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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、回路を有し、前記回路は、
　第２のＵＥと装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リンクを確立するために、ｅＮｏｄｅＢへ
Ｄ２Ｄ発見要求を送信し、前記Ｄ２Ｄ発見要求は、Ｄ２Ｄサービスタイプに関連付けられ
、
　前記Ｄ２Ｄ直接発見リンクに関連するリソース割り当て情報を前記ｅＮｏｄｅＢから受
信し、前記の情報は、共通又は専用無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受
信され、
　前記リソース割り当て情報により前記ＵＥに割り当てられたリソースを用い、前記第２
のＵＥへ前記Ｄ２Ｄ直接発見リンクを介して、Ｄ２Ｄ発見メッセージを送信し、前記前記
Ｄ２Ｄ発見メッセージは、データペイロードを有する少なくとも１つのデータフレームを
含み、前記データペイロードのサイズは前記Ｄ２Ｄサービスタイプに基づき決定され、
　物理レイヤ（ＰＨＹ）を更に有し、前記ＰＨＹは、
　前記のデータペイロードサイズを示すために、前記Ｄ２Ｄ発見メッセージの少なくとも
１つのデータフレームに関連するデータを構成し、
　前記データペイロードのための前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連する巡回冗長検査（Ｃ
ＲＣ）コードを選択し、又は、データペイロードマスクのための前記Ｄ２Ｄサービスタイ
プに関連する前記ＣＲＣコードは、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連するデータマスク値
によりマスクされるＣＲＣを有する、
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　ＵＥ。
【請求項２】
　前記Ｄ２Ｄサービスタイプは、公衆安全（ＰＳ）サービス又は非ＰＳサービスのうちの
少なくとも１つを有する、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記ＰＳサービスのためのデータペイロードサイズは、非ＰＳサービスのデータペイロ
ードサイズより大きなサイズを有する、請求項２に記載のＵＥ。
【請求項４】
　前記ＰＨＹは、前記Ｄ２Ｄサービスタイプと共に使用するために前記ｅＮｏｄｅＢによ
り排他的に割り当てられるリソースブロックを要求する、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記回路は、ＰＵＳＣＨ（physical　uplink　shared　channel）を介して前記ｅＮｏ
ｄｅＢへ前記Ｄ２Ｄ発見要求を送信するよう更に構成される、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記回路は、前記Ｄ２Ｄ発見要求及び前記Ｄ２Ｄ発見メッセージを送信するために、１
又は複数のアンテナを更に有する、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項７】
　ユーザ機器（ＵＥ）と装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リンクを確立するために、ｅＮｏ
ｄｅＢへＤ２Ｄ発見要求を送信するステップであって、前記Ｄ２Ｄ発見要求は、公衆安全
（ＰＳ）サービス又は非ＰＳサービスのうちの少なくとも１つを有するＤ２Ｄサービスタ
イプに関連付けられる、ステップと、
　前記Ｄ２Ｄ直接発見リンクに関連するリソース割り当て情報を前記ｅＮｏｄｅＢから受
信するステップであって、前記リソース割り当て情報は、ＵＥ固有又はＵＥ共通情報を有
する、ステップと、
　Ｄ２Ｄ発見メッセージを生成するステップであって、前記Ｄ２Ｄ発見メッセージは、デ
ータペイロードを有する少なくとも１つのデータフレームを含み、前記データペイロード
のサイズは前記Ｄ２Ｄサービスタイプに基づき決定され、前記生成するステップは、
　　前記データペイロードサイズを示すよう構成される前記Ｄ２Ｄ発見メッセージの前記
少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成するステップと、
　　前記データペイロードについて、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連する巡回冗長検査
（ＣＲＣ）コードを選択するステップ、又は、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連するデー
タマスク値により、前記データペイロードの前記ＣＲＣコードをマスクするステップ、
　　を有する、ステップと、
　前記リソース割り当て情報により前記ＵＥに割り当てられたリソースを用いて前記Ｄ２
Ｄ直接発見リンクを介し前記ＵＥへ前記Ｄ２Ｄ発見メッセージを送信するステップと、
　を有する方法。
【請求項８】
　コンピュータプログラムであって、コンピューティングシステムに動作を実行させ、前
記動作は、
　ユーザ機器（ＵＥ）と装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リンクを確立するために、ｅＮｏ
ｄｅＢへＤ２Ｄ発見要求を送信するステップであって、前記Ｄ２Ｄ発見要求は、公衆安全
（ＰＳ）サービス又は非ＰＳサービスのうちの少なくとも１つを有するＤ２Ｄサービスタ
イプに関連付けられる、ステップと、
　前記Ｄ２Ｄ直接発見リンクに関連するリソース割り当て情報を前記ｅＮｏｄｅＢから受
信するステップであって、前記リソース割り当て情報は、ＵＥ固有又はＵＥ共通情報を有
する、ステップと、
　Ｄ２Ｄ発見メッセージを生成するステップであって、前記Ｄ２Ｄ発見メッセージは、デ
ータペイロードを有する少なくとも１つのデータフレームを含み、前記データペイロード
のサイズは前記Ｄ２Ｄサービスタイプに基づき決定され、
　　前記のデータペイロードサイズを示すよう構成される前記Ｄ２Ｄ発見メッセージの前
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記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成するステップと、
　　前記データペイロードについて、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連する巡回冗長検査
（ＣＲＣ）コードを選択するステップ、又は、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連するデー
タマスク値により、前記データペイロードの前記ＣＲＣコードをマスクするステップ、
　　を有する、ステップと、
　前記リソース割り当て情報により前記ＵＥに割り当てられたリソースを用いて前記Ｄ２
Ｄ直接発見リンクを介し前記ＵＥへ前記Ｄ２Ｄ発見メッセージを送信するステップと、
　を有する、コンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記動作は、
　ＵＥ固有発見リソース割り当て手順の間に前記Ｄ２Ｄサービスタイプと共に使用するた
めに、前記ｅＮｏｄｅＢにより排他的に割り当てられる発見リソースを要求するステップ
、を更に有する、請求項８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記データペイロードサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージの前記少なくとも
１つのデータフレームに関連するデータを構成するステップは、第２のＤ２Ｄサービスタ
イプに関連するデータペイロードサイズのビット数に合致するよう前記データペイロード
に１又は複数のゼロを付加するステップを有する、請求項８に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項１１】
　前記Ｄ２Ｄ発見要求は、ＰＵＳＣＨ（physical　uplink　shared　channel）を介して
前記ｅＮｏｄｅＢへ送信される、請求項８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　請求項８乃至１１のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュ
ータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権の主張］
　本願は、米国仮特許出願番号第６１／９６９，７８１号、２０１４年３月２４日出願の
優先権の利益を主張する米国特許出願番号第１４，５７０，４５７号、２０１４年１２月
１５日出願の優先権の利益を主張する。これら米国出願の各々は、ここで参照されること
によりその全体が本願明細書に組み込まれる。
【０００２】
　［技術分野］
　実施形態は、無線通信に関連する。幾つかの実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワー
クのようなセルラネットワークにおける、Ｄ２Ｄ（device－to－device、装置対装置）発
見を含むＤ２Ｄ発見サービス及び発見サービスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線モバイル装置又はユーザ機器（ＵＥ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Long　Term　Evolut
ion）Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ１２（２０１４年３月）（「LTE－A　Standard
」）、ＩＥＥＥ８０２．１６標準、ＩＥＥＥ標準８０２．１６－２００９、２００９年３
月２９日発行（「WiMAX」）、並びに３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ及びそれ以降として設計される任
意の他の無線プロトコルのような無線アクセス技術を用いて、互いに通信しても良い。幾
つかのＵＥは、例えば、装置対装置（「Ｄ２Ｄ」）通信を用いて、他のＵＥと直接通信す
るよう構成され得る。Ｄ２Ｄ通信は、例えば、ＵＥが、互いの直接無線範囲にいがなら、
互いに通信を開始するとき、使用されても良い。公衆安全（ＰＳ）サービス、非ＰＳサー
ビス、等のような、Ｄ２Ｄ通信セッションのための異なるサービスタイプは、異なるデー
タ特性（例えば、データタイプ及びデータ構造）を利用し得る。
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【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】幾つかの実施形態に従う、ネットワークの様々なコンポーネントを有する無線ネ
ットワークのアーキテクチャを示す。
【図２】幾つかの実施形態に従う、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークのコ
ンポーネントのアーキテクチャを示す。
【図３】幾つかの実施形態に従う、ユーザ機器（ＵＥ）及びｅＮｏｄｅＢ（enhanced　No
deB）のブロック図を示す。
【図４Ａ】開示の実施形態に従う、装置対装置（Ｄ２Ｄ）サービスのために割り当てられ
るリソースブロック（ＲＢ）の図である。
【図４Ｂ】開示の実施形態に従う、装置対装置（Ｄ２Ｄ）サービスのために割り当てられ
るリソースブロック（ＲＢ）の図である。
【図５】開示の実施形態による、Ｄ２ＤサービスのためにＲＢを割り当てるフロー図を示
す。
【図６Ａ】開示の実施形態に従う、Ｄ２Ｄ送信のためのデータフレームの図である。
【図６Ｂ】開示の実施形態に従う、Ｄ２Ｄ送信のためのデータフレームの図である。
【図７】開示の態様に従う、機械可読媒体から命令をリードし、本願明細書で議論される
方法のうちの任意の１又は複数を実行できる、幾つかの例示的な実施形態に従う機械のコ
ンポーネントを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下の説明及び図面は、当業者が実施するのに十分に特定の実施形態を説明する。他の
実施形態は、構造的、論理的、電子的、処理及び他の変化を組み込むことができる。幾つ
かの実施形態の部分及び特徴は、他の実施形態の部分及び特徴に含まれ又はそれらを置き
換えることができる。請求の範囲に記載された実施形態は、該請求の範囲の全ての可能な
等価物を含む。
【０００６】
　幾つかの実施形態では、本願明細書に記載されるモバイル装置又は他の装置は、パーソ
ナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線通信能力を備えるラップトップ若しくはポー
タブルコンピュータ、ウェブタブレット、無線電話機、スマートフォン、無線ヘッドセッ
ト、ページャ、インスタントメッセージング装置、デジタルカメラ、アクセスポイント、
テレビジョン、医療機器（例えば、心拍モニタ、血圧モニタ、等）、又は無線で情報を受
信し及び／又は送信できる他の装置のようなポータブル無線通信装置の部分であり得る。
幾つかの実施形態では、モバイル装置又は他の装置は、３ＧＰＰ標準に従って動作するよ
う構成されるユーザ機器（ＵＥ）又はｅＮｏｄｅＢ（Evolved　Node－B）であり得る。幾
つかの実施形態では、モバイル装置又は他の装置は、ＩＥＥＥ８０２．１１又は他のＩＥ
ＥＥ及び３ＧＰＰ標準を含む他のプロトコル又は標準に従い動作するよう構成され得る。
幾つかの実施形態では、モバイル装置又は他の装置は、キーボード、ディスプレイ、不揮
発性メモリポート、複数のアンテナ、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセ
ッサ、スピーカ、及び他のモバイル装置要素のうちの１又は複数を有し得る。ディスプレ
イは、タッチスクリーンを含むＬＣＤであり得る。
【０００７】
　図１は、幾つかの実施形態に従う、ネットワークの様々なコンポーネントを有する無線
ネットワークのアーキテクチャを示す。システム１００は、ユーザ機器（ＵＥ）１０２及
びＵＥ１０４を有するよう示される。ＵＥ１０２及び１０４は、スマートフォン（つまり
、１又は複数のセルラネットワークに接続可能なハンドヘルド・タッチスクリーン・モバ
イルコンピューティング装置）として示されるが、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐ
ＤＡ）、ページャ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、等も含み得
る。
【０００８】
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　ＵＥ１０２及び１０４は、それぞれ接続１２０及び１２２を介して無線アクセスネット
ワーク（radio　access　network：ＲＡＮ）１０６にアクセスするよう構成される。接続
１２０及び１２２の各々は、物理通信インタフェース又はレイヤを有する。本実施形態で
は、接続１２０及び１２２は、通信結合を有効にする無線インタフェースとして示され、
ＧＳＭ（Global　System　for　Mobile　Communications）プロトコル、ＣＤＭＡ（code
－division　multiple　access）ネットワークプロトコル、ＰＴＴ（Push－to－Talk）プ
ロトコル、ＰＯＣ（PTT　over　Cellular）プロトコル、ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　
Telecommunications　System）プロトコル、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution
）プロトコル、等のようなセルラ通信プロトコルと整合し得る。
【０００９】
　ＲＡＮ１０６は、接続１２０及び１２２を有効にする１又は複数のアクセスポイントを
含み得る。これらのアクセスポイント（以下に更に詳述する）は、アクセスノード、基地
局（ＢＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ（enhanced　NodeB）、等として参照され、地上
局（つまり、地上波アクセスポイント）又は衛星アクセスポイントを有し得る。ＲＡＮ１
０６は、コアネットワーク１１０に通信可能に結合されるよう示される。コアネットワー
ク１１０は、ＵＥ１０２と１０４との間の回線交換呼をブリッジすることに加えて、イン
ターネット１１２とのパケット交換データの交換を有効にするために使用され得る。幾つ
