記第二の同
期信号が前記受信端末のクロック情報と識別子情報を含むことを特徴とする
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記送信端末が前記第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信する前に
、前記方法は、
　前記送信端末が前記ネットワーク装置から送信された第一の送信クロック調整情報と第
一の電力制御情報のうちの少なくとも一つを受信することと、
　前記送信端末が前記第一の送信クロック調整情報を受信した場合、前記第一の送信クロ
ック調整情報に基づいて前記データの送信時間を調整すること、又は、
　前記送信端末が前記第一の電力制御情報を受信した場合、前記第一の電力制御情報に基
づいて前記データの送信電力を調整することと、
　をさらに含み、
　ここで、前記第一の送信クロック調整情報が、前記ネットワーク装置が受信された前記
受信端末から報告された第二の送信クロック調整情報に基づいて確定したものであり、前
記第一の電力制御情報が、前記ネットワーク装置が受信された前記受信端末から報告され
た第二の電力制御情報に基づいて確定したものであることを特徴とする、
　請求項２、５、６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記送信端末が第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信する前に、前
記方法は、
　前記送信端末が前記受信端末から送信された第三の送信クロック調整情報と第三の電力
制御情報のうちの少なくとも一つを受信することと、
　前記送信端末が前記第三の送信クロック調整情報を受信した場合、前記第三の送信クロ
ック調整情報に基づいて前記データの送信時間を調整すること、又は、
　前記送信端末が前記第三の電力制御情報を受信した場合、前記第三の電力制御情報に基
づいて前記データの送信電力を調整することとをさらに含むことを特徴とする
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請求項１、３、４、７又は８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　ピアツーピアデータ伝送方法であって、
　受信端末が送信端末から送信されたデータを受信するための第一の時間周波数リソース
を確定することと、
　前記受信端末が前記第一の時間周波数リソースで前記送信端末から送信されたデータを
受信することとを含み、
　ここで、前記送信端末が、受信端末を含む他の受信端末と、それぞれ相互に独立した時
間周波数リソースを介して、一対一で同時にデータの送受信を行うことを特徴とする前記
ピアツーピアデータ伝送方法。
【請求項１３】
　前記方法は、
　前記受信端末がネットワーク装置へ第一のフィードバック情報を送信することをさらに
含み、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデ
ータを受信することが成功したか否かを示すことに用いられることを特徴とする
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　送信端末であって、
　受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを確定するように構成さ
れる確定ユニットと、
　前記第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信するように構成される送
受信ユニットとを備え、
　ここで、前記送受信ユニットが、受信端末を含む他の受信端末と、それぞれ相互に独立
した時間周波数リソースを介して、一対一で同時にデータの送受信を行うことを特徴とす
る前記送信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は通信分野に関し、且つより具体的に、ピアツーピアデータ伝送方法、
装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイスツーデバイス（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ：「Ｄ２Ｄ」と略称）技術
は、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：「ＬＴＥ」略称）Ｄ２Ｄ、電気電子技術者協会（Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｓ　：「ＩＥＥＥ」と略称）８０２.１１ｐ、ＬＴＥ車両インターネット（
Ｖｅｈｉｃｌｅ　ｔｏ　Ｘ：Ｖ２Ｘと略称）などを含む複数の標準化機構で広く研究され
、マルチメディアデータ交換、ソーシャルネットワーク、公共安全、車両インターネット
などの様々なサービスを実現することができる。スターデータ配信に基づくセルラー移動
通信システムと比較し、Ｄ２Ｄシステムは、位置が近い端末の間の隣接（Ｐｒｏｘｉｍｉ
ｔｙ）関係を十分に利用でき、基地局との通信の代わりに端末間の直接通信を行うことに
より、より詳細化した空間周波数利用を実現し、セルラー移動通信システムのネットワー
ク負荷を効果的にオフロード（Ｏｆｆｌｏａｄ）し、将来の５Ｇ通信システムでますます
重要な役割を果たす。
【０００３】
　同時に、無線通信システムにおける形態の多様化に伴い、単一の携帯電話の形態と比較
し、端末間の関係はますます多様化し、より多くの端末の間に隣接（Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ
）関係があり、例えば車両インターネットにおいて一般的な送受信端末の間の距離が通常
数十～数百メートルであり、工場のセンサネットワークにおける送受信端末の間の距離が
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常に百メートル以下であり、ウェアラブル装置の通信距離がさらにメーターレベル以下で
ある。これらの隣接（Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ）通信シーンにおいて、Ｄ２Ｄ通信システムは
大部分のトラフィックがベアリングでき、基地局と移動通信ネットワークを介して主要な
データを伝送する必要がない。
【０００４】
　しかし、現在のＤ２Ｄシステムは、主に比較的単純なブロードキャスト（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ）及びマルチキャスト（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ）モードが実現できているが、ユニキ
ャスト（Ｕｎｉｃａｓｔ）モードのＤ２Ｄ通信が実現できていない。したがって、送信側
装置は異なる受信側装置への異なるデータの送信ができず、異なる端末装置の組み合わせ
の間で、異なるＤ２Ｄサービスのインタラクションを実現することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明はピアツーピアデータ伝送方法、装置及びシステムを提供し、Ｄ２Ｄ通信システ
ムで一つの端末装置が同時に複数の端末装置へ異なるデータを送信することを実現でき、
これにより異なる端末装置の組み合わせの間で異なるＤ２Ｄサービスのインタラクション
を実現することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第一の態様では、ピアツーピアデータ伝送方法が提供され、送信端末が受信端末へデー
タを送信するための第一の時間周波数リソースを確定することと、前記送信端末が前記第
一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信することとを含み、ここで、前記
送信端末が前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端末へデータを送信し、前記送
信端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも一つに送信されるデータが前記受信端末
に送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送信端末から前記他の受信端末のうちの
少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【０００７】
　第二の態様では、ピアツーピアデータ伝送方法が提供され、受信端末が送信端末から送
信されたデータを受信するための第一の時間周波数リソースを確定することと、前記受信
端末が前記第一の時間周波数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信するこ
ととを含み、ここで、前記送信端末が前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端末
へデータを送信し、前記送信端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも一つに送信さ
れるデータが前記受信端末に送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送信端末から
前記他の受信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【０００８】
　第三の態様では、ピアツーピアデータ伝送方法が提供され、ネットワーク装置が送信端
末から送信されたリソーススケジューリングリクエストを受信することと、前記送信端末
