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(57)【要約】
　ネットワークカバレージ外にあるモバイルデバイス装
置がネットワークと通信するための効率的な手法が望ま
れる。本装置はユーザ機器（ＵＥ）であり得る。本装置
は、１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは
複数のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）信号を受信する
。本装置は、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つおよび
／または複数の基準信号を受信するために使用される１
つまたは複数のリソース要素の信号強度、または１つま
たは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受
信するために使用される１つまたは複数のリソース要素
の信号強度に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の
信号強度を測定する。本装置は、選択された中継ＵＥを
介して基地局と通信するために、１つまたは複数のＤ２
Ｄ信号の信号強度の測定に基づいて、１つまたは複数の
近接ＵＥのうちの１つを中継ＵＥとして選択する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の方法であって、
　１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のデバイスツーデバイス（Ｄ２
Ｄ）信号を受信することと、
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用さ
れる１つまたは複数のリソース要素の信号強度、または前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号
の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素
の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは複数
のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記信号強度の前記測定に基づいて、中継ＵＥとし
て前記１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを選択することと、
　前記選択された中継ＵＥを介して基地局と通信するために、Ｄ２Ｄ通信を介して、前記
選択された中継ＵＥと通信することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応する近接ＵＥが、前記基地局と通信す
るために使用される中継器として利用可能であることを示す、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ発見信号中に含まれる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記対応するＤ２Ｄ発見信号は、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ）上で受
信される、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ通信信号中に含まれる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部分と前記１つまたは
複数の基準信号とは、物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ）上で受信される、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数の制御信号は、物理サイドリン
ク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）上で受信される、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥは、任意の基地局のカバレージ外にある、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使
用される前記１つまたは複数のリソース要素の前記信号強度は、前記１つまたは複数のＤ
２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される前記１つまたは複
数のリソース要素の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）
のうちの少なくとも１つに基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　ワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
　１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のデバイスツーデバイス（Ｄ２
Ｄ）信号を受信するための手段と、
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用さ
れる１つまたは複数のリソース要素の信号強度、または前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号
の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素
の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは複数
のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定するための手段と
　を備える、ＵＥ。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記信号強度の前記測定に基づいて、中継ＵＥとし
て前記１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを選択するための手段と、
　前記選択された中継ＵＥを介して基地局と通信するために、Ｄ２Ｄ通信を介して、前記
選択された中継ＵＥと通信するための手段と
をさらに備える、請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応する近接ＵＥが、前記基地局と通信す
るために使用される中継器として利用可能であることを示す、
　請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ発見信号中に含まれる、
　請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記対応するＤ２Ｄ発見信号は、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ）上で受
信される、
　請求項１４に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ通信信号中に含まれる、
　請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部分と前記１つまたは
複数の基準信号とは、物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ）上で受信される、
　請求項１６に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の制御信号は、物理サイドリンク制
御チャネル（ＰＳＣＣＨ）上で受信される、
　請求項１６に記載のＵＥ。
【請求項１９】
　前記ＵＥは、任意の基地局のカバレージ外にある、
　請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使
用される前記１つまたは複数のリソース要素の前記信号強度は、前記１つまたは複数のＤ
２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される前記１つまたは複
数のリソース要素の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）
のうちの少なくとも１つに基づく、
　請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
　メモリと、
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　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のデバイスツーデバイス（Ｄ
２Ｄ）信号を受信することと、
　　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用
される１つまたは複数のリソース要素の信号強度、または前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信
号の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要
素の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは複
数のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定することと
　を行うように構成される、ＵＥ。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記信号強度の前記測定に基づいて、中継ＵＥとし
て前記１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを選択することと、
　前記選択された中継ＵＥを介して基地局と通信するために、Ｄ２Ｄ通信を介して、前記
選択された中継ＵＥと通信することと
　を行うようにさらに構成される、請求項２１に記載のＵＥ。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応する近接ＵＥが、前記基地局と通信す
るために使用されるリレーとして利用可能であることを示す、
　請求項２２に記載のＵＥ。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ発見信号中に含まれる、
　請求項２１に記載のＵＥ。
【請求項２５】
　前記対応するＤ２Ｄ発見信号は、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ）上で受
