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(57)【要約】
　本発明は、デバイス対デバイス信号を検出するための
方法、ユーザ機器および基地局を開示する。方法は、第
1のメッセージを受信するステップと、第1のメッセージ
に従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により
送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定するステップと、受信した基準信号に従
って、基準時間を決定するステップと、第1のタイミン
グアドバンスおよび基準時間に従って、D2D信号を検出
するための第1の時間を決定するステップと、第1の時間
においてD2D信号を検出するステップとを含む。本発明
の実施形態におけるデバイス対デバイス信号を検出する
ための方法、ユーザ機器および基地局に従って、D2D信
号を検出するための時間は、タイミングアドバンスおよ
び基準時間を受信することにより決定されてもよく、こ
れにより、ユーザ機器が当該時間においてD2D信号を検
出するときに、D2D信号検出成功率を改善できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法であって、
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のタイミングアドバンスおよび前記基準時間に従
って、前記D2D信号を検出するための第1の時間を決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1の時間において前記D2D信号を検出するステップ
と
を含む、方法。
【請求項２】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供す
る基地局であり、前記第1のメッセージは前記第1のタイミングアドバンスを含む、受信す
るステップを含み、
　前記基準信号は第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のタイミングアドバンスは、前記第1のユーザ機器によりアップリンクデータを
送信するためのタイミングアドバンスである、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する
基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバン
スとの間の第1のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器に対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記第2のユーザ機器に対
応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンスとして使用するステ
ップを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される前記第1のメッ
セージを受信するステップであって、前記第1のメッセージは、前記第2のユーザ機器によ
り前記D2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを
含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
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スを決定するステップは、
　　前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミングアドバンスであることを第1
のユーザ機器により決定するステップを含み、
　前記基準信号は、第1の基地局により送信され、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ
機器にサービス提供する基地局である、
請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミン
グアドバンスであることを決定するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信す
るときに使用される第1のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定するス
テップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決
定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号
に従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項5に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のメッセージは識別子をさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミン
グアドバンスであることを決定するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセ
ルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決
定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号
に従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項5に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスと前記第1のユーザ機
器において予め設定された時間インクリメントに従って前記第1のタイミングアドバンス
を決定するステップを含み、
　前記基準信号は第1の基地局により送信され、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局である、
請求項5に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であ
り、前記第2のメッセージは、前記第1の基地局により決定された第3のタイミングアドバ
ンスを含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第3のタイ
ミングアドバンスに従って、前記第1のタイミングアドバンスを決定するステップを含み
、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項5に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であ
り、前記第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマ
ッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信す
るときに使用される第1のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定するス
テップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第2のユー
ザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、前記第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項5に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1のメッセージは識別子をさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局
であり、前記第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3
のマッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
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スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセ
ルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第2のユー
ザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、前記第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップとを含み
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項5に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブ
ロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリ
ング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第
1の基地局により送信される前記第2のメッセージを受信するステップを含む、
請求項10～請求項12のいずれか1項に記載の方法。
【請求項１４】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供す
る基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスと
の間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージ
を受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器
が属するセルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記第2
のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスが前記第1のタイミ
ングアドバンスであることを決定するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第2のメッセージは識別子を含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属するセルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前
記セルを決定するステップを含む、
請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属するセルを決定するステップは、
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　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信す
るときに使用される第2のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定す
るステップと
を含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルは、前記第2のユーザ
機器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは、前記第1のタイミングアドバン
スを含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージ
を受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器
が属する前記セルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルに従って、前記
第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のユーザ機器により送信される前記基準信号に
従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第2のメッセージは識別子を含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属する前記セルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前
記セルを決定するステップを含む、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属する前記セルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信す
るときに使用される第2のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定す
るステップと
含む、請求項17に記載の方法。
【請求項２０】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する
基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンス
との間の第4のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソ
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ースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のリソースおよび前記第4のマッピング情報に
従って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前
記第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンス
として使用するステップとを含み、
　前記基準信号は、前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受
信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブ
ロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリ
ング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第
1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受信するステップを含む、
請求項2、請求項3、請求項4、請求項14、請求項15、請求項16または請求項20に記載の方
法。
【請求項２２】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルは、前記第2のユーザ
機器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイ
ミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソ
ースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第3のリソースおよび前記第4のマッピング情報に従
って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記
第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンスと
して使用するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第3のユーザ機器により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２３】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルが前記第2のユーザ機
器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは前記第1のタイミングアドバンスを
含む、受信するステップを含み、
　前記基準信号は前記第3のユーザ機器により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージ
を受信するステップは、
　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロ
ックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリン
グ、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第3
のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージを受信するステップを含む、
請求項17、請求項18、請求項19、請求項22、または請求項23に記載の方法。
【請求項２５】
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　デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法であって、
　第2のユーザ機器により、第1のメッセージを生成するステップと、
　前記第2のユーザ機器により、第1のユーザ機器に前記第1のメッセージを送信するステ
ップであって、前記第1のメッセージは、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユー
ザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミ
ングアドバンスを決定するよう、前記第1のユーザ機器をトリガするために使用される、
送信するステップと
を含む、方法。
【請求項２６】
　前記第1のメッセージは、前記第2のユーザ機器が前記D2D信号を送信するための第2のタ
イミングアドバンスおよび／または前記第2のユーザ機器が属するセルを示すために使用
される識別子を含む、請求項25に記載の方法。
【請求項２７】
　デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法であって、
　第3のユーザ機器により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップであ
って、前記第1のメッセージは、前記第1のユーザ機器が、前記第1のメッセージに従って
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するよう前記第1のユーザ機器をトリガするために使用される、送信するステッ
プと、
　前記第3のユーザ機器により、前記第1のユーザ機器に基準信号を送信するステップであ
って、前記基準信号は、前記第1のユーザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信される
前記D2D信号を検出するための基準時間を決定するために使用される、送信するステップ
とを含み、
　前記第3のユーザ機器が属するセルは前記第2のユーザ機器が属するセルと同じである、
方法。
【請求項２８】
　前記第1のメッセージは、前記第1のユーザ機器により前記D2D信号を検出するための前
記第1のタイミングアドバンスを含む、請求項27に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッ
ピング情報を含む、請求項27に記載の方法。
【請求項３０】
　第3のユーザ機器により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップは、
　　前記第3のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブ
ロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリ
ング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第
1のユーザ機器に前記第1のメッセージを送信するステップを含む、
請求項27～請求項29のいずれか1項に記載の方法。
【請求項３１】
　デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法であって、
　第1の基地局により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップであって
、前記第1のユーザ機器は、前記第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器であり
、前記第1のメッセージは、前記第1のユーザ機器が、前記第1のメッセージに従って、第2
のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決
定するよう前記第1のユーザ機器をトリガするために使用される、送信するステップと、
　前記第1の基地局により、前記第1のユーザ機器に基準信号を送信するステップであって
、前記基準信号は、前記第1のユーザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信される前記
D2D信号を検出するための基準時間を決定するために使用される、送信するステップと
を含む、方法。
【請求項３２】
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　前記第1のメッセージは、前記第1のタイミングアドバンスまたは前記第1のユーザ機器
によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスである、請求項31に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記第1のメッセージは、マッピング情報を含み、前記マッピング情報は、複数のユー
ザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、複数のセルと複数のタイ
ミングアドバンスとの間のマッピング情報、または、複数のリソースと複数のタイミング
アドバンスとの間のマッピング情報である、請求項31に記載の方法。
【請求項３４】
　第1の基地局により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップは、
　前記第1の基地局により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロック
シグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、
または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第1のユ
ーザ機器に前記第1のメッセージを送信するステップを含む、
請求項31～請求項33のいずれか1項に記載の方法。
【請求項３５】
　第1のユーザ機器であって、
　第1のメッセージを受信する第1の受信モジュールと、
　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第1のメッセージに従って、前記第1の
ユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミ
ングアドバンスを決定する第1の決定モジュールと、
　基準信号を受信する第2の受信モジュールと、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号に従って、基準時間を決定す
る第2の決定モジュールと、
　前記第1の決定モジュールにより決定された前記第1のタイミングアドバンスおよび前記
第2の決定モジュールにより決定された前記基準時間に従って、前記D2D信号を検出するた
めの第1の時間を決定する第3の決定モジュールと、
　前記第3の決定モジュールにより決定された前記第1の時間において、前記D2D信号を検
出する検出モジュールと
を具備する、第1のユーザ機器。
【請求項３６】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成され、
前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第1の
メッセージは前記第1のタイミングアドバンスを含み、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項３７】
　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第1のタイミングアドバンスは、前記第
1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスである
、請求項36に記載の第1のユーザ機器。
【請求項３８】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成され、
前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第1のメ
ッセージは、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング
情報を含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信された前記第1のマッピング情報に従って、前記



(10) JP 2016-529848 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを決定し、前記第2のユーザ機器に対応
する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンスとして使用するように
特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項３９】
　前記第1の受信モジュールは、
　　前記第2のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構
成され、前記第1のメッセージは、前記第2のユーザ機器により前記D2D信号を送信するた
めの第2のタイミングアドバンスを含む、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４０】
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスは、前記
第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は、第1の基地局により送信さ
れ、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である、
請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４１】
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスは、前記
第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　前記第2の決定モジュールは、
　　前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソ
ースを決定し、
　　前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報
に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号に従って、前記基準時間を決
定する
ように特に構成される、請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４２】
　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第1のメッセージは、識別子をさらに含
み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスは、前記
第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　前記第2の決定モジュールは、
　　前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号に従って、前記基準時間を決
定する
ように特に構成される、請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４３】
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスおよび前
記第1のユーザ機器において予め設定される時間インクリメントに従って、前記第1のタイ
ミングアドバンスを決定するように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は、第1の基地局により送信さ
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れ、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である、
請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４４】
　前記第1のユーザ機器は、
　　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信する第3の受信モジュールであ
って、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第
2のメッセージは、前記第1の基地局により決定される第3のタイミングアドバンスを含む
、第３の受信モジュールをさらに含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第1の受信モジュールにより受信された前記第2のタイミングアドバンスおよび前
記第3の受信モジュールにより受信される前記第3のタイミングアドバンスに従って、前記
第1のタイミングアドバンスを決定するように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４５】
　前記第1のユーザ機器は、
　　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信する第3の受信モジュールであ
って、前記第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第2の
メッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報
を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソ
ースを決定し、
　　前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報
に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第3のマッピング情報に従って、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定し、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスおよび前
記第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、第1
のタイミングアドバンスを決定する
ように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４６】
　前記第1の受信モジュールにより受信される第1のメッセージは、識別子をさらに含み、
　前記第1のユーザ機器は、
　　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信する第3の受信モジュールであ
って、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第
2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情
報を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第3のマッピング情報に従って、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定し、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第2のタイミングアドバンスおよび前
記第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、第1
のタイミングアドバンスを決定する
ように特に構成され、



(12) JP 2016-529848 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項39に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４７】
　前記第3の受信モジュールは、
　　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第1の基地局により送信される前
記第2のメッセージを受信する
ように特に構成される、請求項44～請求項46のいずれか1項に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４８】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成され、
