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(57)【要約】
　プロセッサを備えるワイヤレス端末であって、プロセ
ッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセ
ットを決定し、複数のリソースの複数のプールのある１
つのセットから複数のリソースのある１つのプールを選
択して、そのプールのうちの複数のリソースを用いてサ
イドリンク直接送信データを送信するように構成される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス端末であって、
　プロセッサ
　を備え、前記プロセッサは、
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定し；
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つのプ
ールを選択して；
　複数のリソースの前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する
　ように構成される、
　ワイヤレス端末。
【請求項２】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する情報を記憶するように構成
されたメモリをさらに備える、請求項１に記載のワイヤレス端末。
【請求項３】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する前記情報は、予め設定され
る、請求項２に記載のワイヤレス端末。
【請求項４】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する前記情報は、通信ネットワ
ークによって設定される、請求項２に記載のワイヤレス端末。
【請求項５】
　前記プロセッサは、複数のリソースの前記プールから１つ以上の無線リソース（単数ま
たは複数）を選択するようにさらに構成され、前記１つ以上の無線リソース（単数または
複数）は、サイドリンク直接送信データのために用いられる、請求項１に記載のワイヤレ
ス端末。
【請求項６】
　ワイヤレス端末における方法であって、前記方法は、
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定するステップと；
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つのプ
ールを選択するステップと；
　複数のリソースの前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信するステップ
と
　を備える、方法。
【請求項７】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する情報を記憶するステップを
さらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する前記情報は、予め設定され
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　複数のリソースの前記複数のプールの前記セットを指定する前記情報は、通信ネットワ
ークによって設定される、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　複数のリソースの前記プールから１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択す
るステップをさらに備え、前記１つ以上の無線リソース（単数または複数）は、サイドリ
ンク直接送信データのために用いられる、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス端末と通信するある１つのノードであって、前記ノードは、
　プロセッサ
　を備え、前記プロセッサは、
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　複数のリソースのある１つのプールが前記ワイヤレス端末によってそれから選択される
ことになる複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定して；
　複数のリソースの複数のプールの前記セットを指定する情報をブロードキャストする
　ように構成された、
　ノード。
【請求項１２】
　ワイヤレス端末と通信するある１つのノードにおける方法であって、前記方法は、
　複数のリソースのある１つのプールが前記ワイヤレス端末によってそれから選択される
ことになる複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定するステップと；
　複数のリソースの複数のプールの前記セットを指定する情報をブロードキャストするス
テップと
　を備える、方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス端末がある１つの無線アクセスノードのカバレッジ内にあるときに前記ノー
ドと第１の無線インターフェースを介して、および別のワイヤレス端末と第２の無線イン
ターフェースを介して通信する通信ネットワークの前記ワイヤレス端末であって、
　プロセッサは、
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールの
第１の選択を行い、前記選択されたプールから第２の選択を行って；
　前記選択されたプールのうちのある１つの無線リソースを用いた、前記第２の無線イン
ターフェースを介したサイドリンク直接通信をスケジュールする
　ように構成された、
　ワイヤレス端末。
【請求項１４】
　前記ワイヤレス端末がある１つの無線アクセスノードの前記カバレッジ内にあるときに
前記ノードと前記第１の無線インターフェースを介して、および別のワイヤレス端末と前
記第２の無線インターフェースを介して通信することを容易にする無線周波数回路をさら
に備える、請求項１３に記載のワイヤレス端末。
【請求項１５】
　前記複数のプールの前記セットのアイデンティフィケーションを記憶するように構成さ
れたメモリをさらに備える、請求項１３に記載のワイヤレス端末。
【請求項１６】
　前記複数のプールの前記セットの前記アイデンティフィケーションは、前記メモリに予
め設定される、請求項１５に記載のワイヤレス端末。
【請求項１７】
　前記複数のプールの前記セットの前記アイデンティフィケーションは、前記通信ネット
ワークによって設定される、請求項１５に記載のワイヤレス端末。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、グループ分類に基づいて前記第１の選択を行うように構成される、
請求項１３に記載のワイヤレス端末。
【請求項１９】
　前記複数のリソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けら
れる、請求項１３に記載のワイヤレス端末。
【請求項２０】
　前記グループ分類は、前記サイドリンク直接送信のある１つの特性に係る、請求項１８
または１９に記載のワイヤレス端末。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、前記第１の選択の前記基準として用いられる前記グループ分類を上
位レイヤから取得するようにさらに構成される、請求項１８または１９に記載のワイヤレ
ス端末。
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【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記第１の選択の前記基準として用いられる前記グループ分類を前
記ワイヤレス端末によって実行される上位レイヤ・アプリケーションから取得するように
さらに構成される、請求項１８または１９に記載のワイヤレス端末。
【請求項２３】
　前記グループ分類は、それによって異なるアクセス・タイプに異なるアクセス・グルー
プ分類が付与されたアクセス・タイプ；それによって異なるアクセス・タイプに異なる優
先度グループ分類が付与された優先度タイプ；それによって異なるアクセス・タイプに異
なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・タイプ；それによって異なるアクセ
ス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類が付与されたアイデンテ
ィフィケーション・タイプのうちの１つ以上に従う、請求項１８または１９に記載のワイ
ヤレス端末。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、第２の選択を行うように構成され、前記第２の選択は、前記第２の
無線インターフェースを介した前記サイドリンク直接送信のために用いられる前記無線リ
ソースの前記選択されたプールからの選択である、請求項１３に記載のワイヤレス端末。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、複数の選択技術から第２の選択技術の第３の選択を行うように構成
され、前記第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、お
よびサイドリンク直接送信のためにいくつのリソースがそれらの他のワイヤレス端末に利
用可能であるかに依存する、請求項２４に記載のワイヤレス端末。
【請求項２６】
　ワイヤレス端末がある１つの無線アクセスノードのカバレッジ内にあるときに前記ノー
ドと第１の無線インターフェースを介して選択的に通信する通信ネットワークの前記ワイ
ヤレス端末における方法であって、前記方法は、
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールの
第１の選択を行うステップと；
　前記選択されたプールのうちのある１つの無線リソースを用いた、別のワイヤレス端末
との第２の無線インターフェースを介したサイドリンク直接通信をスケジュールするステ
ップと
　を備える、方法。
【請求項２７】
　前記複数のプールの前記セットのアイデンティフィケーションをメモリに記憶するステ
ップをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記複数のプールの前記セットの前記アイデンティフィケーションを前記メモリに予め
設定するステップをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記通信ネットワークは、前記複数のプールの前記セットの前記アイデンティフィケー
ションを前記メモリに設定する、請求項２６に記載の方法。
【請求項３０】
　グループ分類に基づいて前記第１の選択を行うステップをさらに備える、請求項２６に
記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数のリソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けら
れる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３２】
　前記グループ分類は、前記サイドリンク直接送信のある１つの特性に係る、請求項３０
または請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
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　前記第１の選択の前記基準として用いられる前記グループ分類を上位レイヤから取得す
るステップをさらに備える、請求項３０または請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１の選択の前記基準として用いられる前記グループ分類を前記ワイヤレス端末に
よって実行される上位レイヤアプリケーションから取得するステップをさらに備える、請
求項３０または請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記グループ分類は、それによって異なるアクセス・タイプに異なるアクセス・グルー
プ分類が付与されたアクセス・タイプに従う、請求項３０または請求項３１に記載の方法
。
【請求項３６】
　前記グループ分類は、
　それによって異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度
タイプ；
　それによって異なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサ
ービス・タイプ；
　それによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ
分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプ
　のうちの１つ以上に従う、請求項３０または請求項３１に記載の方法。
【請求項３７】
　第２の選択を行うステップをさらに備え、前記第２の選択は、前記第２の無線インター
フェースを介した前記サイドリンク直接送信のために用いられる前記無線リソースの前記
選択されたプールからの選択である、請求項２６に記載の方法。
【請求項３８】
　複数の選択技術から選択された第２の選択技術の第３の選択を行うステップを備え、前
記第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、およびサイ
ドリンク直接送信のためにいくつのリソースがそれらの他のワイヤレス端末に利用可能で
あるかに依存する、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　ワイヤレス端末がある１つの無線アクセスノードのカバレッジ内にあるときに前記ノー
ドと第１の無線インターフェースを介して選択的に通信する通信ネットワークの前記ワイ
ヤレス端末における方法であって、前記方法は、
　複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを提供するステップと；
　別のワイヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して通信を行う前記ワイヤレス
端末による使用のために複数のリソースの前記複数のプールのうちの１つからある１つの
無線リソースを選択するステップと
　を備える、方法。
【請求項４０】
　前記セットのうちの異なるプールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象と
なる前記セットを設定するステップをさらに備え、各グループ分類は、前記サイドリンク
直接送信のある１つの特性に係る、前記セットを設定するステップをさらに備える、請求
項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記グループ分類は、
　それによって異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度
タイプ；
　それによって異なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサ
ービス・タイプ；
　それによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ
分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプ
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　のうちの１つ以上に従う、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　通信ネットワークのある１つのノードであって、前記ノードは、
　別のワイヤレス端末とのある１つの無線インターフェースを介したサイドリンク直接送
信におけるワイヤレス端末による使用のために複数のリソースの複数のプールのある１つ
のセットを設定するように構成されたプロセッサを備え、前記セットのうちの異なるプー
ルが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となる前記セットが設定され、各グ
ループ分類は、前記サイドリンク直接送信のある１つの特性に係る、
　ノード。
【請求項４３】
　ワイヤレス端末がある１つのノードのカバレッジ内にあるときに前記ワイヤレス端末と
第１の無線インターフェースを介して通信する通信ネットワークの前記ノードにおける方
法であって、前記方法は、
　別のワイヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して通信を行う前記ワイヤレス
端末による使用のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを設定するス
テップであって、それによって前記セットのうちの異なるプールが異なるグループ分類に
よるアサインメントの対象となる前記セットが設定され、各グループ分類は、前記サイド
リンク直接送信のある１つの特性に係る、前記設定するステップと；
　前記セットのインディケーションを前記第１の無線インターフェースを介して前記ワイ
ヤレス端末へダウンロードするステップと
　を備える、方法。
【請求項４４】
　前記セットのうちの各プールは、１つ以上のグループ分類に対して選択の対象となるよ
うに予め割り当てられる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記セットのうちの少なくとも１つのプールは、１つだけのグループ分類に対して選択
の対象となるように予め割り当てられる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記セットのうちの各プールは、１つだけのグループ分類に対して選択の対象となるよ
うに予め割り当てられる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記セットのうちの少なくとも１つのプールは、複数であるがすべてよりは少ないグル
ープ分類のサブセットに対して選択の対象となるように予め割り当てられる、請求項４３
に記載の方法。
【請求項４８】
　前記セットのうちの各プールは、複数のグループ分類のある１つの異なる組み合わせに
対して選択の対象となるように予め割り当てられる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４９】
　前記セットのうちの少なくとも１つのプールは、すべての所定のグループ分類に対して
選択の対象となるように予め割り当てられる、請求項４３に記載の方法。
【請求項５０】
　通信ネットワークのある１つのノードであって、前記ノードは、
　ワイヤレス端末が別のワイヤレス端末へのサイドリンク直接送信をスケジュールするた
めにある１つの選択された無線リソースをそれから選択できる、複数のリソースの複数の
プールのある１つのセットを定義するように構成されたプロセッサと；
　前記ワイヤレス端末が前記複数のプールを用いて構成されることを可能にする情報を前
記ワイヤレス端末へブロードキャストするように構成された送信機と
　を備える、ノード。
【請求項５１】
　前記複数のプールのうちの異なるプールが前記ワイヤレス端末によるある１つのグルー
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プ分類に基づく選択の対象となる前記セットが定義され、前記グループ分類は、前記サイ
ドリンク直接送信のある１つの特性に依存する、請求項５０に記載のノード。
【請求項５２】
　通信ネットワークのある１つのノードにおける方法であって、前記方法は、
　ワイヤレス端末が無線第２インターフェースを介した別のワイヤレス端末へのサイドリ
ンク直接送信をスケジュールするためにある１つの選択された無線リソースをそれから選
択できる、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを設定するステップであっ
て、前記複数のプールのうちの異なるプールが前記ワイヤレス端末によるある１つのグル
ープ分類に基づく選択の対象となる前記セットが設定され、前記グループ分類は、前記サ
イドリンク直接送信のある１つの特性に依存する、前記設定するステップと；
　前記ワイヤレス端末が前記複数のプールを用いて構成されることを可能にする情報を前
記ワイヤレス端末へブロードキャストするステップと
　を備える、方法。
【請求項５３】
　前記複数のプールのうちの異なるプールが前記ワイヤレス端末によるある１つのグルー
プ分類に基づく選択の対象となる前記セットを定義するステップをさらに備え、前記グル
ープ分類は、前記サイドリンク直接送信のある１つの特性に依存する、請求項５２に記載
の方法。
【請求項５４】
　ワイヤレス端末であって、
　プロセッサを備え、前記プロセッサは、
　サイドリンク直接通信のスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）のために複数のリ
ソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールを選択し；
　前記スケジューリング・アサインメント（ＳＡ）のために複数のリソースの前記選択さ
れたプールから複数のリソースを選択し；