信される、
　請求項２４に記載のＵＥ。
【請求項２６】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応するＤ２Ｄ通信信号中に含まれる、
　請求項２１に記載のＵＥ。
【請求項２７】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部分と前記１つまたは
複数の基準信号とは、物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ）上で受信される、
　請求項２６に記載のＵＥ。
【請求項２８】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数の制御信号は、物理サイドリン
ク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）上で受信される、
　請求項２６に記載のＵＥ。
【請求項２９】
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使
用される前記１つまたは複数のリソース要素の前記信号強度は、前記１つまたは複数のＤ
２Ｄ信号の前記１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される前記１つまたは複
数のリソース要素の基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）
のうちの少なくとも１つに基づく、
　請求項２１に記載のＵＥ。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体
であって、
　１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のデバイスツーデバイス（Ｄ２
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Ｄ）信号を受信することと、
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用さ
れる１つまたは複数のリソース要素の信号強度、または前記１つまたは複数のＤ２Ｄ信号
の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素
の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、前記１つまたは複数
のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定することと
　を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１５年５
月１４日に出願された「MEASUREMENT OF D2D CHANNELS」と題する米国仮出願第６２／１
６１，８６０号、および２０１６年４月７日に出願された「MEASUREMENT OF D2D CHANNEL
S」と題する米国特許出願第１５／０９３，４８３号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、デバイスツーデバイス通
信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって
複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのよう
な多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気
通信規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ（登録商標）：Third Generation Partnership Project）によって公表されたユ
ニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile T
elecommunications System）モバイル規格の拡張のセットである。ＬＴＥは、ダウンリン
ク上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを使用し、多入力多出
力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して、スペクトル効率の改善、コストの低下、および
サービスの改善を通して、モバイルブロードバンドアクセスをサポートするように設計さ
れている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続ける
につれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。これらの改善はまた、他の多元接続
技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であり得る。
【０００５】
　[0005]モバイルデバイスは、ネットワークカバレージ外にあり得、したがって、ネット
ワークと通信することが可能でないことがある。しかしながら、ネットワークカバレージ
外にあるモバイルデバイスは、依然として、ネットワークと通信することを希望し得る。
したがって、ネットワーク外のモバイルデバイスがネットワークと通信するための手法が
望まれる。
【発明の概要】
【０００６】
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　[0006]以下は、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の
簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観では
なく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべて
の態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示されるより詳細な説明
の導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示すること
である。
【０００７】
　[0007]ネットワークカバレージ外にあるユーザ機器（ＵＥ）は、概して、ネットワーク
への弱い接続を有するかまたはネットワークへの接続を有しない。したがって、ネットワ
ークカバレージ外にあるＵＥがネットワークと効果的に通信するための手法が望まれる。
ネットワークカバレージ外にあるＵＥは、ネットワークカバレージ内にある中継ＵＥを介
してネットワークと通信し得る。中継ＵＥとして複数の候補ＵＥがある場合、ＵＥは、複
数の候補ＵＥとのデバイスツーデバイス信号の信号強度を測定し、デバイスツーデバイス
信号の信号強度に基づいて、複数の候補ＵＥのうちの１つを中継ＵＥとして選択し得る。
【０００８】
　[0008]本開示の一態様では、方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。
本装置はＵＥであり得る。本装置は、１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは
複数のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）信号を受信する。本装置は、１つまたは複数のＤ
２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用される１つまたは複数のリソ
ース要素の信号強度、または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部（
data part）を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度のう
ちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号
強度を測定する。
【０００９】
　[0009]別の態様では、本装置はＵＥであり得る。本装置は、１つまたは複数の近接ＵＥ
からそれぞれ１つまたは複数のＤ２Ｄ信号を受信するための手段を含む。本装置は、１つ
または複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用される１つま
たは複数のリソース要素の信号強度、または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複
数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度のう
ちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号
強度を測定するための手段を含む。
【００１０】
　[0010]別の態様では、本装置は、メモリと、メモリに結合された少なくとも１つのプロ
セッサとを含むＵＥであり得る。少なくとも１つのプロセッサは、１つまたは複数の近接
ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のＤ２Ｄ信号を受信することと、１つまたは複数のＤ２
Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用される１つまたは複数のリソー
ス要素の信号強度、または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受
信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度のうちの少なくとも１
つに少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定するこ
ととを行うように構成される。
【００１１】
　[0011]別の態様では、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する
コンピュータ可読媒体が、１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のＤ２
Ｄ信号を受信することと、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受
信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度、または１つまたは複
数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数
のリソース要素の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、１つ