が前記第一のリソース構成情報に基づき、受信端末へデータを送信するための第一の時間
周波数リソースを確定することができるように、前記ネットワーク装置が前記送信端末へ
前記リソーススケジューリングに対する第一のリソース構成情報を送信することと、前記
ネットワーク装置が前記受信端末から送信された第一のフィードバック情報を受信するこ
とと、を含み、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末によって
前記第一の時間周波数リソースで送信されたデータを受信することが成功したか否かを示
すことに用いられる。
【０００９】
　第四の態様では、送信端末が提供され、受信端末へデータを送信するための第一の時間
周波数リソースを確定するように構成される確定ユニットと、前記第一の時間周波数リソ
ースで前記受信端末へデータを送信するように構成される送受信ユニットとを備え、ここ
で、前記送受信ユニットが前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端末へデータを
送信し、前記送受信ユニットから前記他の受信端末のうちの少なくとも一つに送信される
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データが前記受信端末に送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送受信ユニットか
ら前記他の受信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【００１０】
　第五の態様では、受信端末が提供され、送信端末から送信されたデータを受信するため
の第一の時間周波数リソースを確定するように構成される確定ユニットと、前記第一の時
間周波数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信するように構成される送受
信ユニットとを備え、ここで、前記送信端末が前記受信端末へデータを送信しながら他の
受信端末へデータを送信し、前記送信端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも一つ
に送信されるデータが前記受信端末に送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送信
端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【００１１】
　第六の態様では、ネットワーク装置が提供され、送信端末から送信されたリソーススケ
ジューリングリクエストを受信するように構成される受信ユニットと、前記送信端末が前
記第一のリソース構成情報に基づき、受信端末へデータを送信するための第一の時間周波
数リソースを確定することができるように、前記送信端末へ前記リソーススケジューリン
グリクエストに対する第一のリソース構成情報を送信するように構成される送信ユニット
とを備え、前記受信ユニットがさらに前記受信端末から送信された第一のフィードバック
情報を受信するように構成され、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端末が前記
送信端末によって前記第一の時間周波数リソースで送信されたデータを受信することが成
功したか否かを示すことに用いられる。
【００１２】
　第七の態様では、ピアツーピアデータ伝送システムが提供され、第四の態様における送
信端末、第五の態様における受信端末と第六の態様におけるネットワーク装置を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例による一つのシステムアーキテクチャを示す図である。
【図２】本発明の別の実施例による一つのシステムアーキテクチャを示す図である。
【図３】本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャートであ
る。
【図４】本発明の別の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャート
である。
【図５】本発明の更なる実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャー
トである。
【図６】本発明の実施例による送信端末の概略的ブロック図である。
【図７】本発明の別の実施例による送信端末の概略的ブロック図である。
【図８】本発明の実施例による受信端末の概略的ブロック図である。
【図９】本発明の別の実施例による受信端末の概略的ブロック図である。
【図１０】本発明の実施例によるネットワーク装置の概略的ブロック図である。
【図１１】本発明の別の実施例によるネットワーク装置の概略的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施例の技術的な解決策をより明確に説明するため、以下に実施例に必要な図
面を簡単に説明するが、明らかに、以下に記載する図面は本発明のいくつかの実施例だけ
であり、当業者であれば、創造的な労力を要することなく、これらの図面に基づいて他の
図面を得ることができる。
【００１５】
　以下に本発明の実施例の図面を組み合わせながら、本発明の実施例に係る技術的解決策
を明確で、全面的に説明し、明らかに、説明した実施例は本発明の一部の実施例だけであ
り、全ての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な労力を要せずに
得た他の実施例は、全て本発明の保護範囲に属する。
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【００１６】
　本発明は端末装置とネットワーク装置と組み合わせて各実施例を説明する。端末装置は
アクセス端末、ユーザユニット、ユーザサイト、移動サイト、移動局、遠隔サイト、遠隔
端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント又はユーザ装置
と呼ばれてもよい。アクセス端末はセルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロ
トコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：「ＳＩＰ」と略称
）電話、無線ローカルループ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ：「ＷＬＬ」と
略称）サイト、パーソナルデジタル処理（Ｐｅｒｓｏｎａ１　Ｄｉｇｉｔａ１　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ：「ＰＤＡ」と略称）、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピ
ューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載デバイス、ウェア
ラブルデバイス及び将来の５Ｇネットワークにおける端末装置であってもよい。
【００１７】
　ネットワーク装置は、移動装置との通信に用いられてもよく、ネットワーク装置はグロ
ーバル移動体通信システム（Ｏｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：「ＧＳＭ」と略称）又は符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：「ＣＤＭＡ」と略称）における基地局（Ｂ
ａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：「ＢＴＳ」と略称）であってもよく
、広帯域符号分割多元接続（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉ　ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：「ＷＣＤＭＡ」と略称）における基地局（ＮｏｄｅＢ：「Ｎ
Ｂ」と略称）であってもよく、またロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：「ＬＴＥ」と略称）におけるｅＮＢ又は進化型基地局（Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎａｌ　ＮｏｄｅＢ：「ｅＮｏｄｅＢ」と略称）、又は中継局又はアクセスポイ
ント、又は車載デバイス、ウェアラブルデバイス及び将来の５Ｇネットワークにおけるネ
ットワーク装置であってもよい。
【００１８】
　図１は本発明の実施例によるシステムアーキテクチャを示す図である。図１に示すシス
テムは、基地局、送信端末、受信端末１と受信端末２を備えることができる。且つ、基地
局と送信端末、基地局と受信端末の間で第一のタイプのエアインタフェース（ＡＩ１と略
称し、典型的なＡＩ１がセルラー移動通信中のＵｕインタフェースである）を介して通信
し、送信端末と受信端末の間で第二のタイプのエアインタフェース（ＡＩ２と略称し、典
型的なＡＩ２がＳｉｄｅｌｉｎｋエアインタフェースである）を介して通信する。
【００１９】
　送信端末と受信端末における送信と受信が相対的な概念であり、図１に２つの受信端末
が示されることは、一つの送信端末が同時に複数の受信端末へＡＩ２データを送信するこ
とができることを例示的に説明するためのものだけであり、受信端末の個数を限定するた
めのものではないことが理解できる。
【００２０】
　本発明の実施例において、基地局はＡＩ１を介して送信端末からのＡＩ２リソーススケ