　前記サイドリンク直接通信のデータのために複数のリソースの複数のプールのある１つ
のセットからある１つの選択されたプールを選択し；
　前記サイドリンク直接通信の前記データのために複数のリソースの前記選択されたプー
ルから複数のリソースを選択するように、
　構成されるか、またはプログラム可能である、
　ワイヤレス端末。
【請求項５５】
　複数のリソースの複数のプールのうちの少なくとも１つは、予め設定される、請求項５
４に記載のワイヤレス端末。
【請求項５６】
　複数のリソースの前記複数のプールは、ある１つの無線アクセスノードによりブロード
キャストされた情報によって設定される、請求項５４に記載のワイヤレス端末。
【請求項５７】
　前記複数のリソースは、複数の時間－周波数リソースを備え、前記直接通信ＳＡ送信お
よび前記直接通信データ送信のための前記複数のリソースは、ある１つの同期信号によっ
て同期される、請求項５４に記載のワイヤレス端末。
【請求項５８】
　別のワイヤレス端末とのサイドリンク直接通信に参加するワイヤレス端末における方法
であって、前記方法は、
　前記サイドリンク直接通信のスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）のために複数
のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールを選択す
るステップと；
　前記スケジューリング・アサインメント（ＳＡ）のために複数のリソースの前記選択さ
れたプールから複数のリソースを選択するステップと；
　前記サイドリンク直接通信のデータのために複数のリソースの複数のプールのある１つ
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のセットからある１つの選択されたプールを選択するステップと；
　前記サイドリンク直接通信の前記データのために複数のリソースの前記選択されたプー
ルから複数のリソースを選択するステップと
　を備える、方法。
【請求項５９】
　複数のリソースの複数のプールのうちの少なくとも１つは、予め設定される、請求項５
８に記載の方法。
【請求項６０】
　複数のリソースの前記複数のプールは、ある１つの無線アクセスノードによりブロード
キャストされた情報によって設定される、請求項５８に記載の方法。
【請求項６１】
　前記複数のリソースは、複数の時間－周波数リソースを備え、前記スケジューリング・
アサインメント（ＳＡ）のため、および前記サイドリンク直接通信データの前記データの
ための前記複数のリソースは、ある１つの同期信号によって同期される、請求項５８に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、米国特許仮出願第６２／
０１８，２０８号、２０１４年６月２７日出願の優先権および利益を主張する。
【０００２】
　技術分野
　本技術は、ワイヤレス通信に関し、特に、ワイヤレス・デバイス・ツー・デバイス（Ｄ
２Ｄ：ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－ｄｅｖｉｃｅ）通信のための無線リソースの割り当てまたは
付与に関する。
【背景技術】
【０００３】
　セルラネットワークまたは他の電気通信システムの２つのユーザ機器端末（例えば、モ
バイル通信デバイス）が互いに通信するときに、それらのデータ経路は、典型的に、オペ
レータ・ネットワークを通過する。ネットワークを通るデータ経路は、基地局および／ま
たはゲートウェイを含みうる。デバイスが互いにごく近接している場合、それらのデータ
経路は、ローカル基地局のようなある１つのノードを通じて局所的にルーティングされて
もよい。一般に、基地局のようなネットワークノードとワイヤレス端末との間の通信は、
「ＷＡＮ」または「セルラ通信」として知られる。
【０００４】
　互いにごく近接した２つのユーザ機器端末は、基地局を通過する必要なしに直接リンク
を確立することも可能である。電気通信システムは、２つ以上のユーザ機器端末が互いに
直接通信する、デバイス・ツー・デバイス（「Ｄ２Ｄ」）通信を用いるか、または有効に
することができる。Ｄ２Ｄ通信では、１つのユーザ機器端末から１つ以上の他のユーザ機
器端末への音声およびデータ・トラフィック（本明細書では「通信信号」と呼ばれる）は
、電気通信システムの基地局または他のネットワーク制御デバイスを通じて通信されなく
てもよい。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、最近になって「サイドリンク直
接通信（ｓｉｄｅｌｉｎｋ　ｄｉｒｅｃｔ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」としても知
られるようになった。
【０００５】
　Ｄ２Ｄ通信、例えば、サイドリンク直接通信は、任意の適切な電気通信規格に従って実
装されたネットワークにおいて用いることができる。かかる規格の非限定の例は、第３世
代パートナーシップ・プロジェクト（「３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」）ロング・ターム・エボリューション（「ＬＴＥ
：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」）である。３ＧＰＰ規格は、第３および第



(9) JP 2017-523666 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

４世代ワイヤレス通信システムに関する世界的に適用可能な技術仕様および技術レポート
を規定することを目指した連携合意である。３ＧＰＰは、次世代モバイル・ネットワーク
、システム、およびデバイスに関する仕様を規定する。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、将来の要求
に対処すべくユニバーサル・モバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）モバイルフォ
ンまたはデバイス規格を改善するためのプロジェクトに与えられた名称である。一態様に
おいて、ＵＭＴＳは、発展型ユニバーサル地上無線アクセス（「Ｅ－ＵＴＲＡ：Ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ」）
および発展型ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク（「Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ」）にサポートおよび仕様を提供するために修正された。Ｅ－ＵＴＲＡＮ
は、Ｄ２Ｄ通信を用いうる電気通信規格の別の非限定の例である。
【０００６】
　デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、台頭する社会技術的動向を代表する、近
接性ベースのアプリケーションおよびサービスを提供する。ＬＴＥにおける近接性サービ
ス（ＰｒｏＳｅ：Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）能力の導入は、３ＧＰＰ産業が
この発展する市場に役立ち、同時に、ＬＴＥに一緒にコミットするいくつかの公共安全共
同体のニーズに役立つことを可能にする。Ｄ２Ｄ通信に関する現在の想定は、ネットワー
ク・カバレッジ内のワイヤレス端末が、制御ノードによって割り当てられたＤ２Ｄディス
カバリおよび通信のためのリソースを用いることである。ワイヤレス端末がネットワーク
・カバレッジ外にある場合には、ワイヤレス端末は、通信のために予め割り当てられたリ
ソースを用いてもよい。
【０００７】
　Ｄ２Ｄサービスは、ＰｒｏＳｅ直接通信（例えば、Ｄ２Ｄ通信、サイドリンク直接通信
）およびＰｒｏＳｅ直接ディスカバリ（例えば、Ｄ２Ｄディスカバリ、サイドリンク直接
ディスカバリ）を含む。ＰｒｏＳｅ直接通信は、このように、２つのワイヤレス端末がＰ
Ｃ５インターフェースを介して互いに直接通信できる通信のモードである（例えば、参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．３０３　ＶＥＲ１２．
０．０を参照）。ＰｒｏＳｅ直接通信は、ワイヤレス端末がＥ－ＵＴＲＡＮによってサー
ビスされるとき、およびワイヤレス端末がＥ－ＵＴＲＡカバレッジ外にあるときにサポー
トされる。ワイヤレス端末の送信機は、Ｄ２Ｄ通信に関与する受信側ワイヤレス端末への
データ送信にそれが用いようとするリソースを示すために、スケジューリング・アサイン
メント（ＳＡ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を送信する。
【０００８】
　図１１は、ユーザプレーンのためのプロトコルスタックを示し、ＰＤＣＰ、ＲＬＣおよ
びＭＡＣサブレイヤ（他のＵＥで終端する）は、（例えば）ヘッダ圧縮およびＨＡＲＱ再
送信などの様々な機能を行う。
【０００９】
　ＰｒｏSｅ対応のワイヤレス端末は、リソースアロケーションに対して２つのモードで
動作することができる。モード１では、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に用い
るためのリソースをネットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）が割り当てる。Ｄ２Ｄ
モード１において、データを送信するためにはワイヤレス端末がＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴ
ＥＤである必要がある。そのうえ、ワイヤレス端末は、ｅＮＢからの送信リソースをリク
エストする。ｅＮＢは、スケジューリング・アサインメント（単数または複数）およびデ
ータの送信のための送信リソースをスケジュールする。さらにまた、ワイヤレス端末は、
スケジューリング・リクエスト（Ｄ－ＳＲまたはランダムアクセス）をｅＮＢへ送信し、
その後にバッファステータスレポート（ＢＳＲ：ｂｕｆｆｅｒ　ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏ
ｒｔ）が続く。ＢＳＲに基づいて、ｅＮＢは、ワイヤレス端末がＰｒｏＳｅ直接通信送信
のためのデータを有すると判断して、送信に必要なリソースを見積もることができる。
【００１０】
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　Ｄ２Ｄモード２では、Ｄ２Ｄ通信に用いるための無線リソースをワイヤレス端末が自律
的に選択する。特に、ワイヤレス端末は、スケジューリング・アサインメントおよびデー
タを送信するためのリソースをリソースプールから独自に選択する。
【００１１】
　ワイヤレス端末が在圏セルを有する（すなわち、ＵＥがＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤで
あるか、またはＲＲＣ＿ＩＤＬＥにおいてある１つのセルにキャンプオンしている）場合
にはワイヤレス端末がカバレッジ内にあると見做される。ワイヤレス端末がカバレッジ内
にある場合、ワイヤレス端末がモード１を用いるようにｅＮＢが設定すれば、ワイヤレス
端末は、モード１を用いてもよい。ワイヤレス端末がカバレッジ外にあると言われ、ワイ
ヤレス端末は、モード２のみを用いることができる。しかしながら、ワイヤレス端末がカ
バレッジ内にある場合、ワイヤレス端末がモード２を用いるようにｅＮＢが設定すれば、
ワイヤレス端末は、モード２を用いてもよい。ワイヤレス端末がカバレッジ内にある場合
、「例外的なケース」が生じない限り、ワイヤレス端末は、ｅＮＢ設定によって示された
モードのみを用いるものとする。例外的なケースが生じたときには、ワイヤレス端末がモ
ード１を用いるように設定されていたとしても、ワイヤレス端末は、一時的にモード２を
用いることを許容されてもよい。
【００１２】
　以上のことから理解されるように、ワイヤレス端末がカバレッジ内にあるときにスケジ
ューリング・アサインメントの受信のために用いられるリソースプールは、ｅＮＢにより
ＲＲＣを用いて、専用またはブロードキャスト・シグナリングで設定される。しかしなが
ら、ワイヤレス端末がカバレッジ内にあるときにスケジューリング・アサインメントの送
信のために用いられるリソースプールは、モード２のリソースアロケーションが用いられ
る場合、ｅＮＢによりＲＲＣを用いて設定されてもよい。ワイヤレス端末がカバレッジ内
にあるときに送信のために用いられるＳＡリソースプールは、モード１のリソースアロケ
ーションが用いられる場合、ワイヤレス端末にとって既知ではない。ｅＮＢは、モード１
のリソースアロケーションが用いられる場合、スケジューリング・アサインメント送信に
用いるための特定のリソース（単数または複数）をスケジュールする。ｅＮＢによって割
り当てられた特定のリソースは、ワイヤレス端末に提供されるスケジューリング・アサイ
ンメントの受信のためのリソースプール内にある。
【００１３】
　ワイヤレス端末がカバレッジ外にあるときにスケジューリング・アサインメントの受信
のために用いられる無線リソースプールは、予め設定される。同様に、ワイヤレス端末が
カバレッジ外にあるときにスケジューリング・アサインメントの送信のために用いられる
リソースプールは、予め設定される。
【００１４】
　いくつかのワイヤレス端末がカバレッジ内にあり、いくつかのワイヤレス端末がカバレ
ッジ外にあるときでも通信を行うためには、すべてのワイヤレス端末（すなわち、カバレ
ッジ内および外の両方）が、すべて（またはカバレッジ内にあるときのいくつか）のセル
でのスケジューリング・アサインメントの送信およびカバレッジ外のスケジューリング・
アサインメントの送信のために用いられる、複数のリソースプールの和集合であるスケジ
ューリング・アサインメントのためのリソースプールをモニタすべきである。
【００１５】
　これまでに、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）モード２通信におけるリソースアロ
ケーションについていくつかの評判のよい分散型リソースアロケーション・アルゴリズム
が提案されてきた。提案された分散型リソースアロケーション・アルゴリズムのうちには
、ランダム・リソース選択、ランダム化された送信のためのリソースパターン（ＲＰＴ：
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）選択（ＲＲ
ＰＴ：Ｒａｎｄｏｍｉｚｅｄ　ＲＰＴ）、およびスケジューリング・アサインメント（Ｓ
Ａ）ブラインド復号を用いたキャリアセンス多元接続（ＣＳＭＡ／ＳＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ
　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｗｉｔｈ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ａ
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ｓｓｉｇｎｍｅｎｔ（ＳＡ）　Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ）がある。１つの遍く適用
されるリソース・アクセス／アロケーション方法の利用は問題があり、非効率的なことが
ある。
【００１６】
　必要とされるのは、それゆえに、サイドリンク・ディレクション通信に無線リソースを
割り当てるための方法、機器、および／または技術である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一実施形態は、プロセッサを備えるワイヤレス端末を開示し、プロセッサは、
複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定し、複数のリソースの複数のプ
ールのある１つのセットから複数のリソースのある１つのプールを選択して、そのプール
の複数のリソースを用いてサイドリンク直接送信データを送信するように構成される。
【００１８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末があ
る１つの無線アクセスノードのカバレッジ内にあるときにそのノードと第１の無線インタ
ーフェースを介して、および別のワイヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して
通信することを容易にする無線周波数回路素子をさらに備える。
【００１９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、複数のプールのセッ
トを指定する情報を記憶するように構成されたメモリをさらに備える。ある１つの実装例
において、複数のプールのセットを指定する情報は、予め設定される。ある１つの実装例
において、複数のプールのセットを指定する情報は、通信ネットワークによって設定され
る。
【００２０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、ある１つの優先度に基づ
いて複数のリソースのプールを選択するように構成される。ある１つの実施形態およびモ
ード例において、複数のリソースプールのうちの別の１つ以上は、ある１つの異なる優先
度と関連付けられる。
【００２１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースプールのうちの１つ以上
は、ある１つの優先度と関連付けられる。
【００２２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、優先度は、サイドリンク直接送信のある
１つの特性に係る。
【００２３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、優先度を上位レイヤから
取得するようにさらに構成される。ある１つの実施形態およびモード例において、プロセ
ッサは、優先度をワイヤレス端末によって実行される上位レイヤ・アプリケーションから
取得するようにさらに構成される。
【００２４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、優先度は、それによって異なるアクセス
・タイプに異なるアクセス・グループ分類が付与されたアクセス・タイプ；それによって
異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプ；それに
よって異なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・
タイプ；それによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グ
ループ分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプのうちの１つ以上に従う。
【００２５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、複数のリソースの選択さ
れたプールから１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択するようにさらに構成
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され、１つ以上の無線リソース（単数または複数）は、サイドリンク直接送信データのた
めに用いられる。ある１つの実装例において、プロセッサは、複数の選択技術から選択さ
れたある１つの選択技術を選択するように構成され、その選択技術は、複数のリソースの
選択されたプールから１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択するために利用
され、選択技術の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、お
よびサイドリンク直接送信のためにいくつのリソースがそれらの他のワイヤレス端末に利
用可能であるかに依存する。
【００２６】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、ワイヤレス端末における方法に
関係し、方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定するステップ
と；複数のリソースの複数のプールのそのセットから複数のリソースのある１つのプール
を選択するステップと；複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送信デー
タを送信するステップとを備える。
【００２７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のプールのセットを指定す
る情報をメモリに記憶するステップをさらに備える。
【００２８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のプールのセットを指定する情報は
、予め設定される。ある１つの実施形態およびモード例において、複数のプールのセット
を指定する情報は、通信ネットワークによって設定される。
【００２９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のリソースのそのプールか