かの実施形態では、ＲＡＮ１０６は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ（Evolved　Universal　
Mobile　Telecommunications　System）　Terrestrial　RAN）を有し、コアネットワーク
１１０は、ＥＰＣ（Evolved　Packet　Core）ネットワークを有し得る。
【００１０】
　ＵＥ１０４は、接続１２４を介してアクセスポイント（ＡＰ）１０８にアクセスするよ
う構成されるよう示される。接続１２４は、ＩＥＥＥ８０２．１１に従う接続のようなロ
ーカル無線接続を有し得る。ここで、ＡＰ１０８は、ＷｉＦｉ（wireless　fidelity）（
登録商標）ルータを有し得る。本例では、ＡＰ１０８は、コアネットワーク１１０に接続
することなく、インターネット１１２に接続されるよう示される。
【００１１】
　インターネット１１２は、アプリケーションサーバ１１６に通信可能に結合されるよう
示される。アプリケーションサーバ１１６は、複数の構造的に分離したサーバとして実装
され、又は単一のサーバに含まれ得る。アプリケーションサーバ１１６は、インターネッ
ト１１２及びコアネットワーク１１０の両方に接続されるとして示される。他の実施形態
では、コアネットワーク１１０は、インターネット１１２を介してアプリケーションサー
バ１１６に接続する。アプリケーションサーバ１１６は、コアネットワーク１１０及び／
又はインターネット１１２を介してアプリケーションサーバ１１６に接続できるＵＥのた
めに、１又は複数の通信サービス（例えば、ＶｏＩＰ（Voice－over－Internet　Protoco
l）セッション、ＰＴＴ（Push－to－Talk）セッション、グループ通信セッション、ソー
シャルネットワーキングサービス、等）をサポートするよう構成され得る。
【００１２】
　コアネットワーク１１０は、ＩＭＳ（ＩＰ（Internet　Protocol）　Multimedia　Subs
ystem）１１４に通信可能に結合されるよう更に示される。ＩＭＳ１１４は、伝統的な電
話、ファックス、電子メール、インターネットアクセス、ＶｏＩＰ（Voice　over　IP）
、ＩＭ（instant　messaging）、ビデオ会議セッション、及びＶｏＤ（video　on　deman
d）、等のようなパケット通信のためのＩＰの使用を可能にできる通信キャリアの統合ネ
ットワークを有する。
【００１３】
　図２は、幾つかの実施形態に従う、ＬＴＥネットワークのコンポーネントのアーキテク
チャを示す。本実施形態では、ＲＡＮ１０６は、Ｅ－ＵＴＲＡＮを有し、ＵＥ１０２及び
１０４と通信するためにｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４（基地局として動作できる）を含
むよう示される。ｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４は、マクロｅＮｏｄｅＢ、低電力（ＬＰ
）ｅＮｏｄｅＢ、等のうちの任意のものであり得る。
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【００１４】
　セルラネットワークで、低電力セルは、屋外信号が良好に到達しない屋内領域へカバレ
ッジを拡張するために、又は鉄道の駅のような非常に濃密な電話使用を有する領域にネッ
トワーク容量を追加するために、使用できる。ここで使用されるとき、用語「低電力（Ｌ
Ｐ）ｅＮｏｄｅＢ」は、フェムトセル、ピコセル、又はマイクロセルのような狭いセル（
つまり、マクロセルよりも狭い）を実装する任意の適切な比較的低い電力のｅＮｏｄｅＢ
を表す。フェムトセルｅＮｏｄｅＢは、標準的に、モバイルネットワークオペレータによ
り、その敷地又は企業顧客に、設けられる。フェムトセルは、標準的に、家庭用ゲートウ
ェイ又は小さな大きさであり、通常、ユーザのブロードバンド回線に接続する。一旦接続
されると、フェムトセルは、モバイルオペレータのモバイルネットワークに接続し、家庭
用フェムトセルのために、標準的に３０～５０メートルの範囲の追加カバレッジを提供す
る。したがって、ＬＰ　ｅＮｏｄｅＢは、ＰＧＷ（ＰＤＮ（Packet　Data　Network）　G
ateway）を通じて結合されるので、フェムトセルｅＮｏｄｅＢであり得る。同様に、ピコ
セルは、建物内（例えば、オフィス、ショッピングモール、鉄道の駅、等）又はより最近
では航空機内のような標準的に小さな領域をカバーする無線通信システムである。ピコセ
ルｅＮｏｄｅＢは、通常、自身の基地局制御（ＢＳＣ）機能を通じてマクロｅＮｏｄｅＢ
のように、Ｘ２リンクを通じて別のｅＮｏｄｅＢに接続できる。したがって、ＬＰ　ｅＮ
ｏｄｅＢは、Ｘ２インタフェースを介してマクロｅＮｏｄｅＢに結合されるので、ピコセ
ルｅＮｏｄｅＢを実装され得る。ピコセルｅＮｏｄｅＢ又は他のＬＰ　ｅＮｏｄｅＢは、
マクロｅＮｏｄｅＢの一部又は全部の機能を組み込むことができる。幾つかの例では、こ
れは、アクセスポイント基地局又はエンタープライズフェムトセルとして参照され得る。
【００１５】
　ｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４は、無線インタフェースプロトコルを終端でき、ＵＥ１
０２及び１０４の最初の連絡先であり得る。幾つかの実施形態では、ｅＮｏｄｅＢ２０２
及び２０４のうちの任意のものは、無線ベアラ管理、動的無線リソース管理、及びアップ
リンク通信２１０及びダウンリンク通信２１２のためのデータパケットスケジューリング
、並びにモビリティ管理のような無線ネットワーク制御（ＲＮＣ）機能を含むがこれに限
定されないＲＡＮ１０６の種々の論理機能を満たすことができる。ＥＰＳ／ＬＴＥネット
ワークの中のｅＮｏｄｅＢは、ＥＰＣネットワーク（図示しない）と通信するために別個
の制御部（つまり、ＲＮＣ）を利用しない。他の実施形態では、他の仕様プロトコルを用
いて、ＲＡＮは、ＢＳとコアネットワークとの間の通信を可能にするためにＲＮＣを含み
得る。
【００１６】
　実施形態に従って、ＵＥ１０２及び１０４は、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency－Div
ision　Multiplexing）通信信号をｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４のうちの任意のものと
、ダウンリンク通信２１２ではＯＦＤＭＡ（Orthogonal　Frequency－Division　Multipl
e　Access）に従うマルチキャリア通信チャネルを介して、及びアップリンク通信２１０
ではＳＣ－ＦＤＭＡ（Single　Carrier　Frequency　Division　Multiple　Access）通信
技術を介して、通信するよう構成され得る。ＯＦＤＭ信号は、複数の直交サブキャリアを
有し得る。
【００１７】
　幾つかの実施形態に従い、ＵＥ１０２及び１０４は、ｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４の
うちの任意のものからの１又は複数の信号の受信に基づき、同期基準時間を決定するよう
構成され得る。ＵＥは、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、又は他の複数のアクセス方式を用
いて、他のＵＥとの装置対装置（Ｄ２Ｄ）通信をサポートするよう更に構成され得る。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、ダウンリンクリソースグリッドは、ｅＮｏｄｅＢ２０２及び２
０４のうちの任意のものからＵＥ１０２及び１０４へのダウンリンク通信２１２での送信
のために使用され得る。一方、ＵＥ１０２及び１０４からｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４
のうちの任意のものへのアップリンク通信２１０のための送信は、同様の技術を利用でき
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る。グリッドは、リソースグリッド又は時間周波数リソースグリッドと呼ばれる、各々の
スロットの中のダウンリンクの物理リソースである時間周波数グリッドであり得る。この
ような時間周波数プレーン表現は、ＯＦＤＭシステムの慣習であり、無線リソース割り当
