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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】端末間（Ｄ２Ｄ）通信リソース管理のためのカ
バレッジ遷移インジケータを提供する。
【解決手段】ユーザ機器（ＵＥ）Ｄ２Ｄ装置は、ＵＥ装
置が基地局サービスエリアを離脱し、もはやカバレッジ
内に存在しない場合、カバレッジ遷移インジケータを送
信する。カバレッジ遷移インジケータは、ＵＥ装置がサ
ービスエリアを離脱し、もはやカバレッジ内に存在しな
いことを少なくとも示す。カバレッジ遷移インジケータ
に基づいて、ＵＥ装置が属するＤ２Ｄグループがパーシ
ャルカバレッジシナリオからカバレッジ外シナリオへ遷
移したか否かに関する判定を行うことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末間（Ｄ２Ｄ）ユーザ機器（ＵＥ）で実行される方法であって、
　Ｄ２Ｄ通信の同期のためのＤ２Ｄ同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）に含めるべき識別情報を少な
くとも第１及び第２の情報の中から選択する工程であって、前記第１の情報は、前記Ｄ２
ＤＳＳが基地局から導出された又は前記基地局のカバレッジ内の他のＤ２Ｄ　ＵＥから導
出されたことを示し、前記第２の情報は、前記Ｄ２ＤＳＳが前記基地局のカバレッジ外の
他のＤ２Ｄ　ＵＥから導出されたことを示す、工程と、
　前記選択された識別情報を含む前記Ｄ２ＤＳＳを送信する工程と、
　自Ｄ２Ｄ　ＵＥが前記基地局のカバレッジ内であるか否かを判定する工程と、
　自Ｄ２Ｄ　ＵＥが前記基地局のカバレッジ内であるか否かを示すカバレッジインジケー
タを送信する工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記選択する工程は、前記識別情報を、前記第１の情報、前記第２の情報、及び第３の
情報の中から選択することを含み、
　前記第３の情報は、前記Ｄ２ＤＳＳが自Ｄ２Ｄ　ＵＥによって自律的に導出されたこと
を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　端末間（Ｄ２Ｄ）ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　Ｄ２Ｄ通信の同期のためのＤ２Ｄ同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）に含めるべき識別情報を少な
くとも第１及び第２の情報の中から選択する制御部であって、前記第１の情報は、前記Ｄ
２ＤＳＳが基地局から導出された又は前記基地局のカバレッジ内の他のＤ２Ｄ　ＵＥから
導出されたことを示し、前記第２の情報は、前記Ｄ２ＤＳＳが前記基地局のカバレッジ外
の他のＤ２Ｄ　ＵＥから導出されたことを示す、制御部と、
　前記選択された識別情報を含む前記Ｄ２ＤＳＳを送信する送信部と、を含み、
　前記制御部は、さらに、自Ｄ２Ｄ　ＵＥが前記基地局のカバレッジ内であるか否かを判
定し、
　前記送信部は、さらに、自Ｄ２Ｄ　ＵＥが前記基地局のカバレッジ内であるか否かを示
すカバレッジインジケータを送信する、Ｄ２Ｄ　ＵＥ。
【請求項４】
　前記制御部は、前記識別情報を、前記第１の情報、前記第２の情報、及び第３の情報の
中から選択し、
　前記第３の情報は、前記Ｄ２ＤＳＳが自Ｄ２Ｄ　ＵＥによって自律的に導出されたこと
を示す、請求項３に記載のＤ２Ｄ　ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本出願は、本出願の譲受人に譲受され、その全体が参照により明示的に本明細書に援用
されている、２０１３年１２月２０日出願の整理番号ＴＰＲＯ　００２３４　ＵＳの「Ｄ
２Ｄ通信のためのスケジューリング（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｄ２Ｄ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）」と題される仮特許出願第６１／９１９，２８４号の優先権を主
張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、概ね、無線通信に関し、より具体的には、端末間（Ｄ２Ｄ）通信リソースの
管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの無線通信システムは、通信局（基地局、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）を使用して、無
線通信ユーザ機器装置（ＵＥ装置）が、ＵＥ装置が位置する特定の地理的サービスエリア
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を提供する通信局と通信を行う地理的サービスエリアを提供する。通信局は、ネットワー
ク内で接続されるので、ＵＥ装置と他の装置との間の通信リンクを形成することができる
。通信システムは、携帯型ＵＥ装置の多様なニーズに応えるため、様々なサイズを有する
重複するサービスエリアを提供する通信局を備えてもよい。例えば、マクロセル通信局は
、より大きいマクロセルサービスエリアを提供してもよく、小セル通信局により提供され
る１つ又は２つ以上の小セルサービスエリアをカバーしてもよい。
【０００４】
　状況によっては、通信リンクは、互いに近接する無線通信ＵＥ装置間に形成される。こ
れらの状態では、通信局を介して通信するより、２つの無線ＵＥ装置間に直接的な通信リ
ンクがあることが好まれ得る。装置間のそのような直接的な通信は、端末間（Ｄ２Ｄ）通
信又はピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信と称される場合が多い。Ｄ２Ｄ通信のために使用され
る通信リソース（例えば、時間周波数ブロック）は、典型的には、ＵＥ装置と通信局との
間の通信のための通信システムにより使用される通信リソースのサブセットである。
【０００５】
　カバレッジ内ＵＥ装置（ＩｎＣＵＥ装置）は、通信局のサービスエリア内にあり、通信
局と通信可能であるＵＥ装置である。カバレッジ外ＵＥ装置（ＯｏＣ　ＵＥ装置）は、任