ら１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択するステップをさらに備え、１つ以
上の無線リソース（単数または複数）は、サイドリンク直接送信データのために用いられ
る。
【００３０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、サイドリンク直接送信における
使用のためにある１つの無線リソースを選択されたプールから選択するステップをさらに
備える。
【００３１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、ある１つの優先度に基づいて複
数のリソースのプールを選択するステップをさらに備える。
【００３２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースプールのうちの別の１つ
以上は、ある１つの異なる優先度と関連付けられる。
【００３３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、優先度は、サイドリンク直接送信のある
１つの特性に係る。
【００３４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、優先度を上位レイヤから取得す
るステップをさらに備える。
【００３５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、優先度をワイヤレス端末によっ
て実行される上位レイヤ・アプリケーションから取得するステップをさらに備える。
【００３６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、優先度は、それによって異なるアクセス
・タイプに異なるアクセス・グループ分類が付与されたアクセス・タイプ；それによって
異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプ；それに
よって異なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・
タイプ；それによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グ
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ループ分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプのうちの１つ以上に従う。
【００３７】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワイヤレス
端末における方法に関係し、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末がある１つの無線アクセ
スノードのカバレッジ内にあるときにそのノードと第１の無線インターフェースを介して
選択的に通信する。ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数の無線リ
ソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールの第１の選択
を行うステップと；その選択されたプールからある１つの選択された無線リソースの第２
の選択を行うステップと；その選択された無線リソースを用いた別のワイヤレス端末との
サイドリンク直接送信をスケジュールするステップとを備える。
【００３８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のプールのセットのアイデ
ンティフィケーションをメモリに記憶するステップをさらに備える。ある１つの実装例に
おいて、方法は、複数のプールのセットのアイデンティフィケーションをメモリに予め設
定するステップをさらに備える。ある１つの実装例において、方法は、複数のプールのセ
ットのアイデンティフィケーションをメモリに設定する通信ネットワークをさらに備える
。
【００３９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、グループ分類に基づいて第１の
選択を行うステップをさらに備える。ある１つの実施形態およびモード例において、複数
のリソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けられる。
【００４０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信
のある１つの特性に係る。
【００４１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、第１の選択の基準として用いら
れるグループ分類を上位レイヤから取得するステップをさらに備える。ある１つの実施形
態およびモード例において、方法は、第１の選択の基準として用いられるグループ分類を
ワイヤレス端末によって実行される上位レイヤ・アプリケーションから取得するステップ
をさらに備える。
【００４２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、選択されたプールを示すインデ
ックスを上位レイヤ・アプリケーションから取得するステップをさらに備える。
【００４３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアクセス・グループ分類が付与されたアクセス・タイプに従う。
【００４４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプに従う。
【００４５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・タイプに従う。
【００４６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類が付与されたアイデ
ンティフィケーション・タイプに従う。
【００４７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数の選択技術から選択された
第２の選択技術の第３の選択を行うステップをさらに備える。ある１つの実装例において
、第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、およびサイ
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ドリンク直接送信のためにいくつの無線リソースがそれらの他のワイヤレス端末に利用可
能であるかに依存しうる。ある１つの実装例において、複数の選択技術は、ランダムアク
セス、ＡＬＯＨＡ、スロット付きＡＬＯＨＡ、およびキャリアセンス多元接続（ＣＳＭＡ
）を備える。
【００４８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、スケジューリ
ング・アサインメントの送信である。
【００４９】
　ある１つの実施形態およびモード例においては、サイドリンク直接送信は、ワイヤレス
端末と別のワイヤレス端末との間のデータの送信である。
【００５０】
　その態様のうちの１つにおいて、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワ
イヤレス端末に関係する。ワイヤレス端末は、プロセッサを備え、プロセッサは、複数の
無線リソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールの第１
の選択を行い；その選択されたプールからある１つの選択された無線リソースの第２の選
択を行って；その選択されたプールのうちのある１つの無線リソースを用いた、第２のイ
ンターフェースを介したサイドリンク直接送信をスケジュールするように構成される。
【００５１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、複数のプールのセッ
トのアイデンティフィケーションを記憶するように構成されたメモリをさらに備える。あ
る１つの実装例において、複数のプールのセットのアイデンティフィケーションは、メモ
リに予め設定される。別の実装例では、複数のプールのセットのアイデンティフィケーシ
ョンは、通信ネットワークによって設定される。
【００５２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、グループ分類に基づいて
第１の選択を行うように構成される。ある１つの実施形態およびモードにおいて、複数の
リソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けられる。
【００５３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信
のある１つの特性に係る。
【００５４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、第１の選択の基準として
用いられるグループ分類を上位レイヤから取得するようにさらに構成される。ある１つの
実施形態およびモード例において、上位レイヤは、ワイヤレス端末の上位レイヤ・アプリ
ケーションを備えうる。ある１つの実装例において、プロセッサは、選択されたプールを
示すインデックスを上位レイヤ・アプリケーションから取得するようにさらに構成される
。
【００５５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアクセス・グループ分類が付与されたアクセス・タイプに従う。
【００５６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプに従う。
【００５７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・タイプに従う。
【００５８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類が付与されたアイデ
ンティフィケーション・タイプに従う。
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【００５９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、複数の選択技術から選択
された第２の選択技術の第３の選択を行うように構成される。ある１つの実装例において
、第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、およびサイ
ドリンク直接送信のためにいくつの無線リソースがそれらの他のワイヤレス端末に利用可
能であるかに依存する。ある１つの実装例において、複数の選択技術は、ランダムアクセ
ス、ＡＬＯＨＡ、スロット付きＡＬＯＨＡ、およびキャリアセンス多元接続（ＣＳＭＡ）
を備える。
【００６０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、スケジューリ
ング・アサインメントの送信である。
【００６１】
　ある１つの実施形態およびモード例においては、サイドリンク直接送信は、ワイヤレス
端末と別のワイヤレス端末との間のデータの送信である。
【００６２】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワイヤレス
端末における方法に関係し、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末がある１つの無線アクセ
スノードのカバレッジ内にあるときにそのノードと第１の無線インターフェースを介して
選択的に通信する。方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを提供す
るステップと；別のワイヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して通信を行うワ
イヤレス端末による使用のために複数のリソースの複数のプールのうちの１つからある１
つの無線リソースを選択するステップとを備える。
【００６３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、セットのうちの異なるプールが
異なるグループ分類によるアサインメントの対象となるセットを設定するステップをさら
に備え、各グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの特性に係る。
【００６４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプ；それによって異
なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・タイプ；
およびそれによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グル
ープ分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプのうちの１つ以上に従う。別
のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つのノー
ドに関係する。ノードは、送信機およびプロセッサを備える。プロセッサは、複数の無線
リソースの複数のプールのある１つのセットを定義するように構成され、ワイヤレス端末
は、別のワイヤレス端末へのサイドリンク直接送信をスケジュールするためにある１つの
選択された無線リソースをそのセットから選択することができる。
【００６５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のプールのうちの異なるプールがワ
イヤレス端末によるある１つのグループ分類に基づく選択の対象となるセットが定義され
る。ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送
信のある１つの特性に依存する。ある１つの実施形態およびモード例において、送信機は
、そのセットのインディケーションをある１つの無線インターフェースを介してワイヤレ
ス端末へ送信するように構成される。
【００６６】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードに関係する。ノードは、プロセッサを備え、プロセッサは、別のワイヤレス端末と
通信を行うワイヤレス端末による使用のために複数の無線リソースの複数のプールのある
１つのセットを設定するように構成される。ある１つの実施形態およびモード例において
、セットのうちの異なるプールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となる
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セットが設定される。ある１つの実施形態およびモード例において、各グループ分類は、
サイドリンク直接送信のある１つの特性に係る。
【００６７】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係し、ノードは、ワイヤレス端末がノードのカバレッジ内にある
ときにそのワイヤレス端末と第１の無線インターフェースを介して通信する。方法は、別
のワイヤレス端末と通信を行うワイヤレス端末による使用のために複数の無線リソースの
複数のプールのある１つのセットを設定するステップと、そのセットのインディケーショ
ンを第１の無線インターフェースを介してワイヤレス端末へダウンロードするステップと
を備える。ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの異なるプールが
異なるグループ分類によるアサインメントの対象となるセットが設定される。ある１つの
実施形態およびモード例において、各グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つ
の特性に係る。
【００６８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、１つ以上の
グループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられる。
【００６９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、ただ１つのグループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられる。
【００７０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、１つだけの
グループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられる。
【００７１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、複数であるがすべてよりは少ないグループ分類のサブセットに対して選択の対象とな
るように予め割り当てられる。
【００７２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、複数のグル
ープ分類のある１つの異なる組み合わせに対して選択の対象となるように予め割り当てら
れる。
【００７３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、すべての所定のグループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられる。
【００７４】
　別のその様態において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係し、方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセッ
トを設定するステップを備え、ワイヤレス端末は、無線第２インターフェースを介した別
のワイヤレス端末へのサイドリンク直接送信をスケジュールするためにある１つの選択さ
れた無線リソースをそのセットから選択することができる。ある１つの実施形態およびモ
ード例において、複数のプールのうちの異なるプールがワイヤレス端末によるある１つの
グループ分類に基づく選択の対象となるセットが設定される。ある１つの実施形態および
モード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの特性に依存する
。方法は、ワイヤレス端末が複数のプールを用いて構成されることを可能にする情報をワ
イヤレス端末へブロードキャストするステップをさらに備える。
【００７５】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係する。方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセ
ットを設定するステップを備え、ワイヤレス端末は、無線第２インターフェースを介した
別のワイヤレス端末へのサイドリンク直接送信をスケジュールするためにある１つの選択
された無線リソースをそのセットから選択することができる。複数のプールのうちの異な
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るプールがワイヤレス端末によるある１つのグループ分類に基づく選択の対象となるセッ
トが設定される。グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの特性に依存する。
方法は、ワイヤレス端末が複数のプールを用いて構成されることを可能にする情報をワイ
ヤレス端末へブロードキャストするステップをさらに備える。
【００７６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のプールのうちの異なるプ
ールがワイヤレス端末によるある１つのグループ分類に基づく選択の対象となるセットを
定義するステップをさらに備え、グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの特
性に依存する。
【００７７】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係する。方法は、ワイヤレス端末が複数のリソースの複数のプー
ルを用いて構成されることを可能にする情報をワイヤレス端末へブロードキャストするス
テップを備え、ある１つの選択されたプールがワイヤレス端末によって直接通信セッショ
ンのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースの複数のプ
ールのある１つのセットから選択され；複数のリソースがワイヤレス端末によって直接通
信セッションのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソース
のその選択されたプールから選択され；ある１つの選択されたプールがワイヤレス端末に
よって直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースの複数のプールのある１
つのセットから選択されて；複数のリソースがワイヤレス端末によって直接通信セッショ
ンのデータ送信のために複数のリソースのその選択されたプールから選択される。