前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第1のメ
ッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を
含み、
　前記第1のユーザ機器は、
　　前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信する第3の受信モジュ
ールをさらに含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第2のメッセージに従って、前記第2
のユーザ機器が属するセルを決定し、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第3のマッピング情報に従って、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定し、前記第2の
ユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスが前記第1のタイミン
グアドバンスであることを決定する
ように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は前記第1の基地局により送信
される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項４９】
　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第2のメッセージは、識別子を含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定し、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第3のマッピング情報に従って、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスを決定し、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスは前記第1のタイ
ミングアドバンスであることを決定する
ように特に構成される、請求項48に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５０】
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソ
ースを決定し、
　　前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報
に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定し、
　　前記第1の受信モジュールにより受信される前記第3のマッピング情報に従って、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスを決定し、前記
第2のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスは前記第1のタイ
ミングアドバンスであることを決定する
ように特に構成される、請求項48に記載の第1のユーザ機器。
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【請求項５１】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成さ
れ、前記第3のユーザ機器が属するセルは、前記第2のユーザ機器が属するセルと同じであ
り、前記第1のメッセージは、前記第1のタイミングアドバンスを含み、
　前記第1のユーザ機器は、
　　前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信する第3の受信モジュ
ールをさらに含み、
　前記第2の決定モジュールは、
　　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第2のメッセージに従って、前記第2
のユーザ機器が属する前記セルを決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルに従って、前記第3のユーザ機器により送信さ
れる基準信号を決定し、
　　前記第3のユーザ機器により送信される前記基準信号に従って、前記基準時間を決定
する
ように特に構成される、請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５２】
　前記第3の受信モジュールにより受信される前記第2のメッセージは、識別子を含み、
　前記第2の決定モジュールは、
　　前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルに従って、前記第3のユーザ機器により送信さ
れる前記基準信号を決定し、
　前記第3のユーザ機器により送信される前記基準信号に従って、前記基準時間を決定す
る
ように特に構成される、請求項51に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５３】
　前記第2の決定モジュールは、
　　前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソ
ースを決定し、
　　前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報
に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定し、
　　前記第2のユーザ機器が属する前記セルに従って、前記第3のユーザ機器により送信さ
れる前記基準信号を決定し、
　　前記第3のユーザ機器により送信される前記基準信号に従って、前記基準時間を決定
する
ように特に構成される、請求項51に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５４】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成され、
前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、前記第1のメ
ッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情
報を含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　　前記第3のリソースおよび前記第1の受信モジュールにより受信される前記第4のマッ
ピング情報に従って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、前
記第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンス
として使用する
ように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は、前記第1の基地局により送
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信される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５５】
　前記第1の受信モジュールは、
　　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第1の基地局により送信される前
記第1のメッセージを受信する
ように特に構成される、請求項36、請求項37、請求項38、請求項48、請求項49、請求項50
、または請求項54に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５６】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成さ
れ、前記第3のユーザ機器が属するセルは前記第2のユーザ機器が属するセルと同じであり
、前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4の
マッピング情報を含み、
　前記第1の決定モジュールは、
　　前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　　前記第3のリソースおよび前記第1の受信モジュールにより受信される前記第4のマッ
ピング情報に従って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、前
記第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンス
として使用する
ように特に構成され、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は、前記第3のユーザ機器によ
り送信される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５７】
　前記第1の受信モジュールは、
　　第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージを受信するように特に構成さ
れ、前記第3のユーザ機器が属するセルは前記第2のユーザ機器が属するセルと同じであり
、前記第1のメッセージは前記第1のタイミングアドバンスを含み、
　前記第2の受信モジュールにより受信される前記基準信号は、前記第3のユーザ機器によ
り送信される、
請求項35に記載の第1のユーザ機器。
【請求項５８】
　前記第1の受信モジュールは、
　　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第3のユーザ機器により送信され
る前記第1のメッセージを受信する
ように特に構成される、請求項51、請求項52、請求項53、請求項56、または請求項57に記
載の第1のユーザ機器。
【請求項５９】
　第2のユーザ機器であって、
　第1のメッセージを生成する生成モジュールと、
　第1のユーザ機器に前記生成モジュールにより生成された前記第1のメッセージを送信す
る送信モジュールであって、前記第1のメッセージは、前記第1のメッセージに従って、前
記第1のユーザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための
第1のタイミングアドバンスを決定するよう前記第1のユーザ機器をトリガするために使用
される、送信モジュールと
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を具備する第2のユーザ機器。
【請求項６０】
　前記生成モジュールにより生成される前記第1のメッセージは、前記第2のユーザ機器が
前記D2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスおよび／または前記第2のユー
ザ機器が属するセルを示すために使用される識別子を含む、請求項59に記載の第2のユー
ザ機器。
【請求項６１】
　第3のユーザ機器であって、
第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように構成される第１の送信モジュールで
あって、前記第1のメッセージは、前記第1のユーザ機器が、前記第1のメッセージに従っ
て、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバ
ンスを決定するよう前記第1のユーザ機器をトリガするために使用される、第1の送信モジ
ュールと、
　前記第1のユーザ機器に基準信号を送信するように構成される第２の送信モジュールで
あって、前記基準信号は、前記第1のユーザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信され
る前記D2D信号を検出するための基準時間を決定するために使用される、第２の送信モジ
ュールと
を具備し、
　前記第3のユーザ機器が属するセルは前記第2のユーザ機器が属するセルと同じである、
第3のユーザ機器。
【請求項６２】
　前記第1の送信モジュールにより送信される前記第1のメッセージは、前記第1のユーザ
機器により前記D2D信号を検出するための前記第1のタイミングアドバンスを含む、請求項
61に記載の第3のユーザ機器。
【請求項６３】
　前記第1の送信モジュールにより送信される前記第1のメッセージは、複数のリソースと
複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報を含む、請求項61に記載の第3のユ
ーザ機器。
【請求項６４】
　前記第1の送信モジュールは、
　　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第1のユーザ機器に前記第1のメッ
セージを送信する
ように特に構成されている、請求項61～請求項63のいずれか1項に記載の第3のユーザ機器
。
【請求項６５】
　第1の基地局であって、
　第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信する第1の送信モジュールであって、前記第1
のユーザ機器は、前記第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器であり、前記第1
のメッセージは、前記第1のユーザ機器が、前記第1のメッセージに従って、第2のユーザ
機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよ
う前記第1のユーザ機器をトリガするために使用される、第1の送信モジュールと、
　前記第1のユーザ機器に基準信号を送信する第2の送信モジュールであって、前記基準信
号は、前記第1のユーザ機器が、前記第2のユーザ機器により送信される前記D2D信号を検
出するための基準時間を決定するために使用される、第2の送信モジュールと
を具備する、第1の基地局。
【請求項６６】
　前記第1の送信モジュールにより送信される前記第1のメッセージは、前記第1のタイミ
ングアドバンスまたは前記第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するための
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タイミングアドバンスである、請求項65に記載の第1の基地局。
【請求項６７】
　前記第1の送信モジュールにより送信される前記第1のメッセージは、マッピング情報を
含み、前記マッピング情報は、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の
マッピング情報、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、ま
たは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報である、請
求項65に記載の第1の基地局。
【請求項６８】
　前記第1の送信モジュールは、
　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情
報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御
プロトコルシグナリングを使用することにより、前記第1のユーザ機器に前記第1のメッセ
ージを送信する
ように特に構成されている、請求項65～請求項67のいずれか1項に記載の第1の基地局。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特に、通信分野におけるデバイス対デバイス信号を検出す
るための方法、ユーザ機器および基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイス対デバイス信号（Device－to－Device、「D2D」と略す）通信は、2つのデバイ
ス間で実行される直接的な通信のことを指す。デバイス対デバイス近接サービス（Device
 to Device Proximity Service、「D2D ProSe」と略す）は、第3世代パートナーシッププ
ロジェクト（(3rd Generation Partnership Project、「3GPP」と略す）のロング・ター
ム・エボリューション（Long Term Evolution、「LTE」と略す）Rel.12システムにおける
研究対象となっており、D2D通信は、Rel.12システム以降のシステムにおいてサポートさ
れている。
【０００３】
　従来の技術的の設計では、ユーザ機器（User Equipment、「UE」と略す）は、制御信号
またはデータ信号等の、基地局によってのみ送信される様々な信号を受信する。そのため
、ユーザ機器は、基地局により送信された基準信号に従って、信号を検出するための時間
を決定する。しかし、D2D通信では、ユーザ機器間の距離等の要因が考慮される必要があ
る。ユーザ機器が、基地局により送信される基準信号を使用することにより決定された時
間にのみ従って、D2D信号を検出する場合に、検出は失敗するかもしれない。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、デバイス対デバイス信号を検出するための方法、ユーザ機器およ
び基地局を提供し、これにより、ユーザ機器のD2D信号検出成功率を改善できる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第1の態様に従って、デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法が提供され、方
法は、第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップと、第1のユーザ機
器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信
されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するステップと、第1
のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステップと、第1
のユーザ機器により、第1のタイミングアドバンスおよび基準時間に従って、D2D信号を検
出するための第1の時間を決定するステップと、第1のユーザ機器により、第1の時間にお
いてD2D信号を検出するステップとを含む。
【０００６】
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　第1の態様を参照して、第1の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1のユーザ機
器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第1の基地
局により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1の
ユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは第1のタイミングアドバ
ンスを含む、受信するステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【０００７】
　第1の態様の第1の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第2の可能性ある実現方
法において、第1のタイミングアドバンスは、第1のユーザ機器によりアップリンクデータ
を送信するためのタイミングアドバンスである。
【０００８】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第3の可能性ある実現方法において、第1のユーザ機
器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第1の基地
局により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1の
ユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数のユーザ機器と
複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情報を含む、受信するステップを
含み、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユ
ーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定す
るステップは、第1のユーザ機器により、第1のマッピング情報に従って、第2のユーザ機
器に対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、第2のユーザ機器に対応する
タイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用するステップを含み、基
準信号は第1の基地局により送信される。
【０００９】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第4の可能性ある実現方法において、第1のユーザ機
器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第2のユー
ザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第1のメッセージ
は、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスを含む
、受信するステップを含む。
【００１０】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第5の可能性ある実現方
法において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、
第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンス
を決定するステップは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスが第1のタ
イミングアドバンスであることを決定するステップを含み、基準信号は第1の基地局によ
り送信され、第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【００１１】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第6の可能性ある実現方
法において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、
第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンス
を決定するステップは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスが第1のタ
イミングアドバンスであることを決定するステップを含み、第1のユーザ機器により、受
信した基準信号に従って、基準時間を決定するステップは、第1のユーザ機器により、第2
のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定するス
テップと、第1のユーザ機器により、第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルと
の間の第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップ
と、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定するステッ
プと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準
時間を決定するステップとを含む。
【００１２】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第7の可能性ある実現方
法において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のメッセージは識
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別子をさらに含み、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検
出するための第1のタイミングアドバンスを決定するステップは、第1のユーザ機器により
、第2のタイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定するステッ
プを含み、第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するス
テップは、第1のユーザ機器により、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決
定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を
決定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号
に従って、基準時間を決定するステップとを含む。
【００１３】
第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第8の可能性ある実現方法
において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2
のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決
定するステップは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスと、第1のユー
ザ機器において予め設定された時間インクリメントに従って第1のタイミングアドバンス
を決定するステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信され、第1の基地局は、第
1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【００１４】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第9の可能性ある実現方
法において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、
第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンス
を決定するステップの前に、方法は、第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信さ
れる第2のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1のユーザ機器にサ
ービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、第1の基地局により決定された第3の
タイミングアドバンスを含む、受信するステップをさらに含み、第1のユーザ機器により
、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D
信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するステップは、第1のユーザ機
器により、第2のタイミングアドバンスおよび第3のタイミングアドバンスに従って、第1
のタイミングアドバンスを決定するステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信
される。
【００１５】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第10の可能性ある実現
方法において、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、方法は、第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信
される第2のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1のユーザ機器に
サービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングア
ドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、第1のユ
ーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器によ
り送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するステップは
、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用さ
れる第1のリソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第1のリソースおよ
び複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器
が属するセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のマッピング情報に従
って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定するステッ
プと、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属
するセルに対応するタイミングアドバンスに従って第1のタイミングアドバンスを決定す
るステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【００１６】
　第1の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第11の可能性ある実現
方法において、第1のメッセージは識別子をさらに含み、第1のユーザ機器により、第1の
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メッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を
検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するステップの前に、方法は、第1のユ
ーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するステップであ
って、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセー
ジは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、
受信するステップをさらに含み、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第
1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップは、第1のユーザ機器により、識別子に従って、第2
のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のマッピ
ング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決
定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスおよび第2のユ
ーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスに従って第1のタイミングアドバ
ンスを決定するステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【００１７】
　第1の態様の第9～第11の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現方法を参照して
、第1の態様の第12の可能性ある実現方法において、第1のユーザ機器により、第1の基地
局により送信される第2のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、ダ
ウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブ
ロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロ
トコルシグナリングを使用することにより、第1の基地局により送信される第2のメッセー
ジを受信するステップを含む。
【００１８】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第13の可能性ある実現方法において、第1のユーザ
機器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第1の基
地局により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は、第
1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数のセルと複数
のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップを含み
、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ
機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するス