意の通信局のサービスエリア内に存在しないＵＥ装置である。互いにＤ２Ｄ通信に関与し
ているＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、グループを形成する。したがって、Ｄ２Ｄグループは、２つ
以上のＤ２Ｄ　ＵＥ装置を含む。Ｄ２Ｄグループにより生じる５つの典型的なカバレッジ
シナリオが存在する。第１のカバレッジシナリオでは、Ｄ２ＤグループのＵＥ装置の全て
が、単一の通信局のサービスエリア内に位置する。したがって、第１のシナリオに関して
、Ｄ２ＤグループのＤ２Ｄ　ＵＥ装置の全てが、単一のサービスエリア内のＩｎＣ　ＵＥ
装置である。第２のカバレッジシナリオでは、Ｄ２ＤグループのどのＵＥ装置も任意の通
信局の任意のサービスエリア内に位置しない。したがって、第２のシナリオに関して、Ｄ
２ＤグループのＤ２Ｄ　ＵＥ装置の全てが、ＯｕｔＣ　ＵＥ装置である。第３のカバレッ
ジシナリオでは、Ｄ２ＤグループのＵＥ装置のうち少なくとも１つは、単一の通信局のサ
ービスエリア内に位置し、グループの少なくとも１つのＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、全てのサー
ビスエリア外に存在する。したがって、第３のシナリオに関して、Ｄ２ＤグループのＤ２
Ｄ　ＵＥ装置のうち少なくとも１つは、単一のサービスエリア内のＩｎＣ　ＵＥ装置であ
り、少なくとも１つのＵＥ装置は、ＯｕｔＣ　ＵＥ装置である。第３のカバレッジシナリ
オは、パーシャルカバレッジシナリオと称される場合がある。第４のカバレッジシナリオ
では、Ｄ２ＤグループのＵＥ装置のうち少なくとも１つは、第１の通信局の第１のサービ
スエリア内に位置し、グループの少なくとも１つのＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、第２の通信局の
第２のサービスエリア内に位置する。したがって、第４のシナリオに関して、Ｄ２Ｄグル
ープのＤ２Ｄ　ＵＥ装置のうち少なくとも２つは、異なるサービスエリア内のＩｎＣ　Ｕ
Ｅ装置である。第５のカバレッジシナリオでは、Ｄ２ＤグループのＵＥ装置のうち少なく
とも１つは、第１の通信局の第１のサービスエリア内に位置し、グループの少なくとも１
つのＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、第２の通信局の第２のサービスエリア内に位置し、Ｄ２Ｄグル
ープの少なくとも１つのＵＥ装置は、ＯｏＣ　ＵＥ装置である。したがって、第５のシナ
リオに関して、Ｄ２ＤグループのＤ２Ｄ　ＵＥ装置のうち少なくとも２つは、異なるサー
ビスエリア内のＩｎＣ　ＵＥ装置であり、グループの少なくとも１つのＤ２Ｄ　ＵＥ装置
は、ＯｏＣ　ＵＥ装置である。他のカバレッジシナリオも可能である。グループのＵＥ装
置は、移動型であるので、Ｄ２Ｄグループのカバレッジシナリオが変わる状態がある。例
えば、Ｄ２Ｄグループの１つだけのＵＥ装置がカバレッジ内にあり、これがカバレッジ外
に移動する場合、カバレッジシナリオは、パーシャルカバレッジシナリオからカバレッジ
外シナリオへ変化している。
【発明の概要】
【０００６】
　ユーザ機器（ＵＥ）Ｄ２Ｄ装置は、ＵＥ装置が基地局サービスエリアを離脱し、もはや
カバレッジ内に存在しない場合、カバレッジ遷移インジケータを送信する。カバレッジ遷
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移インジケータは、ＵＥ装置がサービスエリアを離脱し、もはやカバレッジ内に存在しな
いことを少なくとも示す。カバレッジ遷移インジケータに基づいて、ＵＥ装置が属するＤ
２Ｄグループがパーシャルカバレッジシナリオからカバレッジ外シナリオへ遷移したか否
かに関する判定を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　図１は、マクロセル通信リソースが端末間（Ｄ２Ｄ）通信のために使用される通信シス
テムの図である。
【０００８】
　図２Ａは、カバレッジ内シナリオにおけるＤ２Ｄグループを有する通信システムの図で
ある。
【０００９】
　図２Ｂは、カバレッジ外シナリオにおけるＤ２Ｄグループを有する通信システムの図で
ある。
【００１０】
　図２Ｃは、パーシャルカバレッジシナリオにおけるＤ２Ｄグループを有する通信システ
ムの図である。
【００１１】
　図３は、Ｄ２Ｄグループがパーシャルカバレッジシナリオからカバレッジ外シナリオへ
遷移する通信システムの図である。
【００１２】
　図４Ａは、カバレッジ遷移インジケータ（ＣＴＩ）が２番目から最後のユーザ機器（Ｕ
Ｅ）装置により送信されて、サービスエリアから離脱する、パーシャルカバレッジシナリ
オからカバレッジ外シナリオへのＤ２Ｄグループの遷移２２の第１の段階の図である。
【００１３】
　図４Ｂは、Ｄ２Ｄタイミング情報が、ＣＴＩに応答して送信される、パーシャルカバレ
ッジシナリオからカバレッジ外シナリオへのＤ２Ｄグループの遷移の第２の段階の図であ
る。
【００１４】
　図４Ｃは、ＣＴＩが最後のＵＥ装置により送信されて、サービスエリアを離脱する、パ
ーシャルカバレッジシナリオからカバレッジ外シナリオへのＤ２Ｄグループの遷移の第３
の段階の図である。
【００１５】
　図５は、ＵＥ装置としての使用に好適な無線ユーザ機器（ＵＥ）装置５００のブロック
図である。
【００１６】
　図６は、パーシャルカバレッジ内に存在するＤ２Ｄグループ内で通信しているカバレッ
ジ外ＵＥ装置で実行される方法のフローチャートである。
【００１７】
　図７は、ＵＥ装置と基地局との間の通信のメッセージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、マクロセル通信リソースが端末間（Ｄ２Ｄ）通信のために使用される通信シス
テム１００のブロック図である。通信局（基地局、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）１０２は、「
セル」と称される場合がある地理的サービスエリア１１０内の無線通信ＵＥ装置１０４，
１０６，１０８に無線通信サービスを提供する。複数の通信局は、典型的には、バックホ
ールを介して相互に接続されて、複数のサービスエリアを提供して、広域をカバーしてい
る。通信システム１００を参照して説明されるブロックの多様な機能及び動作は、任意の