【００７８】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
端末に関係し、プロセッサは、上位レイヤ・エンティティを伴うか、上位レイヤ・エンテ
ィティによって設定されるかまたは開始される直接通信セッションに参加するように構成
されるか、またはプログラム可能である。
【００７９】
　プロセッサは、直接通信スケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数
のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールを選択し
；直接通信ＳＡ送信のために複数のリソースのその選択されたプールから複数のリソース
を選択し；直接通信データ送信のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセッ
トからある１つの選択されたプールを選択して；直接通信データ送信のために複数のリソ
ースのその選択されたプールから複数のリソースを選択するように構成されるか、または
プログラム可能である。
【００８０】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、複数のリソースの複数のプールのうちの少
なくとも１つは、予め設定される。別の実施形態およびモードにおいて、複数のリソース
の複数のプールは、無線アクセスノードによりブロードキャストされた情報によって設定
される。
【００８１】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、複数のリソースは、複数の時間－周波数リ
ソースを備え、直接通信ＳＡ送信および直接通信データ送信のための複数のリソースは、
ある１つの同期信号によって同期される。
【００８２】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、プロセッサは、直接通信セッションのため
に選択されたリソースプールを選択するための基準を供する情報を、上位レイヤから、取
得するようにさらに構成される。例えば、プロセッサは、直接通信セッションのために選
択されたリソースプールを選択するための基準を供する情報をワイヤレス端末における上
位レイヤ・エンティティから取得するように構成されてもよい。ある１つの実装例におい
て、その情報は、直接通信セッションのために選択されたプールを示す。ある１つの実装



(18) JP 2017-523666 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

例において、その情報は、直接通信セッションのためのアクセス・タイプを示す。
【００８３】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、別のワイヤレス端末とのサイド
リンク直接通信セッションに参加するワイヤレス端末における方法に関係する。ある１つ
の実施形態およびモード例において、方法は、直接通信セッションのスケジューリング・
アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセット
からある１つの選択されたプールを選択するステップと；直接通信セッションのスケジュ
ーリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースのその選択されたプール
から複数のリソースを選択するステップと；直接通信セッションのデータ送信のために複
数のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールを選択
するステップと；直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースのその選択さ
れたプールから複数のリソースを選択するステップとを備える。
【００８４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのうちの
少なくとも１つは、予め設定される。別の実施形態およびモード例において、複数のリソ
ースの複数のプールは、無線アクセスノードによりブロードキャストされた情報によって
設定される。
【００８５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースは、複数の時間－周波数
リソースを備え、直接通信ＳＡ送信のため、および直接通信データ送信のための複数のリ
ソースは、ある１つの同期信号によって同期される。
【００８６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、選択されたリソースを選択する
ための基準としての役割を果たす情報を、上位レイヤから、取得するステップをさらに備
える。例えば、方法は、直接通信セッションのために選択されたリソースプールを選択す
るための基準を供する情報をワイヤレス端末における上位レイヤ・エンティティから取得
するステップを備えうる。ある１つの実装例において、その情報は、直接通信セッション
のために選択されたプールを示す。ある１つの実装例において、その情報は、直接通信セ
ッションのためのアクセス・タイプを示す。
【００８７】
　本明細書に開示される技術の前述および他の目的、特徴、ならびに利点は、添付図面に
示されるような好ましい実施形態の以下のさらに個別的な記載から明らかであろう。図中
、参照文字は、様々な図にわたって同じ部分を指す。図面は、必ずしも縮尺通りではなく
、その代わりに本明細書に開示される技術の原理を説明することに重点が置かれる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加しているワイヤレス端末が複数
のプールのある１つのセットから複数の無線リソースのある１つのプールを選択する、無
線通信ネットワークの一般的な実施形態例の概略図である。
【図２】ある１つの実施形態およびモード例に従ってグループベース・リソースプール・
セットを構築または設定できる「グループ」の様々なタイプ例を示す図である。
【図３Ａ】異なる実施形態およびモード例に従ってＤ２Ｄ通信のための複数の無線リソー
スの複数のプールのある１つのセットを構築または設定する異なる方法を示す図である。
【図３Ｂ】異なる実施形態およびモード例に従ってＤ２Ｄ通信のための複数の無線リソー
スの複数のプールのある１つのセットを構築または設定する異なる方法を示す図である。
【図３Ｃ】異なる実施形態およびモード例に従ってＤ２Ｄ通信のための複数の無線リソー
スの複数のプールのある１つのセットを構築または設定する異なる方法を示す図である。
【図４Ａ】ある１つの実施形態およびモード例に従ってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）においてワイヤレス端末を動作させる一般的な方法に含まれる基本的な動作またはス
テップ例を示すフロー図である。
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【図４Ｂ】ある１つの実施形態およびモード例に従ってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）においてワイヤレス端末を動作させる一般的な方法に含まれる基本的な動作またはス
テップ例を示すフロー図である。
【図４Ｃ】ある１つの実施形態およびモード例に従ってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）においてワイヤレス端末を動作させる一般的な方法に含まれる基本的な動作またはス
テップ例を示すフロー図である。
【図５】代わりの実施形態例によるＤ２Ｄコントローラの複数の部分、特に、アクセス技
術セレクタを含むスケジューラ、ならびにグループベース・リソースプール・セットの概
略図である。
【図６】かかるインデックスを実行可能なアプリケーションから受信するか、または別の
方法で得て、そのインデックスに基づいてある１つのプールを選択するプール・セレクタ
を示す図である。
【図７】グループベース・リソースプール・セットを設定して、１つ以上のワイヤレス端
末へダウンロードまたはブロードキャストするネットワークノード例の概略図である。
【図８】ある１つの実施形態およびモード例に従ってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）ワイヤレス端末のために複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットを準備
する、通信ネットワークのノードの一般的な方法に含まれる基本的な動作またはステップ
例を示すフロー図である。
【図９】図１のノードおよびワイヤレス端末のさらに詳細な実装例を示す無線通信ネット
ワークの実施形態例の概略図である。
【図１０】ネットワークノード例またはワイヤレス端末例のいずれかを備える電子機器例
の概略図である。
【図１１】Ｄ２Ｄ通信のためのユーザプレーン・プロトコルスタックの図である。
【発明を実施するための形態】
【００８９】
　以下の記載では、本明細書に開示される技術の十分な理解を提供するために、限定では
なく説明の目的で、個別的なアーキテクチャ、インターフェース、技術などの具体的な詳
細が提示される。しかしながら、本明細書に開示される技術は、これらの具体的な詳細か
ら逸脱した他の実施形態において実施されてもよいことが当業者には明らかであろう。す
なわち、本明細書に明示的に記載または図示されないが、本明細書に開示される技術の原
理を具現し、その精神および範囲内に含まれる様々な構成を当業者が考案することが可能
であろう。いくつかの事例では、本明細書に開示される技術の記載を不必要な詳細によっ
て曖昧にしないために、よく知られたデバイス、回路、および方法の詳細な記載は省略さ
れる。本明細書に開示される技術の原理、態様、および実施形態、ならびにそれらの具体
例を列挙した本明細書におけるすべての記述は、それらの構造的および機能的な等価物の
両方を包含することが意図される。加えて、かかる等価物は、現在知られた等価物ならび
に将来開発される等価物、すなわち、構造に係わらず同じ機能を行う任意の開発される要
素をいずれも含むことが意図される。
【００９０】
　従って、例えば、本明細書におけるブロック図が本技術の原理を具現する例示的な回路
素子または他の機能ユニットの概念図を表現できることを当業者は理解するであろう。同
様に、当然のことながら、任意のフローチャート、状態遷移図、擬似コードなどは、コン
ピュータ可読媒体において実質的に表現され、コンピュータまたはプロセッサが明示的に
示されるか否かに係らず、かかるコンピュータまたはプロセッサによってそのように実行
できる様々なプロセスを表すことが理解されるであろう。
【００９１】
　その態様の１つにおいて、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレ
ス端末に関係し、プロセッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決
定し；複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つ
のプールを選択して；複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送信データ
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を送信するように構成されてもよい。
【００９２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、複数のリソースの複
数のプールのセットを指定する情報を記憶するように構成されたメモリをさらに備えうる
。
【００９３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのセット
を指定する情報は、予め設定されてもよい。
【００９４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのセット
を指定する情報は、通信ネットワークによって設定されてもよい。
【００９５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、複数のリソースのそのプ
ールから１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択するようにさらに構成されて
もよく、１つ以上の無線リソース（単数または複数）は、サイドリンク直接送信データの
ために用いられてもよい。
【００９６】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、ワイヤレス端末における方法に
関係し、方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定するステップ
と；複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つの
プールを選択するステップと；複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送
信を送信するステップとを備えうる。
【００９７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のリソースの複数のプール
のセットを指定する情報を記憶するステップをさらに備えうる。
【００９８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのセット
を指定する情報は、予め設定されてもよい。
【００９９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのセット
を指定する情報は、通信ネットワークによって設定されてもよい。
【０１００】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のリソースのそのプールか
ら１つ以上の無線リソース（単数または複数）を選択するステップをさらに備えてもよく
、１つ以上の無線リソース（単数または複数）は、サイドリンク直接送信データのために
用いられる。
【０１０１】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、ワイヤレス端末と通信するある
１つのノードに関係し、ノードは、プロセッサを備えてもよく、プロセッサは、複数のリ
ソースのある１つのプールがワイヤレス端末によってそのセットから選択されることにな
る複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定して；複数のリソースの複数
のプールのそのセットをブロードキャストするように構成される。
【０１０２】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、ワイヤレス端末と通信するある
１つのノードにおける方法に関係し、方法は、複数のリソースのある１つのプールがワイ
ヤレス端末によってそのセットから選択されることになる複数のリソースの複数のプール
のある１つのセットを決定するステップと；複数のリソースの複数のプールのそのセット
を指定する情報をブロードキャストするステップとを備えうる。
【０１０３】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
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端末に関係し、プロセッサは、上位レイヤ・エンティティを伴うか、上位レイヤ・エンテ
ィティによって設定されるかまたは開始される直接通信セッションに参加するように構成
されてもよく、またはプログラム可能であってもよい。プロセッサは、直接通信スケジュ
ーリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースの複数のプールのある１
つのセットからある１つの選択されたプールを選択し；直接通信ＳＡ送信のために複数の
リソースのその選択されたプールから複数のリソースを選択し；直接通信データ送信のた
めに複数のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプール
を選択して；直接通信データ送信のために複数のリソースのその選択されたプールから複
数のリソースを選択するように構成されてもよく、またはプログラム可能であってもよい
。
【０１０４】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、複数のリソースの複数のプールのうちの少
なくとも１つは、予め設定されてもよい。別の実施形態およびモードにおいて、複数のリ
ソースの複数のプールは、無線アクセスノードによりブロードキャストされた情報によっ
て設定されてもよい。
【０１０５】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、複数のリソースは、複数の時間－周波数リ
ソースを備えてもよく、直接通信ＳＡ送信および直接通信データ送信のための複数のリソ
ースは、ある１つの同期信号によって同期されてもよい。
【０１０６】
　ある１つの実施形態およびモードにおいて、プロセッサは、直接通信セッションのため
に選択されたリソースプールを選択するための基準を供する情報を、上位レイヤから、取
得するようにさらに構成されてもよい。例えば、プロセッサは、直接通信セッションのた
めに選択されたリソースプールを選択するための基準を供する情報をワイヤレス端末にお
ける上位レイヤ・エンティティから取得するように構成されてもよい。ある１つの実装例
において、その情報は、直接通信セッションのために選択されたプールを示しうる。ある
１つの実装例において、その情報は、直接通信セッションのためのアクセス・タイプを示
しうる。
【０１０７】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、別のワイヤレス端末との直接通
信セッションに参加するワイヤレス端末における方法に関係する。ある１つの実施形態お
よびモード例において、方法は、直接通信セッションのスケジューリング・アサインメン
ト（ＳＡ）送信のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセットからある１つ
の選択されたプールを選択するステップと；直接通信セッションのスケジューリング・ア
サインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースのその選択されたプールから複数のリ
ソースを選択するステップと；直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソース
の複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールを選択するステップ
と；直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースのその選択されたプールか
ら複数のリソースを選択するステップとを備えうる。
【０１０８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースの複数のプールのうちの
少なくとも１つは、予め設定されてもよい。別の実施形態およびモード例において、複数
のリソースの複数のプールは、無線アクセスノードによりブロードキャストされた情報に
よって設定されてもよい。
【０１０９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数のリソースは、複数の時間－周波数
リソースを備えてもよく、直接通信ＳＡ送信のため、および直接通信データ送信のための
複数のリソースは、ある１つの同期信号によって同期されてもよい。
【０１１０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、選択されたリソースを選択する
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ための基準としての役割を果たす情報を、上位レイヤから、取得するステップをさらに備
えうる。例えば、方法は、直接通信セッションのために選択されたリソースプールを選択
するための基準を供する情報をワイヤレス端末における上位レイヤ・エンティティから取
得するステップを備えうる。ある１つの実装例において、その情報は、直接通信セッショ
ンのために選択されたプールを示しうる。ある１つの実装例において、その情報は、直接
通信セッションのためのアクセス・タイプを示しうる。
【０１１１】
　その態様のうちの１つにおいて、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワ
イヤレス端末に関係する。ワイヤレス端末は、複数の無線リソースの複数のプールのある
１つのセットからある１つの選択されたプールの第１の選択を行って；その選択されたプ
ールのうちのある１つの無線リソースを用いた、第２のインターフェースを介したサイド
リンク直接送信をスケジュールするように構成されたプロセッサを備えうる。
【０１１２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、複数のプールのセッ
トのアイデンティフィケーションを記憶するように構成できるメモリをさらに備える。あ