ジューリングリクエスト、受信端末１及び受信端末２から送信されたチャネル状態情報（
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：「ＣＳＩ」と略称）、受信端末
１及び受信端末２から送信された確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、受信端末１及び受信端
末２から送信された送信クロック調整情報と受信端末１及び受信端末２から送信された電
力制御情報を受信することができる。また、基地局は、送信端末がＡＩ２データ（その再
送バージョンを含む）及び関連するシグナリングを送信するために割り当てられたリソー
スの割り当て情報を送信端末、受信端末１と受信端末２に送信することができる。
【００２１】
　端末（図１の送信端末と受信端末１及び受信端末２を含む）は、ＡＩ１を介して基地局
と通信し、ＡＩ２を介して他の端末と通信することができ、それは基地局がＡＩ２データ
（その再送バージョンを含む）及び関連するシグナリングに割り当てたリソースの割り当
て情報、他の端末のＡＩ２同期信号、他の端末のＡＩ２ブロードキャストチャネル、他の
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端末のＡＩ２基準信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ：「ＲＳ」と略称）と他の端
末から送信されたＡＩ２データを受信することができる。端末は、基地局へＡＩ２リソー
ススケジューリングリクエスト、ＣＳＩ情報、確認情報、送信クロック調整情報と電力制
御情報を報告することができ、端末は、他の端末へＡＩ２同期信号、ＡＩ２ブロードキャ
ストチャネル、ＡＩ２基準信号と他の端末から送信されたＡＩ２データを送信することが
できる。
【００２２】
　図２は本発明の別の実施例によるシステムアーキテクチャを示す図である。図２に示す
システムは、基地局、送信端末、受信端末１と受信端末２を備えることができる。且つ、
基地局と送信端末の間、基地局と受信端末の間で第一のタイプのエアインタフェース（Ａ
Ｉ１と略称し、典型的なＡＩ１がセルラー移動通信中のＵｕインタフェースである）を介
して通信し、送信端末と受信端末の間で第二のタイプのエアインタフェース（ＡＩ２と略
称し、典型的なＡＩ２がＳｉｄｅｌｉｎｋエアインタフェースである）を介して通信する
。
【００２３】
　送信端末と受信端末における送信と受信が相対的な概念であり、図２に２つの受信端末
が示されることは、一つの送信端末が同時に複数の受信端末へＡＩ２データを送信するこ
とができることを例示的に説明するためのものだけであり、受信端末の個数を限定するた
めのものではないことが理解できる。
【００２４】
　本発明の実施例において、基地局は、ＡＩ１を介して送信端末からのＡＩ２リソースス
ケジューリングリクエストを受信することができる。且つ、基地局は、該送信端末がＡＩ
２データ及び関連するシグナリングを送信するために割り当てられたリソースの割り当て
情報を送信端末に送信することができる。
【００２５】
　端末（図２の送信端末と受信端末１及び受信端末２を含む）は、ＡＩ１を介して基地局
と通信し、ＡＩ２を介して他の端末と通信することができ、それは基地局がＡＩ２データ
（その再送バージョンを含む）及び関連するシグナリングに割り当てたリソースの割り当
て情報、他端末のＡＩ２同期信号、他の端末のＡＩ２ブロードキャストチャネル、他の端
末のＣＳＩ、他の端末のＡＩ２　ＲＳ、他の端末から送信されたＡＩ２データ、他の端末
から送信された確認情報、他の端末から送信された送信クロック調整情報と他の端末から
送信された電力制御情報を受信することができる。端末は、基地局へＡＩ２リソーススケ
ジューリングリクエストを報告することができ、他の端末へＡＩ２同期信号、ＡＩ２ブロ
ードキャストチャネル、ＡＩ２ＣＳＩ、ＡＩ２　ＲＳ、確認情報、送信クロック調整情報
と電力制御情報を送信することができる。
【００２６】
　図３は本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャートであ
る。図３に示す方法は主に図１に示すシステムに適用され、図３に示す方法１００は以下
のステップを含む。
【００２７】
　Ｓ１０１、送信端末と受信端末は、相手側から送信された同期信号を相互に受信する。
【００２８】
　選択可能に、送信端末と受信端末は、相手側へ同期信号をブロードキャストの形態で送
信することができ、これにより、送信端末とＡＩ２を介して通信する端末装置は全て送信
端末から送信された同期信号を受信することができる。
【００２９】
　ここで、同期信号はクロック情報（送信クロック）と識別子（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ：「Ｉ
Ｄ」と略称）情報を含むことができる。これにより、送信端末と受信端末は、相手側から
送信された同期信号を受信した場合、相手側のクロック情報と識別子情報を取得すること
ができ、このようにして送信端末と受信端末は同期することができ、該同期のプロセスは
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従来技術における同期に関する説明を参照できるので、本発明の実施例で説明されない。
【００３０】
　Ｓ１０２、送信端末と受信端末は相手側から送信されたブロードキャストチャネルを相
互に受信する。
【００３１】
　送信端末と受信端末は、相手側のブロードキャストチャネルを受信することにより、相
手側の送信帯域幅を確定し、相手側が基地局のカバレッジに位置するか否かを確定するこ
とができる。
【００３２】
　Ｓ１０３、送信端末は、基地局へリソーススケジューリングリクエストを送信する。
【００３３】
　送信端末が基地局へ複数の受信端末に対するリソーススケジューリングリクエストを同
時に送信することができ、各受信端末に対するリソーススケジューリングリクエストに該
受信端末の情報、例えば該受信端末の識別子ＩＤが含まれる。
【００３４】
　Ｓ１０４、基地局は、受信端末の報告するチャネル状態情報ＣＳＩを構成する。
【００３５】
　選択可能に、Ｓ１０４において、基地局は、受信端末の報告する送信クロック調整情報
、電力制御情報のうちの少なくとも一つを構成し、その後、受信端末の報告する送信クロ
ック調整情報、及び／又は、電力制御情報を送信端末に転送することができ、送信端末は
、送信クロック調整情報に基づいてデータの送信時間を調整することができ、且つ送信端
末は、電力制御情報に基づき、データを送信する時の送信電力を調整することができる。
【００３６】
　具体的には、基地局は、送信端末から送信された受信端末に対するリソーススケジュー
リングリクエストを受信した後に、該受信端末が報告する送信端末から該受信端末までの
チャネル状態情報を該受信端末とのＡＩ１を介して構成し、また選択可能に、基地局は、
該受信端末が報告する送信端末の該受信端末に対する送信クロック調整情報と電力制御情
報をＡＩ１を介して構成する。
【００３７】
　選択可能に、基地局は、ＣＳＩ構成情報で、具体的にどの送信端末から該受信端末まで
のチャネルのＣＳＩを報告するかを該受信端末に指示することができ、また、該ＣＳＩ構
成情報によって該受信端末の該ＣＳＩのリソースを報告するためのリソースを示すことが
できる。ＣＳＩは、ランクインジケータ（Ｒａｎｋｉｎｄｉｃａｔｏｒ：「ＲＩ」と略称
）、プリコーディングマトリックスインデックス（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　
Ｉｎｄｅｘ：「ＰＭＩ」と略称）、チャネル品質インジケータ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：「ＣＱＩ」と略称）のうちの少なくとも一つを含むこと
ができる。
【００３８】
　選択可能に、基地局は、クロック調整情報構成情報で、該受信端末が具体的にどの送信
端末から該受信端末までの送信クロック調整情報を報告するかを示すことができる。
【００３９】
　選択可能に、基地局は、電力制御情報構成情報で、該受信端末が具体的にどの送信端末
から該受信端末までの電力制御情報を報告するかを示すことができる。
【００４０】
　Ｓ１０５、送信端末は受信端末へ基準信号を送信する。
【００４１】
　受信端末は基準信号を受信した後、該基準信号に基づいてＣＳＩ測定、伝送遅延推定及
び受信電力測定を行う。
【００４２】
　Ｓ１０６、受信端末は基地局へＣＳＩを報告する。
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【００４３】
　選択可能に、受信端末は、基地局へ送信クロック情報及び／又は電力制御情報を報告す
ることができる。
【００４４】
　受信端末から基地局に報告されるＣＳＩは、該ＣＳＩがどの送信端末に対するチャネル
測定によるものかを含むことができ、送信クロック調整情報は該情報がどの送信端末に対
する伝送遅延推定によるものかを含むことができ、電力制御情報は該情報がどの送信端末
に対する受信電力測定によるものかを含むことができ、例えば送信端末のＩＤを含むこと
ができる。
【００４５】
　説明すべきものとして、送信端末から受信端末へのデータ伝送中に、受信端末は基地局
へ送信クロック調整情報と電力制御情報を複数回に報告する必要があるかもしれず、送信
クロック調整情報及び電力制御情報の報告時間は単なる一例に過ぎない。
【００４６】
　Ｓ１０７、基地局は送信端末と受信端末へリソース割り当て情報を送信する。
【００４７】
　具体的には、基地局は、送信端末が受信端末へデータを送信するためのリソースを示す
リソース割り当て情報を送信端末に送信し、同時に基地局は、送信端末がデータを送信す