テップの前に、方法は、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器により送信される第2
のメッセージを受信するステップをさらに含み、第1のユーザ機器により、第1のメッセー
ジに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出する
ための第1のタイミングアドバンスを決定するステップは、第1のユーザ機器により、第2
のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、第1のユー
ザ機器により、第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応する
タイミングアドバンスを決定するステップと、第2のユーザ機器が属するセルに対応する
タイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定するステップとを
含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【００１９】
　第1の態様の第13の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第14の可能性ある実現
方法において、第2のメッセージは識別子を含み、第1のユーザ機器により、第2のメッセ
ージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップは、第1のユーザ機器に
より、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップを含む。
【００２０】
　第1の態様の第13の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第15の可能性ある実現
方法において、第1のユーザ機器により、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が
属するセルを決定するステップは、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が第2のメ
ッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定するステップと、第1のユーザ
機器により、第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング
情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップとを含む。
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【００２１】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第16の可能性ある実現方法において、第1のユーザ
機器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第3のユ
ーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第3のユーザ機
器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセージは、第
1のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを含み、第1のユーザ機器により、受
信した基準信号に従って、基準時間を決定するステップの前に、方法は、第1のユーザ機
器により、第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するステップをさら
に含み、第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステ
ップは、第1のユーザ機器により、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属する
セルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルに従
って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定するステップと、第1のユーザ機
器により、第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定するス
テップとを含む。
【００２２】
　第1の態様の第16の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第17の可能性ある実現
方法において、第2のメッセージは識別子を含み、第1のユーザ機器により、第2のメッセ
ージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップは、第1のユーザ機器に
より、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップを含む。
【００２３】
　第1の態様の第16の可能性ある実現方法を参照して、第1の態様の第18の可能性ある実現
方法において、第1のユーザ機器により、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が
属するセルを決定することステップは、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が第2
のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定するステップと、第1のユ
ーザ機器により、第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピ
ング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップとを含む。
【００２４】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第19の可能性ある実現方法において、第1のユーザ
機器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第1の基
地局により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1
のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数のユーザ機器
と複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含む、受信するステップ
を含み、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2の
ユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定
するステップは、第1のユーザ機器により、D2D信号が検出されるときに使用される第3の
リソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のリソースおよび第4のマ
ッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定するステ
ップと、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスと
して使用するステップとを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【００２５】
　第1の態様の第1～第3の可能性ある実現方法、第13～第15の可能性ある実現方法および
第19の可能性ある実現方法のうち、いずれか1つの実現方法を参照して、第1の態様の第20
の可能性ある実現方法において、第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される
第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報
シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング
、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリング
を使用することにより、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するステッ
プを含む。
【００２６】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第21の可能性ある実現方法において、第1のユーザ
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機器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第3のユ
ーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第3のユーザ機
器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセージは、複
数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含む、受信
するステップを含み、第1のユーザ機器により、第1のメッセージに従って、第1のユーザ
機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定するステップは、第1のユーザ機器により、D2D信号が検出されるときに使
用される第3のリソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のリソース
および第4のマッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを
決定するステップと、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミング
アドバンスとして使用するステップとを含み、基準信号は第3のユーザ機器により送信さ
れる。
【００２７】
　第1の態様を参照して、第1の態様の第22の可能性ある実現方法において、第1のユーザ
機器により、第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、第3のユ
ーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップであって、第3のユーザ機
器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセージは第1
のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを含み、基準信号は第3のユーザ機器
により送信される。
【００２８】
　第1の態様の第16～第18の可能性ある実現方法、第21の可能性ある実現方法および第22
の可能性ある実現方法のうち、いずれか1つの実現方法を参照して、第1の態様の第23の可
能性ある実現方法において、第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される
第1のメッセージを受信するステップは、第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報
シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング
、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリング
を使用することにより、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するス
テップを含む。
【００２９】
　第2の態様に従って、デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法が提供され、方
法は、第2のユーザ機器により、第1のメッセージを生成するステップと、第2のユーザ機
器により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップであって、第1のメッ
セージは、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信
されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、第1のユー
ザ機器をトリガするために使用される、送信するステップを含む。
【００３０】
　第2の態様を参照して、第2の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1のメッセー
ジは、第2のユーザ機器がD2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスおよび／
または第2のユーザ機器が属するセルを示すために使用される識別子を含む。
【００３１】
　第3の態様に従って、デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法が提供され、方
法は、第3のユーザ機器により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップ
であって、第1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユ
ーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定す
るよう第1のユーザ機器をトリガするために使用される、送信するステップと、第3のユー
ザ機器により、第1のユーザ機器に基準信号を送信するステップであって、基準信号は、
第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時
間を決定するために使用される、送信するステップとを含み、第3のユーザ機器が属する
セルは第2のユーザ機器が属するセルと同じである。
【００３２】
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　第3の態様を参照して、第3の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1のメッセー
ジは、第1のユーザ機器により、ユーザ機器によりD2D信号を検出するための第1のタイミ
ングアドバンスを含む。
【００３３】
　第3の態様を参照して、第3の態様の第2の可能性ある実現方法において、第1のメッセー
ジは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報を含む。
【００３４】
　第3の態様または第3の態様の第1～第2の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現
方法を参照して、第3の態様の第3の可能性ある実現方法において、第3のユーザ機器によ
り、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップは、第3のユーザ機器により
、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情
報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御
プロトコルシグナリングを使用することにより、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送
信するステップを含む。
【００３５】
　第4の態様に従って、デバイス対デバイスD2D信号を検出するための方法が提供され、方
法は、第1の基地局により、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップであ
って、第1のユーザ機器は、第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器であり、第
1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器によ
り送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう第1の
ユーザ機器をトリガするために使用される、送信するステップと、第1の基地局により、
第1のユーザ機器に基準信号を送信するステップであって、基準信号は、第1のユーザ機器
が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決定するため
に使用される、送信するステップとを含む。
【００３６】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1のメッセー
ジは、第1のタイミングアドバンスまたは第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送
信するためのタイミングアドバンスを含む。
【００３７】
　第4の態様を参照して、第4の態様の第2の可能性ある実現方法において、第1のメッセー
ジは、マッピング情報を含み、マッピング情報は、複数のユーザ機器と複数のタイミング
アドバンスとの間のマッピング情報、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の
マッピング情報、または、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピ
ング情報である。
【００３８】
　第4の態様または第4の態様の第1～第2の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現
方法を参照して、第4の態様の第3の可能性ある実現方法において、第1の基地局により、
第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するステップは、第1の基地局により、ダウン
リンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロッ
クシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコ
ルシグナリングを使用することにより、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するス
テップを含む。
【００３９】
　第5の態様に従って、第1のユーザ機器が提供され、第1のユーザ機器は、第1のメッセー
ジを受信するように構成された第1の受信モジュールと、第1の受信モジュールにより受信
される第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信され
るD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するように構成された第1
の決定モジュールと、基準信号を受信するように構成された第2の受信モジュールと、第2
の受信モジュールにより受信される基準信号に従って、基準時間を決定するように構成さ
れた第2の決定モジュールと、第1の決定モジュールにより決定された第1のタイミングア
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ドバンスおよび第2の決定モジュールにより決定された基準時間に従って、D2D信号を検出
するための第1の時間を決定するように構成された第3の決定モジュールと、第3の決定モ
ジュールにより決定された第1の時間において、D2D信号を検出するように構成された検出
モジュールとを具備する。
【００４０】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1の受信モジ
ュールは、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され
、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは
第1のタイミングアドバンスを含み、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は第
1の基地局により送信される。
【００４１】
　第5の態様の第1の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第2の可能性ある実現方
法において、第1の受信モジュールにより受信される第1のタイミングアドバンスは、第1
のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスである。
【００４２】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第3の可能性ある実現方法において、第1の受信モジ
ュールは、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され
、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは
、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情報を含む
、第1の受信モジュールと、第1の決定モジュールは、第1の受信モジュールにより受信さ
れた第1のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを
決定し、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンス
として使用するように特に構成され、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は
第1の基地局により送信される。
【００４３】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第4の可能性ある実現方法において、第1の受信モジ
ュールは、第2のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成
され、第1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための第2のタイミ
ングアドバンスを含む。
【００４４】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第5の可能性ある実現方
法において、第1の決定モジュールは、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイ
ミングアドバンスは、第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成
され、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は、第1の基地局により送信され、
第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【００４５】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第6の可能性ある実現方
法において、第1の決定モジュールは、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイ
ミングアドバンスは、第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成
され、第2の決定モジュールは、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使
用される第1のリソースを決定し、第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの
間の第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第2のユー
ザ機器が属するセルの基準信号を決定し、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従
って、基準時間を決定するように特に構成される。
【００４６】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第7の可能性ある実現方
法において、第1の受信モジュールにより受信される第1のメッセージは識別子をさらに含
み、第1の決定モジュールは、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイミングア
ドバンスは、第1のタイミングアドバンスであることを決定するように特に構成され、第2
の決定モジュールは、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第2のユ
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ーザ機器が属するセルの基準信号を決定し、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に
従って、基準時間を決定するように特に構成される。
【００４７】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第8の可能性ある実現方
法において、第1の決定モジュールは、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイ
ミングアドバンスおよび第1のユーザ機器において予め設定される時間インクリメントに
従って、第1のタイミングアドバンスを決定するように特に構成され、第2の受信モジュー
ルにより受信される基準信号は、第1の基地局により送信され、第1の基地局は、第1のユ
ーザ機器にサービス提供する基地局である。
【００４８】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第9の可能性ある実現方
法において、第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信
するように構成された第3の受信モジュールであって、第1の基地局は第1のユーザ機器に
サービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、第1の基地局により決定された第3
のタイミングアドバンスを含む、第3の受信モジュールをさらに含み、第1の決定モジュー
ルは、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイミングアドバンスおよび第3の受
信モジュールにより受信される第3のタイミングアドバンスに従って、第1のタイミングア
ドバンスを決定するように特に構成され、第2の受信モジュールにより受信される基準信
号は第1の基地局により送信される。
【００４９】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第10の可能性ある実現
方法において、第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受
信するように構成された第3の受信モジュールであって、第1の基地局は第1のユーザ機器
にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミング
アドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、第
1の決定モジュールは、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される
第1のリソースを決定し、第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2
のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第3の受信モジュー
ルにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応
するタイミングアドバンスを決定し、第1の受信モジュールにより受信される第2のタイミ
ングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスに
従って第1のタイミングアドバンスを決定するように特に構成され、第2の受信モジュール
により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【００５０】
　第5の態様の第4の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第11の可能性ある実現
方法において、第1の受信モジュールにより受信される第1のメッセージは識別子をさらに
含み、第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するよ
うに構成された第3の受信モジュールであって、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービ
ス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバン
スとの間の第3のマッピング情報を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、第1の決定
モジュールは、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第3の受信モジ
ュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに
対応するタイミングアドバンスを決定し、第1の受信モジュールにより受信される第2のタ
イミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバン
スに従って第1のタイミングアドバンスを決定するように特に構成され、第2の受信モジュ
ールにより受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【００５１】
　第5の態様の第9～第11の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現方法を参照して
、第5の態様の第12の可能性ある実現方法において、第3の受信モジュールは、ダウンリン
ク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシ
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グナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシ
グナリングを使用することにより、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信
するように特に構成される。
【００５２】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第13の可能性ある実現方法において、第1の受信モ
ジュールは、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成さ
れ、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージ
は、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含み、第1
のユーザ機器は、第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するように構
成された第3の受信モジュールをさらに含み、第1の決定モジュールは、第3の受信モジュ
ールにより受信される第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し
、第1の受信モジュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機
器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属するセ
ルに対応するタイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定する
ように特に構成され、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は第1の基地局によ
り送信される。
【００５３】
　第5の態様の第13の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第14の可能性ある実現
方法において、第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージは、識別子を含み
、第1の決定モジュールは、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第
1の受信モジュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が
属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属するセルに
対応するタイミングアドバンスは第1のタイミングアドバンスであることを決定するよう
に特に構成される。
【００５４】
　第5の態様の第13の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第15の可能性ある実現
