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(57)【要約】
　本発明の実施例はD2Dディスカバリー信号を送信する
方法及び装置並びに通信システムを提供する。前記方法
は、ユーザ装置がD2Dディスカバリー信号送信用のリソ
ースプールから一部のリソースを選択し、そのうち、前
記一部のリソースは、送信回数限定方式、時間間隔限定
方式、又は、リソース位置計算方式で選択され；及び、
選択された一部のリソースを用いてD2Dディスカバリー
信号を送信することを含む。本発明の実施例により、悪
競争を避け、リソース利用率を向上させ、また、ユーザ
装置の間でユーザ装置を発見できない確率を低減するこ
とができ；また、検出を正確に行うことにより、受信ユ
ーザ装置の複雑度を低減することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　D2Dディスカバリー信号を送信する方法であって、
　ユーザ装置が、前記D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールのうちか
ら一部のリソースを選択し、前記一部のリソースは、送信回数を限定する方式、時間間隔
を限定する方式、又は、リソース位置を計算する方式で選択され；及び
　選択された前記一部のリソースにより、前記D2Dディスカバリー信号を送信することを
含む、方法。
【請求項２】
　請求項1に記載の方法であって、
　基地局により送信された前記リソースプールの構成情報を受信することを更に含む、方
法。
【請求項３】
　請求項2に記載の方法であって、
　前記リソースプールは、OAM（Operations，Administration，and　Maintenance）実体
により一つ又は複数の基地局のために構成される、方法。
【請求項４】
　請求項3に記載の方法であって、
　前記複数の基地局は、同じリソースプールを有するように構成され；又は、
　前記複数の基地局は、重なり合うリソースを有する異なるリソースプールを有するよう
に構成され；又は、
　前記複数の基地局は、重なり合うリソースを有しない異なるリソースプールを有するよ
うに構成される、方法。
【請求項５】
　請求項1に記載の方法であって、
　前記リソースプールは、ビットマップにより表される、方法。
【請求項６】
　請求項5に記載の方法であって、
　前記ビットマップの長さは、周期を表し、前記ビットマップ中の1は、使用可能なリソ
ースを表し、前記ビットマップ中の0は、使用不可なリソースを表し、
　前記ビットマップにおける使用可能なリソースにより、前記リソースプールを形成する
、方法。
【請求項７】
　請求項1に記載の方法であって、
　前記リソースプールは、パラメータにより表される、方法。
【請求項８】
　請求項7に記載の方法であって、
　前記パラメータは、周期及び使用可能なリソース数を含み、或いは、周期、使用可能な
リソース数、及び使用可能なリソースの位置情報を含む、方法。
【請求項９】
　請求項2に記載の方法であって、
　前記基地局により送信された、前記一部のリソースを選択するための補助パラメータを
受信することを更に含む、方法。
【請求項１０】
　請求項9に記載の方法であって、
　前記一部のリソースが、送信回数を限定する方式で選択される場合、前記補助パラメー
タは、所定期間内で許可される前記ユーザ装置の送信回数を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項9に記載の方法であって、
　前記一部のリソースが、時間間隔を限定する方式で選択される場合、前記補助パラメー
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タは、２回送信の間の最小時間間隔を含む、方法。
【請求項１２】
　請求項1に記載の方法であって、
　前記一部のリソースが、リソース位置を計算する方式で選択される場合、前記方法は、
　前記ユーザ装置のIDを用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定し；及び
　無線フレームの位置を確定し、前記リソースプールのうちの前記一部のリソースを確定
することを更に含む、方法。
【請求項１３】
　請求項12に記載の方法であって、
　前記ユーザ装置のIDを用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定することは、
　m個の使用可能なサブフレームのうちのq0番目のサブフレームを選択することを含み、
　mは、前記リソースプールのうちのサブフレームの数であり、q0は、UE_ID=m*p0+q0によ
り確定され、0≦q0＜mであり、UE_IDは、前記ユーザ装置のIDであり、p0及びq0は、正の
整数である、方法。
【請求項１４】
　請求項13に記載の方法であって、
　前記ユーザ装置のIDを用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定することは、
　m個の使用可能なサブフレームのうちの1+qi-1番目のサブフレームを選択することを更
に含み、
　pi-2=m*pi-1+qi-1であり、0≦qi-1＜mであり、2≦i≦imaxであり、m(imax-1)≦UE_ID≦
m(imax)であり、pi-1、qi-1及びiは、正の整数であり；及び、
　1+qi-1=mである場合、m個の使用可能なサブフレームのうちの0番目のサブフレームを選
択する、方法。
【請求項１５】
　D2Dディスカバリー信号を送信する装置であって、