るためのリソース及び受信端末が基地局へ送信端末から送信されたデータに対する確認情
報をフィードバックするためのリソースを示すリソースの割り当て情報を送信する。
【００４８】
　Ｓ１０８、基地局は送信端末へ送信クロック調整情報及び電力制御情報を送信する。
【００４９】
　説明すべきものとして、送信端末から受信端末へのデータ伝送中に、基地局は送信端末
へ送信クロック調整情報及び電力制御情報を複数回に送信する必要があるかもしれず、送
信クロック調整情報及び電力制御情報の報告時間は単なる一例に過ぎない。
【００５０】
　Ｓ１０９、送信端末は受信端末へデータを送信する。
【００５１】
　送信端末はリソース割り当て情報に示されたリソースで受信端末へデータを送信し、受
信端末はリソース割り当て情報に示されたリソースで該送信端末から送信されたデータを
受信する。
【００５２】
　理解すべきものとして、相互に独立したリソースを使用して、送信端末は同時に複数の
受信端末へデータを送信することができ、また、複数の受信端末へ異なるデータを送信す
ることができる。これにより、異なる端末の組み合わせの間で異なるＤ２Ｄサービスのイ
ンタラクションを実現することができる。
【００５３】
　Ｓ１１０、受信端末は基地局へ確認情報を送信する。
【００５４】
　受信端末はリソース割り当て情報に示されたリソースで基地局へ送信端末から送信され
たデータに対する確認情報を報告する。該確認情報は、該受信端末が送信端末から送信さ
れたデータを受信することが成功したか否かを示す。選択可能に、該確認情報はＡＣＫ／
ＮＡＣＫであってもよい。
【００５５】
　Ｓ１１１、基地局は送信端末及び受信端末へ再送リソース割り当て情報を送信する。
【００５６】
　選択可能に、基地局は受信端末から送信された失敗確認情報（ＮＡＣＫ）を受信した場
合、送信端末へ該送信端末が再送データを送信するためのリソースを示す再送リソース割
り当て情報を送信し、また、受信端末へ該受信端末が再送データを受信するためのリソー
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スを示す再送リソース割り当て情報を送信する。
【００５７】
　選択可能に、基地局は、Ｓ１０７において、送信端末が再送するためのリソースを送信
端末に送信し、受信端末が再送データを受信するためのリソースを受信端末に割り当てる
ことができ、この場合、Ｓ１１０において、基地局は再度リソース割り当てを行う必要が
なく、送信端末がこの前に割り当てられたリソースで再送すること及び受信端末がこの前
に割り当てられたリソースで再送データを受信することを指示すればよい。
【００５８】
　Ｓ１１２、送信端末は受信端末へ再送データを送信する。
【００５９】
　同時に、受信端末は割り当てられたリソースで該送信端末から送信された再送データを
受信する。
【００６０】
　注意すべきものとして、図３におけるプロセスの番号は必ずプロセスの実行順序を表す
ものではなく、例えば、Ｓ１０３はＳ１０１とＳ１０２の前に実行されてもよく、具体的
な実行順序は各ステップ間のロジック関係によって示される。
【００６１】
　図３に示すピアツーピアデータ伝送方法では、チャネル測定、再送、クロック調整、電
力制御は、基地局によって集中して制御され、これにより、ピアツーピアリンクは、同期
信号、ブロードキャストとデータのみを伝送するようにさらに簡素化される。基地局のカ
バレッジ範囲内（Ｉｎ　Ｃｏｖｅｒａｇｅシーン）で、本発明の実施例におけるデータ伝
送方法はさらに端末の複雑度を簡素化し、スケジューリング及び制御の正確性と信頼性を
向上させることができる。
【００６２】
　図４は本発明の別の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャート
である。図４に示す方法は主に図２に示すシステムに応用され、図４に示す方法２００は
以下のステップを含む。
【００６３】
　Ｓ２０１、送信端末と受信端末は、相手側から送信された同期信号を相互に受信する。
【００６４】
　Ｓ２０２、送信端末と受信端末は、相手側から送信されたブロードキャストを相互に受
信する。
【００６５】
　Ｓ２０３、送信端末は、基地局へリソーススケジューリングリクエストを送信する。
【００６６】
　図４におけるＳ２０１～Ｓ２０３は前記図３におけるＳ１０１～Ｓ１０３との同じニー
ズを有しているステップの説明を参照でき、繰り返しを回避するために、ここで説明を省
略する。
【００６７】
　Ｓ２０４、基地局は送信端末へリソース構成情報を送信する。
【００６８】
　Ｓ２０４において、基地局は、複数の受信端末に対するリソース、ある一つの受信端末
に対するリソース、送信端末がデータ及びその再送バージョン、リソース構成情報及び割
り当て情報、基準信号を送信するためのリソース、及び受信端末がＣＳＩ、確認情報、送
信クロック調整情報及び電力制御情報をフィードバックするためのリソースを、リソース
構成情報により送信端末に割り当てることができる。
【００６９】
　又は、言い換えれば、送信端末がリソーススケジューリング能力を有し、基地局は送信
端末に利用可能なリソース（リソースプールと呼ばれてもよい）を割り当てることができ
るが、具体的に各チャネルにリソースを割り当てせず、送信端末自らによって該リソース
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プールから、通信相手の端末間のデータチャネル、制御チャネル、フィードバックチャネ
ルに対してリソース割り当てを行う。
【００７０】
　Ｓ２０５、送信端末は、受信端末がチャネル状態情報ＣＳＩを報告するように構成でき
るためのリソース構成情報を受信端末に送信し、また受信端末が報告するチャネル状態情
報ＣＳＩを構成する。
【００７１】
　選択可能に、Ｓ２０５において、送信端末は、受信端末が送信クロック調整情報及び電
力制御情報を報告するためのリソースをリソース構成情報により構成し、また受信端末が
送信クロック調整情報及び／又は電力制御情報を報告するように構成することができる。
【００７２】
　前記受信端末がチャネル状態情報ＣＳＩ、送信クロック調整情報及び電力制御情報を報
告するためのリソースは、送信端末により、基地局の構成されたリソースプールから選定
したものである。
【００７３】
　具体的な構成方式は、Ｓ１０４における基地局の受信端末に対する構成方式を参照して
行われてもよく、繰り返しを回避するために、ここで説明を省略する。
【００７４】
　Ｓ２０６、送信端末は受信端末へ基準信号を送信する。
【００７５】
　受信端末は基準信号を受信した後、該基準信号に基づいてＣＳＩ測定を行い、また選択
可能に、伝送遅延推定及び／又は受信電力測定を行う。
【００７６】
　Ｓ２０７、受信端末は送信端末に割り当てられたリソースで、送信端末へＣＳＩ、送信
クロック調整情報及び電力制御情報を報告する。
【００７７】
　説明すべきものとして、送信端末から受信端末へのデータ伝送中に、受信端末は送信端
末へ送信クロック調整情報及び電力制御情報を複数回にフィードバックする必要があるか
もしれず、送信クロック調整情報及び電力制御情報のフィードバック時間は単なる一例に
過ぎない。
【００７８】
　Ｓ２０８、送信端末は受信端末へリソース割り当て情報を送信する。
【００７９】
　送信端末は受信端末へリソース割り当て情報を送信することにより、送信端末がデータ
を送信するためのリソースを受信端末に示し、受信されたデータに対する確認情報を送信
するためのリソースを受信端末に割り当てる。送信端末がデータを送信するためのリソー
ス、及び受信端末に割り当てられた確認情報を送信するためのリソースは、基地局が該送
信端末に割り当てたリソースの部分のリソースであり、送信端末が
基地局に構成されたリソースプールから選択したものである。
【００８０】
　Ｓ２０９、送信端末は受信端末へデータを送信する。
【００８１】
　送信端末はＳ２０８において選定されたリソースで受信端末へデータを送信し、受信端
末はＳ２０８において受信されたリソース割り当て情報に示されたリソースで送信端末か
ら送信されたデータを受信する。
【００８２】
　Ｓ２１０、受信端末は送信端末へ確認情報を送信する。
【００８３】
　受信端末はＳ２０８において受信されたリソース割り当て情報に示されたリソースで確
認情報を送信する。
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【００８４】
　Ｓ２１１、送信端末は受信端末へ再送リソース割り当て情報を送信する。
【００８５】
　具体的には、送信端末は、受信端末から送信された失敗確認情報を受信した場合、再送
データを受信するためのリソースを再送リソース割り当て情報により受信端末に割り当て
る。該リソースは送信端末が基地局からそれに割り当てられたリソースプールから選択し
たものである。
【００８６】
　Ｓ２１２、送信端末は受信端末へ再送データを送信する。
【００８７】
　送信端末はＳ２１１において選択されたリソースで受信端末へ再送データを送信し、受
信端末は該リソースで送信端末から送信された再送データを受信する。
【００８８】
　図４に示すピアツーピアデータ伝送方法では、まず基地局は一定量のリソースを送信端
末にスケジューリングし、次に送信端末は、基地局に割り当てられたリソースで、通信双
方の端末装置間のデータチャネル、制御チャネル、フィードバックに具体的なリソースを
スケジューリングし、また送信端末は、受信端末から送信された、送信端末から送信され
たデータに対するフィードバック情報、チャネル測定結果、送信クロック制御情報及び電
力制御情報を受信する。これにより、送信端末の制御において、受信端末、送信端末間の
リンクに対するデータ伝送、再送、リンク適応、クロック調整及び電力制御を完成し、セ