てのために直感的に理解できる。リソースグリッドの各列及び各行は、１つのＯＦＤＭシ
ンボル及び１つのＯＦＤＭサブキャリアにそれぞれ対応する。時間ドメインのリソースグ
リッドの期間は、無線フレームの中の１つのスロットに対応する。リソースグリッドの中
の最小時間周波数ユニットは、リソースエレメントとして示される。各々のリソースグリ
ッドは、多数のリソースブロックを有し、特定の物理チャネルのリソースエレメントへの
マッピングを表す。各リソースブロックは、リソースエレメントの集合を有する。周波数
ドメインでは、これは、現在割り当て可能なリソースの最小量を表す。このようなリソー
スブロックを用いて伝達される幾つかの異なる物理ダウンリンクチャネルが存在する。
【００１９】
　ＰＤＳＣＨ（physical　downlink　shared　channel）は、ＵＥ１０２及び１０４への
ユーザデータ及び上位レイヤシグナリングを伝達する。ＰＤＣＣＨ（physical　downlink
　control　channel）は、特に、ＰＤＳＣＨチャネルに関連するトランスポートフォーマ
ット及びリソース割り当てに関する情報を伝達する。これは、ＵＥ１０２及び１０４に、
アップリンク共有チャネルに関連する、トランスポートフォーマット、リソース割り当て
、及びＨ－ＡＲＱ情報についても知らせる。標準的に、ダウンリンクスケジューリング（
セルの中のＵＥ１０２に制御及び共有チャネルリソースブロックを割り当てる）は、ＵＥ
１０２及び１０４からｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４のうちの任意のものにフィードバッ
クされるチャネル品質情報に基づき実行される。次に、ダウンリンクリソース割り当て情
報は、ＵＥのために使用される（つまりそれに割り当てられた）制御チャネル（つまり、
ＰＤＣＣＨ）で、該ＵＥへ送信される。
【００２０】
　ＰＤＣＣＨは、制御情報を伝達するために、制御チャネルエレメント（control　chann
el　element：ＣＣＥ）を使用する。リソースエレメントにマッピングされる前に、ＰＤ
ＣＣＨ複素数値シンボルは、先ず、４連符（quadruplets）に編成される。これは、次に
、レートマッチングのためにサブブロックインターリーバを用いて順序を変えられる。各
々のＰＤＣＣＨは、これらＣＣＥのうちの１又は複数を用いて送信される。ここで、各々
のＣＣＥは、リソースエレメントグループ（resource　element　group：ＰｖＥＧ）とし
て知られる４個の物理リソースエレメントの９個のセットに対応する。４個のＱＰＳＫ（
quadrature　phase　shift　keying）シンボルは、各々のＲＥＧにマッピングされる。Ｐ
ＤＣＣＨは、ＤＣＩのサイズ及びチャネル状態に依存して、１又は複数のＣＣＥを用いて
送信され得る。異なる数のＣＣＥを有する、ＬＴＥにおいて定められた４個以上の異なる
ＰＤＣＣＨフォーマットが存在し得る（例えば、アグリゲーションレベル、Ｌ＝１、２、
４又は８）。
【００２１】
　Ｄ２Ｄ通信リンク２１４は、ＵＥ１０２及び１０４に、ＲＡＮ１０６を用いて互いに直
接通信させる。装置発見信号リソース割り当て及び上位レイヤシグナリング手順は、Ｄ２
Ｄ通信を効率的な方法で可能にするために、最初に、ｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４のう
ちの任意のものから、ＵＥ１０２及び１０４へ通信され得る。Ｄ２Ｄサービスは、代替で
、本願明細書において、近接性に基づくサービス（proximity－based　service：Ｐｒｏ
Ｓｅ）として参照され得る。これらの特徴は、公衆安全（ＰＳ）及び非ＰＳ（例えば、商
用）サービスのために展開されている。Ｄ２Ｄ通信は、（少なくとも一部の）セルライン
フラを使用しないでモバイルコンピューティング装置に互いに通信可能にするので、ＰＳ
サービスでは、Ｄ２Ｄ通信は、Ｅ－ＵＴＲＡＮカバレッジが利用可能ではない緊急状況で
使用され得る。非ＰＳサービスは、ネットワークオフローディングを可能にする。例えば
、所与の近傍にいるユーザが、ビデオ共有のような有意な帯域幅を消費するサービスを利
用しているとき、Ｄ２Ｄサービスは、Ｅ－ＵＴＲＡＮリソースのユーザを排除する。Ｄ２
Ｄ通信は、近接性に基づく装置発見、装置間通信、又は両者の通信の組合せ（つまり、近
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接性に基づく装置発見に続くその後のＤ２Ｄ通信）を備えることができる。
【００２２】
　以下に記載する例は、ＬＴＥ信号により接続を確立するＵＥ１０２及び１０４を対象と
する。幾つかの実施形態では、ＵＥ１０２及び１０４は、他の通信フォーマット（例えば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、近距離通信（near　field　communication：ＮＦＣ
）、等）により接続を確立することが可能である。
【００２３】
　Ｄ２Ｄの可能なＵＥ１０２及び１０４は、近隣のＤ２Ｄの可能な装置を検出するための
発見を実行でき、装置発見動作を実行するためにｅＮｏｄｅＢ２０２及び２０４のうちの
任意のものからリソースを割り当てられる。以下に更に詳述するように、これらの割り当
てられたリソースは、発見信号を送信するためのリソース（例えば、リソースブロック（
resource　block：ＲＢ）又は物理リソースブロック（physical　resource　block：ＰＲ
Ｂ））を有する発見領域又は発見ゾーンを有し得る。
【００２４】
　図３は、幾つかの実施形態に従う、ＵＥ３００及びｅＮｏｄｅＢ３５０のブロック図を
示す。留意すべきことに、幾つかの実施形態では、ｅＮｏｄｅＢ３５０は、静止した非モ
バイル装置であり得る。ＵＥ３００は、１又は複数のアンテナ３０１を用いてｅＮｏｄｅ
Ｂ３５０、他のｅＮｏｄｅＢ、又は他の装置へ信号を送信し及びそれから受信する物理レ
イヤ回路３０２を有し得る。一方、ｅＮｏｄｅＢ３５０は、１又は複数のアンテナ３５１
を用いてＵＥ３００、他のｅＮｏｄｅＢ、他のＵＥ、又は他の装置へ信号を送信し及びそ
れから受信する物理レイヤ回路３５２を有し得る。ＵＥ３００は、無線媒体へのアクセス
を制御する媒体アクセス制御レイヤ（medium　access　control　layer：ＭＡＣ）回路３
０４も有し得る。一方、ｅＮｏｄｅＢ３５０は、無線媒体へのアクセスを制御するＭＡＣ
回路３５４も有し得る。ＵＥ３００は、本願明細書に記載の動作を実行するよう構成され
る処理回路３０６及びメモリ３０８も有し得る。ｅＮｏｄｅＢ３５０は、本願明細書に記
載の動作を実行するよう構成される処理回路３５６及びメモリ３５８も有し得る。
【００２５】
　アンテナ３０１、３５１は、例えばダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチ
アンテナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又はＲＦ信号の送信に適する
他の種類のアンテナを含む１又は複数の指向性又は全方向性アンテナを有し得る。幾つか
の多入力多出力（multiple－input　multiple－output：ＭＩＭＯ）環境では、アンテナ
３０１、３５１は、空間ダイバシティ及び結果として生じ得る異なるチャネル特性から利
益を享受つるために効果的に隔離され得る。
【００２６】
　ＵＥ３００及びｅＮｏｄｅＢ３５０はそれぞれ幾つかの別個の機能要素を有するとして
示されるが、機能要素のうちの１又は複数は、結合され、デジタル信号プロセッサ（digi
tal　signal　processor：ＤＳＰ）を含む処理要素のようなソフトウェアにより設定され
る要素及び／又はハードウェア要素の組合せにより実装され得る。例えば、幾つかの要素
は、１又は複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、ＦＰＧＡ（field－programmable　gate
　array）、ＡＳＩＣ（application　specific　integrated　circuit）、ＲＦＩＣ（rad
io－frequency　integrated　circuit）、及び少なくとも本願明細書に記載の機能を実行
する種々のハードウェア及び回路の組合せを有し得る。幾つかの実施形態では、機能要素
は、１又は複数の処理要素で動作する１又は複数のプロセスを表し得る。