または複数のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定することとを行うためのコードを含む。
【００１２】
　[0012]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
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分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の
図面は、１つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、こ
れらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のうちのほんのいくつかを示
すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものと
する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの一例を示す図。
【図２Ａ】ＤＬフレーム構造のＬＴＥ例を示す図。
【図２Ｂ】ＤＬフレーム構造内のＤＬチャネルのＬＴＥ例を示す図。
【図２Ｃ】ＵＬフレーム構造のＬＴＥ例を示す図。
【図２Ｄ】ＵＬフレーム構造内のＵＬチャネルのＬＴＥ例を示す図。
【図３】アクセスネットワーク中の発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）
の一例を示す図。
【図４】デバイスツーデバイス通信システムの図。
【図５】様々なＵＥ間の通信を示す例示的な図。
【図６】ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図７】図６のフローチャートから展開する、ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図８】例示的な装置中の異なる手段／構成要素間のデータフローを示す概念データフロ
ー図。
【図９】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0022]添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成
を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すもので
はない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な
詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当
業者には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を曖昧にするのを回避す
るために、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
【００１５】
　[0023]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示
される。これらの装置および方法は、以下の発明を実施するための形態において説明され
、（「要素」と総称される）様々なブロック、構成要素、回路、プロセス、アルゴリズム
などによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素が
ハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例お
よび全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
【００１６】
　[0024]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つ
または複数のプロセッサを含む「処理システム」として実装され得る。プロセッサの例と
しては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィックス処理ユニット（Ｇ
ＰＵ）、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、アプリケーションプロセッサ、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、縮小命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ）プロセッサ、システ
ムオンチップ（ＳｏＣ）、ベースバンドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個
別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するよう
に構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の１つまたは複数のプロセ
ッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミ
ドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命
令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム
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、ソフトウェア構成要素、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウ
ェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド
、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
【００１７】
　[0025]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュー
タ可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ
可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスさ
れ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュー
タ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、電気
的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、光ディスクストレージ
、磁気ディスクストレージ、他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ
可読媒体の組合せ、あるいはコンピュータによってアクセスされ得る、命令またはデータ
構造の形態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体
を備えることができる。
【００１８】
　[0026]図１は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク１００の一例を示
す図である。（ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）とも呼ばれる）ワイヤ
レス通信システムは、基地局１０２と、ＵＥ１０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ）１
６０とを含む。基地局１０２は、マクロセル（高電力セルラー基地局）および／またはス
モールセル（低電力セルラー基地局）を含み得る。マクロセルはｅＮＢを含む。スモール
セルは、フェムトセル、ピコセル、およびマイクロセルを含む。
【００１９】
　[0027]（発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）
地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）と総称される）基地局１０２は、バ
ックホールリンク１３２（たとえば、Ｓ１インターフェース）を通してＥＰＣ１６０とイ
ンターフェースする。他の機能に加えて、基地局１０２は、以下の機能、すなわち、ユー
ザデータの転送と、無線チャネル暗号化および解読と、完全性保護と、ヘッダ圧縮と、モ
ビリティ制御機能（たとえば、ハンドオーバ、デュアル接続性）と、セル間干渉協調と、
接続セットアップおよび解放と、負荷分散と、非アクセス層（ＮＡＳ：non-access strat
um）メッセージのための分配と、ＮＡＳノード選択と、同期と、無線アクセスネットワー
ク（ＲＡＮ：radio access network）共有と、マルチメディアブロードキャストマルチキ
ャストサービス（ＭＢＭＳ：multimedia broadcast multicast service）と、加入者およ
び機器トレースと、ＲＡＮ情報管理（ＲＩＭ：RAN information management）と、ページ
ングと、測位と、警告メッセージの配信とのうちの１つまたは複数を実行し得る。基地局
１０２は、バックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ２インターフェース）上で互いと直
接または間接的に（たとえば、ＥＰＣ１６０を通して）通信し得る。バックホールリンク
１３４はワイヤードまたはワイヤレスであり得る。
【００２０】
　[0028]基地局１０２はＵＥ１０４とワイヤレス通信し得る。基地局１０２の各々は、そ
れぞれの地理的カバレージエリア１１０に通信カバレージを与え得る。重複する地理的カ
バレージエリア１１０があり得る。たとえば、スモールセル１０２’は、１つまたは複数
のマクロ基地局１０２のカバレージエリア１１０と重複するカバレージエリア１１０’を
有し得る。スモールセルとマクロセルの両方を含むネットワークが、異種ネットワークと
して知られ得る。異種ネットワークはまた、限定加入者グループ（ＣＳＧ）として知られ
る限定グループにサービスを提供し得るホーム発展型ノードＢ（ｅＮＢ）（ＨｅＮＢ）を
含み得る。基地局１０２とＵＥ１０４との間の通信リンク１２０は、ＵＥ１０４から基地
局１０２への（逆方向リンクとも呼ばれる）アップリンク（ＵＬ）送信、および／または
基地局１０２からＵＥ１０４への（順方向リンクとも呼ばれる）ダウンリンク（ＤＬ）送
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信を含み得る。通信リンク１２０は、空間多重化、ビームフォーミング、および／または
送信ダイバーシティを含む、ＭＩＭＯアンテナ技術を使用し得る。通信リンクは、１つま
たは複数のキャリアを通したものであり得る。基地局１０２／ＵＥ１０４は、各方向にお