ルラー移動通信インタフェースリソースと基地局の処理能力を節約し、より短い遅延の適
応伝送を実現することができ、また基地局のカバレッジが不安定（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｃｏ
ｖｅｒａｇｅ）なシーンに適用されてもよい。
【００８９】
　図５は本発明の別の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法の概略的フローチャート
である。図５に示すように、方法３００は以下のステップを含む。
【００９０】
　Ｓ３１０、送信端末は受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを
確定する。
【００９１】
　Ｓ３２０、前記送信端末は前記第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送
信する。
【００９２】
　ここで、前記送信端末は前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端末へデータを
送信し、前記送信端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも一つに送信されるデータ
が前記受信端末へ送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送信端末から前記他の受
信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【００９３】
　本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法では、一つの端末装置が同時に複数
の端末装置へ異なるデータを送信することにより、異なる端末の組み合わせの間で異なる
Ｄ２Ｄサービスのインタラクションを実現することができる。
【００９４】
　本発明の実施例において、選択可能に、ネットワーク装置は端末装置から送信された第
一のフィードバック情報を受信し、前記第一のフィードバック情報が、前記端末装置が前
記送信端末から送信されたデータを受信することが成功したか否かを示すことに用いられ
る。また、前記第一のフィードバック情報が、前記端末装置が前記送信端末から送信され
たデータを受信することが成功しないことを示した場合、前記ネットワーク装置は前記送
信端末へ第一の再送構成情報を送信し、第一の再送構成情報がネットワーク装置から送信
端末に割り当てられた、再送のための時間周波数リソースを示し、また、前記受信端末へ
第二の再送リソース構成情報を送信し、第二の再送リソース構成情報が端末装置ネットワ
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ーク装置から送信端末に割り当てられた、再送のための時間周波数リソースを示し、これ
により、送信端末は再送のための時間周波数リソースで受信端末へ再送データを送信し、
受信端末は再送のための時間周波数リソースで送信端末から送信された再送データを受信
する。
【００９５】
　本発明の実施例において、選択可能に、送信端末はネットワーク装置へ第一のリソース
スケジューリングリクエストを送信し、ネットワーク装置は送信端末へ第一のリソースス
ケジューリングリクエストに対する第一のリソース構成情報を送信し、送信端末は第一の
リソース構成情報に示された時間周波数リソースを前記第一の時間周波数リソースとして
確定し、また、ネットワーク装置は受信端末へ第二のリソース構成情報を送信し、第二の
リソース構成情報がネットワーク装置から前記送信端末に割り当てられた時間周波数リソ
ースを示すことに用いられる。
【００９６】
　さらに、ネットワーク装置は、送信端末へ第一のリソース構成情報を送信する前に、受
信端末へチャネル状態報告リソース構成情報を送信し、その後、ネットワーク装置は、受
信端末がチャネル状態報告リソース構成情報に示された時間周波数リソースで送信したチ
ャネル状態情報ＣＳＩを受信し、前記チャネル状態情報が前記受信端末と前記送信端末の
間のチャネル状態を示し、前記ＣＳＩは受信端末が送信端末から送信された基準信号に基
づいて確定されたものであり、ネットワーク装置は受信されたＣＳＩに基づいて前記第一
のリソース構成情報と前記第二のリソース構成情報を確定する。
【００９７】
　本発明の実施例において、選択可能に、受信端末は、ネットワーク装置へ第二の送信ク
ロック調整情報と第二の電力制御情報のうちの少なくとも一つを送信し、ネットワーク装
置は、前記第一の送信クロック調整情報を受信した場合、送信端末へ第一の送信クロック
調整情報に基づいて確定された第二のクロック調整情報を送信し、又は、ネットワーク装
置は、第一の電力制御情報を受信した場合、送信端末へ第一の電力制御情報に基づいて確
定された第二の電力制御情報を送信する。選択可能に、ネットワーク装置は、受信された
第一の送信クロック調整情報を送信端末にそのまま転送することができ、ネットワーク装
置は受信された第一の電力制御情報を送信端末にそのまま転送することもできる。送信端
末は、ネットワーク装置から送信された第二の送信クロック調整情報を受信した場合、第
二の送信クロック調整情報に基づいてデータの送信時間を調整する。送信端末は、ネット
ワーク装置から送信された第二の電力制御情報を受信した場合、第二の電力制御情報に基
づいてデータの送信電力を調整する。
【００９８】
　本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法であって、チャネル測定、再送、ク
ロック調整、電力制御は基地局によって集中して制御され、これにより、ピアツーピアリ
ンクはさらに同期信号、ブロードキャストチャネルとデータのみを伝送するように簡素化
される。基地局のカバレッジ（Ｉｎ　Ｃｏｖｅｒａｇｅシーン）で、本発明の実施例によ
るデータ伝送方法はさらに端末の複雑さを簡素化し、スケジューリング及び制御の正確性
と信頼性を向上させることができる。
【００９９】
　本発明の実施例において、選択可能に、送信端末が受信したネットワーク装置から送信
された第一のリソース構成情報は、ネットワーク装置によって送信端末のために構成され
たリソースプールを示すことに用いられ、送信端末は、リソースプールからデータを送信
するための第一の時間周波数リソースを選択し、また受信端末にリソースプール中の時間
周波数リソースを割り当てることができる。
【０１００】
　本発明の実施例において、選択可能に、送信端末は、受信端末から送信された第二のフ
ィードバック情報を受信し、第二のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末
から送信されたデータを受信することが成功しないことを示す場合、受信端末へ第二の再
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送リソース構成情報を送信し、また第二の再送リソース構成情報に示された第三の時間周
波数リソースで受信端末へ再送データを送信する。
【０１０１】
　さらに、選択可能に、送信端末から送信された第二の再送リソース構成情報に示された
リソースはネットワーク装置によって送信端末に構成されたリソースプールの時間周波数
リソースである。
【０１０２】
　本発明の実施例において、選択可能に、送信端末は、受信端末へチャネル状態報告リソ
ース構成情報を送信し、前記チャネル状態報告リソース構成情報が、前記受信端末がチャ
ネル状態情報ＣＳＩを報告するための時間周波数リソースを示すことに用いられ、ＣＳＩ
を報告するための前記時間周波数リソースが前記リソースプール中のリソースである。前
記送信端末は前記受信端末へ基準信号を送信する。前記送信端末は、前記受信端末がＣＳ
Ｉを報告するための前記時間周波数リソースで送信したＣＳＩを受信し、ここで、前記Ｃ
ＳＩが前記受信端末と前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに用いられ、前記ＣＳ
Ｉが、前記受信端末が前記基準信号に基づいて確定したものである。前記送信端末は、前
記ＣＳＩに基づき、前記リソースプールから前記第一の時間周波数リソースを選択する。
【０１０３】
　本発明の実施例において、選択可能に、送信端末は受信端末へ第一の同期信号を送信し
、第一の同期信号が送信端末のクロック情報と識別子情報を含み、送信端末は受信端末か
ら送信された第二の同期信号を受信し、第二の同期信号が受信端末のクロック情報と識別
子情報を含む。
【０１０４】
　本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法では、まず基地局は一定量のリソー
スを送信端末にスケジューリングし、次に送信端末は基地局に割り当てられたリソースで
通信双方の端末装置間のデータチャネル、制御チャネル、フィードバックに具体的なリソ
ースをスケジューリングし、また送信端末は受信端末から送信された、送信端末から送信
されたデータに対するフィードバック情報、チャネル測定結果、送信クロック制御情報及
び電力制御情報を受信する。これにより、送信端末の制御で受信端末、送信端末間のリン
クに対するデータ伝送、再送、リンク適応、クロック調整及び電力制御を完了し、セルラ
ー移動通信インタフェースリソースと基地局の処理能力を節約し、より短い遅延の適応伝
送を実現することができ、且つ基地局のカバレッジが不安定（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｃｏｖｅ
ｒａｇｅ）なシーンに適用されてもよい。
【０１０５】
　以上に図３～図５を組み合わせて本発明の実施例によるピアツーピアデータ伝送方法を