　前記D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールのうちから一部のリソー
スを選択するためのリソース選択ユニットであって、前記一部のリソースは、送信回数を
限定する方式、時間間隔を限定する方式、又は、リソース位置を計算する方式で選択され
る、リソース選択ユニット；及び
　選択された前記一部のリソースにより、前記D2Dディスカバリー信号を送信するための
信号送信ユニットを含む、装置。
【請求項１６】
　請求項15に記載の装置であって、
　基地局により送信された前記リソースプールの構成情報を受信するための構成受信ユニ
ットを更に含む、装置。
【請求項１７】
　請求項16に記載の装置であって、
　前記構成受信ユニットは更に、前記基地局により送信された、前記一部のリソースを選
択するための補助パラメータを受信するために用いられる、装置。
【請求項１８】
　請求項15に記載の装置であって、
　前記リソースプールは、ビットマップにより表され、又は、パラメータにより表される
、装置。
【請求項１９】
　請求項15に記載の装置であって、
　前記リソース選択ユニットは、
　前記ユーザ装置のIDを用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定するためのサブフ
レーム確定ユニット；及び、
　無線フレームの位置を確定し、前記リソースプールのうちの前記一部のリソースを確定
するための無線フレーム確定ユニットを更に含む、装置。
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【請求項２０】
　通信システムであって、
　D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールのうちから一部のリソースを
選択するための第一ユーザ装置であって、前記一部のリソースを、送信回数を限定する方
式、時間間隔を限定する方式、又は、リソース位置を計算する方式で選択し、選択した前
記一部のリソースにより前記D2Dディスカバリー信号を送信する第一ユーザ装置；及び
　前記D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールに基づいてブラインド検
出を行って、前記D2Dディスカバリー信号を受信し、或いは、リソース位置を計算する方
式で選択されたリソース上で、前記D2Dディスカバリー信号を受信する第二ユーザ装置を
含む、通信システム。
 
【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、装置対装置（D2D、Device　to　Device）ディスカバ
リー信号の送信方法、装置及び通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　D2D通信方式とは、データパケットに対して、コアネットワークや基地局を要せずに、
ユーザ装置、例えば、UE1とUE2の間で通信リンクを直接確立することによって通信を行う
ことを指す。図1は、従来技術中のD2D通信を示す図である。図1に示すように、基地局eNB
1のカバレッジの下でのユーザ装置UE1とUE2の間はD2D通信を行うことができる。しかし、
UE1とUE2の制御シグナリングは、基地局のカバレッジの下にあれば、基地局により送信さ
れる。
【０００３】
　ユーザ装置の間でD2D通信を直接確立し得る前に、D2Dディスカバリー（D2D　Discovery
）プロセスを行う必要があり、例えば、UE1とUE2の間の互相発見を行う必要がある。例え
ば、UE2がUE1を発見し得ることを実現すために、UE1は、ある時間周波数リソース上でD2D
ディスカバリー信号（D2D　Discovery　Signal）（ビーコン（beacon）とも称される）を
送信する必要があり、UE2は、該時間周波数リソースを検出することで、UE1が送信した該
D2Dディスカバリー信号を発見し、そして、該信号を検出することにより、UE1からUE2ま
でのチャネル品質を把握することができる。
【０００４】
　なお、上述の背景技術についての紹介は、本発明の技術案を明確且つ完全に説明し、当
業者がそれを理解しやすいためのものである。これらの案は、本発明の背景技術の一部に
記述されているため、当業者にとって周知であると解釈すべきではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、発明者は、現在の3GPPの議論による結論に基づいて、現在のディスカバリーメ
カニズムに次のような問題が存在することを発見した。即ち、数多くのユーザ装置が、あ
る期間内でD2Dディスカバリー信号を送信する必要がある時に、競争（contention）によ
り時間周波数リソースを得る必要があり；ユーザ装置が、D2Dディスカバリー信号を成功
裏に送信しているかどうかを確認することができない時に、送信成功率を向上させるため
に、ユーザ装置は、D2Dディスカバリー信号を送信するために、競争によって大量のリソ
ースを頻繁に占用することで、悪競争をもたらし、リソース利用率を低減させることがあ
る。
【０００６】
　また、同一時間周波数リソース上でユーザ装置が同時に送受信することができいため、
幾つかのユーザ装置はずっと互いに発見することができないようになるおそれがある。例
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えば、UE1とUE2がずっと同様の時間周波数リソース上でD2Dディスカバリー信号を送信す
れば、UE1とUE2は互いに発見することができない。
【０００７】