いて送信のために使用される最高合計Ｙｘ　ＭＨｚ（ｘ個のコンポーネントキャリア）の
キャリアアグリゲーションにおいて割り振られた、キャリアごとの最高Ｙ　ＭＨｚ（たと
えば、５、１０、１５、２０ＭＨｚ）帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリアは、互
いに隣接することも隣接しないこともある。キャリアの割振りは、ＤＬとＵＬとに対して
非対称であり得る（たとえば、ＤＬの場合、ＵＬの場合よりも多いまたは少ないキャリア
が割り振られ得る）。コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリアと
、１つまたは複数のセカンダリコンポーネントキャリアとを含み得る。プライマリコンポ
ーネントキャリアはプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）と呼ばれることがあり、セカンダリコ
ンポーネントキャリアはセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）と呼ばれることがある。
【００２１】
　[0029]ワイヤレス通信システムは、５ＧＨｚ無認可周波数スペクトル中で通信リンク１
５４を介してＷｉ－Ｆｉ（登録商標）局（ＳＴＡ）１５２と通信しているＷｉ－Ｆｉアク
セスポイント（ＡＰ）１５０をさらに含み得る。無認可周波数スペクトル中で通信すると
き、ＳＴＡ１５２／ＡＰ１５０は、チャネルが利用可能であるかどうかを決定するために
、通信するより前にクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行し得る。
【００２２】
　[0030]スモールセル１０２’は、認可および／または無認可周波数スペクトル中で動作
し得る。無認可周波数スペクトル中で動作するとき、スモールセル１０２’は、ＬＴＥを
採用し、Ｗｉ－Ｆｉ　ＡＰ１５０によって使用されるのと同じ５ＧＨｚ無認可周波数スペ
クトルを使用し得る。無認可周波数スペクトル中でＬＴＥを採用するスモールセル１０２
’は、アクセスネットワークへのカバレージをブーストし、および／またはアクセスネッ
トワークの容量を増加させ得る。無認可スペクトルにおけるＬＴＥは、ＬＴＥ無認可（Ｌ
ＴＥ－Ｕ：LTE（登録商標）-unlicensed）、認可支援アクセス（ＬＡＡ）、またはＭｕＬ
ＴＥｆｉｒｅと呼ばれることがある。
【００２３】
　[0031]ＥＰＣ１６０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management 
Entity）１６２と、他のＭＭＥ１６４と、サービングゲートウェイ１６６と、マルチメデ
ィアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ゲートウェイ１６８と、ブロ
ードキャストマルチキャストサービスセンター（ＢＭ－ＳＣ：Broadcast Multicast Serv
ice Center）１７０と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ１７２とを
含み得る。ＭＭＥ１６２はホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１７４と通信していることがあ
る。ＭＭＥ１６２は、ＵＥ１０４とＥＰＣ１６０との間のシグナリングを処理する制御ノ
ードである。概して、ＭＭＥ１６２はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）パケットはサービングゲートウェイ１６６を通して転送さ
れ、サービングゲートウェイ１６６自体はＰＤＮゲートウェイ１７２に接続される。ＰＤ
Ｎゲートウェイ１７２はＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲ
ートウェイ１７２およびＢＭ－ＳＣ１７０はＩＰサービス１７６に接続される。ＩＰサー
ビス１７６は、インターネット、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ：IP Multimedia Subsystem）、ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ：PS Streamin
g Service）、および／または他のＩＰサービスを含み得る。ＢＭ－ＳＣ１７０は、ＭＢ
ＭＳユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。ＢＭ－ＳＣ１
７０は、コンテンツプロバイダＭＢＭＳ送信のためのエントリポイントとして働き得、パ
ブリックランドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮ：public land mobile network）内のＭ
ＢＭＳベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、ＭＢＭＳ送信をスケジュー
ルするために使用され得る。ＭＢＭＳゲートウェイ１６８は、特定のサービスをブロード
キャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）エ
リアに属する基地局１０２にＭＢＭＳトラフィックを配信するために使用され得、セッシ
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ョン管理（開始／停止）と、ｅＭＢＭＳ関係の課金情報を収集することとを担い得る。
【００２４】
　[0032]基地局は、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイント、基地トラ
ンシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（
ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）
、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。基地局１０２は、ＵＥ１０４に
ＥＰＣ１６０へのアクセスポイントを与える。ＵＥ１０４の例としては、セルラーフォン
、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：session initiation protocol
）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線、全地球測位システム、マル
チメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（たとえば、ＭＰ３
プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブルデバイス
、または任意の他の同様の機能デバイスがある。ＵＥ１０４は、局、移動局、加入者局、
モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイル
デバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル
加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット
、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適
な用語で呼ばれることもある。
【００２５】
　[0033]再び図１を参照すると、いくつかの態様では、ＵＥ１０４は、中継ＵＥを介して
ネットワークと通信するために、近接ＵＥからデバイスツーデバイス信号を受信すること
と、デバイスツーデバイス信号に基づいて近接ＵＥの信号強度を測定することと、信号強
度測定に基づいて、近接ＵＥのうちの１つを中継ＵＥとして選択することとを行うように
構成され得る（１９８）。
【００２６】
　[0034]図２Ａは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図２００である。図２
Ｂは、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造内のチャネルの一例を示す図２３０である。図２
Ｃは、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図２５０である。図２Ｄは、ＬＴＥ
におけるＵＬフレーム構造内のチャネルの一例を示す図２８０である。他のワイヤレス通
信技術は、異なるフレーム構造および／または異なるチャネルを有し得る。ＬＴＥでは、
フレーム（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブ
フレームは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すた
めにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットは、１つまたは複数の（物理ＲＢ
（ＰＲＢ：physical resource block）とも呼ばれる）時間並列リソースブロック（ＲＢ
）を含む。リソースグリッドは複数のリソース要素（ＲＥ）に分割される。ＬＴＥでは、
ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、ＲＢは、合計８４個のＲＥについて、周波
数領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に７つの連続するシ
ンボル（ＤＬの場合、ＯＦＤＭシンボル、ＵＬの場合、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）を含ん
でいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、ＲＢは、合計７２個のＲＥについて、
周波数領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に６個の連続す
るシンボルを含んでいる。各ＲＥによって搬送されるビット数は変調スキームに依存する
。
【００２７】
　[0035]図２Ａに示されているように、ＲＥのうちのいくつかが、ＵＥにおけるチャネル
推定のためのＤＬ基準（パイロット）信号（ＤＬ－ＲＳ）を搬送する。ＤＬ－ＲＳは、（
共通ＲＳと呼ばれることもある）セル固有基準信号（ＣＲＳ：cell-specific reference 
signal）と、ＵＥ固有基準信号（ＵＥ－ＲＳ：UE-specific reference signal）と、チャ
ネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ：channel state information reference signal）