数の装置、回路、又は要素において実装されてもよい。機能ブロックのうち２つ以上が１
つの装置に統合されてもよく、任意の１つの装置において実行されるように記載される機
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能は、複数の装置に亘って実装されてもよい。例えば、制御部１１２の機能のうち少なく
とも一部は、通信局１０２により実行されてもよく、その逆でもよい。セルラ通信システ
ムは、典型的には、通信規格又は仕様に従う必要がある。第３世代パートナシッププロジ
ェクト・ロング・ターム・エボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）通信仕様は、下りリン
クに関する直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）及び上りリンクに関するシングルキャリ
ア周波数分割多元接続方式（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用して、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）がサ
ービスを無線通信装置（ユーザ機器（ＵＥ）装置）に提供するシステムのための仕様であ
る。本明細書に記載される技術は、他のタイプの通信システムに適用可能ではあるが、本
明細書で検討される例示的なシステムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信仕様に従って動作する。
【００１９】
　通信局１０２は、基地局、ｅＮｏｄｅＢ又はｅＮＢと称される場合がある固定型の送受
信機局であり、状況によっては、制御部を備えてもよい。通信局１０２は、有線通信、光
通信、及び／又は無線通信チャネルの任意の組み合わせを含んでもよいバックホールを介
して、ネットワーク１１３内の制御部１１２に接続されている。本明細書における例とし
て、制御部１１２は、Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ（ＭＭＥ
）及びＰａｃｋｅｔ　Ｇａｔｅｗａｙ（Ｐ－ＧＷ）の機能性を備える。よって、制御部１
１２は、スケジューラ１１４を備える。本例では、スケジューラ１１４は、無線通信装置
１０４、１０６、１０８間、並びに基地局１０２と無線通信装置１０４、１０６、１０８
との間の通信用の時間－周波数リソースを割り当てる。地理的サービスエリア１１０外の
無線ＵＥ通信装置１１６～１１８は、装置１１６～１１８がサービスエリア１１０内の場
合、通信局１０２から無線サービスを受信することができる。しかしながら、装置１１６
～１１８は、基地局１０２の範囲外であるので、サービスエリア１１０外にある場合、装
置１１６～１１８に対して通信リソースをスケジューリングすることができない。
【００２０】
　無線（ＵＥ）通信装置１０４、１０６、１０８、１１６、１１８（一括して、ＵＥ装置
１２０）は、モバイル装置、無線装置、無線通信装置、及びモバイル無線装置、ＵＥ、Ｕ
Ｅ装置、並びにそれ以外の名称で称されてもよい。ＵＥ装置１２０は、基地局と通信する
ための、かつ端末間構成における他の無線通信装置と通信するための、電子部品及びコー
ドを備える。無線通信装置として、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ
）、無線モデムカード、無線モデム、無線通信用電子部品を有するテレビ、並びにラップ
トップ及びデスクトップ型のコンピュータなどの装置、並びに他の装置が挙げられる。し
たがって、無線通信電子部品を電子装置と組み合わせることにより、ＵＥ装置１２０を形
成することができる。例えば、ＵＥ装置１２０は、電化製品、コンピュータ、テレビ、又
は他の装置に接続された無線モデムを備えてもよい。
【００２１】
　上で説明したように、いくつかの状態では、２つ以上のＵＥ装置は、基地局を通した通
信を介さず、互いに通信してもよい。そのような端末間（Ｄ２Ｄ）通信は、基地局のサー
ビスエリア内又はサービスエリア外のＵＥ装置間で生じてもよい。本明細書で説明される
例として、カバレッジ内（ＩｎＣ）Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置１０６、１０８は、サービスエリア
１１０内にあり、Ｄ２Ｄ通信を使用して、互いに通信する。カバレッジ外（ＯｏＣ）Ｄ２
Ｄ　ＵＥ装置１１６、１１８は、サービスエリア１１０外にあり、Ｄ２Ｄ通信を使用して
、互いに通信する。
【００２２】
　通信局１０２は、サービスエリア１１０内のＵＥ装置１０４、１０６、１０８と無線信
号を送受信することができる無線送受信部を備える。基地局からのかつＵＥ装置１０４、
１０６、１０８からの送信は、送信のシグナリング、プロトコル、及びパラメータを定義
する通信仕様により定められる。通信仕様は、通信用の厳格な規則を提供することができ
、また、具体的な実施は異なるが通信仕様には従っている一般的な要件を提供することが
できる。以下の検討は、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）通信仕様
に関するが、状況によっては、他の通信仕様が使用されてもよい。通信仕様は、少なくと
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も、上りリンク及び下りリンク伝送用のデータチャネル及び制御チャネルを定義し、基地
局からＵＥ装置１２０への物理下りリンク制御チャネルに対する少なくとも一部のタイミ
ング及び周波数パラメータを特定する。
【００２３】
　マクロセル通信リソースの大半部分は、下りリンク信号及び上りリンク信号を送信する
ために使用される。通信局１０２は、下りリンク通信用に確保され、通信仕様により定義
された、定義済みの下りリンク通信リソースのスケジューリングされた下りリンク通信リ
ソースを使用して、下りリンク信号を無線通信装置１０４、１０６、１０８に送信する。
無線通信装置は、上りリンク通信用に確保され、通信仕様により定義された、定義済みの
上りリンク通信リソースのスケジューリングされた上りリンク通信リソースを使用して、
上りリンク信号を通信局１０２に送信する。マクロセル通信リソースは、時間で分割され
た周波数帯を含み、各周波数帯及び時間の区間は、スケジューラ１１４により識別され、