　また、受信側のユーザ装置について言えば、該ユーザ装置は、発見しようとするユーザ
装置がどの時間周波数リソース上でD2Dディスカバリー信号を送信するかを把握すること
ができない。よって、受信側のユーザ装置は、ブラインド検出を行う必要があり、これに
より、ユーザ装置の複雑度が増加し、エネルギー消費量が多くなり、エネルギーを節約す
ることができない。
【０００８】
　本発明の実施例は、D2Dディスカバリー信号の送信方法、装置及び通信システムを提供
する。送信回数又は送信間隔を限定することでリソースを選択することにより、悪競争を
避け、リソース利用率を向上させることができ、また、リソース位置を計算することでリ
ソースを選択することにより、検出を正確に行い、受信ユーザ装置の複雑度を低減するこ
とができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施例の一側面によれば、D2Dディスカバリー信号を送信する方法が提供され
、前記方法は、
　ユーザ装置がD2Dディスカバリー信号を送信するリソースプールから一部のリソースを
選択し、そのうち、前記一部のリソースは、送信回数を限定する方式で、又は、時間間隔
を限定する方式で、又は、リソース位置を計算する方式で選択され；及び
　選択された前記一部のリソースを用いて前記D2Dディスカバリー信号を送信することを
含む。
【００１０】
　本発明の実施例の他の側面によれば、D2Dディスカバリー信号を送信する装置が提供さ
れ、前記装置は、
　D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールから一部のリソースを選択す
るためのリソース選択ユニットであって、前記一部のリソースは、送信回数を限定する方
式で、又は、時間間隔を限定する方式で、又は、リソース位置を計算する方式で選択され
る、リソース選択ユニット；及び
　選択された前記一部のリソースを用いて前記D2Dディスカバリー信号を送信するための
信号送信ユニットを含む。
【００１１】
　本発明の実施例の他の側面によれば、通信システムが提供され、それは、
　D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールから一部のリソースを選択す
るための第一ユーザ装置であって、前記一部のリソースを、送信回数を限定する方式で、
又は、時間間隔を限定する方式で、又は、リソース位置を計算する方式で選択し、そして
、選択した前記一部のリソースを用いて前記D2Dディスカバリー信号を送信する、第一ユ
ーザ装置；及び
　D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールに基づいてブラインド検出を
行うことによって、前記D2Dディスカバリー信号を受信し、或いは、リソース位置を計算
する方式で選択されたリソース上で前記D2Dディスカバリー信号を受信する第二ユーザ装
置を含む。
【００１２】
　本発明の実施例の他の側面によれば、コンピュータ可読プログラムが提供され、そのう
ち、ユーザ装置中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュータに
、前記ユーザ装置中で上述のD2Dディスカバリー信号の送信方法を実行させる。
【００１３】
　本発明の実施例の側面によれば、コンピュータ可読プログラムを記憶する記憶媒体が提
供さて、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、ユーザ装置中
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で上述のD2Dディスカバリー信号の送信方法を実行させる。
【００１４】
　本発明の実施例の有益な効果は、送信回数を限定し又は時間間隔を限定することで、D2
Dディスカバリー信号を送信するためのリソースを選択することにより、悪競争を避け、
リソース利用率を向上させ、ユーザ装置間でユーザ装置を発見できない確率を小さくする
ことができ、また、リソース位置を計算することで、D2Dディスカバリー信号を送信する
ためのリソースを選択することにより、検出を正確に行い、受信ユーザ装置の複雑度を低
減することができる。
【００１５】
　後述の説明及び図面を参照することで、本発明の特定の実施形態を詳しく開示しており
、本発明の原理を採用し得る態様を示している。なお、本発明の実施形態は、範囲上では
これによって限定されない。添付した特許請求の範囲内であれば、本発明の実施形態は、
様々な変更、修正及び代替によるものを含んでも良い。
【００１６】
　また、１つの実施形態について説明した及び／又は示した特徴は、同じ又は類似した方
式で１つ又は複数の他の実施形態に用い、他の実施形態中の特徴と組み合わせ、又は、他
の実施形態中の特徴を置換することもできる。
【００１７】
　なお、「含む／有する」のような用語は、本明細書に使用されるときに、特徴、要素、
ステップ、又は、アセンブルの存在を指すが、１つ又は複数の他の特徴、要素、ステップ
、又は、アセンブリの存在又は付加を排除しないということも指す。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　以下の図面を参照することで本発明の多くの側面をより良く理解することができる。な
お、図面中の要素は、比例して描かれたものではなく、本発明の原理を示すためだけのも
のである。本発明の一部を便利に説明及び例示するために、図面中の対応する一部は、拡
大又は縮小されることがある。
【００１９】
　また、本発明の１つの図面又は実施方式に記載の要素及び特徴は、１つ又は複数の他の