説明した。以下に図６及び図７を組み合わせて本発明の実施例による送信端末を説明する
。
【０１０６】
　図６は、本発明の別の実施例による送信端末の概略的ブロック図である。図６に示すよ
うに、送信端末１０は、
　受信端末へデータを送信するための第一の時間周波数リソースを確定するように構成さ
れる確定ユニット１１と、
　前記第一の時間周波数リソースで前記受信端末へデータを送信するように構成される送
受信ユニット１２とを備える。
【０１０７】
　ここで、前記送受信ユニット１２は、前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端
末へデータを送信し、前記送受信ユニット１２から前記他の受信端末のうちの少なくとも
一つに送信されるデータが前記受信端末へ送信されるデータと異なり、及び／又は、前記
送受信ユニット前記他の受信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【０１０８】
　本発明の実施例による送信端末は、同時に複数の端末装置へ異なるデータを送信するこ
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とができ、これにより異なる端末の組み合わせの間で異なるＤ２Ｄサービスのインタラク
ションを実現することができる。
【０１０９】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２は、さらにネットワー
ク装置から送信された第一の再送リソース構成情報を受信し、ここで、前記第一の再送リ
ソース構成情報が、前記ネットワーク装置が前記受信端末から送信された第一のフィード
バック情報を受信した時に送信したものであり、前記第一のフィードバック情報が、前記
受信端末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功しないことを示し、
前記第一の再送リソース構成情報に示された第二の時間リソースで、前記受信端末へ第一
の再送データを送信するように構成される。
【０１１０】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２は、さらに前記受信端
末から送信された第二のフィードバック情報を受信するように構成され、前記第二のフィ
ードバック情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが
成功したか否かを示すことに用いられる。
【０１１１】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第二のフィードバック情報が、前記受信端
末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功しないことを示す場合、前
記送受信ユニット１２は、さらに前記受信端末へ第二の再送リソース構成情報を送信し、
前記第二の再送リソース構成情報に示された第三の時間周波数リソースで、前記受信端末
へ第二の再送データを送信するように構成される。
【０１１２】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２は、さらにネットワー
ク装置へ第一のリソーススケジューリングリクエストを送信し、前記ネットワーク装置か
ら送信された、前記第一のリソーススケジューリングリクエストに対する第一のリソース
構成情報を受信するように構成される。
【０１１３】
　ここで、前記確定ユニット１１は、具体的に前記第一のリソース構成情報に示された時
間周波数リソースを前記第一の時間周波数リソースとして確定するように構成される。
【０１１４】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第一のリソース構成情報は、前記ネットワ
ーク装置が前記受信端末から送信されたチャネル状態情報ＣＳＩに基づいて確定したもの
であり、前記ＣＳＩが前記受信端末と前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに用い
られる。
【０１１５】
　ここで、前記送受信ユニット１２は、さらに前記受信端末が前記基準信号に基づいて前
記ＣＳＩを確定するように、前記受信端末へ基準信号を送信するように構成される。
【０１１６】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２は、さらにネットワー
ク装置へ第二のリソーススケジューリングリクエストを送信し、前記ネットワーク装置か
ら送信された、前記第二のリソーススケジューリングリクエストに対する第二のリソース
構成情報を受信するように構成され、前記第二のリソース構成情報が前記ネットワーク装
置によって前記送信端末のために構成されたリソースプールを示す。
【０１１７】
　ここで、前記確定ユニット１１は、具体的に前記リソースプールから、前記第一の時間
周波数リソースを選択するように構成される。
【０１１８】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第三の時間周波数リソースは前記リソース
プール中の時間周波数リソースである。
【０１１９】
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　本発明の実施例において、選択可能に、前記確定ユニット１１が前記利用可能なリソー
スプールから前記第一の時間周波数リソースを選択する前に、前記送受信ユニット１２は
、さらに前記受信端末へチャネル状態報告リソース構成情報を送信し、前記チャネル状態
報告リソース構成情報が、前記受信端末がチャネル状態情報ＣＳＩを報告するための時間
周波数リソースを示すことに用いられ、ＣＳＩを報告するための前記時間周波数リソース
が前記リソースプール中のリソースであり、前記受信端末へ基準信号を送信し、前記受信
端末がＣＳＩを報告するための前記時間周波数リソースで送信したＣＳＩを受信するよう
に構成され、前記ＣＳＩが前記受信端末と前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに
用いられ、前記ＣＳＩが、前記受信端末が前記基準信号に基づいて確定されたものである
。
【０１２０】
　ここで、前記確定ユニット１１は、具体的に前記ＣＳＩに基づき、前記リソースプール
から前記第一の時間周波数リソースを選択するように構成される。
【０１２１】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２は、さらに前記受信端
末へ第一の同期信号を送信し、前記第一の同期信号が前記送信端末のクロック情報と識別
子情報を含み、前記受信端末から送信された第二の同期信号を受信し、前記第二の同期信
号が前記受信端末のクロック情報と識別子情報を含むように構成される。
【０１２２】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２が前記第一の時間周波
数リソースで前記受信端末へデータを送信する前に、前記送受信ユニット１２は、さらに
前記ネットワーク装置から送信された第一の送信クロック調整情報と第一の電力制御情報
のうちの少なくとも一つを受信するように構成され、ここで、前記第一の送信クロック調
整情報が、前記ネットワーク装置が受信された前記受信端末から報告された第二の送信ク
ロック調整情報に基づいて確定したものであり、前記第一の電力制御情報が、前記ネット
ワーク装置が受信された前記受信端末から報告された第二の電力制御情報に基づいて確定
したものである。
【０１２３】
　ここで、前記確定ユニット１１は、さらに前記送受信ユニット１２が前記第一の送信ク
ロック調整情報を受信した場合、前記第一の送信クロック調整情報に基づいて前記データ
の送信時間を調整するように構成され、又は、
　前記送受信ユニット１２が前記第一の電力制御情報を受信した場合、前記第一の電力制
御情報に基づいて前記データの送信電力を調整するように構成される。
【０１２４】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット１２が第一の時間周波数リ
ソースで前記受信端末へデータを送信する前に、前記送受信ユニット１２は、さらに前記
送信端末から送信された第三の送信クロック調整情報と第三の電力制御情報のうちの少な
くとも一つを受信するように構成される。
【０１２５】
　ここで、前記確定ユニット１１は、さらに前記送受信ユニット１２が前記第三の送信ク
ロック調整情報を受信した場合、前記第三の送信クロック調整情報に基づいて前記データ
の送信時間を調整するように構成され、又は、前記送受信ユニット１２が前記第三の電力
制御情報を受信した場合、前記第三の電力制御情報に基づいて前記データの送信電力を調
整するように構成される。
【０１２６】
　注意すべきものとして、本発明の実施例において、確定ユニット１１は、プロセッサに
よって実現されてもよく、送受信ユニット１２は、受信機及び送信機によって実現されて
もよい。図７に示すように、端末装置１００はプロセッサ１０１、受信機１０２、送信機
１０３と記憶装置１０４を備えることができる。ここで、記憶装置１０４はプロセッサ１
０１で実行されるコードなどを記憶することに用いられてもよい。
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【０１２７】
　端末装置１００における各構成要素はバスシステム１０５を介して結合され、バスシス
テム１０５がデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信号バスを備える。