通信局１０２から無線通信装置１０４、１０６、１０８に送られる制御信号に記述される
。したがって、通信仕様又は他のシステムの規則は、下りリンク用の適用可能な通信リソ
ース及び上りリンク用の適用可能な通信リソースを定義する。スケジューラ１１４は、異
なる時間－周波数リソースを異なる装置に割り当てて、干渉を最小化しながら、リソース
を効率的に利用する。したがって、ある無線通信装置と送受信される信号のために使用さ
れるスケジューリング済みのマクロセル通信リソースは、他の無線通信装置と送受信され
る他の信号のために使用されるスケジューリング済みのマクロセル通信リソースと異なる
。したがって、本明細書で参照されるように、定義済みのマクロセル通信リソースは、仕
様及び／又は通信システムの規則により通信のために確保される通信リソースである。し
かしながら、特定の信号に対するマクロセル送信のためのスケジューリング済みのリソー
スは、予備のマクロセル通信リソースのサブセットであり、典型的には、運用中、動的に
変更される。
【００２４】
　従来のシステムでは、スケジューラは、通信局とＵＥ装置との間の通信のために時間－
周波数リソースを割り当てる。しかしながら、本明細書で検討される例では、スケジュー
ラ１１４及び／又は基地局制御部はまた、無線通信装置１０６、１０８間の通信のための
時間－周波数リソース（Ｄ２Ｄ通信リソース）を少なくとも部分的に管理し、端末間（Ｄ
２Ｄ）通信リンクを確立及び維持する。それに対して、ＯｏＣ　ＵＥ装置は、スケジュー
ラによる直接的なスケジューリングなしに、予備のＯｏＣ　Ｄ２Ｄ通信リソースからリソ
ースを選択する。Ｄ２Ｄ通信リソース管理の一例は、本明細書に参照により援用される、
本出願と同時出願の、出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０７１２６６、整理番号ＴＵＴＬ
　００２３４ＰＣである「端末間通信リソースの管理（ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　Ｄ
ＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ）
」と題される特許出願において提供される。
【００２５】
　互いに通信するＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、Ｄ２Ｄグループ内に存在すると考えられる。図１
では、例えば、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置１０６及びＤ２Ｄ　ＵＥ装置１０８は、第１のＤ２Ｄグ
ループ１２２内に存在し、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置１１６及びＤ２Ｄ　ＵＥ装置１１８は、第２
のＤ２Ｄグループ１２４内に存在する。少なくとも一部の３ＧＰＰ　ＬＴＥの仕様の改定
に従って、各Ｄ２Ｄグループは、個別のグループＩＤにより関連づけられる。
【００２６】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、Ｄ２Ｄグループ２００の様々なカバレッジシナリオの
通信システム１００の図である。Ｄ２Ｄグループは、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置２０２と、Ｄ２Ｄ
　ＵＥ装置２０４と、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置２０６と、を含む。Ｄ２Ｄグループは、少なくと
も２つのＵＥ装置を含む。図２Ａは、カバレッジ内（ＩｎＣ）シナリオに関するＤ２Ｄグ
ループ２００のための通信システム１００の図である。全てのＵＥ装置２０２、２０４、
２０６は、ＩｎＣシナリオ用のサービスエリア１１０内に存在する。図２Ｂは、カバレッ
ジ外（ＯｏＣ）シナリオに関するＤ２Ｄグループ２００のための通信システム１００の図
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である。全てのＵＥ装置２０２、２０４、２０６は、ＯｏＣシナリオ用のサービスエリア
１１０外に存在する。図２Ｃは、パーシャルカバレッジシナリオに関するＤ２Ｄグループ
２００のための通信システム１００の図である。パーシャルカバレッジシナリオ中、少な
くとも１つのＵＥ装置２０２は、サービスエリア１１０外に存在し、少なくとも１つのＵ
Ｅ装置２０４、２０６は、サービスエリア内に存在する。
【００２７】
　図３は、Ｄ２Ｄグループ２００がパーシャルカバレッジシナリオからＯｏＣカバレッジ
シナリオへ遷移している通信システム１００の図である。図３の例として、第１のＤ２Ｄ
　ＵＥ装置２０２及び第２のＤ２Ｄ　ＵＥ装置２０４は、サービスエリア１１０外に存在
し、第３のＵＥＤ２Ｄ装置２０６は、サービスエリア１１０からサービスエリア１１０外
へ遷移している。ほとんどの状況では、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置は、サービスエリア１１０から
遷移しているが、これは、装置が、通信局がサービスを提供する地理的エリアから外へ移
動するためである。
【００２８】
　Ｄ２ＤグループのＤ２Ｄ　ＵＥ装置間のＤ２Ｄ通信を同期するために、Ｄ２Ｄグループ
内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置のうち少なくとも１つがタイミング情報を送信する。特定のＵＥが
送信するタイミング情報は、ＵＥ装置で受信された信号及び情報から直接導出されてもよ
く、ネットワークに接続された通信局（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）により送信されてもよい
。状態によっては、タイミング情報は、あるほかの方法で判定される。例えば、ＵＥ装置
が全てのカバレッジエリア（サービスエリア）外に存在する場合、タイミング情報は、Ｕ
Ｅ装置がカバレッジ内に存在した場合の通信局から受信した最後のタイミング情報から判
定されてもよく、又は他のＵＥ装置から受信したタイミング情報から判定されてもよい。
状態によっては、Ｄ２Ｄグループ内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、どのＵＥ装置のタイミング情