図面又は実施方式に示す要素及び特徴と組み合わせることができる。さらに、図面では、
類似した符号は幾つかの図面中の対応する要素を示し、また、複数の実施方式に使用され
る対応する要素を示すために用いることもできる。
【図１】従来技術中のD2D通信を示す図である。
【図２】本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信方法のフローチャートで
ある。
【図３】本発明の実施例におけるリソースプールを示す図である。
【図４】本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信方法の他のフローチャー
トである。
【図５】本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信装置の構成図である。
【図６】本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信装置の他の構成図である
。
【図７】本発明の実施例におけるユーザ装置のシステム構成図である。
【図８】本発明の実施例における通信システムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　添付の図面及び以下の説明を参照することにより、本発明の前述及び他の特徴が明らか
になる。明細書及び図面では、本発明の特定の実施方式を具体的に開示しているが、それ
は、本発明の原理を採用し得る一部のみの実施方式を示す。理解すべきは、本発明は、記
載されている実施方式に限定されず、即ち、本発明は、添付の特許請求の範囲に属する全
ての変更、変形及び代替によるものも含むということである。
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【実施例１】
【００２１】
　本発明の実施例はD2Dディスカバリー信号の送信方法を提供する。以下、D2D通信の送信
端のユーザ装置側から説明する。図2は、本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号
の送信方法の一フローチャートである。図2に示すように、前記方法は、次のステップを
含む。
【００２２】
　ステップ201：ユーザ装置は、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプール
から一部のリソースを選択し、そのうち、該一部のリソースは、送信回数限定方式、時間
間隔限定方式、又は、リソース位置計算方式で選択され；
　ステップ202：ユーザ装置は、選択された一部のリソースを利用してD2Dディスカバリー
信号を送信する。
【００２３】
　本実施例では、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールは、ユーザ装
置が基地局のカバレッジの下に位置する場合、基地局が送信した構成情報により構成され
ても良く、基地局のカバレッジの下に位置しない場合、予め構成されても良く、例えば、
該ユーザ装置出荷時に予め構成されても良い。なお、本発明はこれに限定されない。
【００２４】
　本実施例では、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールは、時間ドメ
インリソース、周波数ドメインリソース又はコードドメインリソースのうちの一つ又は組
み合わせを含んでも良い。図3は、本発明の実施例におけるリソースプールを示す図であ
る。図3に示すように、周期Tには複数のサブフレームリソースが含まれ、そのうち、一部
のリソース（例えば、2、4、7、9番目のサブフレーム）は、D2Dディスカバリー信号送信
用の可用リソースであっても良く、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプ
ールを形成することができる。ユーザ装置は、該リソースプールから一部のリソース（例
えば、2、7番目のサブフレーム）を選択してD2Dディスカバリー信号を送信することがで
きる。
【００２５】
　なお、図3は、送信D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールを例示的に
示しているが、本発明は、これに限定されない。リソースプールは、時間領域リソース、
周波数領域リソース、及びコードドメインリソースのうちの一つ又は任意の組み合わせで
あっても良く、実際の状況に応じてその具体的な内容を確定しても良い。リソースプール
から一部のリソース（例えば、一つ又は複数のサブフレーム）を、D2Dディスカバリー信
号を送信するために選択しても良い。
【００２６】
　本実施例では、リソースプールは、ビットマップ（Bitmap）の方式で表されても良い。
ビットマップの長さは周期Tを表しても良く、ビットマップ中の1は、可用リソースを示し
ても良く、ビットマップ中の0は、使用不可なリソースを表しても良い。リソースプール
は、ビットマップにおける可用リソースにより形成され得る。Bitmapから、周期Tの範囲
内での可用サブフレームリソースの個数が分かり、該可用サブフレームリソースの個数は
mと記されても良い。
【００２７】
　或いは、リソースプールはパラメータの方式で表されても良い。そのうち、パラメータ
は、周期値及び可用リソース数を含んでも良く；又は、周期値、可用リソース数、及び可
用リソースの位置情報を含んでも良い。例えば、パラメータとしての周期T及び可用サブ
フレームリソース数mをユーザ装置のために構成しても良く、また、m個の可用サブフレー
ムリソースの具体的な位置について予め定義しても良く、例えば、周期Tの範囲内での前