【０１２８】
　図６に示す送信端末１０又は図７に示す端末装置１００は、上記の方法の実施例におけ
る送信端末で実施される各プロセスを実現することができ、繰り返しを回避するために、
ここで説明を省略する。
【０１２９】
　以下に図８を組み合わせて本発明の実施例による受信端末を説明する。図８に示すよう
に、受信端末２０は、
　送信端末から送信されたデータを受信するための第一の時間周波数リソースを確定する
ように構成される確定ユニット２１と、
　前記第一の時間周波数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信するように
構成される送受信ユニット２２とを備える。
【０１３０】
　ここで、前記送信端末は前記受信端末へデータを送信しながら他の受信端末へデータを
送信し、前記送信端末から前記他の受信端末のうちの少なくとも一つに送信されるデータ
が前記受信端末に送信されるデータと異なり、及び／又は、前記送信端末から前記他の受
信端末のうちの少なくとも二つに送信されるデータが異なる。
【０１３１】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２は、さらにネットワー
ク装置へ第一のフィードバック情報を送信するように構成され、前記第一のフィードバッ
ク情報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功した
か否かを示すことに用いられる。
【０１３２】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端
末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功しないことを示す場合、前
記送受信ユニット２２は、さらに前記ネットワーク装置から送信された第一の再送リソー
ス構成情報を受信し、前記第一の再送リソース構成情報に示された第二の時間周波数リソ
ースで、前記送信端末から送信された第一の再送データを受信するように構成される。
【０１３３】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２は、さらに前記送信端
末へ第二のフィードバック情報を送信するように構成され、前記第二のフィードバック情
報が、前記受信端末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功したか否
かを示すことに用いられる。
【０１３４】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第二のフィードバック情報が、前記受信端
末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功しないことを示す場合、前
記送受信ユニット２２は、さらに前記送信端末から送信された第二の再送リソース構成情
報を受信し、前記第二の再送リソース構成情報に示された第三の時間周波数リソースで、
前記送信端末から送信された第二の再送データを受信するように構成される。
【０１３５】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２は、さらに前記ネット
ワーク装置から送信された第一のチャネル状態報告リソース構成情報を受信し、前記送信
端末から送信された基準信号を受信し、前記第一のチャネル状態報告リソース構成情報に
示された時間周波数リソースで前記ネットワーク装置へチャネル状態情報ＣＳＩを送信し
、前記ＣＳＩが前記受信端末と前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに用いられ、
前記ＣＳＩが、前記受信端末が前記基準信号に基づいて確定したものであり、前記ネット
ワーク装置から送信された、前記ＣＳＩに基づいて確定された第一のリソース構成情報を
受信するように構成される。
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【０１３６】
　ここで、前記確定ユニット２１は、具体的に前記第一のリソース構成情報に示された時
間周波数リソースを前記第一の時間周波数リソースとして確定するように構成される。
【０１３７】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２は、さらに前記送信端
末から送信された第二のチャネル状態報告リソース構成情報を受信し、前記第二のチャネ
ル状態報告リソース構成情報が、前記受信端末がチャネル状態情報ＣＳＩを報告するため
の時間周波数リソースを示すことに用いられ、ＣＳＩを報告するための前記時間周波数リ
ソースがネットワーク装置によって前記送信端末のために構成されたリソースプールのリ
ソースであり、前記送信端末から送信された基準信号を受信し、前記ＣＳＩを送信するた
めの時間周波数リソースで前記送信端末へＣＳＩを送信し、前記ＣＳＩが前記受信端末と
前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに用いられ、前記ＣＳＩが前記受信端末が前
記基準信号に基づいて確定したものであり、前記送信端末が前記ＣＳＩに基づいて確定し
た第二のリソース構成情報を受信するように構成される。
【０１３８】
　ここで、前記確定ユニット２１は、具体的に前記第二のリソース構成情報に示された時
間周波数リソースを第一の時間周波数リソースとして確定するように構成され、前記第二
のリソース構成情報に示された時間周波数リソースが、前記送信端末が前記ＣＳＩに基づ
いて前記リソースプールから選択した時間周波数リソースである。
【０１３９】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第三の時間周波数リソースは前記リソース
プール中の時間周波数リソースである。
【０１４０】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２は、さらに前記送信端
末から送信された第一の同期信号を受信し、前記第一の同期信号が前記送信端末のクロッ
ク情報と識別子情報を含み、前記送信端末へ第二の同期信号を送信し、前記第二の同期信
号が前記受信端末のクロック情報と識別子情報を含むように構成される。
【０１４１】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２が前記第一の時間周波
数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信する前に、前記送受信ユニット２
２はさらに、ネットワーク装置が前記第二の送信クロック調整情報を受信した場合に、前
記送信端末へ前記第二の送信クロック調整状態に基づいて確定された第一の送信クロック
調整情報を送信するように、ネットワーク装置へ第二の送信クロック調整情報と第二の電
力制御情報のうちの少なくとも一つを送信するように構成される。ネットワーク装置は、
前記第二の電力制御情報を受信した場合、前記送信端末へ前記第二の電力制御情報に基づ
いて確定された第一の送信電力制御情報を送信する。
【０１４２】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送受信ユニット２２が前記第一の時間周波
数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信する前に、前記送受信ユニット２
２はさらに、前記送信端末が前記第三の送信クロック調整情報を受信した場合に、前記第
三の送信クロック調整情報に基づいて前記データの送信時間を調整し、又は、前記送信端
末が前記第三の電力制御情報を受信した場合に、前記第三の電力制御情報に基づいて前記
データの送信電力を調整するように、前記送信端末へ第三の送信クロック調整情報と第三
の電力制御情報のうちの一つを送信するように構成される。
【０１４３】
　注意すべきものとして、本発明の実施例において、確定ユニット２１はプロセッサによ
って実現されてもよく、送受信ユニット２２は受信機及び送信機によって実現されてもよ
い。図９に示すように、端末装置２００はプロセッサ２０１、受信機２０２、送信機２０
３と記憶装置２０４を備えることができる。ここで、記憶装置２０４はプロセッサ２１で
実行されるコードなどを記憶することに用いられてもよい。



(20) JP 6639673 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

【０１４４】
　端末装置２００における各構成要素はバスシステム２０５を介して結合され、バスシス
テム２０５がデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信号バスを備える。
【０１４５】
　図８に示す受信端末２０又は図９に示す端末装置２００は、上記の方法の実施例におけ
る受信端末で実施される各プロセスを実現することができ、繰り返しを回避するために、
ここで説明を省略する。
【０１４６】
　以下に図１０を組み合わせて本発明の実施例によるネットワーク装置を詳細に説明する
。図１０に示すように、ネットワーク装置３０は、
　送信端末から送信されたリソーススケジューリングリクエストを受信するように構成さ
れる受信ユニット３１と、
　前記送信端末が前記第一のリソース構成情報に基づき、受信端末へデータを送信するた
めの第一の時間周波数リソースを確定することができるように、前記送信端末へ前記リソ
ーススケジューリングリクエストに対する第一のリソース構成情報を送信するように構成
される送信ユニット３２とを含み、
　前記受信ユニット３１はさらに前記受信端末から送信された第一のフィードバック情報