とを含み得る。図２Ａは、（それぞれ、Ｒ0、Ｒ1、Ｒ2、およびＲ3として示される）アン
テナポート０、１、２、および３のためのＣＲＳと、（Ｒ5として示される）アンテナポ
ート５のためのＵＥ－ＲＳと、（Ｒとして示される）アンテナポート１５のためのＣＳＩ
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－ＲＳとを示す。図２Ｂは、フレームのＤＬサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示
す。物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：physical control for
mat indicator channel）は、スロット０のシンボル０内にあり、物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）が１つのシンボルを占有
するのか、２つのシンボルを占有するのか、３つのシンボルを占有するのかを示す制御フ
ォーマットインジケータ（ＣＦＩ）を搬送する（図２Ｂは、３つのシンボルを占有するＰ
ＤＣＣＨを示す）。ＰＤＣＣＨは、１つまたは複数の制御チャネル要素（ＣＣＥ）内でダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し、各ＣＣＥは９つのＲＥグループ（ＲＥＧ）を含
み、各ＲＥＧは、ＯＦＤＭシンボル中に４つの連続するＲＥを含む。ＵＥは、ＤＣＩをも
搬送するＵＥ固有拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）で構成され得る。ｅＰＤＣＣＨは、２
つ、４つ、または８つのＲＢペアを有し得る（図２Ｂは２つのＲＢペアを示し、各サブセ
ットは１つのＲＢペアを含む）。物理ハイブリッド自動再送要求（ＡＲＱ）（ＨＡＲＱ：
hybrid automatic repeat request）インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）もスロット０
のシンボル０内にあり、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に基づいて、ＨＡ
ＲＱ肯定応答（ＡＣＫ）／否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）フィードバックを示すＨＡＲＱインジ
ケータ（ＨＩ）を搬送する。プライマリ同期チャネル（ＰＳＣＨ）は、フレームのサブフ
レーム０および５内のスロット０のシンボル６内にあり、サブフレームタイミングと物理
レイヤ識別情報とを決定するためにＵＥによって使用されるプライマリ同期信号（ＰＳＳ
）を搬送する。セカンダリ同期チャネル（ＳＳＣＨ）は、フレームのサブフレーム０およ
び５内のスロット０のシンボル５内にあり、物理レイヤセル識別情報グループ番号を決定
するためにＵＥによって使用されるセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を搬送する。物理レイ
ヤ識別情報と物理レイヤセル識別情報グループ番号とに基づいて、ＵＥは物理セル識別子
（ＰＣＩ）を決定することができる。ＰＣＩに基づいて、ＵＥは上述のＤＬ－ＲＳのロケ
ーションを決定することができる。物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical
 broadcast channel）は、フレームのサブフレーム０のスロット１のシンボル０、１、２
、３内にあり、マスター情報ブロック（ＭＩＢ）を搬送する。ＭＩＢは、ＤＬシステム帯
域幅中のＲＢの数と、ＰＨＩＣＨ構成と、システムフレーム番号（ＳＦＮ）とを与える。
物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared channel）は、
ユーザデータと、システム情報ブロック（ＳＩＢ）などのＰＢＣＨを通して送信されない
ブロードキャストシステム情報と、ページングメッセージとを搬送する。
【００２８】
　[0036]図２Ｃに示されているように、ＲＥのうちのいくつかが、ｅＮＢにおけるチャネ
ル推定のための復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）を搬送する。ＵＥは、サブフレームの最後の
シンボル中でサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をさらに送信し得る。ＳＲＳはコム（co
mb）構造を有し得、ＵＥは、コムのうちの１つ上でＳＲＳを送信し得る。ＳＲＳは、ｅＮ
Ｂによって、ＵＬ上での周波数依存スケジューリングを可能にするために、チャネル品質
推定のために使用され得る。図２Ｄは、フレームのＵＬサブフレーム内の様々なチャネル
の一例を示す。物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：physical random access c
hannel）が、ＰＲＡＣＨ構成に基づいてフレーム内の１つまたは複数のサブフレーム内に
あり得る。ＰＲＡＣＨは、サブフレーム内に６つの連続するＲＢペアを含み得る。ＰＲＡ
ＣＨは、ＵＥが初期システムアクセスを実行し、ＵＬ同期を達成することを可能にする。
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：physical uplink control channel）が、
ＵＬシステム帯域幅のエッジ上に位置し得る。ＰＵＣＣＨは、スケジューリング要求、チ
ャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）、ラ
ンクインジケータ（ＲＩ）、およびＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックなど、ア
ップリンク制御情報（ＵＣＩ）を搬送する。ＰＵＳＣＨは、データを搬送し、バッファス
テータス報告（ＢＳＲ）、パワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）、および／またはＵＣＩを
搬送するためにさらに使用され得る。
【００２９】
　[0037]図３は、アクセスネットワーク中でＵＥ３５０と通信しているｅＮＢ３１０のブ
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ロック図である。ＤＬでは、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットがコントローラ／プロセッ
サ３７５に与えられ得る。コントローラ／プロセッサ３７５はレイヤ３およびレイヤ２機
能を実装する。レイヤ３は無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを含み、レイヤ２は、パケ
ットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤと、無線リンク制御（ＲＬＣ
）レイヤと、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤとを含む。コントローラ／プロセッサ３
７５は、システム情報（たとえば、ＭＩＢ、ＳＩＢ）のブロードキャスティングと、ＲＲ
Ｃ接続制御（たとえば、ＲＲＣ接続ページング、ＲＲＣ接続確立、ＲＲＣ接続変更、およ
びＲＲＣ接続解放）と、無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティと、ＵＥ測定報告のた
めの測定構成とに関連するＲＲＣレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮／復元と、セキュリテ
ィ（暗号化、解読、完全性保護、完全性検証）と、ハンドオーバサポート機能とに関連す
るＰＤＣＰレイヤ機能、ならびに上位レイヤパケットデータユニット（ＰＤＵ）の転送と
、ＡＲＱを介した誤り訂正と、ＲＬＣサービスデータユニット（ＳＤＵ）の連結、セグメ
ンテーション、およびリアセンブリと、ＲＬＣデータＰＤＵの再セグメンテーションと、
ＲＬＣデータＰＤＵの並べ替えとに関連するＲＬＣレイヤ機能、ならびに論理チャネルと
トランスポートチャネルとの間のマッピングと、トランスポートブロック（ＴＢ）上への
ＭＡＣ　ＳＤＵの多重化と、ＴＢからのＭＡＣ　ＳＤＵのデマリプレクシングと、スケジ
ューリング情報報告と、ＨＡＲＱを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先
度付けとに関連するＭＡＣレイヤ機能を与える。
【００３０】
　[0038]送信（ＴＸ）プロセッサ３１６および受信（ＲＸ）プロセッサ３７０は、様々な
信号処理機能に関連するレイヤ１機能を実装する。物理（ＰＨＹ）レイヤを含むレイヤ１
は、トランスポートチャネル上の誤り検出と、トランスポートチャネルの前方誤り訂正（
ＦＥＣ）コーディング／復号と、インターリービングと、レートマッチングと、物理チャ
ネル上へのマッピングと、物理チャネルの変調／復調と、ＭＩＭＯアンテナ処理とを含み
得る。ＴＸプロセッサ３１６は、様々な変調スキーム（たとえば、２位相シフトキーイン
グ（ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）、４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ：qua
drature phase-shift keying）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-phase-shift 
keying）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：M-quadrature amplitude modulation））に
基づく信号コンスタレーションへのマッピングを扱う。コーディングされ、変調されたシ
ンボルは、次いで並列ストリームに分割され得る。各ストリームは、次いで、時間領域Ｏ
ＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、ＯＦＤＭサブキャ
リアにマッピングされ、時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、パ
イロット）と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier
 Transform）を使用して互いに合成され得る。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリ
ームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器３７４からのチ
ャネル推定値は、コーディングおよび変調スキームを決定するために、ならびに空間処理
のために使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ３５０によって送信される基準信号およ
び／またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで
、別個の送信機３１８ＴＸを介して異なるアンテナ３２０に与えられ得る。各送信機３１
８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得る。
【００３１】
　[0039]ＵＥ３５０において、各受信機３５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ３５２
を通して信号を受信する。各受信機３５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、その情報を受信（ＲＸ）プロセッサ３５６に与える。ＴＸプロセッサ３６８および
ＲＸプロセッサ３５６は、様々な信号処理機能に関連するレイヤ１機能を実装する。ＲＸ
プロセッサ３５６は、ＵＥ３５０に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、
情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがＵＥ３５０に宛てられた場
合、それらはＲＸプロセッサ３５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成さ
れ得る。ＲＸプロセッサ３５６は、次いで、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用してＯＦ
ＤＭシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦ
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ＤＭ信号のサブキャリアごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャ
リア上のシンボルと、基準信号とは、ｅＮＢ３１０によって送信される、可能性が最も高
い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これ
らの軟判定は、チャネル推定器３５８によって算出されるチャネル推定値に基づき得る。
軟判定は、次いで、物理チャネル上でｅＮＢ３１０によって最初に送信されたデータと制
御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は
、次いで、レイヤ３およびレイヤ２機能を実装するコントローラ／プロセッサ３５９に与
えられる。
【００３２】
　[0040]コントローラ／プロセッサ３５９は、プログラムコードとデータとを記憶するメ
モリ３６０に関連し得る。メモリ３６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。
ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３５９は、ＥＰＣ１６０からのＩＰパケットを復元
するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリア
センブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ
３５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロト
コルを使用する誤り検出を担う。
【００３３】
　[0041]ｅＮＢ３１０によるＤＬ送信に関して説明された機能と同様に、コントローラ／
プロセッサ３５９は、システム情報（たとえば、ＭＩＢ、ＳＩＢ）獲得と、ＲＲＣ接続と
、測定報告とに関連するＲＲＣレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮／復元と、セキュリティ
（暗号化、解読、完全性保護、完全性検証）とに関連するＰＤＣＰレイヤ機能、ならびに
上位レイヤＰＤＵの転送と、ＡＲＱを介した誤り訂正と、ＲＬＣ　ＳＤＵの連結、セグメ
ンテーション、およびリアセンブリと、ＲＬＣデータＰＤＵの再セグメンテーションと、
ＲＬＣデータＰＤＵの並べ替えとに関連するＲＬＣレイヤ機能、ならびに論理チャネルと
トランスポートチャネルとの間のマッピングと、ＴＢ上へのＭＡＣ　ＳＤＵの多重化と、
ＴＢからのＭＡＣ　ＳＤＵのデマリプレクシングと、スケジューリング情報報告と、ＨＡ
ＲＱを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先度付けとに関連するＭＡＣレ
イヤ機能を与える。
【００３４】
　[0042]ｅＮＢ３１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネ
ル推定器３５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調ス
キームを選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ３
６８によって使用され得る。ＴＸプロセッサ３６８によって生成される空間ストリームは
、別個の送信機３５４ＴＸを介して異なるアンテナ３５２に与えられ得る。各送信機３５
４ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得る。
【００３５】
　[0043]ＵＬ送信は、ＵＥ３５０における受信機機能に関して説明された様式と同様の様
式でｅＮＢ３１０において処理される。各受信機３１８ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ
３２０を通して信号を受信する。各受信機３１８ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情
報を復元し、その情報をＲＸプロセッサ３７０に与える。
【００３６】
　[0044]コントローラ／プロセッサ３７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメ
モリ３７６に関連し得る。メモリ３７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。
ＵＬでは、コントローラ／プロセッサ３７５は、ＵＥ３５０からのＩＰパケットを復元す
るために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセ
ンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ３
７５からのＩＰパケットは、ＥＰＣ１６０に与えられ得る。コントローラ／プロセッサ３
７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコ
ルを使用する誤り検出を担う。
【００３７】
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　[0045]図４はデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信システム４６０の図である。Ｄ２Ｄ
通信システム４６０は複数のＵＥ４６４、４６６、４６８、４７０を含む。Ｄ２Ｄ通信シ
ステム４６０は、たとえば、ＷＷＡＮなどのセルラー通信システムと重なり得る。ＵＥ４
６４、４６６、４６８、４７０の一部は、ＤＬ／ＵＬ　ＷＷＡＮスペクトルを使用してＤ
２Ｄ通信において互いに通信し、一部は基地局４６２と通信し得、一部は両方を行い得る
。たとえば、図４に示されているように、ＵＥ４６８、４７０はＤ２Ｄ通信中であり、Ｕ
Ｅ４６４、４６６はＤ２Ｄ通信中である。ＵＥ４６４、４６６は基地局４６２とも通信し
ている。Ｄ２Ｄ通信は、物理サイドリンクブロードキャストチャネル（ＰＳＢＣＨ：phys
ical sidelink broadcast channel）、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ：phy
sical sidelink discovery channel）、物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ：ph
ysical sidelink shared channel）、および物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ
：physical sidelink control channel）など、１つまたは複数のサイドリンクチャネル
を通したものであり得る。
【００３８】
　[0046]以下で説明される例示的な方法および装置は、たとえば、ＦｌａｓｈＬｉｎＱ、
ＷｉＭｅｄｉａ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、または
ＩＥＥＥ８０２．１１規格に基づくＷｉ－Ｆｉに基づくワイヤレスデバイスツーデバイス
通信システムなど、様々なワイヤレスＤ２Ｄ通信システムのいずれにも適用可能である。
説明を簡略化するために、例示的な方法および装置がＬＴＥのコンテキスト内で説明され
る。ただし、例示的な方法および装置は、様々な他のワイヤレスデバイスツーデバイス通
信システムにより一般的に適用可能であることを当業者は理解されよう。
【００３９】
　[0047]上記で説明されたように、あるＵＥが、ＵＥ間のＤ２Ｄリンクを介して別のＵＥ
とのＤ２Ｄ通信を実行し得る。Ｄ２ＤリンクはＰＣ５リンクであり得る。様々な状況につ
いて、ＵＥ間のＤ２Ｄリンクの品質（たとえば、Ｄ２Ｄリンク強度）を測定することが有
益であり得る。たとえば、ＵＥは、ＵＥとの最良のＤ２Ｄリンク品質を有する近接ＵＥを
見つけるために、ＵＥの近くにある近接ＵＥのＤ２Ｄリンクの品質を測定し得る。ＵＥ間
のＤ２Ｄリンク品質は、ＵＥ間の通信の信号強度に基づき得る。ＵＥは、近接ＵＥのうち
、ＵＥとの最良のＤ２Ｄリンク品質を与える近接ＵＥに接続し得る。したがって、ＵＥ間
のＤ２Ｄリンク品質を測定するための有効な手法が望まれる。
【００４０】
　[0048]一使用事例では、ＵＥが、Ｄ２Ｄリンク品質に基づいて中継ＵＥとして選択され
得る。特に、ネットワークのカバレージ外にあるかまたはネットワークへの極めて弱い接
続を有するＵＥが、ネットワークのカバレージ内にある１つまたは複数のＵＥと通信する
ことが可能であり得る。ネットワークカバレージ外にあるかまたはネットワークへの極め
て弱い接続を有するＵＥは、以下で、リモートＵＥと呼ばれることがある。リモートＵＥ