【００２７】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアのうちの１つ又はそれ
らの組合せで実施され得る。実施形態は、本願明細書に記載の動作を実行するために少な
くとも１つのプロセッサにより読み出され実行され得る、コンピュータ可読記憶装置に格
納された命令として実施され得る。コンピュータ可読記憶装置は、機械（例えばコンピュ
ータ）により読み出し可能な形式で情報を格納する任意の非一時的メカニズムを含み得る
。例えば、コンピュータ読み取り可能な記憶装置は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
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ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメ
モリ装置及びその他の記憶装置及び媒体を包含し得る。幾つかの実施形態は、１又は複数
のプロセッサを含むことができ、コンピュータ可読記憶装置に格納される命令により構成
されることができる。
【００２８】
　図４Ａは、開示の実施形態による、Ｄ２Ｄサービスのために割り当てられるＲＢを示す
。本実施形態では、グラフ４００は、マッピングプロットを示し、ｘ軸は周波数ドメイン
におけるフレーム（例えば、ＯＦＤＭシンボル）であり、ｙ軸はサブキャリアである。グ
ラフ４００では、領域４０２は、ＬＴＥ動作ゾーンを有し、１つの領域はＤ２Ｄ装置のた
めの１つの発見ゾーン４０４を有する。上述のように、ｅＮｏｄｅＢは、発見情報を送信
するために、ＵＥのためのＤ２Ｄ発見ゾーン／領域の形式で、発見リソースを周期的に割
り当てることができる。発見情報は、ペイロード情報を有する発見パケット、又は発見プ
リアンブルにより先行される発見パケットを有しても良い。発見パケット送信のために使
用される物理リソースブロックの数は、ペイロードサイズ及び全体の発見性能目標に依存
して、１又は複数のＲＢを有し得る。発見リソースプール又は発見ゾーン４０４は、多数
のサブフレーム（サブフレームインデックス４２２から始まる大きさ４２０として示す）
毎に割り当てられる多数の割り当てられたＲＢ（リソースブロックインデックス４１２か
ら始まる大きさ４１０として示す）を有する。
【００２９】
　幾つかの実施形態では、ＵＥは、予め存在するアップリンクチャネルリソースを用いて
Ｄ２Ｄ直接発見を実行しても良く、物理発見チャネルは、復調参照信号（demodulation　
reference　signal：ＤＭＲＳ）を含む現在定められているＰＵＳＣＨ（physical　uplin
k　shared　channel）に基づき設計され得る。ＰＳ及び非ＰＳ　Ｄ２Ｄ発見サービスのた
めのメッセージサイズは、異なり得る。ＤＭＲＳシーケンスは、特定のメッセージサイズ
を示すために１又は複数の情報ビットを伝達するために使用され得る。
【００３０】
　図４Ｂは、開示の実施形態による、Ｄ２Ｄサービスのために割り当てられるＲＢを示す
。本実施形態では、グラフ４５０は、ＰＳ及び非ＰＳ発見信号の送信のための発見ゾーン
４０４のパーティショニングを示す。言い換えると、ＰＳ及び非ＰＳ発見信号のための別
個の時間－周波数リソースは、ｅＮｏｄｅＢにより構成され得る。したがって、Ｄ２Ｄ　
ＵＥは、対応するリソースプールで、ＰＳ及び非ＰＳ発見信号を送信し及び受信できる。
発見ゾーン４０４は、サブフレームによりパーティショニングされても良い。したがって
、線４５２の左までのサブフレームは、ＰＳ　Ｄ２Ｄサービスのために割り当てられても
良く、線４５２の右までのサブフレームは、非ＰＳ　Ｄ２Ｄサービスのために割り当てら
れても良い。発見ゾーン４０４は、物理リソースブロック（ＰＲＢ）に跨りパーティショ
ニングされても良い。したがって、４５４の上にあるＰＲＢは、ＰＳ　Ｄ２Ｄサービスの
ために割り当てられても良く、４５４の下にあるサブフレームは、非ＰＳ　Ｄ２Ｄサービ
スのために割り当てられても良い。勿論、他の実施形態では、任意の他のパーティショニ
ング方式が用いられても良い。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、ＰＳ及び非ＰＳ発見リソースプールのための２つのリソースプ
ールの構成は、受信のためだけにシグナリングされても良い。送信のために、リソースは
、タイプ２Ａ発見リソース割り当て（つまり、各々の固有発見メッセージ送信機会）又は
タイプ２Ｂ発見リソース割り当て（つまり、半永久的割り当て）のようなＵＥ固有の方法
で構成され得る。幾つかの実施形態では、リソースは、ＵＥ固有及び非ＵＥ固有の方法の
組合せ、例えばタイプ２Ａ／タイプ２Ｂ及びタイプ１発見リソース割り当てを用いて、構
成され得る（ここで、タイプ１発見リソース割り当ては、非ＵＥ固有の方法で周期的に生
じる発見リソースセットを割り当てるｅＮｏｄｅＢを表す）。
【００３２】
　図５は、開示の実施形態による、Ｄ２ＤサービスのためにＲＢを割り当てるフロー図を
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示す。ここに示されるような論理フロー図は、種々の処理動作の例示的なシーケンスを提
供する。特定のシーケンス又は順序に示されるが、特に指定されない限り、動作の順序は
変更できる。したがって、記載の及び図示の実装は、単なる例として理解されるべきであ
り、図示の処理は、異なる順序で実行でき、幾つかの動作は平行に実行できる。さらに、
種々の実施形態において、１又は複数の動作は省略できる。したがって、必ずしも全ての
動作が全ての実装において実行されない。他の処理フローも可能である。
【００３３】
　処理５００は、ＵＥにより実行される、１又は複数の他のＵＥによるＤ２Ｄ発見メッセ
ージの送信のためのＤ２Ｄ発見リソース要求をｅＮｏｄｅＢへ送信する動作を有する（例
えば、タイプ２又はＵＥ固有発見リソース割り当て手順）（ブロック５０２）。上述のよ
うに、Ｄ２Ｄ発見要求は、Ｄ２Ｄサービスタイプ、例えばＰＳサービス又は非ＰＳサービ
スに関連する。この動作は、ＵＥ自立リソース選択手順（例えば、タイプ１発見）と関係
がなくても良い。
【００３４】
　次に、ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢからＤ２Ｄ直接発見リンクに関連するリソース割り当て情
報を受信する動作を実行する（ブロック５０４）。リソース割り当て手順に依存して、タ
イプ１発見では、この情報は、ＵＥ固有であり、共通ＲＲＣシグナリングを用いて、例え
ばシステム情報ブロック（System　Information　Block：ＳＩＢ）シグナリングにより送
信できる。一方で、タイプ２Ａ又は２Ｂ発見では、この情報は、ＵＥ固有であり、共通Ｒ
ＲＣ（例えば、ＳＩＢ）及び専用ＲＲＣシグナリングの組合せにより示され得る。幾つか
の実施形態では、上述のように、ｅＮｏｄｅＢは、Ｄ２Ｄサービスタイプに固有のＲＢを
割り当てる（例えば、図４Ｂに示すように、ＰＳサービスのために特別に割り当てられる
ＲＢ、及び非ＰＳサービスのために特別に割り当てられるＲＢ）。他の実施形態では、Ｄ
２Ｄ発見メッセージ送信に関連するデータは、１又は複数の他のＵＥにＤ２Ｄサービスタ
イプを示すために、送信側ＵＥの回路により構成される。
【００３５】
　本実施形態では、ＵＥは、Ｄ２Ｄ直接発見リンクを介して、１又は複数の他のＵＥへＤ
２Ｄ発見メッセージを送信する動作を実行する。ここで、該メッセージは、データペイロ
ードを有する少なくとも１つのデータフレームを有する（ブロック５０６）。データペイ
ロードのサイズは、Ｄ２Ｄサービスタイプに基づき決定される。例えば、ＰＳサービスの
ためのデータペイロードサイズは、非ＰＳサービスのためのデータペイロードサイズより
大きなサイズを有し得る。
【００３６】
　ＵＥは、データペイロードサイズを含み得るＤ２Ｄサービスタイプを示すために、Ｄ２
Ｄデータ送信の少なくとも１つのデータフレームに関連するデータ送信を構成する動作を
実行する（ブロック５０８）。幾つかの実施形態では、例えば、ＵＥのＭＡＣは、データ
ペイロードサイズを示すためにＤ２Ｄデータ送信の少なくとも１つのデータフレームに関
連するデータを構成するべきであり、さらに、少なくとも１つのデータフレームのＭＡＣ
ヘッダの中の１又は複数のビットをアサートすべきである。他の実施形態では、例えば、
ＵＥのＰＨＹは、データペイロードサイズを示すためにＤ２Ｄデータ送信の少なくとも１