のm個のサブフレームを定義しても良い。
【００２８】
　なお、以上、リソースプールを表す方式について例示的に説明したが、本発明はこれに
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限定されない。以下、ユーザ装置が基地局によりカバーされている場合を例として、本発
明について更に説明する。
【００２９】
　図4は本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信方法の他のフローチャート
である。図4に示すように、前記方法は、次のステップを含む。
【００３０】
　ステップ401：ユーザ装置は、基地局が送信したリソースプールの構成情報を受信する
。
【００３１】
　本実施例では、リソースプールは、OAM（Operation　Administration　and　Maintenan
ce）実体により一つ又は複数の基地局のために構成されても良い。
【００３２】
　そのうち、複数の基地局は、同じリソースプールを有するように構成されても良く；又
は、複数の基地局は、重複リソースを有する異なるリソースプールを有するように構成さ
れても良く、例えば、隣接基地局間のリソース位置は一部が重なり合うように保証され；
又は、複数の基地局は、重複リソースを有しない異なるリソースプールを有するように構
成されても良く、例えば、隣接基地局間のリソース位置は重なり合わないようにされる。
【００３３】
　本実施例では、基地局は、ブロードキャスト又はユニキャストの方式でリソースプール
の構成情報をユーザ装置に通知しても良い。また、ユーザ装置はさらに、基地局が送信し
た、一部のリソースを選択するための補助パラメータを受信しても良い。例えば、リソー
スプールの位置情報以外に、他のパラメータを含んでも良く、例えば、一つの所定期間内
で許可されるユーザ装置のD2Dディスカバリー信号の最大送信回数であり、nと記されても
良く；又は、例えば、D2Dディスカバリー信号を二回送信する時の最小時間間隔であり、t
1と記されても良い。
【００３４】
　ステップ402：ユーザ装置は、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプール
から一部のリソースを選択し；そのうち、該一部のリソースは、送信回数限定の方式、又
は、時間間隔限定の方式、又は、リソース位置計算の方式で選択される。
【００３５】
　一実施方式では、ランダムに選択する方式を採用しても良い。ユーザ装置は、リソース
プール（例えば、可用サブフレームリソース）から、一つ又は複数のサブフレームリソー
スを、D2Dディスカバリー信号を送信するためにランダムに選択する。
【００３６】
　他の実施方式では、送信回数を限定する方式を採用しても良い。ユーザ装置が基地局に
よりカバーされている場合、ネットワーク側は、ユーザ装置のために限定回数を構成して
も良く；例えば、所定期間（例えば、一つの周期）内で該ユーザ装置の最大送信回数がn
である。ユーザ装置が基地局によりカバーされていない場合、該パラメータは予め設定さ
れても良い。ユーザ装置は、該パラメータに基づいて、一つの周期内でD2Dディスカバリ
ー信号を最大n回送信することが可能なリソースを選択することができる。
【００３７】
　他の実施方式では、時間間隔を限定する方式を採用しても良い。ユーザ装置が基地局に
よりカバーされている場合、ネットワーク側は、ユーザ装置のために、D2Dディスカバリ
ー信号を二回送信する時の最大時間間隔を構成しても良く、例えば、D2Dディスカバリー
信号を連続して２回送信する最大時間間隔はt1である。ユーザ装置が基地局によりカバー
されない場合、該パラメータは予め設定されても良い。ユーザ装置は、該パラメータに基
づいて、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースを選択することにより、D2Dデ
ィスカバリー信号を二回送信する時間間隔がt1よりも小さくなるのを避けることができる
。
【００３８】
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　他の実施方式では、リソース位置を計算する方式を採用しても良い。それは、ユーザ装
置の標識（ID）を用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定し、及び、無線フレーム
の位置を確定してリソースプール中の一部のリソースを確定することを含む。
【００３９】
　リソースプールがパラメータの方式で表されることを例とすると、ユーザ装置は、基地
局により構成された又は予め構成されたリソースプールに関するパラメータを把握するこ
とができ、このパラメータは、周期T及び周期Tの範囲内での可用サブフレームリソースの
個数を含み、該個数はmと記される。
【００４０】
　本実施方式では、ユーザ装置の標識UE_IDは、該ユーザ装置を唯一示すIDであっても良
い。例えば、C-RNTI（Cell　Radio　Network　Temporary　Identifier）、又は、ProSe（
Proximity　Services）UE　ID、又は、PCI（Physical　layer　Cell　Identity）、又は
、ECGI（Evolved　Cell　Global　Identifier）などであっても良い。なお、本発明はこ
れに限定されず、他のユーザ装置IDを採用しても良い。
【００４１】
　また、ユーザ装置の標識UE_IDに対してその使用前に初期処理を行っても良い。例えば