方法において、第1の決定モジュールは、第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信する
ときに使用される第2のリソースを決定し、第2のリソースおよび複数のリソースと複数の
セルとの間の第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第
1の受信モジュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が
属するセル二対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属するセルに
対応するタイミングアドバンスは第1のタイミングアドバンスであることを決定するよう
に特に構成される。
【００５５】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第16の可能性ある実現方法において、第1の受信モ
ジュールは、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構
成され、第3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、
第1のメッセージは、第1のタイミングアドバンスを含み、第1のユーザ機器は、第2のユー
ザ機器により送信される第2のメッセージを受信するように構成された第3の受信モジュー
ルをさらに含み、第2の決定モジュールは、第3の受信モジュールにより受信される第2の
メッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第2のユーザ機器が属する
セルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定し、第3のユーザ機器に
より送信される基準信号に従って、基準時間を決定するように特に構成される。
【００５６】
　第5の態様の第16の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第17の可能性ある実現
方法において、第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージは、識別子を含み
、第2の決定モジュールは、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、第
2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定
し、第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定するように特
に構成される。
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【００５７】
　第5の態様の第16の可能性ある実現方法を参照して、第5の態様の第18の可能性ある実現
方法において、第2の決定モジュールは、前記第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信
するときに使用される第2のリソースを決定し、前記第2のリソースおよび複数のリソース
と複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属するセル
を決定し、前記第2のユーザ機器が属するセルに従って、前記第3のユーザ機器により送信
される基準信号を決定し、前記第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、前
記基準時間を決定するように特に構成される。
【００５８】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第19の可能性ある実現方法において、第1の受信モ
ジュールは、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成さ
れ、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージ
は、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含み
、第1の決定モジュールは、D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定
し、第3のリソースおよび第1の受信モジュールにより受信される第4のマッピング情報に
従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、第3のリソースに対応
するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用するように特に構成
され、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は、第1の基地局により送信される
。
【００５９】
　第5の態様の第1～第3の可能性ある実現方法、第13～第15の可能性ある実現方法および
第19の可能性ある実現方法のうち、いずれか1つの実現方法を参照して、第5の態様の第20
の可能性ある実現方法において、第1の受信モジュールは、ダウンリンク制御情報シグナ
リング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D
同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用
することにより、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構
成される。
【００６０】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第21の可能性ある実現方法において、第1の受信モ
ジュールは、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構
成され、第3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第
1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピン
グ情報を含み、第1の決定モジュールは、D2D信号が検出されるときに使用される第3のリ
ソースを決定し、第3のリソースおよび第1の受信モジュールにより受信される第4のマッ
ピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、第3のリ
ソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用するよ
うに特に構成され、第2の受信モジュールにより受信される基準信号は、第3のユーザ機器
により送信される。
【００６１】
　第5の態様を参照して、第5の態様の第22の可能性ある実現方法において、第1の受信モ
ジュールは、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構
成され、第3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第
1のメッセージは第1のタイミングアドバンスを含み、第2の受信モジュールにより受信さ
れる基準信号は、第3のユーザ機器により送信される。
【００６２】
　第5の態様の第16～第18の可能性ある実現方法、第21の可能性ある実現方法および第22
の可能性ある実現方法のうち、いずれか1つの実現方法を参照して、第5の態様の第23の可
能性ある実現方法において、第1の受信モジュールは、ダウンリンク制御情報シグナリン
グ、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期
化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用する
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ことにより、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構
成される。
【００６３】
　第6の態様に従って、第2のユーザ機器が提供され、第2のユーザ機器は、第1のメッセー
ジを生成するように構成された生成モジュールと、第1のユーザ機器に生成モジュールに
より生成された第1のメッセージを送信するように構成された送信モジュールであって、
第1のメッセージは、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器に
より送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう第1
のユーザ機器をトリガするために使用される送信モジュールとを含む。
【００６４】
　第6の態様を参照して、第6の態様の第1の可能性ある実現方法において、生成モジュー
ルにより生成される第1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するため
の第2のタイミングアドバンスおよび／または第2のユーザ機器が属するセルを示すために
使用される識別子を含む。
【００６５】
　第7の態様に従って、第3のユーザ機器が提供され、第3のユーザ機器は、第1のユーザ機
器に第1のメッセージを送信するように構成される第１の送信モジュールであって、第1の
メッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により
送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう第1のユ
ーザ機器をトリガするために使用される、第1の送信モジュールと、第1のユーザ機器に基
準信号を送信するように構成される第２の送信モジュールであって、基準信号は、第1の
ユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決
定するために使用され、第3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと
同じである、第2の送信モジュールとを含む。
【００６６】
　第7の態様を参照して、第7の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1の送信モジ
ュールにより送信される第1のメッセージは、第1のユーザ機器によりD2D信号を検出する
ための第1のタイミングアドバンスを含む。
【００６７】
　第7の態様を参照して、第7の態様の第2の可能性ある実現方法において、第1のメ送信モ
ジュールにより送信される第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアド
バンスとの間のマッピング情報を含む。
【００６８】
　第7の態様または第7の態様の第1～第2の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現
方法を参照して、第7の態様の第3の可能性ある実現方法において、第1の送信モジュール
は、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、第1のユーザ機器に第1のメッセージを
送信するように特に構成される。
【００６９】
　第8の態様に従って、第1の基地局が提供され、第1の基地局は、第1のユーザ機器に第1
のメッセージを送信するように構成され、第1のユーザ機器は、第1の基地局によりサービ
ス提供されるユーザ機器であり、第1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセ
ージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミ
ングアドバンスを決定するよう第1のユーザ機器をトリガするために使用される、第1の送
信モジュールと、第1のユーザ機器に基準信号を送信するように構成され、基準信号は、
第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時
間を決定するために使用される、第2の送信モジュールとを含む。
【００７０】
　第8の態様を参照して、第8の態様の第1の可能性ある実現方法において、第1の送信モジ
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ュールにより送信される第1のメッセージは、第1のタイミングアドバンスまたは第1のユ
ーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスを含む。
【００７１】
　第8の態様を参照して、第8の態様の第2の可能性ある実現方法において、第1の送信モジ
ュールにより送信される第1のメッセージは、マッピング情報を含み、マッピング情報は
、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、複数のセル
と複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、または、複数のリソースと複数
のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報である。
【００７２】
　第8の態様または第8の態様の第1～第2の可能性ある実現方法のうちいずれか1つの実現
方法を参照して、第8の態様の第3の可能性ある実現方法において、第1の送信モジュール
は、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム
情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制
御プロトコルシグナリングを使用することにより、第1のユーザ機器に第1のメッセージを
送信するように特に構成される。
【００７３】
　先述の技術的解決策に基づいて、本発明の実施形態に従った、デバイス対デバイス信号
を検出するための方法、ユーザ機器および基地局は、ユーザ機器のD2D信号検出成功率を
改善する。
【００７４】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下では実施形
態を説明するのに必要な添付図面を簡単に紹介する。明白なことに、以下の説明の添付図
面は、本発明の一部の実施形態を単に示しているに過ぎず、当業者は創造的な努力をする
ことなくこれらの添付図面から他の図をさらに導出できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施形態に従った、デバイス対デバイス信号を検出するための方法の概
略的なフローチャートを示す。
【図２】本発明の実施形態に従った、デバイス対デバイス信号を検出するための方法の概
略的なフローチャートを示す。
【図３】本発明の別の実施形態に従った、デバイス対デバイス信号を検出するための方法
の概略的なフローチャートを示す。
【図４】本発明の別の実施形態に従った、デバイス対デバイス信号を検出するための方法
の概略的なフローチャートを示す。
【図５】本発明の実施形態に従った、第1のユーザ機器の概略的なブロック図を示す。
【図６】本発明の実施形態に従った、第2のユーザ機器の概略的なブロック図を示す。
【図７】本発明の実施形態に従った、第3のユーザ機器の概略的なブロック図を示す。
【図８】本発明の実施形態に従った、第1の基地局の概略的なブロック図を示す。
【図９】本発明の別の実施形態に従った、第1のユーザ機器の概略的なブロック図を示す
。
【図１０】本発明の別の実施形態に従った、第2のユーザ機器の概略的なブロック図を示
す。
【図１１】本発明の別の実施形態に従った、第3のユーザ機器の概略的なブロック図を示
す。
【図１２】本発明の別の実施形態に従った、第1の基地局の概略的なブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　以下では、本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態におけ
る技術的解決策を明確かつ完全に説明する。明白なことに、説明する実施形態は、本発明
の実施形態の全てではなく、一部である。創造的な努力をすることなく本発明の実施形態
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に基づき当業者が得る他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内にある。
【００７７】
　本発明の実施形態において、ユーザ機器（User Equipment、「UE」と略す）は、端末（
Terminal）、移動局（Mobile Station、「MS」と略す）、または、移動体ユーザ機器（Mo
bile Terminal）等と呼ばれてもよいことを理解すべきである。ユーザ機器は、移動体電
話機（または、「セルラ」電話機と呼ばれる）または移動体ユーザ機器を有するコンピュ
ータ等であってもよい。例えば、ユーザ機器はまた、ポータブル、ポケットサイズ、ハン
ドヘルド、コンピュータ内蔵、または、車両搭載の移動体装置であってもよい。
【００７８】
　本発明の実施形態において、基地局はLTEにおけるエボルブドノードB（evolutional No
de B、「eNBまたはe－NodeB」と略す）であってもよく、あるいは、WCDMA（登録商標）に
おけるノードB（Node B）であってもよく、あるいは、GSM（登録商標）またはCDMAにおけ
る基地トランシーバ局（Base Transceiver Station、「BTS」と略す）であってもよく、
あるいは、D2D通信におけるユーザクラスタのクラスタヘッド（Cluster Head）であって
もよく、これは、本発明の実施形態において限定されないことも理解すべきである。
【００７９】
　図1は、本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法100を示し、方法100
は、第1のユーザ機器により実行されてもよい。図1に示すように、方法100は以下を含む
：
【００８０】
　S110．第1のユーザ機器は、第1のメッセージを受信する。
【００８１】
　S120．第1のユーザ機器は、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユー
ザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定する
。
【００８２】
　S130．第1のユーザ機器は、受信した基準信号に従って、基準時間を決定する。
【００８３】
　S140．第1のユーザ機器は、第1のタイミングアドバンスおよび基準時間に従って、D2D
信号を検出するための第1の時間を決定する。
【００８４】
　S150．第1のユーザ機器は、第1の時間においてD2D信号を検出する。
【００８５】
　そのため、本発明の実施形態に従ったデバイス対デバイス信号を検出するための方法に
おいて、第1のユーザ機器は、タイミングアドバンスおよび基準時間を受信することによ
り、D2D信号を検出するための時間を決定してもよく、これにより、第1のユーザ機器が当
該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D信号検出成功率を改善できる。
【００８６】
　第1のユーザ機器により受信される第1のメッセージは、第1のユーザ機器にサービス提
供する基地局、D2D信号を送信する第2のユーザ機器、または、第2のユーザ機器と同じセ
ルに属する第3のユーザ機器から到来してもよいことを理解すべきである。第1のユーザ機
器は、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出する
ための第1のタイミングアドバンスを決定し、第1のメッセージは複数のタイプのコンテン
ツを含んでもよい。例えば、第1のメッセージは、基地局により決定され、第1のユーザ機
器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を受信するためのタイミングアドバンス
、第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス、
または、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するためのタイミングアドバンスを含んで
もよい。第1のメッセージは、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の
マッピング情報、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、複
数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報等をさらに含んでも
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よい。第1のメッセージは、D2D信号の検出を決定するための他の何らかの参照情報、例え
ば、セルを示すのに使用される識別子をさらに含んでもよく、これらは、本発明の実施形
態において限定されない。さらに、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、D2D
信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するときに、基地局または第2の
ユーザ機器から到来する第2のメッセージが参照されてもよく、これは本発明の実施形態
において限定されない。
【００８７】
　第1のユーザ機器により受信される基準信号が、D2D信号を検出するための基準時間を決
定するために使用されることも理解すべきである。基準信号は、第1のユーザ機器にサー
ビス提供する基地局から、または、第2のユーザ機器と同じセルに属する第3のユーザ機器
から、到来してもよい。
【００８８】
　第1のタイミングアドバンスおよび基準時間を決定後、第1のユーザ機器は、第1のタイ
ミングアドバンスおよび基準時間に従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を
検出するための第1の時間を決定してもよく、第1の時間においてD2D信号の検出を開始し
てもよい。以下では、第1のタイミングアドバンスの決定方法および基準時間の決定方法
を主に説明する。
【００８９】
　本明細書では、説明を簡潔にするために、第1のユーザ機器および第2のユーザ機器は、
D2D通信を実行する2つのユーザ機器であり、第1のユーザ機器は、D2D信号を検出するユー
ザ機器であり、第2のユーザ機器は、D2D信号を送信するユーザ機器である。第3のユーザ
機器は、第1のユーザ機器と同じセルに属するユーザ機器である。第1の基地局は、第1の
ユーザ機器にサービス提供する基地局である。第1のタイミングアドバンスは、第1のユー
ザ機器がD2D信号を検出するためのタイミングアドバンスである。基準時間は、第1のユー
ザ機器により参照される、D2D信号を検出するためのベンチマーク時間である。第1の時間
は、第1のユーザ機器がD2D信号の検出を開始するための時間である。
【００９０】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するステップであっ
て、第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセー
ジは第1のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを含み、基準信号は第1の基地
局により送信される。
【００９１】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと同じときに、
第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信し、第1のメッ
セージは第1のタイミングアドバンスを含む。第1のタイミングアドバンスは、第1の基地
局により決定され、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を第1のユーザ機器が検出
するためのタイミングアドバンスであってもよい。第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器
により送信されるD2D信号を検出するためのタイミングアドバンスを決定するときに、第1
の基地局は、第1のユーザ機器と第1の基地局との間の距離情報および／または第2のユー
ザ機器と第1の基地局との間の距離情報、または、第1の基地局によりサービス提供される
ユーザ機器のうち第1の基地局から最も遠いユーザ機器の距離情報を参照してもよく、第1
のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス情報およ
び／または第2のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアド
バンス情報、あるいは、第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器のうちのユー
ザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス中の最大タイミ
ングアドバンスに関する情報をさらに参照してもよい。第1のユーザ機器は、第1の基地局
により送信される基準信号を受信する必要がさらにあり、基準信号は、D2D信号を検出す
るための基準時間を決定する。
【００９２】
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　任意選択的に、第1のタイミングアドバンスは、第1のユーザ機器によりアップリンクデ
ータを送信するためのタイミングアドバンスであってもよい。第1のユーザ機器によりア
ップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスは、第1のユーザ機器が第1の基
地局にアップリンクデータを送信するときに使用されるタイミングアドバンスである。第
1のユーザ機器は、第1のユーザ機器が第1の基地局にアップリンクデータを送信するとき
に使用されるタイミングアドバンスを、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出
するためのタイミングアドバンスとして使用し、これにより、第2のユーザ機器により送
信されるD2D信号が、第1のユーザ機器の受信時間ウインドウ内にあってもよい。それによ
り、第2のユーザ機器により送信される完全なD2D信号が取得されてもよく、第2のユーザ
機器により送信されるD2D信号がさらに検出されてもよい。第1のユーザ機器は、第1の基
地局により送信される基準信号を受信する必要がさらにあり、基準信号は、D2D信号を検
出するための基準時間を決定する。基準時間は、第1のユーザ機器が、第1の基地局により
送信される信号を受信するための受信時間であってもよく、D2D信号を受信するための時
間基準を提供するために使用される。
【００９３】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するステップであっ
て、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージ
は、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情報を含
む、受信するステップを含み、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユ
ーザ機器が第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミング
アドバンスを決定することは、第1のマッピング情報に従って、第1のユーザ機器により、
第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、第2のユーザ機
器に対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用するステッ
プとを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【００９４】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと同じときに、
第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信し、第1のメッ
セージは、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情
報を含む。第1のマッピング情報は、第1のユーザ機器が属するセル中の複数のユーザ機器
と、ユーザ機器に対応するタイミングアドバンスとの間のマッピング情報であってもよい
。第1のマッピング情報中の各ユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを決定すると
きに、第1の基地局は、第1のユーザ機器と第1の基地局との間の距離情報および／または
複数のユーザ機器と第1の基地局との間の距離情報、または、第1の基地局によりサービス
提供されるユーザ機器のうち第1の基地局から最も遠いユーザ機器の距離情報を参照して
もよく、第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバ
ンス情報および／または複数のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタ
イミングアドバンス情報、あるいは、第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器
のうちのユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス中
の最大タイミングアドバンスに関する情報をさらに参照してもよい。
【００９５】
　特定の実現では、第1のマッピング情報中のユーザ機器は、ユーザ機器を示すのに使用
される識別子により表されてもよい。第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器の識別子を使
用することにより、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを決定してもよく
、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして
使用してもよい。
【００９６】
　第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される基準信号を受信する必要がさらにあ
り、基準信号は、D2D信号を検出するための基準時間を決定する。第1のマッピング情報中
のユーザ機器は、他の情報によっても表されてもよく、これは、本発明の実施形態におい
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て限定されない。
【００９７】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第2のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップで
あって、第1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための第2のタイ
ミングアドバンスを含む、受信するステップを含む。第1のユーザ機器は、第2のタイミン
グアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用してもよく、または、第1のタイミ
ングアドバンスを決定するために第2のタイミングアドバンスを参照してもよく、これは
、本発明の実施形態において限定されない。
【００９８】
　任意選択的に、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2
のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決
定することは、第2のタイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを第
1のユーザ機器により決定するステップを含み、基準信号は、第1の基地局により送信され
、第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【００９９】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと同じときに、
第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するためのタイミングアドバ
ンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定してもよい。さらに、第1のユーザ機
器は、第1の基地局により送信される基準信号を受信する必要がさらにあり、基準信号は
、D2D信号を検出するための基準時間を決定する。
【０１００】
　任意選択的に、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2
のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決
定することは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスが第1のタイミング
アドバンスであることを決定するステップを含み、第1のユーザ機器が、受信した基準信
号に従って、基準時間を決定することは、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が第
1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定するステップと、第1の
ユーザ機器により、第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッ
ピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、第1のユーザ
機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定するステップと、第1のユー
ザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定する
ステップとを含む。
【０１０１】
　一般に、セル間に時間ずれが存在する。第1のユーザ機器が属するセルが第2のユーザ機
器が属するセルと異なるが、第1のユーザ機器が、第1のユーザ機器が属するセルに対応す
る基準信号に含まれる基準時間に従って、第1の時間を依然として決定する場合に、決定
された第1の時間は不正確である。そのため、第2のユーザ機器が属するセルに対応する基
準信号が決定されるべきであり、第2のユーザ機器が属するセルに対応する基準信号は、D
2D信号を検出するための基準時間を決定するのに使用される。
【０１０２】
　第1のユーザ機器は、複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報を、基
地局から取得してもよく、第2のマッピング情報は、システムにより割り振られたリソー
スの状況を反映することを理解すべきである。第2のマッピング情報を使用することによ
り、第1のユーザ機器は、時間リソース、周波数リソースおよびシステムにより各セルに
割り振られるコードワードリソース等の情報を知ってもよい。第1のユーザ機器は、他の
手段により、第2のマッピング情報をさらに取得してもよく、これは、本発明の実施形態
において限定されない。
【０１０３】
　第2のユーザ機器が第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するときに、第1のユーザ
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機器は、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソース
を決定する。第1のリソースおよび第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属
するセルが決定されてもよい。さらに、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器が属するセ
ルの基準信号を取得し、基準信号に従って、基準時間を決定してもよい。
【０１０４】
　代替的に、基準時間は、他の手段によっても決定されてもよい。例えば、第1のユーザ
機器に第1のメッセージを送信するときに、第2のユーザ機器は、第1のメッセージに識別
子を追加してもよく、識別子は、第2のユーザ機器が属するセルを示すのに使用される。
【０１０５】
　それに応じて、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2
のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決
定することは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスが第1のタイミング
アドバンスであることを決定するステップを含み、第1のユーザ機器が、受信した基準信
号に従って、基準時間を決定することは、第1のユーザ機器により、識別子に従って、第2
のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ
機器が属するセルの基準信号を決定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユー
ザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定するステップとを含む。
【０１０６】
任意選択的に、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2の
ユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定
することは、第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスと第1のユーザ機器に
おいて予め設定された時間インクリメントとに従って第1のタイミングアドバンスを決定
するステップを含み、基準信号は第1の基地局により送信され、第1の基地局は、第1のユ
ーザ機器にサービス提供する基地局である。
【０１０７】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと異なるときに
、使用される基準時間は、依然として、第1のユーザ機器が属するセルの基準時間であり
、すなわち、基準信号は、第1の基地局により送信される。第1のユーザ機器が属するセル
と、第2のユーザ機器が属するセルとの間の時間ずれを補償するために、第1のタイミング
アドバンスを計算するときに、時間インクリメントが第2のタイミングアドバンスに追加
されてもよい。時間インクリメントは、第1のユーザ機器において予め設定されてもよく
、第1のユーザ機器が属するセルから最も大きい時間ずれを有するセルに対応するずれ値
、または、該ずれ値より大きな値が、時間インクリメントとして選択されてもよく、これ
は、本発明の実施形態において限定されない。
【０１０８】
　任意選択的に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと異な
るときに、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器から第2のタイミングアドバンスを受信
するのに加えて、第1の基地局からタイミングアドバンスをさらに取得する。第1の基地局
により決定されるタイミングアドバンスは、第1のユーザ機器が属するセルと、第2のユー
ザ機器が属するセルとの間の時間ずれ等を参照してもよい。第1のユーザ機器は、第2のユ
ーザ機器および第1の基地局によりそれぞれ送信される2つのタイミングアドバンスに従っ
て、第1のタイミングアドバンスを決定する。第1のユーザ機器は、第1の基地局により送
信される基準信号を受信する必要がさらにあり、基準信号は、D2D信号を検出するための
基準時間を決定する。
【０１０９】
　それに応じて、S120の前に、方法100は、第1のユーザ機器により、第1の基地局により
送信される第2のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、第1の基地局により決定される
第3のタイミングアドバンスを含む、受信するステップをさらに含み、第1のユーザ機器が
、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により送信されるD2D信
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号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定することは、第1のユーザ機器によ
り、第2のタイミングアドバンスおよび第3のタイミングアドバンスに従って、第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップを含み、基準信号は、第1の基地局により送信され
る。
【０１１０】
　代替的に、タイミングアドバンスはまた、他の実現方法において、第1の基地局から取
得されてもよい。例えば、第3のマッピング情報は、第1の基地局から取得され、適用可能
なタイミングアドバンスは、第3のマッピング情報に従って決定される。第3のマッピング
情報は、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報であってもよ
い。第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用され
る第1のリソースに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定してもよい。それにより
、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスは、第3のマッピング情
報中で見つけられる。リソースに従って、ユーザ機器が属するセルを決定する方法は、前
述のものと同様である。第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される基準信号を受
信する必要がさらにあり、基準信号は、D2D信号を検出するための基準時間を決定する。
【０１１１】
　それに応じて、S120の前に、方法100は、第1のユーザ機器により、第1の基地局により
送信される第2のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミン
グアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、第1
のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により
送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定することは、第1
のユーザ機器により、第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第
1のリソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第1のリソースおよび複数
のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属す
るセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のマッピング情報に従って、
第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、
第1のユーザ機器により、第2のタイミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセ
ルに対応するタイミングアドバンスに従って、第1のタイミングアドバンスを決定するス
テップとを含み、基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１１２】
　代替的に、タイミングアドバンスはまた、他の実現方法において、第1の基地局から取
得されてもよい。別の例として、第3のマッピング情報は、第1の基地局から取得され、適
用可能なタイミングアドバンスは、第3のマッピング情報に従って決定される。第3のマッ
ピング情報は、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報であっ
てもよい。第1のユーザ機器は、第1のメッセージ中の第2のユーザ機器により追加された
識別子を使用することにより、第2のユーザ機器が属するセルを決定する。それにより、
第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスは、第3のマッピング情報
中で見つけられる。識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定する方法は、
前述のものと同様である。第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される基準信号を
受信する必要がさらにあり、基準信号は、D2D信号を検出するための基準時間を決定する
。
【０１１３】
　それに応じて、S120の前に、方法100は、第1のユーザ機器により、第1の基地局により
送信される第2のメッセージを受信するステップであって、第1の基地局は第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミン
グアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、第1
のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により
送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定することは、第1
のユーザ機器により、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステッ
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プと、第1のユーザ機器により、第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属す
るセルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、第1のユーザ機器により
、第2のタイミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミング
アドバンスに従って、第1のタイミングアドバンスを決定するステップとを含み、基準信
号は第1の基地局により送信される。
【０１１４】
　実施形態において、第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第1のメッセー
ジを受信し、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメ
ッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を
含み、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機
器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定する前に
、方法は、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージ
を受信するステップをさらに含み、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1
のユーザ機器が第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミ
ングアドバンスを決定することは、第1のユーザ機器により、第2のメッセージに従って、
第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のマ
ッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンス
を決定するステップと、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンス
が第1のタイミングアドバンスであることを決定するステップとを含み、基準信号は第1の
基地局により送信される。第1のユーザ機器は、基準信号に従って、D2D信号を検出するた
めの基準時間を決定する。第3のマッピング情報において、基地局により決定されるタイ
ミングアドバンスは、第1のユーザ機器と第2のユーザ機器との間の距離情報、および／ま
たは、第1のユーザ機器が属するセルと、第2のユーザ機器が属するセルとの間の時間ずれ
を参照してもよい。
【０１１５】
　任意選択的に、第2のユーザ機器が属するセルは、先述の説明を参照することにより、
識別子に従って決定されてもよい。それに応じて、第2のメッセージは識別子を含み、第1
のユーザ機器が、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するこ
とは、第1のユーザ機器により、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定す
るステップを含む。
【０１１６】
　代替的に、第2のユーザ機器が属するセルは、先述の説明を参照することにより、第1の
リソースに従って決定されてもよい。それに応じて、第1のユーザ機器が、第2のメッセー
ジに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定することは、第1のユーザ機器により、
第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定す
るステップと、第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピン
グ情報に従って、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステ
ップとを含む。
【０１１７】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップで
あって、第3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、
第1のメッセージは、第1のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを含み、第1
のユーザ機器が、受信した基準信号に従って、基準時間を決定する前に、方法100は、第1
のユーザ機器により、第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するステ
ップをさらに含み、第1のユーザ機器が、受信した基準信号に従って、基準時間を決定す
ることは、第1のユーザ機器により、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属す
るセルを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルに
従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定するステップと、第1のユーザ
機器により、第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
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ステップとを含む。
【０１１８】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと異なることか
ら、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器にサービス提供する基地局により送信されるメ
ッセージを受信できない。そのため、実施形態において、第2のユーザ機器および第3のユ
ーザ機器にサービス提供する基地局により決定されるタイミングアドバンスは、第3のユ
ーザ機器により転送されてもよい。第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提
供する基地局により生成される基準信号もまた、第3のユーザ機器により転送され、これ
により、第1のユーザ機器は、基準信号に従って、D2D信号を検出するための基準時間を決
定する。第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局により決定さ
れるタイミングアドバンスは、第2のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するた
めのタイミングアドバンス情報、または、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサー
ビス提供する基地局によりサービス提供されるユーザ機器中のユーザ機器によりアップリ
ンクデータを送信するためのタイミングアドバンス中の最大タイミングアドバンスに関す
る情報等を参照してもよい。
【０１１９】
　任意選択的に、第2のユーザ機器が属するセルは、先述の説明を参照することにより、
識別子に従って決定されてもよい。それに応じて、第2のメッセージは識別子を含み、第1
のユーザ機器が、第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するこ
とは、第1のユーザ機器により、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定す
るステップを含む。
【０１２０】
　代替的に、第2のユーザ機器が属するセルは、先述の説明を参照することにより、第2の
リソースに従って決定されてもよい。それに応じて、第1のユーザ機器が、第2のメッセー
ジに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定することは、第1のユーザ機器により、
第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定す
るステップと、第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピン
グ情報に従って、第1のユーザ機器により、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステ
ップとを含む。
【０１２１】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するステップであっ
て、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージ
は、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含む
、受信するステップを含み、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第1のユー
ザ機器が第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定することは、第1のユーザ機器により、D2D信号が検出されるときに使用さ
れる第3のリソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3のリソースおよ
び第4のマッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定
するステップと、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアド
バンスとして使用するステップとを含み、基準信号は、第1の基地局により送信される。
【０１２２】
　特に、第1のユーザ機器と他のユーザ機器との間の距離情報および／または第1のユーザ
機器が属するセルと他のユーザ機器が属するセルとの間の時間ずれ等を参照することによ
り、第1の基地局は、セルに対応する複数のタイミングアドバンスを決定してもよい。し
かし、第1のユーザ機器はまた、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号が検出される
ときに使用されるリソースに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定してもよい。
そのため、複数のリソースおよび複数のタイミングアドバンスは、第4のマッピング情報
を形成してもよい。第2のユーザ機器がD2D信号を送信するときに使用される第3のリソー
スに従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスは、第4のマッピング情報中
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で見つけられ、第1のタイミングアドバンスとして使用される。さらに、第1のユーザ機器
は、第1の基地局により送信される基準信号を受信する必要がさらにあり、基準信号は、D
2D信号を検出するための基準時間を決定する。
【０１２３】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップで
あって、第3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、
第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピ
ング情報を含む、受信するステップを含み、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従っ
て、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1の
タイミングアドバンスを決定することは、第1のユーザ機器により、D2D信号が検出される
ときに使用される第3のリソースを決定するステップと、第1のユーザ機器により、第3の
リソースおよび第4のマッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミングアド
バンスを決定するステップと、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタ
イミングアドバンスとして使用するステップとを含み、基準信号は第3のユーザ機器によ
り送信される。
【０１２４】
　本実施形態は、第1のメッセージが第2のユーザ機器と同じセルに属する第3のユーザ機
器により送信されるという点で、先述の実施形態とは異なる。第1のメッセージは、第2の
ユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局により決定されてもよい。
第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局は、第2のユーザ機器
によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス情報、または、第2の
ユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局によりサービス提供される
ユーザ機器中のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバ
ンス中の最大タイミングアドバンスに関する情報を参照してもよい。そのため、D2D信号
が検出されるときに使用される複数のリソースおよび複数のタイミングアドバンスは、第
4のマッピング情報を形成してもよい。第2のユーザ機器がD2D信号を送信するときに使用
されるリソースに従って、リソースに対応するタイミングアドバンスは、第4のマッピン
グ情報中で見つけられ、第1のタイミングアドバンスとして使用される。さらに、第1のユ
ーザ機器は、D2D信号を検出するための基準時間を決定するために第3のユーザ機器から基
準信号をさらに受信する。
【０１２５】
　実施形態において、第1のユーザ機器が第1のメッセージを受信することは、第1のユー
ザ機器により、第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するステップで
あって、第3のユーザ機器が属するセルが第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第
1のメッセージは第1のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを含み、基準信号
は第3のユーザ機器により送信される。
【０１２６】
　本実現方法において、第3のユーザ機器は、転送デバイスでもあり、第3のユーザ機器に
より転送される第1のメッセージに含まれる第1のタイミングアドバンスは、第2のユーザ
機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局により決定される。第3のユーザ機
器により転送される基準信号は、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提供
する基地局からも到来する。第1のタイミングアドバンスを決定するときに、第2のユーザ
機器および第3のユーザ機器にサービス提供する基地局は、第2のユーザ機器によりアップ
リンクデータを送信するためのタイミングアドバンス情報、または、第2のユーザ機器お
よび第3のユーザ機器にサービス提供する基地局によりサービス提供されるユーザ機器中
のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス中の最大
タイミングアドバンスに関する情報等を参照してもよい。さらに、第1のユーザ機器は、D
2D信号を検出するための基準時間を決定するために第3のユーザ機器から基準信号を受信
する必要がさらにある。
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【０１２７】
　本明細書で言及するような第1の基地局により送信される第1のメッセージまたは第2の
メッセージは、ダウンリンク制御情報（「Downlink Control Information」、「DCI」と
略す）シグナリング、マスター情報ブロック（「Master Information Block」、「MIB」
と略す）シグナリング、システム情報ブロック（「System Information Block」、「SIB
」と略す）シグナリング、D2D同期化チャネル（「D2D Synchronizing Channel」、「D2DS
CH」と略す）シグナリング、または、無線リソース制御プロトコル（「Radio Resource C
ontrol」、「RRC」と略す）シグナリングを使用することにより、第1の基地局により伝え
られてもよいことを理解すべきである。本明細書で言及されるような第3のユーザ機器に
より送信される第1のメッセージは、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報
ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナ
リング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することにより、第3
のユーザ機器によって伝えられてもよい。
【０１２８】
　そのため、本発明の実施形態に従ったデバイス対デバイス信号を検出するための方法に
おいて、第1のユーザ機器は、タイミングアドバンスおよび基準時間を受信することによ
り、D2D信号を検出するための時間を決定してもよく、これにより、第1のユーザ機器が当
該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０１２９】
　本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法100は、D2D信号を検出する
第1のユーザ機器の観点から、図1を参照して詳細に前述した。本発明の実施形態に従った
、D2D信号を検出するための方法は、これ以降、第2のユーザ機器の観点、第3のユーザ機
器の観点および第1の基地局の観点から、それぞれ、図2～図4を参照して説明される。
【０１３０】
　図2に示すように、本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法200が、
第2のユーザ機器により実行されてもよく、方法200は以下を含む：
【０１３１】
　S210．第2のユーザ機器は、第1のメッセージを生成する。
【０１３２】
　S220．第2のユーザ機器は、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信し、第1のメッセ
ージは、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により送信され
るD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、第1のユーザ機
器をトリガするために使用される。
【０１３３】
　そのため、本発明の実施形態に従ってD2D信号を検出するための方法において、第2のユ
ーザ機器は、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検
出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、および、D2D信号を検出するた
めの第1の時間をさらに決定するよう、第1のメッセージを生成および送信することにより
、第1のユーザ機器をトリガしてもよく、これによりD2D信号検出成功率を改善できる。
【０１３４】
　実施形態において、第1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するた
めのタイミングアドバンスおよび／または第2のユーザ機器が属するセルを示すために使
用される識別子を含む。
【０１３５】
　任意選択的に、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための
タイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用してもよい。さらに、第1
のユーザ機器は、第1の基地局により送信される基準信号を受信する必要がさらにあり、
基準信号は、D2D信号を検出するための基準時間を決定する。第1のユーザ機器は、第1の
タイミングアドバンスおよび基準時間に従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信
号を検出するための第1の時間を決定してもよい。
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【０１３６】
　任意選択的に、第1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための
タイミングアドバンスに加えて、第2のユーザ機器が属するセルを示すために使用される
識別子をさらに含んでもよい。第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属す
るセルと異なるときに、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、使