を受信するように構成され、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端末が前記送信
端末によって前記第一の時間周波数リソースで送信されたデータを受信することが成功し
たか否かを示すことに用いられる。
【０１４７】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記第一のフィードバック情報が、前記受信端
末が前記送信端末から送信されたデータを受信することが成功しないことを示す場合、前
記送信ユニット３２はさらに、前記送信端末が前記第一の再送リソース構成情報に示され
た時間周波数リソースで前記受信端末へ第一の再送データを送信するように、前記送信端
末へ第一の再送リソース構成情報を送信し、前記受信端末が前記第二の再送リソース構成
情報に示された時間周波数リソースで前記送信端末から送信された前記第一の再送データ
を受信するように、前記受信端末へ第二の再送リソース構成情報を送信するように構成さ
れ、前記第二の再送リソース構成情報に示された時間周波数リソースが前記第一の再送リ
ソース構成情報に示された時間周波数リソースと同じである。
【０１４８】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送信ユニット３２が前記送信端末へ前記リ
ソーススケジューリングリクエストに対する第一のリソース構成情報を送信する前に、前
記送信ユニット３２はさらに前記受信端末へチャネル状態報告リソース構成情報を送信す
るように構成される。
【０１４９】
　前記受信ユニット３１はさらに前記受信端末が前記チャネル状態報告リソース構成情報
に示された時間周波数リソースで送信したチャネル状態情報ＣＳＩを受信するように構成
され、前記ＣＳＩが前記受信端末と前記送信端末の間のチャネル状態を示すことに用いら
れ、前記ＣＳＩが、前記受信端末が前記送信端末から送信された基準信号に基づいて確定
したものである。
【０１５０】
　前記送信ユニット３２は、さらに前記送信端末へ前記ＣＳＩに基づいて確定された、前
記リソーススケジューリングリクエストに対する前記第一のリソース構成情報を送信する
ように構成される。
【０１５１】
　前記送信ユニット３２はさらに、前記受信端末が前記第二のリソース構成情報に示され
た時間周波数リソースで前記送信端末から送信されたデータを受信するように、前記受信
端末へ前記ＣＳＩに基づいて確定された、前記リソーススケジューリングリクエストに対
する第二のリソース構成情報を送信するように構成され、前記第二のリソース構成情報に
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示された時間周波数リソースが前記第一のリソース構成情報に示された時間周波数リソー
スと同じである。
【０１５２】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記送信端末が前記リソースプールから前記第
一の時間周波数リソースを選択及び前記受信端末に前記リソースプール中の時間周波数リ
ソースを割り当てるように、前記第一のリソース構成情報は、前記ネットワーク装置によ
って前記送信端末のために構成されたリソースプールを示すことに用いられる。
【０１５３】
　本発明の実施例において、選択可能に、前記受信ユニット３１は、さらに前記受信端末
から送信された第一の送信クロック調整情報と第一の電力制御情報のうちの少なくとも一
つを受信するように構成される。
【０１５４】
　前記送信ユニット３２はさらに、前記受信ユニット３１が前記第一の送信クロック調整
情報を受信した場合に、前記送信端末へ前記第一の送信クロック調整情報に基づいて確定
された第二の送信クロック調整情報を送信するように構成され、又は、
　前記送信ユニット３２はさらに、前記受信ユニット３１が前記第一の電力制御情報を受
信した場合に、前記送信端末へ前記第一の電力制御情報に基づいて確定された第二の電力
制御情報を送信するように構成される。
【０１５５】
　注意すべきものとして、本発明の実施例において、受信ユニット３１は受信機によって
実現されてもよく、送信ユニット３２は送信機によって実現されてもよい。図１１に示す
ように、ネットワーク装置３００はプロセッサ３０１、受信機３０２、送信機３０３と記
憶装置３０４を備えることができる。ここで、記憶装置３０４はプロセッサ３０１で実行
されるコードなどを記憶することに用いられてもよい。
【０１５６】
　ネットワーク装置３００における各構成要素はバスシステム３０５を介して結合され、
バスシステム３０５がデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信号バスを備える
。
【０１５７】
　図１０に示すネットワーク装置３０又は図１１に示すネットワーク装置３００は、上記
の方法の実施例における送信端末で実施される各プロセスを実現することができ、繰り返
しを回避するために、ここで説明を省略する。
【０１５８】
　当業者であれば、本明細書に開示された実施例と組み合わせて説明された各例のユニッ
ト及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電
子ハードウェアとの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。これらの機能がハード
ウェア又はソフトウェアで実行されるか否かは技術的解決策の特定アプリケーションと設
計制約条件に依存する。専門技術者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法を使
用して説明された機能を実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超え
ていると考えられるべきではない。
【０１５９】
　当業者は便利且つ簡潔で説明するために、上述したシステム、装置とユニットの具体的
な動作プロセスについて上記方法の実施例における対応するプロセスを参照でき、ここで
説明を省略することを明確に理解することができる。
【０１６０】
　本出願が提供するいくつかの実施例では、開示されたシステム、装置および方法は他の
方式により実現されてもよいと理解すべきである。例えば、上述した装置の実施例は例示
的なものだけであり、例えば、前記ユニットの区分はロジック機能的区分だけであり、実
際に実施する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニットまたは構成要素は組み
合わせられてもよいまたは別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視
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は直接結合又は通信接続はいくつかのインタフェース、装置又はユニットを介する間接的
結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
【０１６１】
　分離部材として説明された前記ユニットは物理的に分離するものであってもよくまたは
物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理的ユニット
であってもよくまたは物理的ユニットでなくてもよく、すなわち一つの箇所に位置しても
よく、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてここで
の一部または全てのユニットを選択して本実施例の解決策の目的を達成することができる
。
【０１６２】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されても
よく、個々のユニットは単独で物理的に存在してもよく、二つまたは二つ以上のユニット
は一つのユニットに統合されてもよい。
【０１６３】
　前記機能はソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売ま
たは使用される場合、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。
このような理解に基づき、本発明の技術的解決策は本質的にソフトウェア製品の形態で実
現されてもよく、又は従来技術に貢献する部分又は該技術的解決策の部分がソフトウェア
製品の形態で実現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品は一つのコンピュータ
装置（パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置などあってもよい）に本
発明の各実施例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行させるためのいくつかのコ
マンドを含む記憶媒体に記憶される。前記記憶媒体はＵディスク、モバイルハードディス
ク、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク又は
光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
【０１６４】
　以上は、本発明の最適的な実施例だけであるが、本発明の保護範囲はこれに限定されず
、本分野の当業者が本発明に開示された技術範囲で容易に想到することできる変化又は置
き換えは、全て本発明の保護範囲に含まれるべきである。したがって、本発明の保護範囲
は前記特許請求の範囲の保護範囲を準にするべきである。
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