、UE_ID=UE_ID_original　mod　1024であっても良く、即ち、オリジナル標識番号に対し
てmodulo演算を行っても良い。なお、この案は、時間領域リソースの選択に用いられ得る
。
【００４２】
　本実施方式では、ユーザ装置の標識を用いて一つ又は複数のサブフレーム位置を確定す
る方法は表1に示されている。
【表１】

【００４３】
　以下、実例をもとに説明する。UE_ID=100及びm=64とすると、p0=1及びq0=36であり、こ
の場合、m個の可用サブフレームのうちの第36番目のサブフレームを選択してD2Dディスカ
バリー信号を送信することができる。また、UE_ID=100及びm=64からimax=2と確定するこ
とができるため、p1=0及びq1=1と確定することができ、この場合、m個の可用サブフレー
ムのうちの2番目のサブフレームを選択してD2Dディスカバリー信号を送信することもでき
る。
【００４４】
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　UE_ID=100及びm=8とすると、p0=12及びq0=4であり、この場合、m個の可用サブフレーム
のうちの4番目のサブフレームを選択してD2Dディスカバリー信号を送信しても良い。また
、UE_ID=100及びm=8からimax=3と確定することができ、これにより、p1=1及びq1=4と確定
することができるため、さらにm個の可用サブフレームのうちの5番目のサブフレームを選
択してD2Dディスカバリー信号を送信しても良い。また、p2=0及びq2=1と確定することが
できるため、さらにm個の可用サブフレームのうちの2番目のサブフレームを選択してD2D
ディスカバリー信号を送信しても良い。
【００４５】
　本実施方式では、無線フレームの位置確定は次のようであっても良く、即ち、D2Dディ
スカバリー信号を送信する時間領域リソースの１番目の位置を、システムフレーム番号（
SFN、System　Frame　Number）が0であるものと確定し、且つ、サブフレーム番号も0であ
る。周期T（10240msより小さい）について、その単位がmsであり、D2Dディスカバリー信
号を送信するリソースの時間領域の位置開始点が（SFN*10　mod　T）=0を満足するとして
も良い。しかし、本発明はこれに限定されず、例えば、他の方法を採用して無線フレーム
の位置を確定しても良い。
【００４６】
　本実施方式では、トータルでimax個の時間領域リソースの位置を得ることができ、各周
期内で許可されるユーザ装置のD2Dディスカバリー信号の送信回数が１回のみであるとす
ると、ユーザ装置は、連続したimax個の周期内でそれぞれD2Dディスカバリー信号を一回
送信することができる。各周期内で複数のD2Dディスカバリー信号を送信し得るとすると
、ユーザ装置は、一つの周期内において表1に示す方法により得られたimax個の時間領域
の位置を占用してD2Dディスカバリー信号を送信することができる。
【００４７】
　ステップ403：ユーザ装置は、選択された一部のリソースを用いて、D2Dディスカバリー
信号を送信する。
【００４８】
　本実施例では、受信側で、ユーザ装置は、基地局により構成された、又は、予め構成さ
れたリソースに基づいてブラインド検出を行っても良い。或いは、送信側でリソース位置
計算方式を用いてD2Dディスカバリー信号を送信し、受信側のユーザ装置が、構成された
パラメータ及び表1に示す方法により、ユーザ装置がD2Dディスカバリー信号を送信する具
体的な位置を把握することができれば、正確な時間領域の位置でD2Dディスカバリー信号
を受信することができる。
【００４９】
　上述の実施例から分かるように、送信回数を限定し又は時間間隔を限定することでリソ
ースを選択することにより、リソースの悪競争を避け、リソース利用率を向上させ、また
、ユーザ装置間でユーザ装置を発見できない確率を低減することができ；また、リソース
位置を計算することでリソースを選択することにより、検出を正確に行い、ユーザ装置の
複雑度を低減することができる。
【実施例２】
【００５０】
　本発明の実施例はD2Dディスカバリー信号の送信装置を提供し、該送信装置はユーザ装
置内に構成され得る。本実施例は実施例1におけるD2Dディスカバリー信号の送信方法に対
応するため、同じ内容の記載は省略される。
【００５１】
　図5は本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信装置の構成図である。図5
に示すように、該D2Dディスカバリー信号の送信装置500はリソース選択ユニット501及び
信号送信ユニット502を含む。
【００５２】
　リソース選択ユニット501は、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプール
のうちから一部のリソースを選択し、そのうち、前記一部のリソースは、送信回数限定方
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式、又は、時間間隔限定方式、又は、リソース位置計算方式で選択され；信号送信ユニッ
ト502は、選択された一部のリソースを用いてD2Dディスカバリー信号を送信する。
【００５３】
　図5に示すように、該D2Dディスカバリー信号の送信装置500は、構成受信ユニット503を
更に含んでも良く、それは、基地局が送信したリソースプールの構成情報を受信するため
に用いられる。また、構成受信ユニット403はさらに、基地局が送信した、一部のリソー
スを選択するための補助パラメータを受信することもできる。
【００５４】
　本実施例では、リソースプールは、ビットマップの方式で表されても良く、又は、リソ