つのデータフレームに関連するデータを構成するべきであり、さらに、データペイロード
のためのＤ２Ｄサービスタイプに関連する周期的冗長検査（cyclic　redundancy　check
：ＣＲＣ）コードを選択すべきである。更に以下に詳述されるこれらの実施形態のうちの
幾つかでは、データペイロードのためのＤ２Ｄサービスタイプに関連するＣＲＣコードは
、Ｄ２Ｄサービスタイプに関連するデータマスク値によりマスクされるＣＲＣを有する。
幾つかの他の実施形態では、例えばタイプ１発見では、ＵＥは発見リソースプールの中か
らリソースを自立的に選択し、ＵＥのＭＡＣ及びＰＨＹは、データ送信手順を構成する。
したがって、ＵＥは、発見リソースプールの中から発見リソース（つまり、ＲＢ）で、又
は特定の発見サービスタイプについてｅＮＢにより構成される発見ゾーンで、送信できる
。
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【００３７】
　１種類のみの発見信号送信（例えば、ＰＳ又は非ＰＳ）が生じる実施形態では、対応す
る発見リソースプールだけが、構成され得る。代替で、ネットワークの中でＰＳサービス
及び非ＰＳサービスの両方が展開される場合、発見リソースプール又は発見ゾーンがＰＳ
サービス又は非ＰＳサービスに割り当てられるか否かを示すパラメータは、ｅＮＢにより
シグナリングされる発見リソースプール構成の部分として構成され得る。これに関し、Ｐ
ｒｏＳｅの可能な装置は、このパラメータに従ってペイロードサイズを区別できる。
【００３８】
　送信及び受信のための又は受信のためのリソースプールの上述の構成は、ネットワーク
カバレッジの中にいるＤ２Ｄ　ＵＥに対して、ｅＮｏｄｅＢによりシグナリングされる信
号情報ブロック（ＳＩＢ）によりシグナリングされ得る。一部のネットワークカバレッジ
のシナリオでは、構成に関するこのような情報は、ネットワークカバレッジの中にいる１
又は複数のＵＥにより、ネットワークカバレッジの外側にいるＵＥへ転送され得る。ネッ
トワークカバレッジ外のシナリオでは、この構成は、中央Ｄ２Ｄ装置により予め定められ
又はブロードキャストされ、或いは、他の従属／ゲートウェイ同期ソースにより更に転送
される構成と共に、独立同期ソースに関連付けられ及びそれによりシグナリングされ得る
。
【００３９】
　図６Ａは、開示の実施形態による、Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信のためのデータフレーム
を示す。本実施形態では、データフレーム６００は、非ＰＳ発見サービスのために使用さ
れ、データフレーム６１０は、ＰＳ発見サービスのために使用される。データフレーム６
００は、ペイロード６０２及び巡回冗長検査（ＣＲＣ）コード６０４を有する。データフ
レーム６１０は、ペイロード６１２及びＣＲＣコード６１４を有する。本図に示すように
、ＰＳ発見サービスは、非ＰＳサービスと比べて大きな発見メッセージペイロードを使用
すると想定される。しかしながら、本発明の実施形態は、反対の場合（つまり、非ＰＳ発
見のための発見メッセージペイロードサイズがＰＳ発見よりも大きい）を扱うために直接
的に適用できる。
【００４０】
　本実施形態では、データフレーム６００は、異なる種類の発見サービスの「全体の」ペ
イロードサイズが同じであることを保証するために、ゼロパディング６０６を更に有する
。これに関し、ＰｒｏＳｅの可能なＵＥは、情報ビットを１度復号化するだけで良い。デ
ータペイロード６０２及び６１２のサイズを区別するために、実施形態は、異なるペイロ
ードサイズを示す目的で異なるＣＲＣコードを利用できる（つまり、ＣＲＣコード１　６
０４は非ＰＳサービスに関連付けられ、ＣＲＣコード２　６１４はＰＳサービスに関連付
けられる）。ＰｒｏＳｅの可能な装置は、復号化処理（例えば、ターボ復号化）を１回だ
け実行でき、続いて、ペイロードサイズ又は発見サービスを区別するために、複数のＣＲ
Ｃ復号化の試みを実行できる。
【００４１】
　ゼロパディングを利用しない他の実施形態では、ＰｒｏＳｅの可能なＵＥは、異なるペ
イロード及びＣＲＣコードを有する異なる種類の発見サービスのためのブラインド復号化
を実行できる。ＣＲＣビットの復号化に成功すると、ＰｒｏＳｅの可能なＵＥは、対応す
るペイロードサイズ又は発見サービスの種類を決定できる。しかしながら、「全体の」ペ
イロードサイズの差は、復号化処理の複雑性を増大し得る。言い換えると、実施形態は、
復号化の複雑性を低減するためにゼロパディング６０６を利用できる。
【００４２】
　図６Ｂは、本開示の実施形態による、異なるＤ２Ｄサービスデータペイロードのための
異なるＣＲＣコードを生成する手順を示す。ＣＲＣ６５０の生成の後、非ＰＳサービスの
ために使用されるサービスＩＤ６５２を用いて、生成されたＣＲＣビットに対してＸＯＲ
演算が用いられる。マスクされたＣＲＣビットは、次に、ＣＲＣコード１　６０４として
データフレーム６００の末尾に付加される。同様の演算はデータフレーム６１０に対して
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実行される。ＣＲＣ６６０の生成の後、ＰＳサービスのために使用されるサービスＩＤ６
６２を用いて、生成されたＣＲＣビットに対してＸＯＲ演算が用いられる。マスクされた
ＣＲＣビットは、次に、ＣＲＣコード２　５１４としてデータフレーム６１０の末尾に付
加される。
【００４３】
　本開示の別の実施形態では、異なるペイロードサイズ又は発見サービスは、異なるスク
ランブリングコードに基づき区別できる。特に、スクランブリング同一性は、発見サービ
ス同一性の関数であり得る。幾つかの実施形態では、発見サービスの同一性は、同一性情
報の生成をスクランブリングするために、他のパラメータ及び／又は他のパラメータの組
合せ、例えば共通スクランブリングＩＤ、発見リソースインデックス、等と共に組み込ま
れ得る。
【００４４】
　図７は、開示の態様に従う、機械可読媒体から命令をリードし、本願明細書で議論され
る方法のうちの任意の１又は複数を実行できる、幾つかの例示的な実施形態に従う機械の
コンポーネントを示すブロック図である。特に、図７は、例示的なコンピュータシステム
７００を示す。コンピュータシステム７００の中では、本願明細書で議論する方法のうち
の１又は複数を機械に実行させるソフトウェア７２４が実行され得る。代替の実施形態で
は、機械は、スマートデバイスとして動作し、又は他の機械に接続（ネットワーク接続）
され得る。ネットワーク接続された配備では、機械は、サーバ－クライアントネットワー
ク環境におけるサーバ又はクライアント機械の能力範囲内で、又はピアツーピア（又は分
散型）ネットワーク環境におけるピアマシンとして動作できる。コンピュータシステム７
００は、上述のＵＥ又はｅＮｏｄｅＢのうちの任意のものとして機能でき、パーソナルコ
ンピュータ（PC）、タブレットPC、セットトップボックス（STB）、パーソナルデジタル
アシスタント（PDA）、携帯電話機、ウェブ機器、ネットワークルータ、スイッチ若しく
はブリッジ、又は該機械により行われるべき動作を指定する命令を（シーケンシャルに又
はその他の場合）実行可能な機械であり得る。さらに、単一の機械のみを図示するが、用
語「機械」は、個々に又は共同して、本願明細書で議論した１又は複数の方法を実行する
ために命令セット（又は複数のセット）を実行する機械の集合を含むと考えられるべきで
ある。
【００４５】
　例示的なコンピュータシステム７００は、バス７０８を介して互いに通信する、プロセ
ッサ７０２（例えば、CPU（central　processing　unit）、GPU（graphics　processing
　unit）、又はそれらの両者）、主記憶７０４、及び静的記憶７０６を有する。コンピュ
ータシステム７００は、ビデオディスプレイユニット７１０（例えば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）又は陰極線管（ＣＲＴ））を更に有し得る。コンピュータシステム７００は、
英数字入力装置７１２（例えば、キーボード）、ＵＩナビゲーション（又はカーソル制御
）装置７１４（例えば、マウス）、記憶装置７１６、信号生成装置７１８（例えば、スピ
ーカ）、及びネットワークインタフェース装置７２０も有する。
【００４６】
　記憶装置７１６は、非一時的機械可読媒体７２２を有する。非一時的機械可読媒体７２