用されるタイミングアドバンスをさらに決定する必要がある。識別子を使用することによ
り、第2のユーザ機器が属するセルをさらに利便性良く決定することができる。第1のメッ
セージはまた、第2のユーザ機器が属するセルを決定するのに使用される1つの識別子のみ
を含んでもよく、これは、本発明の実施形態において限定されない。
【０１３７】
　そのため、本発明の実施形態に従ってD2D信号を検出するための方法において、第2のユ
ーザ機器は、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検
出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、および、D2D信号を検出するた
めの第1の時間をさらに決定するよう、第1のメッセージを生成および送信することにより
、第1のユーザ機器をトリガしてもよく、これによりD2D信号検出成功率を改善できる。
【０１３８】
　図3に示すように、本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法300が、
第3のユーザ機器により実行されてもよく、方法300は以下を含む：
【０１３９】
　S310．第3のユーザ機器は、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信し、第1のメッセ
ージは、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が第2のユーザ機器により送信され
るD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、第1のユーザ機
器をトリガするために使用される。
【０１４０】
　S320．第3のユーザ機器は、第1のユーザ機器に基準信号を送信し、基準信号は、第1の
ユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決
定するのに使用され、
　第3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じである。
【０１４１】
　そのため、本発明の実施形態に従って、D2D信号を検出するための方法において、第3の
ユーザ機器は、第1のユーザ機器に第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより
、第1のユーザ機器が、第1のメッセージおよび基準信号に従って、D2D信号を検出するた
めの第1の時間を決定できるようにしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善で
きる。
【０１４２】
　特に、第1のユーザ機器が属するセルが、第2のユーザ機器が属するセルと異なるときに
、第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器にサービス提供する基地局により送信されるメッ
セージを受信できない。そのため、第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提
供する基地局により決定されるタイミングアドバンスを含む第1のメッセージは、第3のユ
ーザ機器により転送されてもよい。第2のユーザ機器および第3のユーザ機器にサービス提
供する基地局により送信される基準信号もまた、第3のユーザ機器により転送されてもよ
い。
【０１４３】
　実施形態において、第1のメッセージは、第1のユーザ機器によりD2D信号を検出するた
めの第1のタイミングアドバンスを含む。第1のユーザ機器は、第1のタイミングアドバン
スおよび基準時間に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定する。
【０１４４】
　別の実施形態において、第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアド
バンスとの間のマッピング情報を含み、第1のユーザ機器は、マッピング情報に従って、D
2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定してもよく、第1のタイミング
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アドバンスおよび基準時間に従って、D2D信号を検出するための第1の時間をさらに決定し
てもよい。
【０１４５】
　第3のユーザ機器により第1のユーザ機器に送信される第1のメッセージは、ダウンリン
ク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシ
グナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシ
グナリングを使用することにより伝えられてもよいことを理解すべきである。
【０１４６】
　そのため、本発明の実施形態に従って、D2D信号を検出するための方法において、第3の
ユーザ機器は、第1のユーザ機器に第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより
、第1のメッセージおよび基準信号に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定
するよう、第1のユーザ機器をトリガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善
できる。
【０１４７】
　図4に示すように、本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法400が、
第1の基地局により実行されてもよく、方法400は以下を含む：
【０１４８】
　S410．第1の基地局は、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信し、第1のユーザ機器
は、第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器であり、第1のメッセージは、第1
のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号
を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう、第1のユーザ機器をトリガ
するために使用される。
【０１４９】
　S420．第1の基地局は、第1のユーザ機器に基準信号を送信し、基準信号は、第1のユー
ザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決定す
るのに使用される。
【０１５０】
　そのため、本発明の実施形態に従って、D2D信号を検出するための方法において、第1の
基地局は、第1のユーザ機器に第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第
1のメッセージおよび基準信号に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定する
よう、第1のユーザ機器をトリガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善でき
る。
【０１５１】
　実施形態において、第1のメッセージは、第1のタイミングアドバンスまたは第1のユー
ザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンスを含む。第1の
メッセージが第1のタイミングアドバンスを含むときに、第1のユーザ機器は、第1のタイ
ミングアドバンスおよび基準信号に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定す
る。第1のメッセージが、第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタ
イミングアドバンスを含むときに、第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信す
るためのタイミングアドバンスは、第1のタイミングアドバンスとして使用され、その後
、D2D信号を検出するための第1の時間は、第1のタイミングアドバンスおよび基準信号に
従って決定される。
【０１５２】
　別の実施形態では、第1のメッセージは、マッピング情報を含み、マッピング情報は、
複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、複数のセルと
複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、または、複数のリソースと複数の
タイミングアドバンスとの間のマッピング情報である。第1のユーザ機器は、マッピング
情報に従って、D2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定してもよく、
第1のタイミングアドバンスおよび基準時間に従って、D2D信号を検出するための第1の時
間をさらに決定してもよい。
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【０１５３】
　第1の基地局により第1のユーザ機器に送信される第1のメッセージは、ダウンリンク制
御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナ
リング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナ
リングを使用することにより伝えられてもよいことを理解すべきである。
【０１５４】
　そのため、本発明の実施形態に従って、D2D信号を検出するための方法において、第1の
基地局は、第1のユーザ機器に第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第
1のメッセージおよび基準信号に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定する
よう、第1のユーザ機器をトリガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善でき
る。
【０１５５】
　本発明の各実施形態において、先述のプロセスのシーケンス番号は、必ずしも、実行順
序を表してはいないこと、および、プロセスの実行順序は、プロセスの機能および内部論
理に従って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実現プロセスを何ら制限しないこ
とを理解すべきである。
【０１５６】
　本発明の実施形態に従った、D2D信号を検出するための方法は、図1～図4を参照して詳
細に前述した。本発明の実施形態に従った、ユーザ機器および基地局は、これ以降、図5
～図8を参照して詳細に説明される。
【０１５７】
　図5は、本発明の実施形態に従った、第1のユーザ機器500の概略的なブロック図を示す
。図5に示すように、第1のユーザ機器500は、第1のメッセージを受信するように構成され
た第1の受信モジュール510と、
　第1の受信モジュール510により受信される第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器
が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバ
ンスを決定するように構成された第1の決定モジュール520と、
　基準信号を受信するように構成された第2の受信モジュール530と、
　受信される基準信号に従って、基準時間を決定するように構成された第2の決定モジュ
ール540と、
　第1の決定モジュール520により決定された第1のタイミングアドバンスおよび第2の決定
モジュール540により決定された基準時間に従って、D2D信号を検出するための第1の時間
を決定するように構成された第3の決定モジュール550と、
　第3の決定モジュール550により決定された第1の時間においてD2D信号を検出するように
構成された検出モジュール560と
を具備する。
【０１５８】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1のユーザ機器は、タイミングアドバ
ンスおよび基準時間を受信することにより、D2D信号を検出するための時間を決定しても
よく、これにより、第1のユーザ機器が当該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D
信号検出成功率を改善できる。
【０１５９】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは第1の
タイミングアドバンスを含み、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１６０】
　任意選択的に、第1の受信モジュール510により受信される第1のタイミングアドバンス
は、第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス
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である。
【０１６１】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
ユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情報を含み、
　第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信された第1のマッピング情報に従って、第2のユーザ
機器に対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器に対応するタイミング
アドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用するように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１６２】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第2のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
1のメッセージは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための第2のタイミングアド
バンスを含む。
【０１６３】
　任意選択的に、第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスは、第1のタイミ
ングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は、第1の基地局により送信され、
第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【０１６４】
　任意選択的に、第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスは、第1のタイミ
ングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　第2の決定モジュール540は、
　第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定
し、
　第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０１６５】
　任意選択的に、第1の受信モジュール510により受信される第1のメッセージは、識別子
をさらに含み、
　第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスは、第1のタイミ
ングアドバンスであることを決定するように特に構成され、
　第2の決定モジュール540は、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０１６６】
　任意選択的に、第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスおよび第1のユー
ザ機器において予め設定される時間インクリメントに従って、第1のタイミングアドバン
スを決定するように特に構成され、
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　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は、第1の基地局により送信され、
第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局である。
【０１６７】
　任意選択的に、第1のユーザ機器は、
　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するように構成された第3の受信
モジュールをさらに含み、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であ
り、第2のメッセージは、第1の基地局により決定される第3のタイミングアドバンスを含
み、
　第1の決定モジュール520は、
　第1の受信モジュール510により受信された第2のタイミングアドバンスおよび第3の受信
モジュールにより受信される第3のタイミングアドバンスに従って、第1のタイミングアド
バンスを決定するように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１６８】
　任意選択的に、第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第2のメッセージを
受信するように構成された第3の受信モジュールであって、第1の基地局は第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミン
グアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、
　第1の決定モジュール520は、
　第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定
し、
　第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3の受信モジュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機
器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスおよび第2のユー
ザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスに従って第1のタイミングアドバン
スを決定する
ように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１６９】
　任意選択的に、第1の受信モジュール510により受信される第1のメッセージは、識別子
をさらに含み、
　第1のユーザ機器は、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するように
構成された第3の受信モジュールであって、第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提
供する基地局であり、第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスと
の間の第3のマッピング情報を含む、第3の受信モジュールをさらに含み、
　第1の決定モジュール520は、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3の受信モジュールにより受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機
器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、
　第1の受信モジュール510により受信される第2のタイミングアドバンスおよび第2のユー
ザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスに従って第1のタイミングアドバン
スを決定する
ように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１７０】
　第3の受信モジュールは、
　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情
報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御
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プロトコルシグナリングを使用することにより、第1の基地局により送信される第2のメッ
セージを受信する
ように特に構成されてもよいことを理解すべきである。
【０１７１】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
セルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含む、第1の受信モジ
ュールであって、
　第1のユーザ機器は、第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するよ
うに構成された第3の受信モジュールをさらに含み、
　第1の決定モジュール520は、
　第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が
属するセルを決定し、
　第1の受信モジュール510により受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ
機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属する
セルに対応するタイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定す
る
ように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は第1の基地局により送信される。
【０１７２】
　任意選択的に、第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージは、識別子を含
み、
　第1の決定モジュール520は、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し
、
　第1の受信モジュール510により受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ
機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属する
セルに対応するタイミングアドバンスは第1のタイミングアドバンスであることを決定す
る
ように特に構成される。
【０１７３】
　任意選択的に、第1の決定モジュール520は、
　第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定
し、
　第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第1の受信モジュール510により受信される第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ
機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属する
セルに対応するタイミングアドバンスは第1のタイミングアドバンスであることを決定す
る
ように特に構成される。
【０１７４】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッ
セージは、第1のタイミングアドバンスを含む、第1の受信モジュールであって、
　第1のユーザ機器は、
　第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するように構成された第3の
受信モジュールをさらに含み、
　第2の決定モジュール540は、
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　第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が
属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０１７５】
　任意選択的に、第3の受信モジュールにより受信される第2のメッセージは、識別子を含
み、
　第2の決定モジュール540は、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０１７６】
　任意選択的に、第2の決定モジュール540は、
　第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定
し、
　第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０１７７】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
リソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含み、
　第1の決定モジュール520は、
　D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　第3のリソースおよび第1の受信モジュール510により受信される第4のマッピング情報に
従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、第3のリソースに対応
するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用する
ように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は、第1の基地局により送信される
。
【０１７８】
　第1の受信モジュールは、
　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情
報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御
プロトコルシグナリングを使用することにより、第1の基地局により送信される第1のメッ
セージを受信するように特に構成されてもよいことを理解すべきである。
【０１７９】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセ
ージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を
含み、
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　第1の決定モジュール520は、
　D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　第3のリソースおよび第1の受信モジュール510により受信される第4のマッピング情報に
従って、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定し、第3のリソースに対応
するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスとして使用する
ように特に構成され、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は、第3のユーザ機器により送信さ
れる。
【０１８０】
　実施形態において、第1の受信モジュール510は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセ
ージは第1のタイミングアドバンスを含み、
　第2の受信モジュール530により受信される基準信号は、第3のユーザ機器により送信さ
れる。
【０１８１】
　第1の受信モジュールは、
　ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロックシグナリング、システム情
報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリング、または、無線リソース制御
プロトコルシグナリングを使用することにより、第3のユーザ機器により送信される第1の
メッセージを受信する
ように特に構成されてもよいことを理解すべきである。
【０１８２】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第1のユーザ機器500は、本発明の実
施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよいこと、および、第1
のユーザ機器500中の各モジュールの先述ならびに他の動作および／または機能は、図1～
図4における各方法の対応する手順を別々に実現することを意図していることも理解すべ
きであり、これは、簡略化のために本明細書ではさらに説明しない。
【０１８３】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1のユーザ機器は、タイミングアドバ
ンスおよび基準時間を受信することにより、D2D信号を検出するための時間を決定しても
よく、これにより、第1のユーザ機器が当該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D
信号検出成功率を改善できる。
【０１８４】
　図6は、本発明の実施形態に従った、第2のユーザ機器600の概略的なブロック図を示す
。図6に示すように、第2のユーザ機器600は、
　第1のメッセージを生成するように構成された生成モジュール610と、
　第1のユーザ機器に生成モジュール610により生成された第1のメッセージを送信するよ
うに構成された送信モジュール620と
を含み、第1のメッセージは、第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユー
ザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定する
よう第1のユーザ機器をトリガするために使用される。
【０１８５】
　任意選択的に、実施形態において、生成モジュール610により生成される第1のメッセー
ジは、第2のユーザ機器によりD2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスおよ
び／または第2のユーザ機器が属するセルを示すために使用される識別子を含む。
【０１８６】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第2のユーザ機器600は、本発明の実
施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよいこと、および、第2
のユーザ機器600中の各モジュールの先述ならびに他の動作および／または機能は、図1～
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図4における各方法の対応する手順を別々に実現することを意図していることを理解すべ
きであり、これは、簡略化のために本明細書ではさらに説明しない。
【０１８７】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第2のユーザ機器は、第1のメッセージに
従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定するよう、および、D2D信号を検出するための第1の時間をさらに決定する
よう、第1のメッセージを生成および送信することにより、第1のユーザ機器をトリガして
もよく、これによりD2D信号検出成功率を改善できる。
【０１８８】
　図7は、本発明の実施形態に従った、第3のユーザ機器700の概略的なブロック図を示す
。図7に示すように、第3のユーザ機器700は、
　第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように構成され、第1のメッセージは、
第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信
号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう第1のユーザ機器をトリガ
するために使用される、第1の送信モジュール710と、
　第1のユーザ機器に基準信号を送信するように構成され、基準信号は、第1のユーザ機器
が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決定するため
に使用され、
　第3のユーザ機器700が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じである、第2の
送信モジュール720と
を含む。
【０１８９】
　任意選択的に、実施形態において、第1の送信モジュール710により送信される第1のメ
ッセージは、第1のユーザ機器によりD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを含む。
【０１９０】
　任意選択的に、実施形態において、第1の送信モジュール710により送信される第1のメ
ッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報を含
む。
【０１９１】
　任意選択的に、第1の送信モジュール710は、ダウンリンク制御情報シグナリング、マス
ター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネ
ルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することによ
り、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように特に構成されている。
【０１９２】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第3のユーザ機器700は、本発明の実
施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよいこと、および、第3
のユーザ機器700中の各モジュールの先述ならびに他の動作および／または機能は、図1～
図4における各方法の対応する手順を別々に実現することを意図していることも理解すべ
きであり、これは、簡略化のために本明細書ではさらに説明しない。
【０１９３】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第3のユーザ機器は、第1のユーザ機器に
第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号
に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリ
ガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０１９４】
　図8は、本発明の実施形態に従った、第1の基地局800の概略的なブロック図を示す。図8
に示すように、第1の基地局800は、
　第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように構成された第1の送信モジュール8
10であって、第1のユーザ機器は、第1の基地局によりサービス提供されるユーザ機器であ
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り、第1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機
器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう
第1のユーザ機器をトリガするために使用される、第1の送信モジュール810と、
　第1のユーザ機器に基準信号を送信するように構成された第2の送信モジュール820であ
って、基準信号は、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検
出するための基準時間を決定するために使用される、第2の送信モジュール820と
を含む。
【０１９５】
　任意選択的に、実施形態において、第1の送信モジュール810により送信される第1のメ
ッセージは、第1のタイミングアドバンスまたは第1のユーザ機器によりアップリンクデー
タを送信するためのタイミングアドバンスを含む。
【０１９６】
　任意選択的に、実施形態では、第1の送信モジュール810により送信される第1のメッセ
ージは、マッピング情報を含み、マッピング情報は、複数のユーザ機器と複数のタイミン
グアドバンスとの間のマッピング情報、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間
のマッピング情報、または、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッ
ピング情報である。
【０１９７】
　任意選択的に、第1の送信モジュール810は、ダウンリンク制御情報シグナリング、マス
ター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネ
ルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用することによ
り、第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように特に構成される。
【０１９８】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第1の基地局800は、本発明の実施形
態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよく、第1の基地局800にも対
応してもよいこと、および、第1の基地局800中の各モジュールの先述ならびに他の動作お
よび／または機能は、図1～図4における各方法の対応する手順を別々に実現することを意
図していることも理解すべきであり、これは、簡略化のために本明細書ではさらに説明し
ない。
【０１９９】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1の基地局は、第1のユーザ機器に第1
のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号に
従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリガ
してもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０２００】
　図9に示すように、本発明の実施形態は、第1のユーザ機器900をさらに提供し、装置900
は受信機910、プロセッサ920、メモリ930、およびバスシステム940を含み、受信機910、
プロセッサ920およびメモリ930は、バスシステム940を使用することにより接続され、メ
モリ930は、命令を記憶するように構成され、プロセッサ920は、メモリ930により記憶さ
れる命令を実行するように構成され、受信機910は、
　第1のメッセージを受信するように構成され、
　プロセッサ920は、
　第1のメッセージに従って、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信されるD2D
信号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定し、
　受信される基準信号に従って基準時間を決定し、
　第1のタイミングアドバンスおよび基準時間に従って、D2D信号を検出するための第1の
時間を決定し、
　第1の時間においてD2D信号を検出する
ように構成される。
【０２０１】
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　そのため、本発明の実施形態により提供される第1のユーザ機器は、タイミングアドバ
ンスおよび基準時間を受信することにより、D2D信号を検出するための時間を決定しても
よく、これにより、第1のユーザ機器が当該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D
信号検出成功率を改善できる。
【０２０２】
　本発明の実施形態では、プロセッサ920は、中央処理ユニット（Central Processing Un
it、「CPU」と略す）であってもよいことを理解すべきである。プロセッサ920はまた、汎
用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フィ
ールドプログラム可能ゲートアレイ（FPGA）またはプログラム可能論理デバイス、離散ゲ
ートまたはトランジスタ論理デバイス、離散ハードウェアアセンブリ等であってもよい。
汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、あるいは、プロセッサは、任意
の従来のプロセッサ等であってもよい。
【０２０３】
　メモリ930は、リード・オンリー・メモリおよびランダム・アクセス・メモリを含んで
もよく、プロセッサ920に命令およびデータを提供してもよい。メモリ930の一部は、不揮
発性ランダム・アクセス・メモリをさらに含んでもよい。例えば、メモリ930は、デバイ
スのタイプの情報をさらに記憶してもよい。
【０２０４】
　バスシステム940は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バス等をさ
らに含んでもよい。しかし、明確な説明のために、図面中の様々なバスは全て、バスシス
テム940として記号がつけられている。
【０２０５】
　実現プロセスにおいて、先述の方法の各ステップは、プロセッサ920中のハードウェア
一体化論理回路を使用することにより、または、ソフトウェアの形で命令を使用すること
により、実現されてもよい。本発明の実施形態で開示する方法のステップは、ハードウェ
アプロセッサにより実現されるものとして直接反映されてもよく、または、プロセッサ中
のハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせにより実現されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リード・オンリー・メモ
リ、プログラム可能リード・オンリー・メモリまたは電気的消去可能プログラム可能リー
ド・オンリー・メモリならびにレジスタ等の、当該分野における発達した記憶媒体に位置
していてもよい。記憶媒体は、メモリ930に位置し、プロセッサ920は、メモリ930から情
報を読み取り、プロセッサのハードウェアを参照して、先述の方法のステップを実現する
。繰り返しを避けるため、詳細な説明は本明細書では提供されない。
【０２０６】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は、第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは第1の
タイミングアドバンスを含み、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２０７】
　任意選択的に、第1のタイミングアドバンスは、第1のユーザ機器によりアップリンクデ
ータを送信するためのタイミングアドバンスである。
【０２０８】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
ユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間の第1のマッピング情報を含み、
　プロセッサ920は、
　第1のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを決
定し、第2のユーザ機器に対応するタイミングアドバンスを第1のタイミングアドバンスと
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して使用するように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２０９】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、第2のユーザ機器により送信される第
1のメッセージを受信するように特に構成され、第1のメッセージは、第2のユーザ機器に
よりD2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスを含む。
【０２１０】
　プロセッサ920は、
　第2のタイミングアドバンスは、第1のタイミングアドバンスであることを決定するよう
に特に構成され、
　基準信号は、第1の基地局により送信され、第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービ
ス提供する基地局である。
【０２１１】
　任意選択的に、プロセッサ920は、
　第2のタイミングアドバンスが第1のタイミングアドバンスであることを決定し、
　第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定
し、
　第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０２１２】
　任意選択的に、受信機910により受信される第1のメッセージは、識別子をさらに含み、
　プロセッサ920は、
　第2のタイミングアドバンスは、第1のタイミングアドバンスであることを決定するよう
に特に構成され、
　受信された基準信号に従って、基準時間を決定するステップは、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号を決定するステップと、
　第2のユーザ機器が属するセルの基準信号に従って、基準時間を決定するステップと
を含む。
【０２１３】
　任意選択的に、プロセッサ920は、
　第2のタイミングアドバンスと第1のユーザ機器において予め設定された時間インクリメ
ントに従って第1のタイミングアドバンスを決定するように特に構成され、
　基準信号は、第1の基地局により送信され、第1の基地局は、第1のユーザ機器にサービ
ス提供する基地局である。
【０２１４】
　任意選択的に、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するように特にさらに構成され、
第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、
第1の基地局により決定される第3のタイミングアドバンスを含み、
　プロセッサ920は、
　第2のタイミングアドバンスおよび第3のタイミングアドバンスに従って、第1のタイミ
ングアドバンスを決定するように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２１５】
　任意選択的に、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するように特にさらに構成され、
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第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、
複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含み、
　プロセッサ920は、
　第2のユーザ機器が第1のメッセージを送信するときに使用される第1のリソースを決定
し、
　第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスを決定し、
　第2のタイミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミング
アドバンスに従って第1のタイミングアドバンスを決定する
ように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２１６】
　任意選択的に、受信機910により受信される第1のメッセージは識別子を含み、
　受信機910は、
　第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信するように特にさらに構成され、
第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第2のメッセージは、
複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含み、
　プロセッサ920は、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスを決定し、
　第2のタイミングアドバンスおよび第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミング
アドバンスに従って第1のタイミングアドバンスを決定する
ように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２１７】
　受信機910により受信される第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報シグナリング、
マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チ
ャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用すること
により送信されることを理解すべきである。
【０２１８】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
セルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマッピング情報を含み、
　第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するように特に構成され、
　プロセッサ920は、
　第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスは第1
のタイミングアドバンスであることを決定する
ように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２１９】
　任意選択的に、受信機910により受信される第2のメッセージは、識別子を含み、
　プロセッサ920は、
　第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するように構成され、
これは、識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定するステップと、
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　第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスを決定するステップと、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスは第1のタイミングアドバンスであることを決定するステップとを含み、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２２０】
　任意選択的に、
　プロセッサ920は、
　第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定
し、
　第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第3のマッピング情報に従って、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングア
ドバンスを決定し、第2のユーザ機器が属するセルに対応するタイミングアドバンスは第1
のタイミングアドバンスであることを決定する
ように特に構成され、
　基準信号は第1の基地局により送信される。
【０２２１】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信し、第3のユーザ機器が属す
るセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセージは、第1のタイ
ミングアドバンスを含み、
　第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージを受信するように特に構成され、
　プロセッサ920は、
　第2のメッセージに従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０２２２】
　任意選択的に、受信機910により受信される第2のメッセージは、識別子を含み、
　プロセッサ920は、
　識別子に従って、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０２２３】
　任意選択的に、
　プロセッサ920は、
　第2のユーザ機器が第2のメッセージを送信するときに使用される第2のリソースを決定
し、
　第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセルとの間の第2のマッピング情報に従っ
て、第2のユーザ機器が属するセルを決定し、
　第2のユーザ機器が属するセルに従って、第3のユーザ機器により送信される基準信号を
決定し、
　第3のユーザ機器により送信される基準信号に従って、基準時間を決定する
ように特に構成される。
【０２２４】
　実施形態において、受信機910は、
　第1の基地局により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第1の
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基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であり、第1のメッセージは、複数の
リソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含み、
　プロセッサ920は、
　D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　第3のリソースおよび第4のマッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミ
ングアドバンスを決定し、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミ
ングアドバンスとして使用する
ように特に構成され、
　基準信号は、第1の基地局により送信される。
【０２２５】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセ
ージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を
含み、
　プロセッサ920は、
　D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソースを決定し、
　第3のリソースおよび第4のマッピング情報に従って、第3のリソースに対応するタイミ
ングアドバンスを決定し、第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを第1のタイミ
ングアドバンスとして使用するように特に構成され、
　基準信号は、第3のユーザ機器により送信される。
【０２２６】
　任意選択的に、実施形態において、受信機910は、
　第3のユーザ機器により送信される第1のメッセージを受信するように特に構成され、第
3のユーザ機器が属するセルは第2のユーザ機器が属するセルと同じであり、第1のメッセ
ージは第1のタイミングアドバンスを含み、
　基準信号は、第3のユーザ機器により送信される。
【０２２７】
　受信機910により受信される第1のメッセージは、ダウンリンク制御情報シグナリング、
マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チ
ャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用すること
により、第1の基地局または第3のユーザ機器により送信されてもよいことを理解すべきで
ある。
【０２２８】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第1のユーザ機器900は、本発明の実
施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよく、第1のユーザ機器5
00にも対応してもよいこと、および、第1のユーザ機器900中の各モジュールの先述ならび
に他の動作および／または機能は、図1～図4における各方法の対応する手順を別々に実現
することを意図していることも理解すべきであり、これは、簡略化のために本明細書では
さらに説明しない。
【０２２９】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1のユーザ機器は、タイミングアドバ
ンスおよび基準時間を受信することにより、D2D信号を検出するための時間を決定しても
よく、これにより、第1のユーザ機器が当該時間においてD2D信号を検出するときに、D2D
信号検出成功率を改善できる。
【０２３０】
　図10に示すように、本発明の実施形態は、第2のユーザ機器1000をさらに提供し、装置1
000は送信機1010、プロセッサ1020、メモリ1030、およびバスシステム1040を含み、送信
機1010、プロセッサ1020およびメモリ1030は、バスシステム1040を使用することにより接
続され、メモリ1030は、命令を記憶するように構成され、プロセッサ1020は、メモリ1030
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により記憶される命令を実行するように構成され、プロセッサ1020は、
　第1のメッセージを生成するように構成され、
　送信機1010は、
　第1のユーザ機器に第1のメッセージを送信するように構成され、第1のメッセージは、
第1のユーザ機器が、第1のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信
号を検出するための第1のタイミングアドバンスを決定するよう第1のユーザ機器をトリガ
するために使用される。
【０２３１】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第2のユーザ機器は、第1のメッセージに
従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定するよう、および、D2D信号を検出するための第1の時間をさらに決定する
よう、第1のメッセージを生成および送信することにより、第1のユーザ機器をトリガして
もよく、これによりD2D信号検出成功率を改善できる。
【０２３２】
　本発明の実施形態では、プロセッサ1020は、中央処理ユニット（Central Processing U
nit、「CPU」と略す）であってもよいことを理解すべきである。プロセッサ1020はまた、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フ
ィールドプログラム可能ゲートアレイ（FPGA）またはプログラム可能論理デバイス、離散
ゲートまたはトランジスタ論理デバイス、離散ハードウェアアセンブリ等であってもよい
。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、あるいは、プロセッサは、任
意の従来のプロセッサ等であってもよい。
【０２３３】
　メモリ1030は、リード・オンリー・メモリおよびランダム・アクセス・メモリを含んで
もよく、プロセッサ1020に命令およびデータを提供してもよい。メモリ1030の一部は、不
揮発性ランダム・アクセス・メモリをさらに含んでもよい。例えば、メモリ1030は、デバ
イスのタイプの情報をさらに記憶してもよい。
【０２３４】
　バスシステム1040は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バス等をさ
らに含んでもよい。しかし、明確な説明のために、図面中の様々なバスは全て、バスシス
テム1040として記号がつけられている。
【０２３５】
　実現プロセスにおいて、先述の方法の各ステップは、プロセッサ1020中のハードウェア
一体化論理回路を使用することにより、または、ソフトウェアの形で命令を使用すること
により、実現されてもよい。本発明の実施形態で開示する方法のステップは、ハードウェ
アプロセッサにより実現されるものとして直接反映されてもよく、または、プロセッサ中
のハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせにより実現されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リード・オンリー・メモ
リ、プログラム可能リード・オンリー・メモリまたは電気的消去可能プログラム可能リー
ド・オンリー・メモリならびにレジスタ等の、当該分野における発達した記憶媒体に位置
していてもよい。記憶媒体は、メモリ1030に位置していてもよく、プロセッサ1020は、メ
モリ1030から情報を読み取り、プロセッサ1020のハードウェアを参照して、先述の方法の
ステップを実現する。繰り返しを避けるため、詳細な説明は本明細書では提供されない。
【０２３６】
　任意選択的に、実施形態において、第1のメッセージは、第2のユーザ機器がD2D信号を
送信するための第2のタイミングアドバンスおよび／または第2のユーザ機器が属するセル
を示すために使用される識別子を含む。
【０２３７】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第2のユーザ機器1000は、本発明の
実施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよく、第2のユーザ機
器600にも対応してもよいこと、および、第2のユーザ機器1000中の各モジュールの先述な
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らびに他の動作および／または機能は、図1～図4における各方法の対応する手順を別々に
実現することを意図していることも理解すべきであり、これは、簡略化のために本明細書
ではさらに説明しない。
【０２３８】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第2のユーザ機器は、第1のメッセージに
従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングア
ドバンスを決定するよう、および、D2D信号を検出するための第1の時間をさらに決定する
よう、第1のメッセージを生成および送信することにより、第1のユーザ機器をトリガして
もよく、これによりD2D信号検出成功率を改善できる。
【０２３９】
　図11に示すように、本発明の実施形態は、第3のユーザ機器1100をさらに提供し、装置1
100は送信機1110、プロセッサ1120、メモリ1130、およびバスシステム1140を含み、送信
機1110、プロセッサ1120およびメモリ1130は、バスシステム1140を使用することにより接
続され、メモリ1130は、命令を記憶するように構成され、プロセッサ1120は、メモリ1130
により記憶される命令を実行するように構成され、送信機1110は、第1のユーザ機器に第1
のメッセージを送信するように構成され、第1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1
のメッセージに従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1
のタイミングアドバンスを決定するよう第1のユーザ機器をトリガし、第1のユーザ機器に
基準信号を送信するために使用され、基準信号は、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器
により送信されるD2D信号を検出するための基準時間を決定するために使用され、
　第3のユーザ機器が属するセルは、第2のユーザ機器が属するセルと同じである。
【０２４０】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第3のユーザ機器は、第1のユーザ機器に
第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号
に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリ
ガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０２４１】
　本発明の実施形態では、プロセッサ1120は、中央処理ユニット（Central Processing U
nit、「CPU」と略す）であってもよいことを理解すべきである。プロセッサ1120はまた、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フ
ィールドプログラム可能ゲートアレイ（FPGA）またはプログラム可能論理デバイス、離散
ゲートまたはトランジスタ論理デバイス、離散ハードウェアアセンブリ等であってもよい
。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、あるいは、プロセッサは、任
意の従来のプロセッサ等であってもよい。
【０２４２】
　メモリ1130は、リード・オンリー・メモリおよびランダム・アクセス・メモリを含んで
もよく、プロセッサ1020に命令およびデータを提供してもよい。メモリ1130の一部は、不
揮発性ランダム・アクセス・メモリをさらに含んでもよい。例えば、メモリ1130は、デバ
イスのタイプの情報をさらに記憶してもよい。
【０２４３】
　バスシステム1140は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バス等をさ
らに含んでもよい。しかし、明確な説明のために、図面中の様々なバスは全て、バスシス
テム1140として記号がつけられている。
【０２４４】
　実現プロセスにおいて、先述の方法の各ステップは、プロセッサ1120中のハードウェア
一体化論理回路を使用することにより、または、ソフトウェアの形で命令を使用すること
により、実現されてもよい。本発明の実施形態で開示する方法のステップは、ハードウェ
アプロセッサにより実現されるものとして直接反映されてもよく、または、プロセッサ中
のハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせにより実現されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リード・オンリー・メモ
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リ、プログラム可能リード・オンリー・メモリまたは電気的消去可能プログラム可能リー
ド・オンリー・メモリならびにレジスタ等の、当該分野における発達した記憶媒体に位置
していてもよい。記憶媒体は、メモリ1130に位置していてもよく、プロセッサ1120は、メ