ースプールは、パラメータの方式で表されても良い。なお、本発明はこれに限定されない
。
【００５５】
　本実施例では、ランダム選択の方式でリソースプールから一部のリソースを選択しても
良く、又は、送信回数を限定する方式でリソースプールから一部のリソースを選択しても
良く、又は、時間間隔を限定する方式でリソースプールから一部のリソースを選択しても
良い。また、リソース位置を計算する方式でリソースプールから一部のリソースを選択し
ても良い。
【００５６】
　図6は本発明の実施例におけるD2Dディスカバリー信号の送信装置の他の構成図であり、
リソース位置計算方式を採用する場合の送信装置を示す。図6に示すように、該D2Dディス
カバリー信号の送信装置600は、リソース選択ユニット501、信号送信ユニット502及び構
成受信ユニット503を含む。
【００５７】
　リソース選択ユニット503は、サブフレーム確定ユニット601及び無線フレーム確定ユニ
ット602を更に含んでも良い。サブフレーム確定ユニット601は、ユーザ装置の標識（ID）
を用いて、一つ又は複数のサブフレーム位置を確定し、無線フレーム確定ユニット602は
、無線フレームの位置を確定し、これにより、リソースプールのうちの一部のリソースを
確定することができる。
【００５８】
　本実施例では、D2Dディスカバリー信号の送信装置はユーザ装置内に構成され得る。
【００５９】
　図7は、本発明の実施例におけるユーザ装置のシステム構成図である。図7に示すように
、該ユーザ装置700は、中央処理装置100及び記憶器140を含んでも良く、記憶器140は、中
央処理装置100に結合される。なお、該図は、例示に過ぎず、即ち、他の類型の構造を用
いて該構造に対して補充又は代替を行うことにより、電気通信の機能又は他の機能を実現
しても良い。
【００６０】
　一実施方式では、D2Dディスカバリー信号の送信装置500又は600の機能は、中央処理装
置100に統合されても良い。そのうち、中央処理装置100は、D2Dディスカバリー信号を送
信するためのリソースプールから一部のリソースを選択し、そのうち、前記一部のリソー
スは送信回数限定方式、又は、時間間隔限定方式、又は、リソース位置計算方式で選択さ
れ、そして、選択された一部のリソースに基づいてD2Dディスカバリー信号を送信するよ
うに構成されても良い。
【００６１】
　他の実施方式では、D2Dディスカバリー信号の送信装置500又は600は、中央処理装置100
と独立して構成されても良く、例えば、D2Dディスカバリー信号の送信装置500又は600を
、中央処理装置100に接続されるチップとして構成しても良く、この場合、中央処理装置
の制御により、D2Dディスカバリー信号の送信装置500又は600の機能を実現しても良い。
【００６２】
　図7に示すように、該ユーザ装置700はさらに、通信モジュール110、入力ユニット120、
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音声処理ユニット130、記憶器140、カメラ150、表示器160、及び電源170を含んでも良い
。これらの部品の機能は従来技術と同様であるため、ここではその詳しい説明を省略する
。なお、ユーザ装置700は、必ずしも図7中に示す全ての部品を含む必要がなく、即ち、上
述の部品は必須ではない。また、ユーザ装置700は、図7に示しない部品を更に含んでも良
く、これについては、従来技術を参照することができる。
【００６３】
　上述の実施例から分かるように、送信回数を限定し又は時間間隔を限定することでリソ
ースを選択することにより、リソースの悪競争を避け、リソース利用率を向上させ、また
、ユーザ装置間でユーザを発見できない確率を低減することができ；また、リソース位置
を計算することでリソースを選択することにより、検出を正確に行い、ユーザ装置の複雑
度を低減することができる。
【実施例３】
【００６４】
　本発明の実施例はさらに通信システムを提供し、それは実施例2に記載のユーザ装置を
含む。
【００６５】
　図8は本発明の実施例における通信システムの構成図である。図8に示すように、該通信
システム800は基地局801及び第一ユーザ装置802、第二ユーザ装置803を含む。そのうち、
第一ユーザ装置802は、実施例2に記載のユーザ装置700であっても良い。
【００６６】
　第一ユーザ装置802は、D2Dディスカバリー信号を送信するためのリソースプールから一
部のリソースを選択し、そのうち、前記一部のリソースは送信回数限定方式、又は、時間
間隔限定方式、又は、リソース位置計算方式で選択され、そして、選択された一部のリソ
ースに基づいてD2Dディスカバリー信号を送信する。
【００６７】
　第二ユーザ装置803は、D2Dディスカバリー信号を送信するリソースプールに基づいてブ
ラインド検出を行うことにより、D2Dディスカバリー信号を受信し；又は、リソース位置
を計算する方式で選択されたリソース上でD2Dディスカバリー信号を受信する。
【００６８】
　なお、図8は第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置が基地局のカバレッジに下にある場合
を示しているが、本発明はこれに限定されず、第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置はさら
に基地局によりカバーされなくても良い。また、第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置はさ
らに、異なる基地局によりカバーされても良く、即ち、実際の状況に応じて具体的なシナ