る１つの実装例において、複数のプールのセットのアイデンティフィケーションは、メモ
リに予め設定されてもよい。別の実装例では、複数のプールのセットのアイデンティフィ
ケーションは、通信ネットワークによって設定されてもよい。
【０１１３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、グループ分類に基づいて
第１の選択を行うように構成されてもよい。ある１つの実施形態およびモードにおいて、
複数のリソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けられても
よい。
【０１１４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信
のある１つの特性に係りうる。
【０１１５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、第１の選択の基準として
用いられるグループ分類を上位レイヤから取得するようにさらに構成されてもよい。ある
１つの実施形態およびモード例において、上位レイヤは、ワイヤレス端末の上位レイヤ・
アプリケーションを備えうる。ある１つの実装例において、プロセッサは、選択されたプ
ールを示すインデックスを上位レイヤ・アプリケーションから取得するようにさらに構成
されてもよい。
【０１１６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアクセス・グループ分類を付与できるアクセス・タイプに従って
もよい。
【０１１７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なる優先度グループ分類を付与できる優先度タイプに従ってもよい。
【０１１８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるサービス・グループ分類を付与できるサービス・タイプに従って
もよい。
【０１１９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類を付与できるアイデ
ンティフィケーション・タイプに従ってもよい。
【０１２０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、第２の選択を行うように
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構成されてもよく、第２の選択は、第２の無線インターフェースを介したサイドリンク直
接送信のために用いられる無線リソースのその選択されたプールからの選択である。
【０１２１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、プロセッサは、複数の選択技術から選択
された第２の選択技術の第３の選択を行うように構成されてもよい。ある１つの実装例に
おいて、第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与しうる他のワイヤレス端末の数、お
よびサイドリンク直接送信のためにいくつの無線リソースがそれらの他のワイヤレス端末
に利用可能でありうるかに依存しうる。ある１つの実装例において、複数の選択技術は、
ランダムアクセス、ＡＬＯＨＡ、スロット付きＡＬＯＨＡ、およびキャリアセンス多元接
続（ＣＳＭＡ）を備えうる。
【０１２２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、スケジューリ
ング・アサインメントの送信であってもよい。
【０１２３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、ワイヤレス端
末と別のワイヤレス端末との間のデータの送信であってもよい。
【０１２４】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワイヤレス
端末における方法に関係し、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末がある１つの無線アクセ
スノードのカバレッジ内にあるときにそのノードと第１の無線インターフェースを介して
選択的に通信してもよい。ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数の
無線リソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプールの第１
の選択を行うステップと；その選択されたプールのうちのある１つの無線リソースを用い
て別のワイヤレス端末とのサイドリンク直接送信をスケジュールするステップとを備えう
る。
【０１２５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数のプールのセットのアイデ
ンティフィケーションをメモリに記憶するステップをさらに備えうる。ある１つの実装例
において、方法は、複数のプールのセットのアイデンティフィケーションをメモリに予め
設定するステップをさらに備えうる。ある１つの実装例において、方法は、複数のプール
のセットのアイデンティフィケーションをメモリに設定した通信ネットワークをさらに備
えうる。
【０１２６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、グループに基づいて第１の選択
を行うステップをさらに備えうる。ある１つの実施形態およびモード例において、複数の
リソースプールのうちの１つ以上は、ある１つのグループ分類と関連付けられてもよい。
【０１２７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信
のある１つの特性に係りうる。
【０１２８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、第１の選択の基準として用いら
れるグループ分類を上位レイヤから取得するステップをさらに備えうる。ある１つの実施
形態およびモード例において、方法は、第１の選択の基準として用いられるグループ分類
をワイヤレス端末によって実行される上位レイヤ・アプリケーションから取得するステッ
プをさらに備えうる。
【０１２９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、選択されたプールを示すインデ
ックスを上位レイヤ・アプリケーションから取得するステップをさらに備えうる。
【０１３０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
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クセス・タイプに異なるアクセス・グループ分類を付与できるアクセス・タイプに従って
もよい。
【０１３１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なる優先度グループ分類を付与できる優先度タイプに従ってもよい。
【０１３２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるサービス・グループ分類を付与できるサービス・タイプに従って
もよい。
【０１３３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類を付与できるアイデ
ンティフィケーション・タイプに従ってもよい。
【０１３４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、第２の選択を行うステップをさ
らに備えてもよく、第２の選択は、第２の無線インターフェースを介したサイドリンク直
接送信のために用いられる無線リソースの選択されたプールからの選択である。
【０１３５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、複数の選択技術から選択された
第２の選択技術の第３の選択を行うステップをさらに備えうる。ある１つの実装例におい
て、第３の選択は、サイドリンク直接送信に関与する他のワイヤレス端末の数、およびサ
イドリンク直接送信のためにいくつの無線リソースがそれらの他のワイヤレス端末に利用
可能であるかに依存しうる。ある１つの実装例において、複数の選択技術は、ランダムア
クセス、ＡＬＯＨＡ、スロット付きＡＬＯＨＡ、およびキャリアセンス多元接続（ＣＳＭ
Ａ）を備えうる。
【０１３６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、スケジューリ
ング・アサインメントの送信であってもよい。
【０１３７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、サイドリンク直接送信は、ワイヤレス端
末と別のワイヤレス端末との間のデータの送信であってもよい。
【０１３８】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのワイヤレス
端末における方法に関係し、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末がある１つの無線アクセ
スノードのカバレッジ内にあるときにそのノードと第１の無線インターフェースを介して
選択的に通信してもよい。ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、セット
のうちの異なるプールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となるセットを
設定するステップをさらに備えてもよく、各グループ分類は、サイドリンク直接送信のあ
る１つの特性に係りうる。ある１つの実施形態およびモード例において、グループ分類は
、それによって異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度
タイプ；それによって異なるアクセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与さ
れたサービス・タイプ；およびそれによって異なるアクセス・タイプに異なるアイデンテ
ィフィケーション・グループ分類が付与されたアイデンティフィケーション・タイプのう
ちの１つ以上に従ってもよい。別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通
信ネットワークのある１つのノードに関係する。ノードは、送信機およびプロセッサを備
えうる。プロセッサは、複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットを定義す
るように構成されてもよく、ワイヤレス端末は、別のワイヤレス端末へのサイドリンク直
接送信をスケジュールするためにある１つの選択された無線リソースをそのセットから選
択することができる。ある１つの実施形態およびモード例において、複数のプールのうち
の異なるプールがワイヤレス端末によるある１つのグループ分類に基づく選択の対象とな
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りうるセットが定義されてもよい。ある１つの実施形態およびモード例において、グルー
プ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの特性に依存しうる。ある１つの実施形態お
よびモード例において、送信機は、そのセットのインディケーションをある１つの無線イ
ンターフェースを介してワイヤレス端末へ送信するように構成されてもよい。
【０１３９】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードに関係する。ノードは、別のワイヤレス端末と通信を行うワイヤレス端末による使
用のために複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットを設定するように構成
されたプロセッサを備えうる。ある１つの実施形態およびモード例において、セットのう
ちの異なるプールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となるセットが設定
されてもよい。ある１つの実施形態およびモード例において、各グループ分類は、サイド
リンク直接送信のある１つの特性に係りうる。
【０１４０】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係し、ノードは、ワイヤレス端末がノードのカバレッジ内にある
ときにそのワイヤレス端末と第１の無線インターフェースを介して通信してもよい。方法
は、別のワイヤレス端末と通信を行うワイヤレス端末による使用のために複数の無線リソ
ースの複数のプールのある１つのセットを設定するステップと、そのセットのインディケ
ーションを第１の無線インターフェースを介してワイヤレス端末へダウンロードするステ
ップとを備えうる。ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの異なる
プールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となりうるセットが設定されて
もよい。ある１つの実施形態およびモード例において、各グループ分類は、サイドリンク
直接送信のある１つの特性に係りうる。
【０１４１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、１つ以上の
グループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられてもよい。
【０１４２】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、ただ１つのグループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられてもよい
。
【０１４３】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、１つだけの
グループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられてもよい。
【０１４４】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、複数であるがすべてよりは少ないグループ分類のサブセットに対して選択の対象とな
るように予め割り当てられてもよい。
【０１４５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの各プールは、複数のグル
ープ分類のある１つの異なる組み合わせに対して選択の対象となるように予め割り当てら
れてもよい。
【０１４６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、セットのうちの少なくとも１つのプール
は、すべての所定のグループ分類に対して選択の対象となるように予め割り当てられても
よい。
【０１４７】
　別のその様態において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係し、方法は、複数のリソースの複数のプールのある１つのセッ
トを設定するステップを備えてもよく、ワイヤレス端末は、無線第２インターフェースを
介した別のワイヤレス端末へのサイドリンク直接送信をスケジュールするためにある１つ
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の選択された無線リソースをそのセットから選択することができる。ある１つの実施形態
およびモード例において、複数のプールのうちの異なるプールがワイヤレス端末によるあ
る１つのグループ分類に基づく選択の対象となるセットが設定されてもよい。ある１つの
実施形態およびモード例において、グループ分類は、サイドリンク直接送信のある１つの
特性に依存しうる。方法は、ワイヤレス端末が複数のプールを用いて構成されることを可
能にする情報をワイヤレス端末へブロードキャストするステップをさらに備えうる。
【０１４８】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、通信ネットワークのある１つの
ノードにおける方法に関係する。方法は、ワイヤレス端末が複数のリソースの複数のプー
ルを用いて構成されることを可能にする情報をワイヤレス端末へブロードキャストするス
テップを備えてもよく；ある１つの選択されたプールがワイヤレス端末によって直接通信
セッションのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースの
複数のプールのある１つのセットから選択されてもよく；複数のリソースがワイヤレス端
末によって直接通信セッションのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のため
に複数のリソースのその選択されたプールから選択されてもよく；ある１つの選択された
プールがワイヤレス端末によって直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソー
スの複数のプールのある１つのセットから選択されてもよく；複数のリソースがワイヤレ
ス端末によって直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースのその選択され
たプールから選択されてもよい。
【０１４９】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
端末に関係し、プロセッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定
し；ある１つの優先度に基づいて複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから
複数のリソースのある１つのプールを選択して；複数のリソースのそのプールを用いてサ
イドリンク直接送信データを送信するように構成されてもよい。
【０１５０】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
端末に関係し、プロセッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定
し；複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つの
プールを選択して複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送信データを送
信するように構成されてもよい。複数のリソースの複数のプールのうちの１つ以上は、あ
る１つの優先度と関連付けられてもよい。複数のリソースの複数のプールのうちの別の１
つ以上は、ある１つの異なる優先度と関連付けられてもよい。
【０１５１】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
端末に関係し、プロセッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定
し；複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つの
プールを選択し；複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送信データを送
信して；優先度を上位レイヤから取得するように構成されてもよい。
【０１５２】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、プロセッサを備えるワイヤレス
端末に関係し、プロセッサは、複数のリソースの複数のプールのある１つのセットを決定
し；複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから複数のリソースのある１つの
プールを選択し；複数のリソースのそのプールを用いてサイドリンク直接送信データを送
信して；優先度をワイヤレス端末によって実行される上位レイヤ・アプリケーションから
取得するように構成されてもよい。
【０１５３】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、ワイヤレス端末と通信するある
１つのノードに関係し、ノードは、ある１つの優先度を指定する情報を、ワイヤレス端末
へ、設定するように構成されたプロセッサを備えうる。
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【０１５４】
　本明細書では、用語「デバイス・ツー・デバイス（「Ｄ２Ｄ」）通信」は、セルラネッ
トワークまたは他の電気通信システム上で動作して、それらのセルラネットワークまたは
他の電気通信システムでは１つのワイヤレス端末から別のワイヤレス端末への通信データ
・トラフィックが集中基地局もしくは他のデバイスを通過しない、複数のワイヤレス端末
間の通信のモードを指すことができる。先に説明されたように、デバイス・ツー・デバイ
ス（Ｄ２Ｄ）通信は、より最近の用語「サイドリンク直接通信」によっても知られる。通
信データは、通信信号を用いて送信され、ワイヤレス端末のユーザによる消費が意図され
た音声通信またはデータ通信を含むことができる。通信信号は、第１のワイヤレス端末か