は、ネットワークと通信するために、ネットワークカバレージ内にある別のＵＥ（たとえ
ば、近接ＵＥ）を中継として使用することが可能であり得る。たとえば、ネットワークカ
バレージ外にあるリモートＵＥは、ネットワークカバレージ内にある近接ＵＥと通信する
ことが可能であり得、ここで、ネットワークカバレージ内の近接ＵＥは、リモートＵＥが
ネットワーク内の近接ＵＥを介してネットワークと通信し得るように、リモートＵＥのた
めの中継機能を実行する。リモートＵＥとネットワークカバレージ内の近接ＵＥとの間の
通信は、Ｄ２Ｄ通信を介して実行され得る。リモートＵＥのための中継器のための候補で
あり得る複数の利用可能な近接ＵＥが、ネットワークカバレージ内にあり得る。リモート
ＵＥは、ネットワークと通信するために、ネットワークカバレージ内の近接ＵＥのうちの
１つを中継器として選択し得る。リモートＵＥとの信頼できる接続を有する中継ＵＥを使
用することが、ネットワークとの通信のために望まれる。したがって、ＵＥは、ネットワ
ークカバレージの外側のリモートＵＥとネットワークカバレージ内の近接ＵＥとの間のＤ
２Ｄリンク品質の測定に基づいて、ＵＥとの最良のＤ２Ｄリンク品質を与える近接ＵＥを
選択し得る。
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【００４１】
　[0049]図５は、様々なＵＥ間の通信を示す例示的な図５００である。基地局５０２がネ
ットワークカバレージ５０４を与える。リモートＵＥ５０６がネットワークカバレージ５
０４の外側にあり、したがって、基地局５０２と通信することができない。近接ＵＥ５０
８と近接ＵＥ５１０とがネットワークカバレージ５０４内にあり、したがって、基地局５
０２と通信することが可能である。リモートＵＥ５０６は、通信リンクＬ１Ａを介して近
接ＵＥ５０８と通信し得、通信リンクＬ２Ａを介して近接ＵＥ５１０と通信し得る。Ｌ１
Ａは、リモートＵＥ５０６と近接ＵＥ５０８との間のＤ２Ｄリンクであり得、Ｌ２Ａは、
リモートＵＥ５０６と近接ＵＥ５１０との間のＤ２Ｄリンクであり得る。近接ＵＥ５０８
は、通信リンクＬ１Ｂを介して基地局５０２と通信し得る。近接ＵＥ５１０は、通信リン
クＬ２Ｂを介して基地局５０２と通信し得る。リモートＵＥ５０６は、通信リンクＬ１Ａ
および通信リンクＬ１Ｂを介して、リモートＵＥ５０６のための中継器として機能する近
接ＵＥ５０８を介して基地局５０２と通信し得る。リモートＵＥ５０６は、通信リンクＬ
２Ａおよび通信リンクＬ２Ｂを介して、リモートＵＥ５０６のための中継器として機能す
る近接５１０を介して基地局５０２と通信し得る。一態様では、リモートＵＥ５０６は、
リンクＬ１ＡおよびＬ２ＡのＤ２Ｄリンク品質を測定し、Ｄ２Ｄリンク品質の測定に基づ
いて、近接ＵＥ５０８および５１０のうちの１つを中継ＵＥとして選択し得る。たとえば
、リンクＬ１ＡのＤ２Ｄリンク品質がリンクＬ２ＡのＤ２Ｄリンク品質よりも良好である
場合、リモートＵＥ５０６は、リンクＬ１ＡおよびリンクＬ１Ｂを介して、基地局５０２
と通信するために近接ＵＥ５０８を中継器として選択し得る。
【００４２】
　[0050]本開示の第１の手法によれば、ＵＥは、近接ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号の信号強
度に基づいて、近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を測定し得る。近接ＵＥはＤ２Ｄ発見信
号を定期的に告知し得る。ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号を検出し、受信し得、Ｄ２Ｄ発見信号
に基づいて、近接ＵＥが、Ｄ２Ｄ接続を確立するために利用可能であると決定し得る。近
接ＵＥは、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ：physical sidelink discovery 
channel）上でＤ２Ｄ発見信号を送信し得る。ＬＴＥでは、ＵＥは、基地局から受信され
た１つまたは複数の基準信号に基づいて、基地局からの信号の信号強度を測定し得る。一
態様では、いくつかの事例では、Ｄ２Ｄ発見において、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見のための同等
の基準信号を送信し得る。より詳細には、Ｄ２Ｄ発見において、そのような事例では、異
なる近接ＵＥからの基準信号が互いに同等であり得るので、ＵＥは、ある近接ＵＥからの
基準信号と別の近接ＵＥからの基準信号とを区別することが可能でないことがある。その
ような事例では、ＵＥは、ＵＥが基準信号の信号強度を測定する場合でも、基準信号がど
の近接ＵＥからのものであるかを決定することが可能でないことがあるので、ＵＥは、ど
の近接ＵＥが基準信号の信号強度に対応するかを決定することができない。したがって、
そのような事例では、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号中の基準信号部分（reference signal por
tion）でない部分に基づいて、近接ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号の信号強度を測定し得る。
【００４３】
　[0051]したがって、本開示の第１の手法によれば、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号中の基準信
号部分および／またはＤ２Ｄ発見信号中の基準信号部分でない部分に基づいて、（たとえ
ば、近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を決定するために）近接ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号
の信号強度を測定し得る。一態様では、ＵＥは、近接ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号の基準信
号部分および／またはデータ部分（data portion）に基づいて、Ｄ２Ｄ発見信号の信号強
度を測定することによって、近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を決定し得る。特に、近接
ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号の信号強度を測定するために、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号の、基
準信号部分の通信のために使用されるリソース要素および／またはデータ部分の通信のた
めに使用されるリソース要素上の信号強度を測定するように構成され得る。いくつかの事
例では、Ｄ２Ｄ発見信号のデータ部分に基づいて信号強度が測定された場合、近接ＵＥか
ら送られたデータが近接ＵＥに固有であるので、ＵＥは、ある近接ＵＥから送られたデー
タ部分と別の近接ＵＥから送られたデータ部分とを区別することができる。一態様では、
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ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号のデータ部分の通信のために使用されるリソース要素を介して基
準信号受信電力（ＲＳＲＰ：reference signal received power）および／または基準信
号受信品質（ＲＳＲＱ：reference signal received quality）を測定することによって
、Ｄ２Ｄ発見信号のデータ部分の通信のために使用されるリソース要素上の信号強度を測
定し得る。一態様では、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号の基準信号部分の通信のために使用され
るリソース要素を介してＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱを測定することによって、Ｄ２
Ｄ発見信号の基準信号部分の通信のために使用されるリソース要素上の信号強度を測定し
得る。
【００４４】
　[0052]例示的な使用事例では、ネットワークカバレージ内にある近接ＵＥは、ネットワ
ークと通信するために、近接ＵＥが中継器として機能するために利用可能であることを示
すＤ２Ｄ発見信号を告知し得る。ネットワークカバレージの外側にあるリモートＵＥは、
近接ＵＥから送られたＤ２Ｄ発見信号を受信し得る。リモートＵＥは、異なる近接ＵＥか
らＤ２Ｄ発見信号を受信し得る。リモートＵＥは、それぞれのＤ２Ｄ発見信号の信号強度
に基づいて、各近接ＵＥとのＤ２Ｄリンク品質を決定し得、ここで、Ｄ２Ｄ発見信号の信
号強度は、上記で説明されたように、Ｄ２Ｄ発見信号の基準信号部分の通信のために使用
されるリソース要素の信号強度および／またはＤ２Ｄ発見信号のデータ部分の通信のため
に使用されるリソース要素の信号強度に基づいて測定される。その後、リモートＵＥは、
最良のＤ２Ｄリンク品質（たとえば、最も高いＤ２Ｄ発見信号強度）をもつ近接ＵＥを、
リモートＵＥがそれを介してネットワークに通信し得る中継ＵＥとして選択し得る。
【００４５】
　[0053]たとえば、図５を参照すると、近接ＵＥ５０８はＤ２Ｄ発見信号を送信し得、近
接ＵＥ５１０はＤ２Ｄ発見信号を送信し得る。リモートＵＥ５０６は、通信リンク（たと
えば、Ｄ２Ｄリンク）Ｌ１Ａの品質を決定するために、近接ＵＥ５０８からのＤ２Ｄ発見
信号の信号強度を測定する。リモートＵＥ５０６はまた、通信リンク（たとえば、Ｄ２Ｄ
リンク）Ｌ２Ａの品質を決定するために、近接ＵＥ５１０からのＤ２Ｄ発見信号の信号強
度を測定する。リモートＵＥ５０６は、通信リンクＬ１Ａの信号強度および通信リンクＬ
２Ａの信号強度に基づいて、近接ＵＥ５０８および５１０のうちの１つを選択する。リモ
ートＵＥ５０６は、通信リンクの最も高い信号強度を与える近接ＵＥを選択する。たとえ
ば、通信リンクＬ１Ａの信号強度が他の通信リンク（たとえば、Ｌ２Ａ）の信号強度より
も大きい場合、リモートＵＥ５０６は、近接ＵＥ５０８を中継器として選択する。
【００４６】
　[0054]本開示の第２の手法によれば、ＵＥは、近接ＵＥからのＤ２Ｄ通信に基づいて、
近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を測定し得る。Ｄ２Ｄ通信信号中に、Ｄ２Ｄ通信のため
の制御部およびトラフィック部がある。ＵＥは、物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣ
ＣＨ：physical sidelink control channel）上で制御部を受信し得、物理サイドリンク
共有チャネル（ＰＳＳＣＨ：physical sidelink shared channel）上でトラフィック部を