２には、本願明細書に記載の方法又は機能のうちの１又は複数を実施する又はそれにより
利用されるデータ構造及びソフトウェア７２４の１又は複数のセットが格納される。ソフ
トウェア７２４は、コンピュータシステム７００による実行中に、主記憶７０４及び／又
はプロセッサ７０２内に完全に又は少なくとも部分的に存在し得る。ここで、主記憶７０
４及びプロセッサ７０２も、非一時的機械可読媒体７２２を構成する。ソフトウェア７２
４は、完全に又は少なくとも部分的に、静的記憶７０６内に存在しても良い。
【００４７】
　非一時的機械可読媒体７２２は例示的な実施形態で単一媒体であるとして図示されたが
、用語「機械可読媒体」は、１又は複数のソフトウェア７２４又はデータ構造を格納する
単一の媒体又は複数の媒体（例えば、中央又は分散型データベース、及び／又は関連キャ
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ッシュ及びサーバ）を含み得る。用語「機械可読媒体」は、機械による実行のために命令
を格納し、符号化し又は運ぶことができ、及び機械に本実施形態の方法のうちの１又は複
数を実行させ、又は該命令により利用される若しくはそれに関連するデータ構造を格納し
、符号化し又は運ぶことができる有形媒体を含むと考えられるべきである。したがって、
用語「機械可読媒体」は、固体メモリ、光学及び磁気媒体を含むと考えられるが、これら
に限定されない。機械可読媒体７２２の特定の例は、例として半導体メモリ装置（例えば
、EPROM（Electrically　Programmable　Read－Only　Memory）、EEPROM（Electrically
　Erasable　Programmable　Read－Only　Memory））、フラッシュメモリ装置、内部ハー
ドディスク及び取り外し可能ディスクのような磁気ディスク、光磁気ディスク、及びCD－
ROM（compact　disc－read－only　memory）、DVD－ROM（digital　versatile　disc（又
はdigital　video　disc）　read－only　memory）ディスクを含む。
【００４８】
　ソフトウェア７２４は、さらに、伝送媒体を用いて通信ネットワーク７２６を介して送
信又は受信され得る。ソフトウェア７２４は、ネットワークインタフェース装置７２０及
び多数の良く知られている転送プロトコルのうちの任意のもの（例えば、ＨＴＴＰ（hype
rtext　transfer　protocol））を用いて送信され得る。通信ネットワークの例は、LAN（
local　area　network）、WAN（wide　area　network）、インターネット、携帯電話ネッ
トワーク、POTS（Plain　Old　Telephone）ネットワーク、及び無線データネットワーク
（例えば、Wi－Fi（登録商標）及びWiMAXネットワーク）を含む。用語「伝送媒体」は、
機械による実行のために命令を格納し、符号化し又は運ぶことができる無形媒体を含み、
デジタル又はアナログ通信信号又はこのようなソフトウェア７２４の通信を実現する他の
無形媒体を含む。
【００４９】
　図及び前述の説明は、本開示の例を与えた。多数の異種機能アイテムとして示されたが
、当業者は、このような要素のうちの１又は複数が単一の機能要素に結合され得ることを
理解する。代替で、特定の要素は、複数の機能要素に分離できる。ある実施形態からの要
素は、別の実施形態に追加できる。例えば、本願明細書に記載の処理の順序は、変更でき
、本願明細書に記載の方法に限定されない。さらに、任意のフロー図の動作は、示された
順序で実施される必要はなく、必ずしも全ての動作が実行される必要もない。また、他の
動作に依存しない動作は、他の動作と平行に実行できる。しかしながら、本開示の範囲は
、これらの特定の例により限定されない。本願明細書の中で明示的に与えられるか否かに
拘わらず、構造、大きさ、及び材料の使用における相違のような多数の変形が可能である
。本開示の範囲は、少なくとも、添付の請求の範囲により与えられるのと同じように広い
。
【００５０】
　読者が技術的開示の特性及び主旨を解明できるように、要約を要求する３７Ｃ．Ｆ．Ｒ
　Section１．７２（ｂ）に従い、要約が提供される。要旨は請求項の範囲又は意味を解
釈又は限定するために用いられるべきでないことが理解される。ここで、添付の請求項は
、各請求項が別個の実施形態として存在するとして、詳細な説明に組み込まれる。
【００５１】
　幾つかの実施形態は、ユーザ機器（ＵＥ）であって、回路を有し、前記回路は、第２の
ＵＥと装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リンクを確立するために、ｅＮｏｄｅＢへＤ２Ｄ発
見要求を送信し、前記Ｄ２Ｄ発見要求は、Ｄ２Ｄサービスタイプに関連付けられ、前記ｅ
ＮｏｄｅＢから少なくとも前記第２のＵＥへ発見メッセージを送信するために、前記Ｄ２
Ｄ直接発見リンクに関連するリソース割り当て情報を受信し、前記の情報は、共通又は専
用無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信され、前記第２のＵＥへ前記Ｄ
２Ｄ直接発見リンクを介して、データペイロード、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに基づき決
定される前記データペイロードのサイズを有する少なくとも１つのデータフレームを含む
Ｄ２Ｄデータ送信を送信し、前記データペイロードサイズを示すために、前記Ｄ２Ｄデー
タ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成する、よう構成さ
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れる、ＵＥを記載する。
【００５２】
　幾つかの実施形態では、前記Ｄ２Ｄサービスタイプは、公衆安全（ＰＳ）サービス又は
非ＰＳサービスのうちの少なくとも１つを有する。幾つかの実施形態では、ＰＳサービス
のためのデータペイロードサイズは、非ＰＳサービスのためのデータペイロードサイズよ
り大きなサイズを有する。
【００５３】
　幾つかの実施形態では、前記回路は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤを更に有し、
前記ＭＡＣは、前記データペイロードサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信
の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成し、さらに、前記少なく
とも１つのデータフレームのＭＡＣヘッダの中の１又は複数のビットをアサートする。幾
つかの実施形態では、前記回路は、物理レイヤ（ＰＨＹ）を更に有し、前記ＰＨＹは、前
記データペイロードサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なくとも
１つのデータフレームに関連する前記データを構成し、さらに、前記データペイロードの
ための前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連する巡回冗長検査（ＣＲＣ）を選択する。幾つか
の実施形態では、データペイロードマスクのための前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連する
前記ＣＲＣコードは、前記Ｄ２Ｄサービスタイプに関連するデータマスク値によりマスク
されるＣＲＣを有する。
【００５４】
　幾つかの実施形態では、前記回路は、物理レイヤ（ＰＨＹ）を更に有し、前記ＰＨＹは
、前記データペイロードサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なく
とも１つのデータフレームに関連する前記データを構成し、さらに、前記Ｄ２Ｄサービス
タイプと共に使用するために排他的に、前記ｅＮｏｄｅＢにより割り当てられるリソース
ブロックを要求する。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、前記回路は、媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）を更に有し、
前記ＭＡＣは、前記データペイロードサイズを示すために前記Ｄ２Ｄデータ送信の前記少
なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成し、さらに、Ｄ２Ｄサービスタイ
プに関連するデータペイロードのビット数に一致するよう１又は複数のゼロを前記データ
ペイロードに付加する。
【００５６】
　幾つかの実施形態では、前記回路は、ＰＵＳＣＨ（physical　uplink　shared　channe
l）を介して前記ｅＮｏｄｅＢへ前記Ｄ２Ｄ発見要求を送信するよう更に構成される。幾
つかの実施形態では、前記回路は、前記Ｄ２Ｄ発見要求及び前記Ｄ２Ｄデータ送信を送信
するために、１又は複数のアンテナを更に有する。
【００５７】
　幾つかの実施形態は、回路を有するｅＮｏｄｅＢであって、前記回路は、複数の装置対
装置（Ｄ２Ｄ）発見サービスタイプに対して物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットを
割り当て、前記ＰＲＢのセットは、第１のＤ２Ｄ発見サービスタイプのためのＰＲＢ及び
サブフレームの第１のサブセットと、第２のＤ２Ｄ発見サービスタイプのためのＰＲＢ及
びサブフレームの第２のサブセットと、を有し、前記第１のサブセット及び前記第２のサ
ブセットは、重なり合わないサブセットを有し、共通無線リソース制御（ＲＲＣ）又は専
用ＲＲＣシグナリングのうちの少なくとも１つを介する送信のために１又は複数のユーザ
機器（ＵＥ）への送信のためのＰＲＢ割り当て情報を有する送信情報を構成する、よう構
成される。
【００５８】
　幾つかの実施形態では、前記第１のＤ２Ｄ発見サービスタイプは、公衆安全（ＰＳ）サ
ービスを有し、前記第２のＤ２Ｄ発見サービスタイプは、非ＰＳサービスを有する。幾つ
かの実施形態では、前記回路は、前記複数のＤ２Ｄ発見サービスタイプのうちの各々に１
又は複数の復調参照信号（ＤＭＲＳ）を割り当てるよう更に構成される。
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【００５９】
　幾つかの実施形態は、ユーザ機器（ＵＥ）と装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リンクを確
立するために、ｅＮｏｄｅＢへＤ２Ｄ発見要求を送信するステップであって、前記Ｄ２Ｄ
発見要求は、公衆安全（ＰＳ）サービス又は非ＰＳサービスのうちの少なくとも１つを有
するＤ２Ｄ発見サービスタイプに関連付けられる、ステップと、前記ｅＮｏｄｅＢから前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに関連するリソース割り当て情報を受信するステップであって、前記
リソース割り当て情報は、ＵＥ固有又はＵＥ共通情報を有する、ステップと、前記Ｄ２Ｄ
通信リンクを介する前記ＵＥへの送信のために、Ｄ２Ｄ発見メッセージを生成するステッ
プであって、前記Ｄ２Ｄ発見メッセージは、データペイロード、前記Ｄ２Ｄサービスタイ
プに基づき決定される前記データペイロードのサイズを有する少なくとも１つのデータフ
レームと、前記データペイロードサイズを示すよう構成される前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ
の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータと、を有する、ステップと、を
有する方法を記載する。
【００６０】
　幾つかの実施形態では、前記データペイロードのサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メ
ッセージ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成するステッ
プは、前記データフレームのＭＡＣヘッダの中の１又は複数のビットをアサートするステ
ップを有する。幾つかの実施形態では、前記データペイロードのサイズを示すために前記
Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構
成するステップは、前記データペイロードについて、前記Ｄ２Ｄ発見サービスタイプに関
連する巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードを選択するステップを有する。幾つかの実施形態で
は、前記データペイロードのサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少
なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成するステップは前記Ｄ２Ｄ発見サ
ービスタイプに関連するデータマスク値により、前記データペイロードの巡回冗長検査（
ＣＲＣ）コードをマスクするステップを有する。
【００６１】
　幾つかの実施形態は、非一時的コンピュータ可読記録媒体であって、そのコンテンツは
、コンピューティングシステムにより実行されると、前記コンピューティングシステムに
動作を実行させ、前記動作は、ユーザ機器（ＵＥ）と装置対装置（Ｄ２Ｄ）直接発見リン
クを確立するために、ｅＮｏｄｅＢへＤ２Ｄ発見要求を送信するステップであって、前記
Ｄ２Ｄ発見要求は、公衆安全（ＰＳ）サービス又は非ＰＳサービスのうちの少なくとも１
つを有するＤ２Ｄ発見サービスタイプに関連付けられる、ステップと、前記ｅＮｏｄｅＢ
から前記Ｄ２Ｄ通信リンクに関連するリソース割り当て情報を受信するステップであって
、前記リソース割り当て情報は、ＵＥ固有又はＵＥ共通情報を有する、ステップと、前記
Ｄ２Ｄ通信リンクを介して前記ＵＥへＤ２Ｄ発見メッセージ送信を送信するステップであ
って、前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信は、データペイロードと前記Ｄ２Ｄサービスタイプ
に基づき決定される前記データペイロードのサイズとを有する少なくとも１つのデータフ
レームを有する、ステップと、前記データペイロードサイズを示すために、前記Ｄ２Ｄ発
見メッセージ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータを構成するス
テップと、を有する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を記載する。
【００６２】
　幾つかの実施形態では、前記動作は、ＵＥ固有発見リソース割り当て手順の間に前記Ｄ
２Ｄ発見サービスタイプと共に使用するために、前記ｅＮｏｄｅＢにより排他的に割り当
てられる発見リソースを要求するステップ、を更に有する。幾つかの実施形態では、前記
データペイロードのサイズを示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なくとも
１つのデータフレームに関連するデータを構成するステップは、第２のＤ２Ｄサービスタ
イプに関連するデータペイロードのサイズのビット数に合致するよう前記データペイロー
ドに１又は複数のゼロを付加するステップを有する。幾つかの実施形態では、前記Ｄ２Ｄ
発見要求は、ＰＵＳＣＨ（physical　uplink　shared　channel）を介して前記ｅＮｏｄ
ｅＢへ送信される。幾つかの実施形態では、前記データペイロードのサイズを示すために
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前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関連するデータ
を構成するステップは、前記データフレームのＭＡＣヘッダの中の１又は複数のビットを
アサートするステップを有する。幾つかの実施形態では、前記データペイロードのサイズ
を示すために前記Ｄ２Ｄ発見メッセージ送信の前記少なくとも１つのデータフレームに関
連するデータを構成するステップは、前記データペイロードについて、前記Ｄ２Ｄ発見サ
ービスタイプに関連する巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードを選択するステップ、又は前記Ｄ
２Ｄサービスタイプに関連するデータマスク値により、前記データペイロードのＣＲＣコ
ードをマスクするステップ、のうちの少なくとも１つを有する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７】
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