ら第２のワイヤレス端末へＤ２Ｄ通信を用いて直接に送信されてもよい。様々な態様にお
いて、Ｄ２Ｄパケット送信と関連する制御シグナリングは、基礎をなすコアネットワーク
または基地局によってすべて、いくらかが管理もしくは生成されてもよく、または何も管
理もしくは生成されなくてもよい。追加または代わりの態様において、受信側ユーザ機器
端末は、送信側ユーザ機器端末と１つ以上の追加の受信側ユーザ機器端末との間で通信デ
ータ・トラフィックをリレーしてもよい。
【０１５５】
　本明細書では、用語「コアネットワーク」は、電気通信ネットワークのユーザにサービ
スを提供する電気通信ネットワークにおけるデバイス、デバイス群、またはサブシステム
を指すことができる。コアネットワークによって提供されるサービスの例は、アグリゲー
ション、認証、呼切り替え、サービス呼出し、他のネットワークへのゲートウェイなどを
含む。
【０１５６】
　本明細書では、用語「ワイヤレス端末」は、電気通信システム、例えば、（それには限
定されないが）セルラネットワークによって音声および／またはデータを通信するために
用いられる任意の電子デバイスを指すことができる。ワイヤレス端末を指すために用いら
れる他の専門用語およびかかるデバイスの非限定の例は、ユーザ機器端末、ＵＥ、移動局
、モバイルデバイス、アクセス端末、加入者局、移動端末、遠隔局、ユーザ端末、端末、
加入者ユニット、セルラフォン、スマートフォン、携帯情報端末（「ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ」）、ラップトップコンピュータ、ネット
ブック、電子書籍リーダ、ワイヤレス・モデムなどを含むことができる。
【０１５７】
　本明細書では、用語「アクセスノード」、「ノード」、または「基地局」は、ワイヤレ
ス通信を容易にするか、または別の方法でワイヤレス端末と電気通信システムとの間のイ
ンターフェースを提供する任意のデバイスまたはデバイス群を指すことができる。基地局
の非限定の例は、３ＧＰＰ仕様において、Ｎｏｄｅ　Ｂ（「ＮＢ」）、ｅｎｈａｎｃｅｄ
　Ｎｏｄｅ　Ｂ（「ｅＮＢ」）、ｈｏｍｅ　ｅＮＢ（「ＨｅＮＢ」）またはいくつかの他
の同様の専門用語を含むことができる。基地局の別の非限定の例は、アクセスポイントで
ある。アクセスポイントは、ワイヤレス端末のためにデータ・ネットワーク、例えば（以
下には限定されないが）ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ」）、広域ネットワーク（「ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ」）、インターネットなどへのアクセスを提供する電子デバイスであってもよい。本
明細書に開示されるシステムおよび方法のいくつかの例が所定の規格（例えば、３ＧＰＰ
リリース８、９、１０、１１および／または１２）と関連して記載されるが、本開示の範
囲は、この点で限定されるべきではない。本明細書に開示されるシステムおよび方法の少
なくともいくつかの態様は、他のタイプのワイヤレス通信システムにおいて利用されても
よい。
【０１５８】
　本明細書では、用語「電気通信システム」または「通信システム」は、情報を送信する
ために用いられるデバイスの任意のネットワークを指すことができる。電気通信システム
の非限定の例は、セルラネットワークまたは他のワイヤレス通信システムである。
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【０１５９】
　本明細書では、用語「セルラネットワーク」は、複数のセルにわたって分布し、各セル
が少なくとも１つの固定位置トランシーバ、例えば、基地局によってサービスされるネッ
トワークを指すことができる。「セル」は、インターナショナル・モバイル・テレコミュ
ニケーションズ－アドバンスト（「ＩＭＴ　Ａｄｖａｎｃｅｄ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－Ａｄｖａｎｃｅｄ」）に
用いるために規格化または規制団体によって仕様が定められた任意の通信チャネルであっ
てもよい。基地局、例えばＮｏｄｅ　Ｂと、ＵＥ端末との間の通信に用いるためにセルの
すべてまたはサブセットが３ＧＰＰによってライセンスバンド（例えば、周波数バンド）
として採用されてもよい。ライセンス周波数バンドを用いたセルラネットワークは、構成
セルを含むことができる。構成セルは、ＵＥ端末が認識しており、情報を送信または受信
することが基地局によって許容されたセルを含むことができる。
【０１６０】
　図１は、第１のワイヤレス端末２６がノード２２のカバレッジ内、例えば、ノード２２
によってサービスされるある１つのセルのカバレッジ内にあるときに、無線アクセスノー
ド２２がワイヤレス端末２６と（例えば、Ｕｕインターフェースのような）第１のエアま
たは無線インターフェース２４を介して通信する通信システム例２０を示す。ノード２２
は、ノード・プロセッサ３０およびノード送信機３２を備える。第１のワイヤレス端末２
６は、端末プロセッサ４０および端末無線周波数回路素子またはトランシーバ４２を備え
る。端末トランシーバ４２は、典型的に、端末送信機回路素子４４および端末受信機回路
素子４６を備える。
【０１６１】
　一般に、動作ノード２２および第１のワイヤレス端末２６は、その起源がノード２２の
スケジューラの範囲内にあるシグナリングに基づいて典型的にフォーマットされ、準備さ
れた情報の「フレーム」および／また送信のために割り当てられた複数のリソースを用い
て、無線インターフェース２４を介して互いに通信する。ロング・ターム・エボリューシ
ョン（ＬＴＥ）では、下りリンク部分（単数または複数）および上りリンク部分（単数ま
たは複数）の両方を有しうるフレームがノードとワイヤレス端末との間で通信される。各
ＬＴＥフレームは、複数のサブフレームを備えうる。時間領域では、各ＬＴＥサブフレー
ムが２つのスロットに分割される。各スロットで送信される信号は、リソース要素（ＲＥ
：ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）からなるリソース・グリッドによって記述される
。基地局のようなネットワークノードとワイヤレス端末との間の通信のケースでは、時間
－周波数フレームを定義するために、同期信号が基地局からワイヤレス端末へ送信される
。例えば、ＰＳＳ（プライマリ同期信号：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉ
ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）およびＳＳＳ（セカンダリ同期信号：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｉａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）が同期信号として基地局からブロードキャスト
される。
【０１６２】
　ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄ
ｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）および上位レイヤから受信した情報を運ぶいく
つかの下りリンク物理チャネルを定義する。ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ
）では、専用データチャネルは用いられず、その代わりに下りリンクおよび上りリンクの
両方で共有チャネル・リソースが用いられる。例えば、物理下りリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、
ユニキャスト・データ送信のために用いられる主要な物理チャネルであり、ページング情
報の送信にも用いられる。これらの共有リソースは、下りリンクおよび上りリンク共有チ
ャネルの異なる部分をそれぞれ受信および送信のために異なるワイヤレス端末に割り当て
る、１つ以上のスケジューラによって制御される。共有チャネルに対するアサインメント
は、各下りリンクサブフレームの先頭に設けられた制御領域で送信される。上述の制御チ
ャネルのうちで、ＰＤＣＣＨは、ワイヤレス端末に対するリソース・アサインメントを運
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ぶ。
【０１６３】
　ワイヤレス端末が上りリンク上で情報をノード２２へ送信することを望むときに、ワイ
ヤレス端末は、スケジューリング・リクエストをノード２２へ送信し、その後にバッファ
ステータスレポート（ＢＳＲ：ｂｕｆｆｅｒ　ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ）が続き、ノ
ード２２は、ワイヤレス端末が上りリンク送信を行おうと意図していることをＢＳＲから
判断できる。その後、下りリンク（ＤＬ）サブフレームで、ノード２２は、ワイヤレス端
末がその所望の上りリンク送信のためにどのような無線リソースを用いてもよいかを物理
下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上で示し、例えば、ノード２２は、ワイヤレス端末による上り
リンク送信に対して上りリンクグラントを提供する。
【０１６４】
　上述のように、いくつかの事例において、ワイヤレス端末は、それらの通信をノード２
２を通じて送信することなく互いに通信してもよい。かかる端末から端末への通信は、デ
バイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信および／またはサイドリンク直接送信とも称され
る。あるときには、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信がネットワーク制御下また
は「カバレッジ内」にあってもよく、これは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信
に関与するワイヤレス端末の１つ以上が無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ：ｒａｄｉ
ｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）のノードまたはセルによって利用される無線周波数
の範囲内にあってもよいことを意味する。ワイヤレス端末が「カバレッジ内」にあるとき
には、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信の無線リソースの使用が、セルで進行中
の他のタイプの通信、例えば、ノード２２とノード２２によってサービスされるワイヤレ
ス端末との間の通信と干渉を生じないように注意しなければならない。
【０１６５】
　端末トランシーバ４２は、好ましくは、端末送信機回路素子４４および端末受信機回路
素子４６を備える。第１のワイヤレス端末２６の受信機４６は、通信システム２０から無
線インターフェース２４を介して通信されたサブフレームＳを受信する。カバレッジ内に
あるときに、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に伴って、端末プロセッサ４０は
、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）グラントをサブフレームＳから取得できる。デバ
イス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）グラントは、第１のワイヤレス端末２６が別のワイヤレ
ス端末、例えば、第２のワイヤレス端末４８とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通
信に用いることが許可された無線リソースを指定する。第１のワイヤレス端末２６の送信
機４４は、例えば、データを上りリンク（ＵＬ）上で第１のワイヤレス端末２６からノー
ド２２へ送信する役割を果たすが、Ｄ２Ｄグラントによって許可された無線リソースを用
いて、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）データを別のワイヤレス端末（単数または複
数）、例えば、第２のワイヤレス端末４８へ送信する役割も果たしてよい。
【０１６６】
　カバレッジ外にあるときには、ワイヤレス端末２６は、ノード２２によって動的に割り
当てられたネットワーク無線リソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のため
に用いる資格をもはや有さない。その代わりに、カバレッジ外にあるときに、第１のワイ
ヤレス端末２６は、ワイヤレス端末によって（例えば、第２のワイヤレス端末４８のよう
な他のワイヤレス端末との）デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために予め設定
された無線リソースから選択されたリソースを用いなければならない。従って、カバレッ
ジ外にあると、ネットワーク選択リソース・モードではなく、ワイヤレス端末選択リソー
ス・モードのシナリオ例である。先に記載されたように、カバレッジ外にあると、Ｄ２Ｄ
モード２のシナリオ例でもある。しかしながら、先に説明されたように、ある一定の環境
においては、カバレッジ内の状況であっても予め設定された無線リソースのその使用を伴
うモード２が実装されてもよいことに留意すべきである。
【０１６７】
　図１は、第１のワイヤレス端末２６と第２のワイヤレス端末４８との間のデバイス・ツ
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ー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信（サイドリンク直接通信としても知られる）を矢印５０によ
って示す。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、ＰＣ５インターフェースとして
も知られる、第２の無線インターフェース５４を介して生じうる。ＰＣ５インターフェー
スは、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．３０３，３
ＧＰＰ　ＴＳ２３．３０３　Ｖ１２．０．０（２０１４－０２）；第３世代パートナーシ
ップ・プロジェクト，技術仕様グループサービスおよびシステム態様；近接性ベースのサ
ービス（ＰｒｏＳｅ）；ステージ２；リリース１２に記載される。いくつかの実施形態お
よびモード例において、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、例えば、第１のワ
イヤレス端末２６から第２のワイヤレス端末４８へのブロードキャストを備えうる。他の
実施形態およびモード例では、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、１対１の送
信／通信であってもよい。本明細書では、「第２の」無線インターフェース５４がこれら
の送信状況のいずれかであると解釈されてもよい。このように、第１のワイヤレス端末２
６が別のワイヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して通信を行ってもよいとい
う記述は、（別のワイヤレス端末およびさらに他の複数の端末を伴ってもよい）ブロード
キャストならびに１対１の送信／通信の両方を包含する。
【０１６８】
　第１のワイヤレス端末２６と第２のワイヤレス端末４８との間のデバイス・ツー・デバ
イス（Ｄ２Ｄ）通信は、かかるデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信を所望または必
要とする実行可能なアプリケーションの端末プロセッサ４０による実行の結果として生じ
うる。このため、図１は、第１のワイヤレス端末２６が、実行されたときに、デバイス・
ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信を起動するかまたは伴う命令を備えた、実行可能なアプリ
ケーション例５６を備えることをさらに示す。アプリケーション５６の実行可能な命令は
、非一時的媒体中または非一時的媒体上に記憶される。実行可能なアプリケーション５６
によってリクエストされるか、またはもたらされる送信は、多くの方法で、例えば、本明
細書においてさらに考察されるように、アクセス・クラス、優先度クラス（優先度とも呼
ばれる）、サービス・タイプ、またはグループ識別子などの観点から分類されてもよい。
【０１６９】
　図１は、端末プロセッサ４０がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ６０
の機能を備えるか、または行うことを示す。Ｄ２Ｄコントローラ６０は、サイドリンク直
接コントローラ６０としても知られる。Ｄ２Ｄコントローラ６０は、「グループベース」
リソースプールのある１つのセットが提供されたメモリ６２へのアクセスを有することが
図１に示される。簡単にするために、グループベース・リソースプール・セット６２の定
義または記述をメモリに記憶できることを理解して、以下ではメモリそれ自体の代わりに
「グループベース・リソースプール・セット」６２を参照することになろう。
【０１７０】
　グループベース・リソースプール・セット６２のうちの複数のリソースは、３ＧＰＰの
範囲内にあるときに、ある１つのＤ２Ｄ同期ソースによって同期できる複数の時間－周波
数リソースを備える複数の無線リソースである。本明細書に説明されるように、複数の「
グループベース」リソースプールを用いることによって、端末プロセッサ４０は、複数の
送信リソースを単一または唯一のデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソースアロケー
ション方法に比べてさらに効率的に利用したフレキシブルなグループベース・リソースプ
ール・アクセス方法を提供する。
【０１７１】
　図１は、Ｄ２Ｄコントローラ６０、従って、端末プロセッサ４０がスケジューラ６４を
備えることをさらに示す。スケジューラ６４は、ワイヤレス端末がサイドリンク直接送信
を用いて動作するときに、第２の無線インターフェース５４を介した第１のワイヤレス端
末２６と第２のワイヤレス端末４８との間の送信をスケジュールする役割を果たす。かか
る送信も、先に記載されたのと同様のフレーム・フォーマットでの送信であってもよく、
デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信（例えば、サイドリンク直接通信）は、グルー
プベース・リソースプール・セット６２から選択された複数の無線リソースを用いる。か
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かるＤ２Ｄ送信は、第１のワイヤレス端末２６と第１のロケーション２８Ｂとの間のＤ２
Ｄデータの送信のためのＤ２Ｄスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）、ならびにＤ
２Ｄデータそれ自体の両方を含みうる。
【０１７２】
　図１は、スケジューラ６４がプール・セレクタ６６およびリソース・フロム・プール・
セレクタ６８を備えることをさらに示す。プール・セレクタ６６、従って、プール・セレ
クタ６６が備える端末プロセッサ４０は、複数の無線リソースの複数のプールのある１つ
のセットから、例えば、グループベース・リソースプール・セット６２からある１つの選
択されたプールの、ある１つのグループ分類に基づく、第１の選択を行う。リソース・フ
ロム・プール・セレクタ６８、従って、リソース・フロム・プール・セレクタ６８が備え
る端末プロセッサ４０は、その選択されたプールからある１つの選択されたリソースの第
２の選択を行う。その後、その選択された無線リソースを用いた、第２の無線インターフ
ェース５４を介したデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信がスケジュールされる。
【０１７３】
　リソースプール・セット６２は、ある１つの「グループベース」リソースプール・セッ
トとして記載された。グループベースであるときに、グループベース・リソースプール・
セット６２のうちの異なるプールは、プール・セレクタ６６による異なるデバイス・ツー
・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信へのアサインメントまたは選択の対象となりうる。ある１つの
実施形態およびモード例において、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信は、グルー
プに従って分類される。いくつかの実装例において、以下に説明されるように、異なるタ
イプのグループ分類があってもよい。本明細書では、「優先度」もグループ分類を指すた
めに用いられてもよい。
【０１７４】
　図２は、グループベース・リソースプール・セット６２を構築または設定できる「グル
ープ」の様々なタイプ例を示す。例えば、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信は、
図２の第２列によって示されるように、アクセス・クラス・タイプに従って分類されても
よい。すなわち、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信は、アクセス・クラス１（グ