リオを確定しても良い。
【００６９】
　本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、ユーザ装置
中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュータに、前記ユーザ装
置中で実施例1に記載のD2Dディスカバリー信号の送信方法を実行させる。
【００７０】
　本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶した記憶媒体を提供し、そ
のうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、ユーザ装置中で実施例1
に記載のD2Dディスカバリー信号の送信方法を実行させる。
【００７１】
　本発明の以上の装置及び方法は、ソフトウェア又はハードウェアにより実現されても良
く、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されても良い。本発明は更に
下記のようなコンピュータ読み取り可能なプログラムに関し、即ち、該プログラムは、ロ
ジック部品により実行される時に、該ロジック部品に、上述の装置又は構造部品を実現さ
せ、又は、該ロジック部品に、上述の各種の方法又はステップを実現させる。ロジック部
品は、例えば、FPGA（Field　Programmable　Gate　Array）、マイクロプロセッサー、コ
ンピュータに用いる処理器などであっても良い。本発明は更に、上述のプログラムを記憶
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した記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ハードディスク、DVD、flash
メモリなどにも関する。
【００７２】
　また、図面に記載の機能ブロックのうちの一つ又は複数及び／又はその機能ブロックの
一つ又は複数の組み合わせは、本発明に記載の前記機能を実行するための汎用処理装置、
デジタル信号処理装置（DSP）、専用集積回路（ASIC）、FPGA（field-programmable　gat
e　array）又は他のプログラマブル論理素子、論理ゲート又はトランジスタ論理素子、ハ
ードウェアアセンブリ又は他の任意の適切な組み合わせとして実現されても良い。また、
図面に記載の機能ブロックのうちの一つ又は複数及び／又はその機能ブロックの一つ又は
複数の組み合わせは、計算装置の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサーとの
組み合わせ、複数のマイクロプロセッサー、DSPと通信可能に接続される一つ又は複数の
マイクロプロセッサー又は任意の他の構成として実現されても良い。
【００７３】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこのような実施形態に限定さ
れず、本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の技術的範
囲に属する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月23日(2016.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　図5に示すように、該D2Dディスカバリー信号の送信装置500は、構成受信ユニット503を
更に含んでも良く、それは、基地局が送信したリソースプールの構成情報を受信するため
に用いられる。また、構成受信ユニット503はさらに、基地局が送信した、一部のリソー
スを選択するための補助パラメータを受信することもできる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　リソース選択ユニット501は、サブフレーム確定ユニット601及び無線フレーム確定ユニ
ット602を更に含んでも良い。サブフレーム確定ユニット601は、ユーザ装置の標識（ID）
を用いて、一つ又は複数のサブフレーム位置を確定し、無線フレーム確定ユニット602は
、無線フレームの位置を確定し、これにより、リソースプールのうちの一部のリソースを
確定することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　図7は、本発明の実施例におけるユーザ装置のシステム構成図である。図7に示すように
、該ユーザ装置700は、中央処理装置（CPU）100及び記憶器140を含んでも良く、記憶器14
0は、中央処理装置100に結合される。なお、該図は、例示に過ぎず、即ち、他の類型の構
造を用いて該構造に対して補充又は代替を行うことにより、電気通信の機能又は他の機能
を実現しても良い。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　図7に示すように、該ユーザ装置700はさらに、通信モジュール110、入力ユニット120、
音声処理ユニット130、カメラ150、表示器160、及び電源170を含んでも良い。これらの部
品の機能は従来技術と同様であるため、ここではその詳しい説明を省略する。なお、ユー
ザ装置700は、必ずしも図7中に示す全ての部品を含む必要がなく、即ち、上述の部品は必
須ではない。また、ユーザ装置700は、図7に示しない部品を更に含んでも良く、これにつ
いては、従来技術を参照することができる。
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