モリ1130から情報を読み取り、プロセッサ1120のハードウェアを参照して、先述の方法の
ステップを実現する。繰り返しを避けるため、詳細な説明は本明細書では提供されない。
【０２４５】
　任意選択的に、実施形態において、第1のメッセージは、第1のユーザ機器がD2D信号を
検出するための第1のタイミングアドバンスを含む。
【０２４６】
　任意選択的に、別の実施形態において、第1のメッセージは、複数のリソースと複数の
タイミングアドバンスとの間のマッピング情報を含む。
【０２４７】
　送信機1110により送信される第1のメッセージは、ダウンリンク制御情報シグナリング
、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化
チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用するこ
とにより、第3のユーザ機器1100により送信されてもよいことを理解すべきである。
【０２４８】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第3のユーザ機器1100は、本発明の
実施形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよく、第3のユーザ機
器700にも対応してもよいこと、および、第3のユーザ機器1100中の各モジュールの先述な
らびに他の動作および／または機能は、図1～図4における各方法の対応する手順を別々に
実現することを意図していることも理解すべきであり、これは、簡略化のために本明細書
ではさらに説明しない。
【０２４９】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第3のユーザ機器は、第1のユーザ機器に
第1のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号
に従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリ
ガしてもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０２５０】
　図12に示すように、本発明の実施形態は、第1の基地局1200をさらに提供し、装置1200
は送信機1210、プロセッサ1220、メモリ1230、およびバスシステム1240を含み、送信機12
10、プロセッサ1220およびメモリ1230は、バスシステム1240を使用することにより接続さ
れ、メモリ1230は、命令を記憶するように構成され、プロセッサ1220は、メモリ1230によ
り記憶される命令を実行するように構成され、送信機1210は、第1のユーザ機器に第1のメ
ッセージを送信するように構成され、第1のユーザ機器は、第1の基地局によりサービス提
供されるユーザ機器であり、第1のメッセージは、第1のユーザ機器が、第1のメッセージ
に従って、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミング
アドバンスを決定するよう第1のユーザ機器をトリガし、第1のユーザ機器に基準信号を送
信するために使用され、基準信号は、第1のユーザ機器が、第2のユーザ機器により送信さ
れるD2D信号を検出するための基準時間を決定するために使用される。
【０２５１】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1の基地局は、第1のユーザ機器に第1
のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号に
従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリガ
してもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
【０２５２】
　本発明の実施形態では、プロセッサ1220は、中央処理ユニット（Central Processing U
nit、「CPU」と略す）であってもよいことを理解すべきである。プロセッサ1220はまた、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、特定用途向け集積回路（ASIC）、フ
ィールドプログラム可能ゲートアレイ（FPGA）またはプログラム可能論理デバイス、離散
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ゲートまたはトランジスタ論理デバイス、離散ハードウェアアセンブリ等であってもよい
。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、あるいは、プロセッサは、任
意の従来のプロセッサ等であってもよい。
【０２５３】
　メモリ1230は、リード・オンリー・メモリおよびランダム・アクセス・メモリを含んで
もよく、プロセッサ1020に命令およびデータを提供してもよい。メモリ1230の一部は、不
揮発性ランダム・アクセス・メモリをさらに含んでもよい。例えば、メモリ1230は、デバ
イスのタイプの情報をさらに記憶してもよい。
【０２５４】
　バスシステム1240は、データバスに加えて、電力バス、制御バス、状態信号バス等をさ
らに含んでもよい。しかし、明確な説明のために、図面中の様々なバスは全て、バスシス
テム1240として記号がつけられている。
【０２５５】
　実現プロセスにおいて、先述の方法の各ステップは、プロセッサ1220中のハードウェア
一体化論理回路を使用することにより、または、ソフトウェアの形で命令を使用すること
により、実現されてもよい。本発明の実施形態で開示する方法のステップは、ハードウェ
アプロセッサにより実現されるものとして直接反映されてもよく、または、プロセッサ中
のハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせにより実現されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、リード・オンリー・メモ
リ、プログラム可能リード・オンリー・メモリまたは電気的消去可能プログラム可能リー
ド・オンリー・メモリならびにレジスタ等の、当該分野における発達した記憶媒体に位置
していてもよい。記憶媒体は、メモリ1230に位置していてもよく、プロセッサ1220は、メ
モリ1230から情報を読み取り、プロセッサのハードウェアを参照して、先述の方法のステ
ップを実現する。繰り返しを避けるため、詳細な説明は本明細書では提供されない。
【０２５６】
　任意選択的に、実施形態において、第1のメッセージは、第1のタイミングアドバンスま
たは第1のユーザ機器によりアップリンクデータを送信するためのタイミングアドバンス
を含む。
【０２５７】
　任意選択的に、別の実施形態では、第1のメッセージは、マッピング情報を含み、マッ
ピング情報は、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報
、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報、または、複数のリ
ソースと複数のタイミングアドバンスとの間のマッピング情報である。
【０２５８】
　送信機1210により送信される第1のメッセージは、ダウンリンク制御情報シグナリング
、マスター情報ブロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化
チャネルシグナリング、または、無線リソース制御プロトコルシグナリングを使用するこ
とにより、第1の基地局1200により送信されてもよいことを理解すべきである。
【０２５９】
　本発明の実施形態では、本発明の実施形態に従った第1の基地局1200は、本発明の実施
形態に従った方法を実行するためのエンティティに対応してもよく、第1の基地局800にも
対応してもよいこと、および、第1の基地局1200中の各モジュールの先述ならびに他の動
作および／または機能は、図1～図4における各方法の対応する手順を別々に実現すること
を意図していることも理解すべきであり、これは、簡略化のために本明細書ではさらに説
明しない。
【０２６０】
　そのため、本発明の実施形態により提供される第1の基地局は、第1のユーザ機器に第1
のメッセージおよび基準信号を送信することにより、第1のメッセージおよび基準信号に
従って、D2D信号を検出するための第1の時間を決定するよう、第1のユーザ機器をトリガ
してもよく、これにより、D2D信号検出成功率を改善できる。
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【０２６１】
　本明細書における「および／または」という用語は、関連するオブジェクトを説明する
ための関連の関係のみを説明し、3つの関係が存在することがあることを表すことを理解
すべきである。例えば、Aおよび／またはBは、以下の3つのケースを表してもよい：Aのみ
が存在する、AおよびBの双方が存在する、ならびに、Bのみが存在する。さらに、本明細
書における「／」というキャラクタは、一般的に、関連するオブジェクト間での「または
」の関係を示す。
【０２６２】
　先述のプロセスのシーケンス番号は、本発明の様々な実施形態における実行順序を意味
しないことを理解すべきである。プロセスの実行順序は、プロセスの機能および内部論理
に従って決定すべきであり、本発明の実施形態の実現プロセスにおける制限として解釈す
べきではない。
【０２６３】
　当業者は、本明細書で開示した実施形態で説明した例と組み合わせて、電子ハードウェ
アまたはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせにより、ユニットお
よびアルゴリズムステップを実現してもよいことを認識してもよい。機能がハードウェア
またはソフトウェアにより実行されるか否かは、技術的解決策の特定の適用および設計の
制約条件に依存する。当業者は、各特定の適用に対する説明した機能を実現するための異
なる方法を使用してもよいが、実現が本発明の範囲を超えることを考えるべきではない。
【０２６４】
　便宜上および簡単な説明のために、先述のシステム、装置およびユニットの詳細な作動
プロセスに関して、先述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照され、本明細
書において詳細を再度説明しないことが、当業者により明確に理解されてもよい。
【０２６５】
　本願で提供される複数の実施形態では、開示したシステム、装置および方法は、他の方
法で実現されてもよいことを理解すべきである。例えば、説明する装置の実施形態は単に
例示に過ぎない。例えば、ユニットの分割は、単に論理的な機能分割に過ぎず、実際の実
現では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントが、別の
システムに組み合わされてもよく、または、一体化されてもよく、あるいは、一部の機能
は、無視されてもよく、または、実行されなくてもよい。さらに、表示または議論される
相互結合あるいは直接的な結合または通信接続は、一部のインターフェースを通して実現
されてもよい。装置間あるいはユニット間の間接的な結合または通信接続は、電子的、機
械的、または、他の形で実現されてもよい。
【０２６６】
　個別のパーツとして説明されるユニットは、物理的に分離されていてもよく、または、
分離されていなくてもよく、ユニットとして表示されるパーツは、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、1つのポジションに位置していても
よく、または、複数のネットワークユニットに分散されていてもよい。ユニットの一部ま
たは全ては、実施形態の解決策の目的を達成するための実際のニーズに従って、選択され
てもよい。
【０２６７】
　さらに、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに一体化され
てもよく、または、ユニットの各々は、物理的に単独で存在してもよく、あるいは、2つ
以上のユニットは1つのユニットに一体化される。
【０２６８】
　ソフトウェア機能ユニットの形で機能が実現され、独立した製品として販売または使用
するときに、機能はコンピュータ読取可能機能媒体に記憶されてもよい。このような理解
に基づき、本質的に本発明の技術的解決策、または、先行技術に寄与する一部、または、
技術的解決策の一部は、ソフトウェア製品の形で実現されてもよい。ソフトウェア製品は
記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、または
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、ネットワークデバイス）に、本発明の実施形態で説明する方法のステップの全てまたは
一部を実行させるための複数の命令を含む。先述の記憶媒体は、USBフラッシュデバイス
、リムーバブルハードディスク、リード・オンリー・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、または
、光ディスク等の、プログラムコードを記憶できる任意の媒体を含む。
【０２６９】
　先述の説明は、単に本発明の特定の実現方法に過ぎないが、本発明の保護範囲を限定す
ることを意図していない。本発明で開示される技術的範囲内での、当業者により容易に理
解される任意のバリエーションまたは置換は、本発明の保護範囲内にあるであろう。その
ため、本発明の保護範囲は特許請求の範囲の保護範囲となるであろう。
【符号の説明】
【０２７０】
　　500　第1のユーザ機器
　　510　第1の受信モジュール
　　520　第1の決定モジュール
　　530　第2の受信モジュール
　　540　第2の決定モジュール
　　550　第3の決定モジュール
　　560　検出モジュール
　　600　第2のユーザ機器
　　610　生成モジュール
　　620　送信モジュール
　　700　第3のユーザ機器
　　710　第1の送信モジュール
　　720　第2の送信モジュール
　　800　第1の基地局
　　810　第1の送信モジュール
　　820　第2の送信モジュール
　　900　第1のユーザ機器
　　910　受信機
　　920　プロセッサ
　　930　メモリ
　　940　バスシステム
　　1000　第2のユーザ機器
　　1010　送信機
　　1020　プロセッサ
　　1030　メモリ
　　1040　バスシステム
　　1100　第3のユーザ機器
　　1110　送信機
　　1120　プロセッサ
　　1130　メモリ
　　1140　バスシステム
　　1200　第1の基地局
　　1210　送信機
　　1220　プロセッサ
　　1230　メモリ
　　1240　バスシステム
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月8日(2016.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス対デバイス（D2D）信号を検出するための方法であって、
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のタイミングアドバンスおよび前記基準時間に従
って、前記D2D信号を検出するための第1の時間を決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1の時間において前記D2D信号を検出するステップ
と
を含む、方法。
【請求項２】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される前記第1のメッ
セージを受信するステップであって、前記第1のメッセージは、前記第2のユーザ機器によ



(62) JP 2016-529848 A 2016.9.23

り前記D2D信号を送信するための第2のタイミングアドバンスを含む、受信するステップを
含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミングアドバンスであることを第1
のユーザ機器により決定するステップを含み、
　前記基準信号は、第1の基地局により送信され、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ
機器にサービス提供する基地局である、
請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミン
グアドバンスであることを決定するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信す
るときに使用される第1のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定するス
テップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決
定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号
に従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のメッセージは識別子をさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスが前記第1のタイミン
グアドバンスであることを決定するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセ
ルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの基準信号を決
定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルの前記基準信号
に従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
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　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスと前記第1のユーザ機
器において予め設定された時間インクリメントに従って前記第1のタイミングアドバンス
を決定するステップを含み、
　前記基準信号は第1の基地局により送信され、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機
器にサービス提供する基地局である、
請求項2に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であ
り、前記第2のメッセージは、前記第1の基地局により決定された第3のタイミングアドバ
ンスを含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第3のタイ
ミングアドバンスに従って、前記第1のタイミングアドバンスを決定するステップを含み
、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項2に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は第1のユーザ機器にサービス提供する基地局であ
り、前記第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3のマ
ッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第1のメッセージを送信す
るときに使用される第1のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属するセルを決定するス
テップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第2のユー
ザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、前記第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項2に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のメッセージは識別子をさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
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　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する基地局
であり、前記第2のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスとの間の第3
のマッピング情報を含む、受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属するセ
ルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のタイミングアドバンスおよび前記第2のユー
ザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスに従って、前記第1のタイ
ミングアドバンスを決定するステップとを含み
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項2に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される第2のメッセージを受信す
るステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブ
ロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリ
ング、または、無線リソース制御シグナリングを使用することにより、前記第1の基地局
により送信される前記第2のメッセージを受信するステップを含む、
請求項7～請求項9のいずれか1項に記載の方法。
【請求項１１】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する
基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のユーザ機器と複数のタイミングアドバン
スとの間の第1のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第1のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器に対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記第2のユーザ機器に対
応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンスとして使用するステ
ップを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供す
る基地局であり、前記第1のメッセージは前記第1のタイミングアドバンスを含む、受信す
るステップを含み、
　前記基準信号は第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1のタイミングアドバンスは、前記第1のユーザ機器によりアップリンクデータを
送信するためのタイミングアドバンスである、請求項12に記載の方法。
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【請求項１４】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は、前記第1のユーザ機器にサービス提供す
る基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のセルと複数のタイミングアドバンスと
の間の第3のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージ
を受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器
が属するセルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ
機器が属する前記セルに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記第2
のユーザ機器が属する前記セルに対応する前記タイミングアドバンスが前記第1のタイミ
ングアドバンスであることを決定するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第2のメッセージは識別子を含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属するセルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前
記セルを決定するステップを含む、
請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属するセルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信す
るときに使用される第2のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定す
るステップと
を含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルは、前記第2のユーザ
機器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは、前記第1のタイミングアドバン
スを含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プの前に、前記方法は、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器により送信される第2のメッセージ
を受信するステップをさらに含み、
　前記第1のユーザ機器により、受信した基準信号に従って、基準時間を決定するステッ
プは、
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　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器
が属する前記セルを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が属する前記セルに従って、前記
第3のユーザ機器により送信される基準信号を決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のユーザ機器により送信される前記基準信号に
従って、前記基準時間を決定するステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第2のメッセージは識別子を含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属する前記セルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記識別子に従って、前記第2のユーザ機器が属する前
記セルを決定するステップを含む、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第1のユーザ機器により、前記第2のメッセージに従って、前記第2のユーザ機器が
属する前記セルを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のユーザ機器が前記第2のメッセージを送信す
るときに使用される第2のリソースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第2のリソースおよび複数のリソースと複数のセル
との間の第2のマッピング情報に従って、前記第2のユーザ機器が属する前記セルを決定す
るステップと
含む、請求項17に記載の方法。
【請求項２０】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを
受信するステップであって、前記第1の基地局は前記第1のユーザ機器にサービス提供する
基地局であり、前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイミングアドバンス
との間の第4のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソ
ースを決定するステップと、
　　前記第1のユーザ機器により、前記第3のリソースおよび前記第4のマッピング情報に
従って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前
記第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンス
として使用するステップとを含み、
　前記基準信号は、前記第1の基地局により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第1のユーザ機器により、第1の基地局により送信される前記第1のメッセージを受
信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブ
ロックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリ
ング、または、無線リソース制御シグナリングを使用することにより、前記第1の基地局
により送信される前記第1のメッセージを受信するステップを含む、
請求項11、請求項12、請求項13、請求項14、請求項15、請求項16または請求項20に記載の
方法。
【請求項２２】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
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　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルは、前記第2のユーザ
機器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは、複数のリソースと複数のタイ
ミングアドバンスとの間の第4のマッピング情報を含む、受信するステップを含み、
　前記第1のユーザ機器により、前記第1のメッセージに従って、前記第1のユーザ機器が
、第2のユーザ機器により送信されるD2D信号を検出するための第1のタイミングアドバン
スを決定するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、前記D2D信号が検出されるときに使用される第3のリソ
ースを決定するステップと、
　前記第1のユーザ機器により、前記第3のリソースおよび前記第4のマッピング情報に従
って、前記第3のリソースに対応するタイミングアドバンスを決定するステップと、前記
第3のリソースに対応する前記タイミングアドバンスを前記第1のタイミングアドバンスと
して使用するステップとを含み、
　前記基準信号は前記第3のユーザ機器により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２３】
　第1のユーザ機器により、第1のメッセージを受信するステップは、
　　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセー
ジを受信するステップであって、前記第3のユーザ機器が属するセルが前記第2のユーザ機
器が属するセルと同じであり、前記第1のメッセージは前記第1のタイミングアドバンスを
含む、受信するステップを含み、
　前記基準信号は前記第3のユーザ機器により送信される、
請求項1に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第1のユーザ機器により、第3のユーザ機器により送信される前記第1のメッセージ
を受信するステップは、
　前記第1のユーザ機器により、ダウンリンク制御情報シグナリング、マスター情報ブロ
ックシグナリング、システム情報ブロックシグナリング、D2D同期化チャネルシグナリン
グ、または、無線リソース制御シグナリングを使用することにより、前記第3のユーザ機
器により送信される前記第1のメッセージを受信するステップを含む、
請求項17、請求項18、請求項19、請求項22、または請求項23に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　本明細書では、説明を簡潔にするために、第1のユーザ機器および第2のユーザ機器は、
D2D通信を実行する2つのユーザ機器であり、第1のユーザ機器は、D2D信号を検出するユー
ザ機器であり、第2のユーザ機器は、D2D信号を送信するユーザ機器である。第3のユーザ
機器は、第2のユーザ機器と同じセルに属するユーザ機器である。第1の基地局は、第1の
ユーザ機器にサービス提供する基地局である。第1のタイミングアドバンスは、第1のユー
ザ機器がD2D信号を検出するためのタイミングアドバンスである。基準時間は、第1のユー
ザ機器により参照される、D2D信号を検出するためのベンチマーク時間である。第1の時間
は、第1のユーザ機器がD2D信号の検出を開始するための時間である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０２５３】
　メモリ1230は、リード・オンリー・メモリおよびランダム・アクセス・メモリを含んで
もよく、プロセッサ1220に命令およびデータを提供してもよい。メモリ1230の一部は、不
揮発性ランダム・アクセス・メモリをさらに含んでもよい。例えば、メモリ1230は、デバ
イスのタイプの情報をさらに記憶してもよい。
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