報がグループのＵＥ装置間のＤ２Ｄ通信のために使用されることとなるかを判定する。グ
ループに対するタイミングを提供することとなるＵＥ装置の選択は、複数の要因に依存し
てもよい。ほとんどの状態では、システムタイミングに最も近いタイミングを有すると判
別されたＵＥ装置が、グループに対するタイミング情報を提供することとなるＵＥ装置と
して選択される。例えば、１つのＵＥ装置がカバレッジ内に存在し、グループの他のＵＥ
装置がカバレッジ外に存在する場合、カバレッジ内のＵＥ装置がグループに対するタイミ
ングを提供することとなる。全てのＵＥ装置がカバレッジ外に存在する場合、タイミング
を提供するためのＵＥ装置の選択は、各ＵＥ装置がカバレッジ内に存在したときから経過
した時間に依存してもよい。
【００２９】
　（Ｒｅｌｅａｓｅ－１２などの）３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様に従って動作するシステムでは
、Ｄ２Ｄタイミング情報は、Ｄ２ＤＳＳシグナリングを使用して提供される。既知のよう
に、Ｄ２ＤＳＳは、下りリンクリソースで基地局からＵＥ装置へ送信されるＰＳＳ／ＳＳ
Ｓチャネルに類似している。しかしながら、Ｄ２ＤＳＳ信号は、Ｄ２Ｄ通信が上りリンク
通信リソースを利用しているため、ＳＣ－ＦＤＭＡを使用して送信される。ＵＥ装置は、
Ｄ２ＤＳＳを使用して、フレーム及びサブフレームの領界を判定し、それにより、タイミ
ング情報を判定する。Ｄ２ＤＳＳリソースは、全てのＤ２Ｄデータに対して利用可能であ
り、チャネル送信を制御する。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、基地局により構成されるように、Ｄ２Ｄ
ＳＳを送信するための利用可能なリソースを有しているが、Ｄ２Ｄグループ内のＤ２Ｄ　
ＵＥ装置のうち少なくとも一部がＤ２ＤＳＳ（つまり、タイミング情報）を送信しない状
態もあり得る。例えば、Ｄ２ＤグループがＩｎＣシナリオにある場合、Ｄ２Ｄグループ内
の全てのＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、ＰＳＳ／ＳＳＳを受信しており、タイミング情報を基地局
から導出している。その結果、グループ内でＤ２ＤＳＳを送信する必要がない。
【００３０】
　ＯｏＣシナリオでは、どのＵＥ装置もＰＳＳ／ＳＳＳを基地局から受信していないので
、Ｄ２Ｄタイミングは、システムから直接導出できない。グループ内の少なくとも１つの
Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置は、Ｄ２ＤＳＳを送信する。
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【００３１】
　パーシャルカバレッジシナリオに関して、Ｄ２Ｄタイミングは、好ましくは、ネットワ
ークに接続された通信局からタイミングを導出するＤ２Ｄ　ＵＥ装置によって提供される
。より具体的には、カバレッジ内のＵＥ装置のうち少なくとも１つは、ＰＳＳ／ＳＳＳを
介して受信されたシステムタイミングに基づいてＤ２ＤＳＳを送信する。パーシャルカバ
レッジシナリオからカバレッジ外シナリオへＤ２Ｄグループが遷移する場合、タイミング
情報を送信するＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、もはやタイミング情報を通信局から導出できない。
言い換えると、パーシャルカバレッジからカバレッジ外への遷移は、サービスエリアに滞
在する最後のＵＥ装置がサービスエリア外へ移動し、信号を通信局から受信できない場合
に生じる。多くの状態では、カバレッジ外に移動するＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、カバレッジを
離脱する前に、通信局からタイミング情報を直接導出する最後のＤ２Ｄ　ＵＥだったので
、タイミング情報を提供するＤ２Ｄ　ＵＥ装置であったと考えられる。しかしながら、Ｉ
ｎＣ　ＵＥ装置がデータを送信していない場合、典型的には、Ｄ２ＤＳＳを送信しない。
その結果、サービスエリア内の最後のＩｎＣ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置は、Ｄ２Ｄグループ用の
タイミング情報を送信していない場合がある。一部の３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様の提案及び合
意は、ＵＥ装置により送信されているＤ２Ｄタイミング情報が基地局のタイミングからか
、又はある他の方法で導出されるか否かを示すタイミングインジケータを送信するＵＥ装
置を想到している。しかしながら、これらのタイミングインジケータは、Ｄ２ＤＳＳがＵ
Ｅ装置から送信される場合にのみ送信される。Ｄ２Ｄグループの一部であるＤ２Ｄ　ＵＥ
装置がカバレッジ内に存在するが、Ｄ２ＤＳＳを送信していない場合、Ｄ２Ｄグループが
ＯｏＣシナリオにあるのか又はパーシャルカバレッジシナリオにあるのかを判定すること
はできない。
【００３２】
　本明細書における例として、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置がサービスエリアから離脱し、カバレッ
ジ内にはもはや存在しない場合、カバレッジ遷移インジケータ３０６は、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装
置２０６から送信される。したがって、インジケータ３０６はまた、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置が
タイミング情報を基地局１０２からもはや直接導出しないことを示す。Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置
がサービスエリア１１０から離脱している場合、又は最近離脱した場合、カバレッジ遷移
インジケータ３０６が送信される。カバレッジ遷移インジケータ３０６により、Ｄ２Ｄグ
ループの全てのＤ２Ｄ　ＵＥ装置がカバレッジ外に存在すると容易に判定することができ
る。この判定に応答して、Ｄ２Ｄグループ内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、例えば、Ｄ２Ｄ通信