ループＡＣ１）、アクセス・クラス２（グループＡＣ２）など、アクセスクラスｉ（グル
ープＡＣｉ）までのいずれかとして分類されてもよい。代わりに、デバイス・ツー・デバ
イス（Ｄ２Ｄ）送信は、図２の第３列によって示されるように、優先度タイプに従って分
類されてもよく、従って、優先度クラス１（グループＰＴ１）、優先度クラス２（グルー
プＰＴ２）など、優先度クラスｊ（グループＰＴｊ）までのいずれかとして分類されても
よい。別の代わりとして、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信は、図２の第３列に
よって示されるように、サービス・タイプに従って分類されてもよく、従って、サービス
・クラス１（グループＳＣ１）、サービス・クラス２（グループＳＣ２）など、サービス
・クラスｋ（グループＳＣｋ）までのいずれかとして分類されてもよい。さらに別の代わ
りとして、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信は、図２の第４列によって示される
ように、識別子（ＩＤ）に従って分類されてもよく、従って、ＩＤクラス１（グループＩ
Ｄ１）、ＩＤクラス２（グループＩＤ２）など、ＩＤクラスｎ（グループＳＣｎ）までの
いずれかとして分類されてもよい。上記のグループのうちのいくつかが、アクセス・クラ
ス、およびグループ・インデックスのように、いくつかの判定基準間のマッピング関係に
よって定義されるのに対して、第４列の識別子（ＩＤ）は、直接的なグループ・インデッ
クスであってもよく、ＩＤではインデックスがブラックボックスのようであり、任意のマ
ッピング関係が必ずしも既知である必要はない。この階層構造の少なくとも１つの利益は
、通信信号のある一定のクラスに、例えば、高優先度のファースト・レスポンダ送信に基
づいて他に対して特権を与えることが可能なことである。
【０１７５】
　Ｄ２Ｄ送信が属するグループは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信の特性に依
存して分類されてもよい。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信に係るグループの特
性は、ワイヤレス端末により実行される上位レイヤ・アプリケーションによって、例えば
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、実行可能なＤ２Ｄアプリケーション５６からプール・セレクタ６６によって集められて
もよく、またはプール・セレクタ６６へシグナリングされてもよい。
【０１７６】
　図２から理解されるように、一実施形態およびモード例において、グループ分類は、そ
れによって異なるアクセス・タイプに異なるアクセス・グループ分類が付与されたアクセ
ス・タイプに従う。別の実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによっ
て異なるアクセス・タイプに異なる優先度グループ分類が付与された優先度タイプに従う
。さらに別の実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるア
クセス・タイプに異なるサービス・グループ分類が付与されたサービス・タイプに従う。
なお別の実施形態およびモード例において、グループ分類は、それによって異なるアクセ
ス・タイプに異なるアイデンティフィケーション・グループ分類が付与されたアイデンテ
ィフィケーション・タイプに従う。
【０１７７】
　それぞれの実施形態例において、グループベース・リソースプール・セット６２におけ
る複数のプールのうちの１つ以上は、例えば、アクセス・クラス、優先度タイプ、サービ
ス・タイプ、または識別子のいずれかに基づいて、グループ分類タイプに従って構築また
は設定されるか、あるいはグループ分類タイプと関連付けられてもよい。なおさらに別の
実施形態およびモード例において、グループベース・リソースプール・セット６２におけ
る複数のプールは、例えば、複数の異なるグループ分類タイプに従って構築または設定さ
れるか、あるいはそれらと関連付けられてもよく、例えば、１つのプールは、ある１つの
アクセス・タイプ・グループと関連付けられ、従って、それに割り当てることができても
よく、別のプールは、例えば、ある１つのサービス・タイプ・グループと関連付けられ、
従って、それに割り当てることができてもよい。グループ分類タイプの他の組み合わせが
グループベース・リソースプール・セット６２の組み立てに反映されてもよい。
【０１７８】
　図３Ａ～図３Ｃは、代表的、例示的な非限定のグループベース・リソースプール・セッ
ト例６２の様々な構成例を示す。図３Ａ～図３Ｃにおいて、グループベース・リソースプ
ール・セット６２は、外側矩形によって表され、この矩形が他の幾何学的形状に細分され
て、細分している幾何形状のそれぞれがグループベース・リソースプール・セット６２を
備えるある１つのプールを表す。図３Ａ～図３Ｃを細分しているそれぞれの幾何形状は、
「プール」としてラベル付けされるのではなく、各プールに割り当てられたグループによ
ってラベル付けされている。当然のことながら、各プールは、グループベース・リソース
プール・セット６２のうちの複数の無線リソースのある１つのサブセットである。
【０１７９】
　図３Ａ～図３Ｃに示されるように、グループベース・リソースプール・セット６２のう
ちの各プールは、１つ以上のグループ分類、例えば、１つ以上のグループに対して選択の
対象となるように予め割り当てられる。ある１つの非限定の実施形態およびモード例にお
いて、セット６２のうちの少なくとも１つのプールは、ただ１つのグループ分類に対して
選択の対象となるように予め割り当てられる。この点で、図３Ａは、すべてのプールを１
つのグループにのみ割り当てることが可能な（すなわち、グループ１、グループ２、グル
ープ３、およびグループ４のそれぞれがそれら独自のプールを有する）かかる実施形態例
のサブセットの例を示す。従って、図３Ａの実施形態例では、複数のグループ分類に対し
て共通のリソースプールは何もない。その代わりに、各リソースプールがそれぞれのグル
ープ分類に対応し、異なるグループ分類間で重なっているプールは何もない。
【０１８０】
　図３Ｂは、セットのうちの少なくとも１つのプールが複数であるがすべてよりは少ない
グループ分類のサブセットに対して選択の対象となるように予め割り当てられた、ある１
つの実施形態およびモード例を示す。図３Ｂでは２つのかかるプール、すなわち、グルー
プ２、３、および４によって共有されるある１つのプール；およびグループ３および４に
よって共有される別のプールがある。図３Ｂは、さらに、セットのうちの少なくとも１つ
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のプールがすべての所定のグループ分類（例えば、グループ１、２、３および４）に対し
て選択の対象となるように予め割り当てられた、ある１つの例を示す。従って、図３Ｂお
よび図３Ｃの実施形態例では、異なるグループ分類に対して共通の複数のリソースプール
があってもよく、同時に、各グループ分類は、それ独自のリソースプールを有しても、有
さなくてもよい。
【０１８１】
　そのうえ、当然のことながら、ある１つの実施形態およびモード例において、セットの
うちの各プールは、複数のグループ分類のある１つの異なる組み合わせに対して選択の対
象となるように予め割り当てられてもよい。
【０１８２】
　図４Ａは、ある１つの実施形態およびモード例に従ってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ
２Ｄ）においてワイヤレス端末を動作させる一般的な方法に含まれる基本的な動作または
ステップ例を示す。動作４Ａ－１は、プール・セレクタ６６、従って、端末プロセッサ４
０が複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットからある１つの選択されたプ
ールの、ある１つのグループ分類に基づく、第１の選択を行うステップを備える。言い換
えれば、図３Ａ～３Ｃのいずれか１つの説明図例に関して、グループベース・リソースプ
ール・セット６２は、サイドリンク直接通信のためのグループ分類に従って、個別的に細
分している（ある１つの選択されたプールに対応する）幾何形状のうちの１つを選択する
。動作４Ａ－２は、リソース・フロム・プール・セレクタ６８が第２の選択、例えば、動
作４Ａ－１で選択されたプールからある１つの選択された無線リソースのある１つの選択
を行うステップを備える。動作４Ａ－３は、スケジューラ６４がその選択された無線リソ
ースを用いた、別のワイヤレス端末（例えば、第２のワイヤレス端末４８）との第２の無
線インターフェース５４を介したデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信をスケジュー
ルする動作を行うステップを備える。
【０１８３】
　上述のように、動作４Ａ－２は、リソース・フロム・プール・セレクタ６８がその選択
されたプールからある１つの選択された無線リソースの第２の選択を行うステップを備え
る。ある１つの実施形態およびモード例において、その選択されたプールからリソース（
単数または複数）を選ぶためにスケジューラ６４によってある１つの同じ選択技術が一貫
して用いられてもよい。しかし、別の実装例では、動作４－２が随意的な副動作４Ａ－２
Ａを備えうる。随意的な副動作４Ａ－２Ａ（図４に破線で示される）は、スケジューラ６
４の随意的なさらなるユニット、例えば、アクセス技術セレクタ７０（図５に示される）
によって行われてもよい。随意的な動作４Ａ－２Ａは、第２の選択技術の（複数の選択技
術のうちからの）（第３の）選択を行うステップを備える。ある１つの実装例において、
第３の選択は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信に関与する他のワイヤレス端末
の数、およびデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信のためにいくつの無線リソースが
それらの他のワイヤレス端末に利用可能であるかに依存する。ある１つの実装例において
、複数の選択技術は、ランダムアクセス、ＡＬＯＨＡ（ハワイ大学によって開発された）
、スロット付きＡＬＯＨＡ、およびキャリアセンス多元接続（ＣＳＭＡ）を備える。
【０１８４】
　第２の選択技術が動作４Ａ－２Ａのようにアクセス技術セレクタ７０によって選ばれた
後に、リソース・フロム・プール・セレクタ６８は、動作４Ａ－２を行うために選ばれた
アクセス技術を用いて、その選択されたプールから実際のリソースを選択できる。
【０１８５】
　図４Ａは、図４Ｂに示される別の一般的な実施形態例をサポートし、かつ包含する。図
４Ｂの実施形態例は、図４Ａが図４Ｂに示される方法で実施されてもよい動作、例えば、
動作４Ｂ－１および動作４Ｂ－２を開示することを示す。動作４Ｂ－１は、プール・セレ
クタ６６、従って、端末プロセッサ４０が複数の無線リソースの複数のプールのある１つ
のセットからある１つのプールを選択するステップを備える。動作４Ｂ－２は、複数のリ
ソースのその選択されたプールを用いて、例えば、動作４Ｂ－１のように選択されたプー



(34) JP 2017-523666 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

ルを用いてサイドリンク直接送信データを送信するステップを備える。本明細書では、「
サイドリンク直接送信データ」は、サイドリンク直接通信セッションのスケジューリング
・アサインメント（ＳＡ）およびデータの両方を包含するかまたは備える。別の言い方を
すれば、動作４Ｂ‐２は、その選択されたプールのうちのある１つの無線リソースを用い
た、第２の無線インターフェースを介したデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信をス
ケジュールするステップを備える。
【０１８６】
　先に説明されたように、リソースが（例えば、図４Ａの方法かまたは図４Ｂの方法によ
って）選択される第２の無線インターフェース５４を介したデバイス・ツー・デバイス（
Ｄ２Ｄ）送信は、ワイヤレス端末２６と他のワイヤレス端末４８との間の（実行可能なア
プリケーション５６によって要求されるか、またはリクエストされるような）スケジュー
リング・アサインメントか、またはデータの送信のいずれであってもよい。その選択され
たプール（単数または複数）からの複数のリソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）送信のためのスケジューリング・アサインメントおよびデータの送信の両方に用いるこ
とを考慮して、本明細書に開示される技術が、代わりにまたは加えて、図４Ｃに示される
代表的な動作またはステップを有する方法例によって記載されてもよい。
【０１８７】
　図４Ｃは、従って、別のワイヤレス端末との直接通信セッションに参加するワイヤレス
端末における方法の代わりの表現を示す。図４Ｃの実施形態およびモードにおいて、サイ
ドリンク直接通信のためのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）に対して、および
サイドリンク直接通信のためのデータに対して複数の無線リソースの別個の選択が行われ
る。図４Ｃの方法の様々な態様は、先行する考察ならびに図４Ａおよび図４Ｂの方法から
理解できる。この点で、動作４Ｃ－１は、直接通信セッションのスケジューリング・アサ
インメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセットから
ある１つの選択されたプールを選択するステップを備える。動作４Ｃ－２は、直接通信セ
ッションのスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）送信のために複数のリソースのそ
の選択されたプールから複数のリソースを選択するステップを備える。動作４Ｃ－３は、
直接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースの複数のプールのある１つのセ
ットからある１つの選択されたプールを選択するステップを備える。動作４Ｃ－４は、直
接通信セッションのデータ送信のために複数のリソースのその選択されたプールから複数
のリソースを選択するステップを備える。従って、動作４Ｃ－１および動作４Ｃ－２は、
サイドリンク直接通信のスケジューリング・アサインメント（ＳＡ）に対する選択に係り
、一方で動作４Ｂ－３および動作４Ｃ－４は、サイドリンク直接通信のデータに対する選
択に係る。
【０１８８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、上記の方法に使用される複数のリソース
は、複数の時間－周波数リソースを備える。直接通信ＳＡ送信のため、および直接通信デ
ータ送信のためのかかる複数のリソースは、ある１つの同期信号によって同期されてもよ
い。
【０１８９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、直接通信セッションのために選
択されたリソースプールを選択するための基準としての役割を果たす情報を、ワイヤレス
端末における上位レイヤ・エンティティ（例えば、実行可能なアプリケーション５６）か
ら、取得するステップをさらに備える。ある１つの実装例において、上位レイヤ・エンテ
ィティからの情報は、直接通信セッションのために選択されたプールを示す。ある１つの
実装例において、その情報は、直接通信セッションのためのアクセス・タイプを示す。
【０１９０】
　ある１つの実装例において、プール・セレクタ６６、従って、端末プロセッサ４０は、
その選択されたプールを単におよび／または直接に示すインデックスもしくは他の値を上
位レイヤ・アプリケーション（例えば、実行可能なアプリケーション５６）から取得して
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もよい。図６は、かかるインデックスを実行可能なアプリケーション５６から受信するか
または別の方法で得て、受信した／得られたインデックスを用いて複数のプールのうちの
どれを選択すべきかをそれに応じて決定するプール・セレクタ６６を示す。例えば、図６
は、インデックス＝１がプール１を選択すべきであることを意味し；インデックス＝４が
プール４を選択すべきであることを意味することを示す。
【０１９１】
　上述されたのは、グループベース・リソースプール・セット６２を備える複数のプール
のセットのアイデンティフィケーション、記述、またはリスティングが、端末プロセッサ
４０にとってアクセス可能なメモリに記憶されることである。一実装例において、複数の
プールのセットのかかるアイデンティフィケーションは、メモリに予め設定されてもよく
、例えば、第１のワイヤレス端末２６を備えるメモリチップ、メモリデバイスなどに予め
記憶されてもよい。
【０１９２】
　図７および図８に示される別の実装例では、グループベース・リソースプール・セット
６２を備える複数のプールのセットのアイデンティフィケーションは、通信ネットワーク
によって設定されて第１のワイヤレス端末２６へ送信されてもよく、例えば、適切な信号
またはメッセージを用いた、第１の無線インターフェース２４を介したある１つのネット
ワークノード（例えば、ノード２２）からのブロードキャストによってダウンロードされ
てもよい。このため、図７は、ノード２２のノード・プロセッサ３０がプール・セット生
成器７６を備えることを示し、プール・セット生成器７６は、複数のグループベース・リ
ソースプールのコンスティチュエンシーを、グループベース・リソースプール・セット６
２を記憶する第１のワイヤレス端末２６のメモリへ（矢印７８によって示されるように）
ブロードキャストするか、または別の方法でダウンロード／送信する。従って、図７およ
び図８の実施形態およびモード例において、ノード２２は、ワイヤレス端末が複数のプー
ルを用いて構成されることを可能にする情報をワイヤレス端末へブロードキャストする。
【０１９３】
　ノード２２は、いくらかのマッピングを行うためにリソースプール・セットを、アクセ
ス・クラスおよびサービス・タイプのような、いくつかの判定基準に従って定義するか；
または必ずしも定義される必要のないいくつかの方法を用いてセットを単に定義する。こ
の点で、いくつかの実施形態例では、ＲＡＮ態様が特にカバーされるが、すべてのコアネ
ットワーク（ＣＮ：ｃｏｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の振舞いがカバーされる訳ではないであ
ろう。リソースプールは、優先度付けを行う第１のレスポンダに従って、または優先度付
けされたアクセスに対してより多くを支払うユーザの定義するクラスに従って定義されて
もよい。
【０１９４】
　図８は、図７のノード２２、例えば、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）ワイヤレス
端末のために複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットを生成するか、また
は準備する通信ネットワークのある１つのノードを動作させる一般的な方法に含まれる基
本的な動作またはステップ例を示す。動作８－１は、プール・セット生成器７６が別のワ
イヤレス端末と第２の無線インターフェースを介して通信を行うワイヤレス端末による使
用のために複数の無線リソースの複数のプールのある１つのセットを生成または設定する
ステップを備える。以上のことから理解されるように、セットは、セットのうちの異なる
プールが異なるグループ分類によるアサインメントの対象となるように設定され、各グル
ープ分類は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）送信または通信のある１つの特性に係
る。動作８－２は、（ノード送信機３２を用いて）そのセットのインディケーションを第
１の無線インターフェースを介してワイヤレス端末へダウンロードするステップを備える
。かかるインディケーションは、セットそれ自体のコンスティチュエンシー全体であって
もよく、またはいくつかの可能なセットのうちのどれがプール・セレクタ６６によって利
用されるべきであるかを知るために第１のワイヤレス端末２６によって認識可能な他の何
らかのキーまたはインデックスであってもよい。
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【０１９５】
　図９は、図１のノード２２およびワイヤレス端末３０のさらに詳細な実装例を示す。さ
らに詳細な例において、ノード・プロセッサ３０は、Ｄ２Ｄコントローラ６０だけでなく
、ノード・ツー・デバイス（Ｎ２Ｄ：Ｎｏｄｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）コントローラ８０
も同様に含む。ノード・ツー・デバイス（Ｎ２Ｄ）コントローラ８０は、インターフェー
ス２４を介してノード２２とワイヤレス端末２６との間で送信される情報のフレームのフ
ォーマッティング／デフォーマッティング、および上りリンク上での第１のワイヤレス端
末２６からノード２２への情報の送信に協力する。
【０１９６】
　図９は、Ｄ２Ｄコントローラ６０がモード・セレクタ８４を備えることをさらに示す。