用の異なる通信リソースを使用することにより、動作を変更することができる。
【００３３】
　図３の例として、第３のＤ２Ｄ　ＵＥ装置２０６は、Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置２０６にシステ
ムタイミングを導出させる通信局１０２から信号３０２を受信している。ＬＴＥ　３ＧＰ
Ｐ仕様に従って動作するシステムでは、例えば、第３のＤ２Ｄ　ＵＥ装置２０６は、ＰＳ
Ｓ／ＳＳＳを基地局１０２から受信する。Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置２０６は、Ｄ２Ｄタイミング
情報３０４をＤ２ＤグループのＤ２Ｄ　ＵＥ装置２０２、２０４に送信する。Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅ装置２０６はまた、グループの他のＤ２Ｄ　ＵＥ装置２０２、２０４にＤ２Ｄ　ＵＥ装
置２０６がＤ２Ｄタイミング情報３０３を基地局１０２から直接導出しているか、又はし
ていないかを判定させるタイミングインジケータ３０４を送信する。現在の及び提案され
ているＳＧＰ　ＬＴＥ仕様の一部改定に従って動作するシステムに関して、タイミングイ
ンジケータ３０４は、ＰＤ２ＤＳＣＨのＤ２ＤＳＳ内で送信される２ビットのフラグであ
る。システムタイミングインジケータ３０４は、Ｄ２Ｄタイミング情報がどのように導出
されるかを特定する。このようにシステムタイミングインジケータによって提供され得る
特徴の例として、Ｄ２Ｄタイミング情報がシステムタイミング情報から導出されるか、Ｄ
２Ｄタイミング情報が他のＵＥ装置から受信したタイミング情報から導出されるか、又は
Ｄ２Ｄタイミング情報が自律的にＵＥ装置により導出されるかを示すことが挙げられる。
特徴の他の例として、システムタイミングからのタイミング導出の数を特定することが挙
げられる。言い換えると、タイミングインジケータは、基地局と、場合によってＤ２Ｄタ
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イミング情報を送信するＵＥ装置との間のＵＥ装置の数を特定してもよい。Ｄ２Ｄタイミ
ング情報がシステムタイミングから直接導出される場合、ＵＥ装置の数は、ゼロである。
Ｄ２Ｄタイミング情報がＤ２Ｄタイミング情報をシステムタイミングから直接導出した他
のＵＥ装置により提供されたＤ２Ｄタイミング情報から導出された場合、ＵＥ装置の数は
１つである。
【００３４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥに従って動作するシステムにおけるシステムタイミングインジケータ
３０４の第２のフォーマット例の好適な実施は、フラグが４つの状態のうち１つに設定さ
れるＤ２ＤＳＳ内の２ビットのフラグを送信することを含む。例えば、第１の状態（例え
ば、００）は、Ｄ２ＤＳＳが基地局から受信されたＰＳＳ／ＳＳＳから導出されたことを
示してしもよく、第２の状態（例えば、０１）は、Ｄ２ＤＳＳがＤ２ＤＳＳをＰＳＳ／Ｓ
ＳＳから導出した他のＤ２Ｄ　ＵＥ装置から受信した他のＤ２ＤＳＳから導出されたこと
を示してもよく、第３の状態（例えば、１０）は、Ｄ２ＤＳＳがＤ２ＤＳＳをＰＳＳ／Ｓ
ＳＳから導出したのではない他のＤ２Ｄ　ＵＥ装置から受信した他のＤ２ＤＳＳから導出
されたことを示してもよく、第４の状態（例えば、１１）は、Ｄ２ＤＳＳがＵＥ装置によ
り自律的に導出されたことを示してもよい。
【００３５】
　ＬＴＥ仕様では、ＵＥ装置がデータを送信する場合、Ｄ２ＤＳＳの送信が求められるだ
けなので、タイミングインジケータ３０４は、Ｄ２Ｄグループの任意のメンバーがカバレ
ッジ内に滞在するか否かの確実なインジケータではない。例えば、グループのＤ２Ｄ　Ｕ
Ｅがカバレッジ内に存在するが、データを送信していない場合、ＵＥ装置は、カバレッジ
内に滞在するか否かの指示を提供しない。しかしながら、本明細書の例として、カバレッ
ジ遷移インジケータ（ＣＴＩ）３０６は、Ｄ２Ｄグループがパーシャルカバレッジシナリ
オからＯｏＣシナリオへ遷移したときを判定するために使用できる情報を提供する。ＣＴ
Ｉ３０６は、ＵＥ装置２０６がカバレッジ外へ移動すると、送信される。ＣＴＩ３０６は
、任意の好適なメッセージ又はシグナリングを使用して送信されるが、ＣＴＩは、本明細
書の例では、ＰＤ２ＤＳＣＨのＤ２ＤＳＳ内の１ビットのフラグとして送信される。した
がって、例として、ＣＴＩ３０６は、Ｄ２Ｄタイミング情報３０４の一部として送信され
る。
【００３６】
　図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃは、ＵＥ装置２０４、２０６がサービスエリア１１０から
出るとき、ＣＴＩ３０６がＵＥ装置２０４、２０６により送信される、パーシャルカバレ
ッジシナリオからＯｏＣシナリオへのＤ２Ｄグループの遷移の段階の図である。図４Ａ～
図４Ｃの例は、３つのＵＥ装置２０２、２０４、２０６を含むＤ２Ｄグループを示し、グ
ループは、１つのＵＥ装置２０２がカバレッジ外（ＯｏＣ）に存在するパーシャルカバレ
ッジシナリオから３つ全てのＵＥ装置がカバレッジ外（ＯｏＣ）に存在するＯｏＣシナリ
オへ遷移する図４Ａでは、サービスエリアを離脱する２番目から最後のＵＥ装置２０４は
、サービスエリアを離脱後、ＣＴＩ３０６を送信する。例として、ＣＴＩ３０６は、Ｄ２
Ｄグループを特定するグループＩＤと共に送信される。グループＩＤは、Ｄ２Ｄグループ
内のＵＥ装置２０２、２０６が、Ｄ２Ｄグループ内のＵＥ装置のＣＴＩ送信と他のＤ２Ｄ
グループのＵＥ装置からのＣＴＩ送信とを区別できるようにＤ２Ｄグループを一意的に特
定する。状態によっては、ＣＴＩを伴うグループＩＤの送信は省略されてもよい。例えば
、システムがＵＥ装置がＤ２Ｄグループメンバーからの送信をある他の方法で特定するこ
とを許可する場合、グループＩＤの送信は必要ではない。グループＩＤを送信する好適な
手法の一例として、ＰＤ２ＤＳＣＨ内でグループＩＤを送信することが挙げられる。
【００３７】
　ＣＴＩ３０４の受信に応答して、Ｄ２Ｄグループに属し、カバレッジ内に今もなお存在
する任意のＩｎＣ　ＵＥ装置は、グループの一部であり、今もなおカバレッジ内に存在す
ることを少なくとも示す応答を送信する。本明細書における例では、カバレッジ内に滞在
するＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、Ｄ２ＤＳＳなどのＤ２Ｄタイミング情報を送信する。図４Ｂは
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、カバレッジ内に滞在する最後のＵＥ装置が、Ｄ２Ｄタイミング情報３０４を送信するこ
とにより、ＣＴＩに応答する例の図である。Ｄ２Ｄタイミング情報３０４は、一部の３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ仕様に従って動作するシステムのためのＤ２ＤＳＳとして送信される。送信
はまた、グループＩＤと、Ｄ２ＤＳＳが基地局から受信されるＰＳＳ／ＳＳＳなどのタイ
ミング情報から直接導出されたことを示すタイミングインジケータと、を含む。応答は、
最小応答期間内に送信される。最小時間の好適な時間の一例は、ＣＴＩ３０４がＩｎＣ　
Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置２０６にて受信される時間から１秒である。Ｄ２Ｄグループ内のＵＥ装
置２０２、２０４は、応答（Ｄ２Ｄタイミング情報）を受信し、Ｄ２Ｄグループが今もな
おパーシャルカバレッジシナリオにあることを認識する。
【００３８】
　図４Ｃは、グループの最後のＩｎＣ　ＵＥ装置がサービスエリア１１０を離脱し、もは
やカバレッジ内に存在しない例の図である。図４Ａを参照して検討された２番目から最後
のＵＥ装置のように、ＵＥ装置２０６は、もはやカバレッジ内に存在しないことを示すＣ
ＴＩ３０６を送信する。例として、送信はまた、グループＩＤを含む。したがって、送信
は、図４Ａの送信と同一である。しかしながら、グループのどのＵＥ装置もカバレッジ内
に滞在しないため、応答のための最小時間内に、グループのＩｎＣ　ＵＥ装置から何の応
答も送信されない。最小時間が経過し、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６が基地局により
送信されたタイミング情報から直接導出されるＤ２Ｄタイミング情報３０４を受信してい
ない場合、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６は、Ｄ２ＤグループがＯｏＣシナリオにある
と判定する。言い換えると、ＩｎＣ　Ｄ２Ｄ　ＵＥ装置からＤ２Ｄタイミング情報を受信
していない場合、ＵＥ装置は、グループがカバレッジ外に存在すると判定する。ＵＥ装置
は、グループ内の通信を適合させることにより判定に応答してもよい。例として、ＵＥ装
置２０２、２０４、２０６は、Ｄ２Ｄ通信リソース用の異なる通信リソースを利用する。
例えば、Ｄ２Ｄグループがパーシャルカバレッジシナリオにある場合、Ｄ２Ｄグループの
ＵＥ装置が使用できると考えられるより大きいリソースのプールにアクセスすることがき
る。
【００３９】
　「端末間通信リソースの管理（ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－Ｄ
ＥＶＩＣＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ）」と題される関連する
特許出願では、ＯｏＣ　ＵＥ装置は、ＯｏＣ　Ｄ２Ｄ通信リソースの予備のセットを使用
する。本明細書における原理をそのようなシステムに適用することにより、パーシャルカ
バレッジからカバレッジ外へ遷移するＤ２Ｄグループ内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置は、システム
タイミングインジケータを使用した遷移と、ＩｎＣ　Ｄ２Ｄ通信リソースからＯｏＣ　Ｄ
２Ｄ通信リソースへの遷移と、を検出することができる。
【００４０】
　図５は、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６としての使用に好適な無線ユーザ機器（ＵＥ
）装置５００のブロック図である。ＵＥ装置の各々は、送受信部５０２と、制御部５０４
と、例えば、メモリなど他の部品及び回路（図示せず）と、を含む。送受信部５０２は、
送信部５０６と、受信部５０４と、を含む。送受信部５０２は、上りリンク無線信号を基
地局に送信し、下りリンク無線信号を基地局から受信する。送受信部はまた、割り当てら
れた上りリンク通信リソースを使用してＤ２Ｄ信号を送受するように構成されてもよい。
制御部５０８は、移動型無線通信装置の構成要素を制御して、本明細書で記載される装置
の機能を管理すると共に装置５００の全体的な機能性を簡易化する。制御部５０８は、送
受信部５０２及びメモリなど他の構成要素と接続される。
【００４１】
　図６は、パーシャルカバレッジ内に存在するＤ２Ｄグループ内で通信しているカバレッ
ジ外（ＯｏＣ）ＵＥ装置で実行される方法のフローチャートである。したがって、図６の
例は、図４Ａ～図４ＣにおけるＵＥ２０２により実行されてもよい。
【００４２】
　ステップ６０２では、ＵＥ装置２０２は、Ｄ２Ｄグループが少なくとも１つの他のＤ２
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Ｄ　ＵＥ装置を含むＤ２Ｄグループ内で通信している。少なくとも１つのＵＥ装置は、基
地局サービスエリア内に存在する。例として、グループの第２のＵＥ装置及びグループの
第３のＵＥ装置は、基地局１０２のサービスエリア１１０内に存在する。
【００４３】
　ステップ６０４では、ＵＥ装置２０２は、カバレッジ遷移インジケータ（ＣＴＩ）がＤ
２Ｄグループ内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置から受信されたか否かを判定する。ＣＴＩインジケー
タが受信された場合、手順は、ステップ６０８で継続する。又は、手順は、ステップ６０
４に戻り、ＵＥ装置は、ＣＴＩ用の適切なチャネルを監視し続ける。上記のように、ＣＴ
Ｉは、ＣＴＩを送信するＵＥ装置が基地局サービスエリアを離脱し、もはやカバレッジ内
に存在しないことを示す。
【００４４】
　ステップ６０８では、任意のＤ２Ｄタイミング情報がＤ２Ｄグループ内のＵＥ装置から
最大時間内に受信されたか否かが判定される。制御部５０８は、ＣＴＩが受信された時間
からタイマーを実行し、Ｄ２Ｄタイミング情報がグループ内のＤ２Ｄ　ＵＥ装置から受信
されるか否かについて判定する。上記のように、タイミング情報は、Ｄ２ＤＳＳとして送