モード・セレクタ８４は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）モード１およびデバイス
・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）のうちのどちらが適用可能であるかを決定するステップに参
加できる。例えば、モード・セレクタ８４は、第１のワイヤレス端末２６がカバレッジ外
にあり、延いてはグループベース・リソースプール・セット６２のうちの複数の無線リソ
ースを用いることに限定されるかどうかの決定を容易にすることができる。ネットワーク
・カバレッジの検出は、例えば、いずれも参照によりその全体が本明細書に組み込まれる
、ともに「端末装置の無線周波数能力に基づくデバイス・ツー・デバイス・リソースアロ
ケーション方法（ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣＥ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬＬＯＣＡ
ＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＲＡＤ
ＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ）」と題する、米国特許出願第１４／
６６０，６２２号，２０１５年３月１７日出願、および米国特許仮出願第６２／０１３，
７６４号，２０１４年７月１８日出願において考察される。代わりに、ノード・ツー・デ
バイス（Ｎ２Ｄ）コントローラ８０は、第１のワイヤレス端末２６が、カバレッジ内にあ
るにも係らず、ある一定の環境の下ではＤ２Ｄモード２を用いることが認可されるという
指示をノード２２から受信してもよい。
【０１９７】
　図９は、別のワイヤレス端末、例えば、第２のワイヤレス端末４８から受信されたデバ
イス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信について、受信された情報を復号およびまたはデフ
ォーマットして、例えば、実行可能なアプリケーション５６が使用できるようにするため
に、フレーム・デフォーマッタ８６が利用されてもよいことをさらに示す。
【０１９８】
　図９は、実行可能なアプリケーション５６がデータ８７およびグループ情報８８をＤ２
Ｄコントローラ６０へ供給してもよいことも示す。データ８７は、モード・セレクタ８４
によって適用可能と見做されるいずれかのモードに従って送信をモード１スケジューラ８
２あるいはスケジューラ６４によってスケジュールされてもよい。グループ情報８８は、
そのプール選択を行うためにプール・セレクタ６６によって用いられるどのような情報も
、例えば、前に考察されたように、アクセス・クラス、優先度タイプ、サービス・タイプ
、またはアイデンティフィケーションも備えうる。図６に示される簡単なケースでは、グ
ループ情報８８は、ある１つのインデックスを備えてもよく、スケジューラ６４は、その
インデックスをグループベース・リソースプール・セット６２の複数のプールのうちの特
定の１つに対応すると解釈する既定の合意によって知ることができる。
【０１９９】
　従って、本明細書に開示される技術は、Ｄ２Ｄ　ＵＥが複数のリソースプールにアクセ
スするための解決法を提供する。全ネットワーク・リソースプール・アクセス問題を解決
するために単一の方法を採用する代わりに、複数の送信リソースをより効率的に利用する
ために複数のフレキシブルなグループベース・リソースプール・アクセス方法が用いられ
る。その一方で、優先度ベースの方策によって、この方法は、さらに高い効率およびフレ
キシビリティを提供する。
【０２００】
　ある１つの実施形態例において、無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ２２）は、ある
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１つのグループがどのように形成されるかを必ずしも知らなくてもよく、上位レイヤのシ
グナリングされたグループＩＤに従ってもよい。
【０２０１】
　ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末に記憶されたプール情報、および複数のリソースプ
ールのセット（単数または複数）のブロードキャスト情報に基づいて複数のリソースプー
ルのある１つのセットを決定する。ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末に記憶されたプー
ル情報、または複数のリソースプールのセット（単数または複数）のブロードキャスト情
報あるいは両方に基づいて、複数のリソースプールのある１つのセットを決定する（例え
ば、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末に記憶されたプール情報に基づいて複数のリソー
スプールを決定してもよく、次に、ワイヤレス端末は、この情報をブロードキャスト情報
に基づいてアップデートしてもよい）。
【０２０２】
　本明細書に開示される技術の態様に従って、Ｄ２Ｄワイヤレス端末は、以下のアクセス
判定基準の１つまたは組み合わせに基づいて、複数のリソースプールのある１つのセット
のうちで１つのリソースプールを選択する（上位レイヤ・マッピングが以下の方法で終了
されてもよく、またはＲＡＮ外で終了されてもよい）。例えば、
　ワイヤレス端末がある一定のリソースプールにアクセスするものとすることを直接に示
すために、リソースプール・インデックスとすることができる、上位レイヤ・リソースプ
ール・インディケーション、例えば、リソースプール１が上位レイヤから（例えば、実行
可能なアプリケーション５６から）シグナリングされてもよい。
【０２０３】
　ワイヤレス端末がどのリソースプールにアクセスするものとするかをグループ・インデ
ックスとリソースプール・インデックスとの間のマッピング関係によって示すために、グ
ループ・インデックスとすることができる、グループ・インディケーション、例えば、グ
ループ１がワイヤレス端末に記憶されてもよい。
【０２０４】
　ワイヤレス端末がどのリソースプールにアクセスするものとするかをグループ優先度イ
ンデックスとリソースプール・インデックスとの間のマッピング関係によって示すために
、優先度インデックスとすることができる、上位レイヤ優先度インディケーション（この
様態から、アクセス・クラスを優先度インディケーションの１つのタイプと見做すことが
できる）、例えば、グループ優先度１が上位レイヤからシグナリングされる。
【０２０５】
　ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄ　ＳＡ送信リソース（単数または複数）をその選択されたリ
ソースプールからランダムに選択してもよい。ＵＥは、Ｄ２Ｄ　ＳＡ送信リソース（単数
または複数）をその選択されたリソースプールから特定のアクセス方法に基づいて選択し
てもよい。
【０２０６】
　ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄデータ送信リソース（単数または複数）をその選択されたリ
ソースプールからランダムに選択してもよい。ＵＥは、Ｄ２Ｄデータ送信リソース（単数
または複数）をその選択されたリソースプールから特定のアクセス方法に基づいて選択し
てもよい。
【０２０７】
　一般に、本明細書に開示される技術は、フレキシブルなリソースプール・アクセス方法
を提供する。複数のフレキシブルなリソース・アクセス方法を各グループにおいて用いた
グループベース・リソースプール・アクセスは、全ネットワーク・アクセス方法よりはる
かに高い効率を有することができる。より重要なことに、優先度ベース・アクセスは、図
３Ｂのリソースプール構築シナリオを含めて、優先度が高いグループに属するワイヤレス
端末ほど衝突確率を低減するようにアクセスするためにより多くリソースを有することを
可能にできて、低コストかつ低複雑度の純粋なランダムアクセス方法を実用的にする。さ
らにまた、図３Ｂの状況は、現行の３ＧＰＰのリソースプールの定義に良好な後方互換性
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を提供できる複数の共通リソースプールを含む。
【０２０８】
　グループベース・リソースプール・セット６２のうちの複数のリソースが、３ＧＰＰの
範囲内で、ある１つのＤ２Ｄ同期ソースによって同期できる複数の時間－周波数リソース
であることも先述された。ある１つのＤ２Ｄ同期ソースは、少なくともある１つのＤ２Ｄ
同期信号（Ｄ２ＤＳＳ：Ｄ２Ｄ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）を送
信する。送信されるＤ２ＤＳＳは、ＵＥによって時間および周波数同期を得るために用い
られてもよい。ある１つの基地局であるＤ２Ｄ同期ソースによって送信されるＤ２ＤＳＳ
は、リリース８のＰＳＳ／ＳＳＳであってもよい。基地局以外の複数のＤ２Ｄ同期ソース
によって送信されるＤ２ＤＳＳの構造は、次のように定義される、すなわち、複数のＤ２
Ｄ同期ソースは、Ｄ２Ｄ同期ソース（単数または複数）のアイデンティティおよび／また
はタイプを運ぶことができるある１つのＤ２ＤＳＳを送信し、ある１つのＺａｄｏｆｆ　
Ｃｈｕシーケンスである少なくともある１つのプライマリＤ２Ｄ同期信号（ＰＤ２ＤＳＳ
：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｄ２ＤＳＳ）からなり、さらに、Ｍシーケンスである、ある１つのセ
カンダリＤ２Ｄ同期信号（ＳＤ２ＤＳＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｄ２ＤＳＳ）からなって
もよい。
【０２０９】
　ＰｒｏＳｅのためのＲＲＣ専用またはブロードキャスト・シグナリングは、いずれも参
照によりその全体が本明細書に組み込まれる、ＩＥ　ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎＢｌｏｃｋタイプ１７，ＩＥ　ＰｒｏｓｅＣｏｍｍＣｏｎｆｉｇ，ＩＥ　ＰｒｏｓｅＣ
ｏｍｍＩｎｄｉｃａｔｉｏｎとして知られる情報要素、および３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３
１　Ｖ１２．１．０，第３世代パートナーシップ・プロジェクト；技術仕様グループ　無
線アクセス・ネットワーク；発展型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；無
線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）；プロトコ
ル仕様，（リリース１２）に対する変更要求Ｒ２－１４２８２９（３ＧＰＰ　ＴＳＧ－Ｒ
ＡＮ２ミーティング＃８６，ソウル，韓国，２０１４年５月１９～２３日）に記載される
ような他の情報要素を参照して理解される。例えば、次を参照されたい。ｈｔｔｐ:／／
ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｍｅｅｔｉｎｇｓ＿３ＧＰＰ＿ＳＹＮＣ／ＲＡＮ２
／Ｄｏｃｓ／，Ｒ２－１４２８２９．ｚｉｐを検索；仕様書のリンクは、ｈｔｔｐ:／／
ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ＤｙｎａＲｅｐｏｒｔ／３６３３１．ｈｔｍ，２０１４年５
月２１日。
【０２１０】
　破線８９でフレーム付けされたノード２２および第１のワイヤレス端末２６のある一定
のユニットおよび機能性は、ある１つの実施形態例において、ノード電子機器によって実
装される。同様に、破線でフレーム付けされた第１のワイヤレス端末２６のある一定のユ
ニットおよび機能性は、ある１つの実施形態例において、端末電子機器６８によって実装
される。図１０は、かかる電子機器のある１つの例が、ノード電子機器８９かまたは端末
電子機器８９かに係らず、１つ以上のプロセッサ９０（ノード・プロセッサ３０または端
末プロセッサ４０であってもよい）、プログラム命令メモリ９２；他のメモリ９４（例え
ば、ＲＡＭ、キャッシュなど）；入力／出力インターフェース９６；周辺インターフェー
ス９８；サポート回路９９；および前述のユニット間の通信用バス１００を備えることを
示す。電子機器は、従って、プロセッサ回路、例えば、複数のマイクロプロセッサのよう
な１つ以上のプロセッサ・デバイスを備えるある１つの回路の形をとってもよい。
【０２１１】
　メモリ９４、またはコンピュータ可読媒体は、容易に入手できるメモリ、例えば、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、リードオ
ンリメモリ（ＲＯＭ：ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、フロッピーディスク、ハー
ドディスク、フラッシュメモリ、または任意の他の形態のローカルもしくはリモート・デ
ジタル記憶装置のうちの１つ以上であってもよく、好ましくは非揮発性である。サポート
回路９９は、従来の方法でプロセッサをサポートするためにプロセッサ９０に結合される
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。これらの回路は、キャッシュ、電源、クロック回路、入力／出力回路素子およびサブシ
ステムなどを含む。
【０２１２】
　本開示の実施形態のプロセスおよび方法は、ソフトウェアルーチンとして実装されるこ
とが考察されるかもしれないが、本明細書に開示される方法ステップのうちのいくつかは
、プロセッサ動作ソフトウェアによるのみならず、ハードウェアで行われてもよい。その
ように、これらの実施形態は、コンピュータシステム上で実行されるようなソフトウェア
で、特定用途向け集積回路のようなハードウェアもしくは他のタイプのハードウェア実装
で、またはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせで実装されてもよい。本開示の
実施形態のソフトウェアルーチンは、任意のコンピュータ・オペレーティング・システム
上で実行することが可能であり、任意のＣＰＵアーキテクチャを用いて行うことができる
。
【０２１３】
　機能ブロックを含んだ様々な要素の機能は、以下には限定されないが「コンピュータ」
、「プロセッサ」または「コントローラ」としてラベル付けまたは記載されるものを含め
て、ハードウェア、例えば、回路ハードウェアおよび／またはコンピュータ可読媒体上に
記憶されたコード化命令の形態のソフトウェアを実行することが可能なハードウェアの使
用を通じて提供されてもよい。従って、かかる機能および示された機能ブロックは、ハー
ドウェアで実装されるか、および／またはコンピュータで実装されるかのいずれかであり
、従って、機器で実装されると理解されるべきである。
【０２１４】
　ハードウェア実装の観点から、機能ブロックは、限定なしに、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）ハードウェア、縮小命
令セット・プロセッサ、特定用途向け集積回路（単数または複数）［ＡＳＩＣ：ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ］、および
／またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（単数または複数）（ＦＰＧＡ：ｆｉｅ
ｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）を含むがそれらには限定され
ないハードウェア（例えば、デジタルまたはアナログ）回路素子、ならびに（適切な場合
）かかる機能を実行することが可能なステートマシンを含むか、または包含してもよい。
【０２１５】
　コンピュータ実装の観点から、コンピュータは、１つ以上のプロセッサまたは１つ以上
のコントローラを備えると一般に理解され、用語コンピュータおよびプロセッサならびに
コントローラは、本明細書では同義で使用されてもよい。コンピュータもしくはプロセッ
サまたはコントローラによって提供されるとき、機能は、単一の専用コンピュータもしく
はプロセッサまたはコントローラによって、単一の共有コンピュータもしくはプロセッサ
またはコントローラによって、あるいはそれらのうちのいくつかが共有または分散されて
もよい複数の個別コンピュータもしくはプロセッサまたはコントローラによって提供され
てもよい。そのうえ、用語「プロセッサ」または「コントローラ」の使用は、かかる機能
を行うかおよび／またはソフトウェアを実行することが可能な他のハードウェア、例えば
、先に列挙されたハードウェア例も指すと解釈されるものとする。
【０２１６】
　エアインターフェースを用いて通信する複数のノードも、適切な無線通信回路素子を有
する。そのうえ、本技術は、本明細書に記載される技術をプロセッサに実施させるであろ
うコンピュータ命令の然るべきセットを含んだ固体メモリ、磁気ディスク、または光ディ
スクのような、任意の形態のコンピュータ可読メモリ内で専ら具現されると追加的に考え
ることができる。
【０２１７】
　本明細書では、無線リソースユニット（ＲＲＵ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｕｎ
ｉｔ）は、参照サービスに対応するエンドユーザ情報を運ぶ信号波形をサポートするため
に必要な基本的な物理送信パラメータのある１つのセットとして理解されてもよい。これ
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らの物理送信パラメータは、用いられる多元接続技術に依存する。特に、ＦＤＭＡ（周波
数分割多元接続：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）では、無線リソースユニットは、所定のキャリア周波数内のある一定のバンド幅に
相当する。ＴＤＭＡ（時分割多元接続：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ａｃｃｅｓｓ）では、無線リソースユニットは、キャリア周波数および時間スロットの
一対に相当する。ＣＤＭＡ（符号分割多元接続：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）では、無線リソースユニットは、キャリア周波数、符号シーケ
ンスおよび電力レベルによって定義される。
【０２１８】
　ワイヤレス端末の記載が送信する第１のワイヤレス端末２６に主に集中したが、当然の
ことながら、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加する第２のワイヤレス端末
４８のような他のワイヤレス端末の内部構造および動作が本質的に同じかまたは同様であ
ってもよい。
【０２１９】
　本明細書に記載されるようなコンセプトに使用されるいくつかの専門用語は、より最近
の業界資料、例えば、３ＧＰＰ技術規格では更新または変更されている。上述のように、
デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）は、今や「サイドリンク直接」とも称される。いく
つかの他の専門用語も変更されており、部分的なリスティングが下の表１に示される。
【０２２０】
【表１】

【０２２１】
　先の記載は、多くの特殊性を含むが、これらは、本明細書に開示される技術の範囲を限
定するのではなく、本明細書に開示される技術の現在好ましい実施形態のいくつかの例示
を提供するに過ぎないと解釈されるべきである。従って、本明細書に開示される技術の範
囲は、添付される特許請求の範囲およびその法的等価物によって決定されるべきである。
それゆえに、当然のことながら、本明細書に開示される技術の範囲は、当業者に明らかに
なりうる他の実施形態を十分に包含し、その結果、本明細書に開示される技術の範囲は、
添付される特許請求の範囲以外の何物にも制限されず、特許請求の範囲におけるある１つ
の要素に対する単数形での引用は、明示的にそのように明記されない限り、「唯一」では
なく、むしろ「１つ以上」を意味することが意図される。上記の好ましい実施形態の要素
に対する当業者には既知のすべての構造的、化学的、および機能的等価物は、参照により
本明細書に明示的に組み込まれ、本特許請求の範囲に包含されることが意図される。その
うえ、本明細書に開示される技術によって解決することが求められるそれぞれの問題は、
本特許請求の範囲に包含されることになるため、ある１つのデバイスまたは方法がそれに
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対処する必要はない。さらに、本開示におけるいかなる要素、構成部分、または方法ステ
ップも、その要素、構成部分、または方法ステップが特許請求の範囲に明示的に列挙され
るかどうかに係らず、公衆に提供されることは意図されない。本明細書におけるいかなる
クレーム・エレメントも、語句「のための手段」を用いて明示的に列挙されない限り、合
衆国法典第３５巻１１２条（３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２）第６パラグラフの規定の下にあ
ると解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】
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