信され、状況によっては、グループＩＤを含む。Ｄ２Ｄタイミング情報が最大時間内に受
信されない場合、手順は、ステップ６１４で継続する。又は、手順は、ステップ６１０で
継続する。
【００４５】
　ステップ６１０では、Ｄ２Ｄグループが今もなおパーシャルカバレッジ内に存在するこ
とが判定される。Ｄ２Ｄタイミング情報をＤ２Ｄグループ内のＵＥ装置から受信すること
は、ＵＥ装置が今もなおカバレッジ内に存在するということを示す。上記のように、今も
なおカバレッジ内に存在し、ＰＳＳ／ＳＳＳを受信しているグループのＵＥ装置は、基地
局からのシステムタイミング（例えば、ＰＳＳ／ＳＳＳ）から導出されたＤ２Ｄタイミン
グ情報を送ることにより、他のグループメンバーのＵＥからＣＴＩを受信したことに応答
する。本明細書の例として、Ｄ２Ｄタイミング情報は、グループＩＤを含むか、又はグル
ープＩＤに関連する。グループＩＤは、ＰＤ２ＤＳＣＨ内で送られてもよい。例として、
Ｄ２Ｄタイミング情報は、Ｄ２Ｄタイミングが基地局からのシステムタイミングから導出
されることを示すタイミングインジケータと共に送信される。上記のように、この情報は
、いくつかの実施におけるＰＤ２ＤＳＣＨ内の２ビットのフィールド内で送信することが
できる。
【００４６】
　ステップ６０８で、Ｄ２ＤグループのメンバーからのＤ２Ｄタイミング情報を最大時間
内で受信されないと判定された場合、方法は、ステップ６１４で継続する。ステップ６１
４では、Ｄ２ＤグループがＤ２Ｄグループの全てのＤ２Ｄ　ＵＥ装置が任意のサービスエ
リア外に存在するカバレッジ外シナリオにあると判定される。
【００４７】
　ステップ６１６では、ＵＥ装置２０２は、Ｄ２Ｄグループ内のＤ２Ｄ通信用のＯｏＣ　
Ｄ２Ｄ通信リソースのプールからリソースを選択する。ＯｏＣ　Ｄ２Ｄ通信リソースのプ
ールは典型的には、パーシャルカバレッジシナリオに利用可能なリソース以外のリソース
も含む。Ｄ２Ｄグループの全てのメンバーが基地局サービスエリア外に存在するため、Ｄ
２Ｄ　ＵＥ装置は、基地局とのマクロセル通信と干渉する可能性は低い。したがって、状
態によっては、ＵＥ装置は、Ｄ２ＤグループがＯｏＣシナリオにあるという判定後、任意
の上りリンク通信リソースを使用してもよい。ＵＥ装置２０２が複数のＤ２Ｄグループの
メンバーである場合、各グループは、独立して扱われるので、ＵＥメンバーは、１つのグ
ループを有するＯｏＣ　Ｄ２Ｄ通信リソース、及びパーシャルカバレッジシナリオ内のＤ
２Ｄグループのためのより制限されたリソースのプールを使用してもよい。
【００４８】
　図７は、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６と基地局１０２との間の通信のメッセージ図
である。図７を参照して検討される例は、図４Ａ～図４Ｃ及び図６の例に関するメッセー
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【００４９】
　イベント７０３では、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６は、Ｄ２Ｄグループ内で通信を
行う。図７における下向き矢印は、図７の他の伝達及びイベントが発生しているので、通
信が継続し得ることを図示している。Ｄ２Ｄ通信は、連続している必要はないが、３つの
ＵＥ装置は、Ｄ２Ｄグループのメンバーであり続ける。また、一部のＵＥ装置は、Ｄ２Ｄ
通信中、信号を送信しなくてもよい。
【００５０】
　送信７０４では、基地局１０２は、ＰＳＳ／ＳＳＳなどのタイミング情報を、サービス
エリア１１０内に存在するＵＥ装置へ送る。第１のＵＥ装置２０２は、ＯｏＣ　ＵＥ装置
としての例を開始するので、第１のＵＥ装置２０２は、ＰＳＳ／ＳＳＳを受信しない。し
かしながら、第２のＵＥ装置２０４と第３のＵＥ装置２０６との両方は、カバレッジ内に
存在し、ＰＳＳ／ＳＳＳを受信する。イベント７０８では、第２のＵＥ装置２０４は、サ
ービスエリア１１０を離脱する。送信７１０では、基地局１０２は、ＰＳＳ／ＳＳＳを再
送信する。簡潔かつ明瞭にするために、ＰＳＳ／ＳＳＳの一部の送信は、図７から省略さ
れている。したがって、ＰＳＳ／ＳＳＳは、図７に示すより、より頻繁に送信され得る。
第１のＵＥ装置２０２及び第２のＵＥ装置２０４がサービスエリア１１０外に存在するの
で、ＰＳＳ／ＳＳＳの送信７１０は、第１のＵＥ装置２０２及び第２のＵＥ装置２０４に
より受信されない。
【００５１】
　送信７１２では、第２のＵＥ装置２０４は、第１のＵＥ装置２０２及び第３のＵＥ装置
２０６により受信されるＣＴＩを送る。ＣＴＩに応答して、第３のＵＥ装置は、送信７１
４にて、Ｄ２ＤＳＳなどのＤ２Ｄタイミング情報を送信する。上記のように、記載された
例では、Ｄ２ＤＳＳは、グループＩＤと、Ｄ２ＤＳＳがＰＳＳ／ＳＳＳから導出されたこ
とを示すタイミングインジケータと、を含む。Ｄ２ＤＳＳは、ＣＴＩを受信してから最大
時間内に送信される。
【００５２】
　イベント７１６では、第３のＵＥ装置２６４は、サービスエリア１１０を離脱する。そ
の結果、送信７１８でのＰＳＳ／ＳＳＳは、ＵＥ装置２０２、２０４、２０６によって受
信されない。第３のＵＥ装置２０６は、第２のＵＥ装置２０４及び第１のＵＥ装置２０２
で受信されるＣＴＩを送信７２０において送る。
【００５３】
　イベント７２２では、ＵＥ装置は、Ｄ２Ｄグループがカバレッジ外に存在することを判
定する。Ｄ２ＤＳＳがＤ２Ｄグループメンバーから最大時間内に受信されないため、ＵＥ
装置は、ＵＥメンバーがカバレッジ内に滞在していないと判定する。上記のように、ＵＥ
装置は、例えば、Ｄ２Ｄ通信用の異なる通信リソースを使用して、Ｄ２Ｄグループ内のＤ
２Ｄ通信を調整してもよい。
【００５４】
　明らかに、本発明を実施する他の変形例及び様式が、これらの教示を参酌して、当業者
に容易に創作されるだろう。上述の記載は、例示的であり、限定的なものではない。本発
明は、上記の明細書及び添付の図面と併用して鑑みた場合、かかる変更例及び様式の全て
を含む、以下の特許請求の範囲によってのみ限定される。したがって、本発明の範囲は、
上記の説明を参照して判断されるのではなく、均等物の全範囲と共に、添付される特許請
求の範囲を参照して判断されるべきである。
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