受信し得る。制御部と比較して、トラフィック部は、時間および周波数上でより拡散され
たより多くのリソースを介して送信される。たとえば、制御部は、概して、単一のリソー
スブロック上で送信され、トラフィック部は、概して、２つ以上のリソースブロック上で
送信される。さらに、制御部は、トラフィック部よりもより低い頻度で送信される。した
がって、トラフィック部は、Ｄ２Ｄリンクの品質を測定するために、トラフィック部が与
えるよりもより多くの情報を与え、したがって、Ｄ２Ｄリンクの品質のより正確な測定を
与え得る。この理由で、第２の手法によるＵＥは、Ｄ２Ｄ通信信号のトラフィック部に基
づいてＤ２Ｄリンクの品質を測定する。
【００４７】
　[0055]Ｄ２Ｄ通信信号のトラフィック部は、基準信号部分とデータ部分とを含む。第２
の手法の一態様では、ＵＥは、データ部分の信号強度および／または基準信号部分の信号
強度を測定し得る。ＵＥは、Ｄ２Ｄリンクの品質を決定するために、基準信号部分の信号
強度および／またはデータ部分の信号強度に基づいて、Ｄ２Ｄ通信信号の信号強度を決定
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し得る。Ｄ２Ｄ通信では、１つまたは複数の状態に応じて、ある近接ＵＥからの基準信号
が、別の近接ＵＥからの別の基準信号とは区別可能であり得る。たとえば、異なる近接Ｕ
Ｅが、基準信号の送信のために使用される異なるシーケンス（たとえば、Ｚａｄｏｆｆ－
Ｃｈｕシーケンス）を送信する場合、ＵＥは、異なるシーケンスを区別することによって
、異なる近接ＵＥからの基準信号を区別することが可能であり得る。しかしながら、概し
て、異なるシーケンスの数が制限される。したがって、近接ＵＥの数が、異なるシーケン
スの数よりも大きい場合、必ずしもすべての基準信号がシーケンスに基づいて区別可能で
あるとは限らない。たとえば、５つの異なるＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスがあり、２
０個の異なる近接ＵＥからの２０個の基準信号がある場合、ＵＥは、５つの異なるＺａｄ
ｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスに基づいて、すべての２０個の異なる近接ＵＥを完全に区別す
ることが可能であるとは限らない。
【００４８】
　[0056]見方を変えれば、ＵＥは、近接ＵＥの数にかかわらず、異なる近接ＵＥからのデ
ータ部分を区別し得る。近接ＵＥから送られたデータが近接ＵＥに固有であるので、ＵＥ
は、近接ＵＥの数にかかわらず、ある近接ＵＥから送られたデータ部分と別の近接ＵＥか
ら送られたデータ部分とを区別することができる。したがって、第２の手法の態様では、
Ｄ２Ｄ通信信号の信号強度の測定が、データ部分の通信のために使用されるリソース要素
の信号強度に少なくとも部分的に基づくことが好ましいことがある。別の態様では、Ｄ２
Ｄ通信信号の信号強度の測定は、データ部分のために使用されるリソース要素の信号強度
ならびに基準信号部分のために使用されるリソース要素の信号強度に基づき得る。一態様
では、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信信号のデータ部分の通信のために使用されるリソース要素を介
してＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱを測定することによって、データ部分の通信のため
に使用されるリソース要素の信号強度を測定し得る。一態様では、ＵＥは、Ｄ２Ｄ通信信
号の基準信号部分の通信のために使用されるリソース要素を介してＲＳＲＰおよび／また
はＲＳＲＱを測定することによって、基準信号部分の通信のために使用されるリソース要
素の信号強度を測定し得る。
【００４９】
　[0057]例示的な使用事例では、ネットワークカバレージ内にある近接ＵＥは、ネットワ
ークと通信するために、近接ＵＥが中継器として機能するために利用可能であることを示
すＤ２Ｄ通信信号を告知し得る。ネットワークカバレージの外側にあるリモートＵＥは、
Ｄ２Ｄ通信信号を受信し得る。リモートＵＥは、異なる近接ＵＥからＤ２Ｄ通信信号を受
信し得る。リモートＵＥは、それぞれのＤ２Ｄ通信信号のトラフィック部に基づいて、各
近接ＵＥとのＤ２Ｄリンク品質を決定し得、ここで、トラフィック部は、基準信号部分と
データ部分とを含む。特に、リモートＵＥは、それぞれのＤ２Ｄ通信信号の、基準信号部
分の信号強度および／またはデータ部分の信号強度に基づいて、Ｄ２Ｄリンク品質を決定
し得る。基準信号部分の信号強度は、上記で説明されたように、Ｄ２Ｄ通信信号の１つま
たは複数の基準信号の送信のために使用されるリソース要素上で測定される。データ部分
の信号強度は、上記で説明されたように、Ｄ２Ｄ通信信号のデータ部分の送信のために使
用されるリソース要素上で測定される。その後、リモートＵＥは、最良のＤ２Ｄリンク品
質（たとえば、最も高いＤ２Ｄ通信信号強度）をもつ近接ＵＥを、リモートＵＥがそれを
介してネットワークに通信し得る中継ＵＥとして選択し得る。
【００５０】
　[0058]たとえば、図５を参照すると、近接ＵＥ５０８はＤ２Ｄ通信信号を送信し得、近
接ＵＥ５１０はＤ２Ｄ通信信号を送信し得る。リモートＵＥ５０６は、通信リンク（たと
えば、Ｄ２Ｄリンク）Ｌ１Ａの品質を決定するために、近接ＵＥ５０８からのＤ２Ｄ通信
信号の信号強度を測定する。リモートＵＥ５０６はまた、通信リンク（たとえば、Ｄ２Ｄ
リンク）Ｌ２Ａの品質を決定するために、近接ＵＥ５１０からのＤ２Ｄ通信信号の信号強
度を測定する。リモートＵＥ５０６は、通信リンクＬ１Ａの信号強度および通信リンクＬ
２Ａの信号強度に基づいて、近接ＵＥ５０８および５１０のうちの１つを選択する。通信
リンクＬ１Ａの信号強度が他の通信リンク（たとえば、Ｌ２Ａ）の信号強度よりも大きい
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場合、リモートＵＥ５０６は、近接ＵＥ５０８を中継器として選択する。
【００５１】
　[0059]図６は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート６００である。本方法は、ＵＥ
（たとえば、ＵＥ１０４、ＵＥ５０６、装置８０２／８０２’）によって実行され得る。
６０２において、ＵＥは、１つまたは複数の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のＤ２
Ｄ信号を受信する。６０４において、ＵＥは、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは
複数の基準信号を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度、
または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用さ
れる１つまたは複数のリソース要素の信号強度のうちの少なくとも１つに少なくとも部分
的に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定する。６０６において、Ｕ
Ｅは、以下で説明されるように、追加のステップを実行し得る。一態様では、ＵＥは、任
意の基地局のカバレージ外にある。一態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまた
は複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度
が、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用され
る１つまたは複数のリソース要素のＲＳＲＰまたはＲＳＲＱのうちの少なくとも１つに基
づく。
【００５２】
　[0060]たとえば、上記で説明されたように、Ｄ２Ｄ発見信号の信号強度を測定するため
に、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号の、基準信号部分の通信のために使用されるリソース要素お
よび／またはデータ部分の通信のために使用されるリソース要素上の信号強度を測定する
ように構成され得る。たとえば、上記で説明されたように、Ｄ２Ｄ通信信号の信号強度の
測定は、基準信号部分の通信のために使用されるリソース要素の信号強度および／または
データ部分の通信のために使用されるリソース要素の信号強度に少なくとも部分的に基づ
く。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号のデータ部分の通信の
ために使用されるリソース要素を介してＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱを測定すること
によって、Ｄ２Ｄ発見信号のデータ部分の通信のために使用されるリソース要素上の信号
強度を測定し得る。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、Ｄ２Ｄ発見信号の基準
信号部分の通信のために使用されるリソース要素を介してＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲ
Ｑを測定することによって、Ｄ２Ｄ発見信号の基準信号部分の通信のために使用されるリ
ソース要素上の信号強度を測定し得る。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、Ｄ
２Ｄ通信信号のデータ部分の通信のために使用されるリソース要素を介してＲＳＲＰおよ
び／またはＲＳＲＱを測定することによって、データ部分の通信のために使用されるリソ
ース要素の信号強度を測定し得る。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、Ｄ２Ｄ
通信信号の基準信号部分の通信のために使用されるリソース要素を介してＲＳＲＰおよび
／またはＲＳＲＱを測定することによって、基準信号部分の通信のために使用されるリソ
ース要素の信号強度を測定し得る。
【００５３】
　[0061]一態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々が、対応するＤ２Ｄ発見信号中
に含まれ得る。そのような態様では、対応するＤ２Ｄ発見信号はＰＳＤＣＨ上で受信され
得る。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、近接ＵＥからのＤ２Ｄ発見信号の信
号強度に基づいて、近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を測定し得る。たとえば、上記で説
明されたように、近接ＵＥは、ＰＳＤＣＨ上でＤ２Ｄ発見信号を送信し得る。
【００５４】
　[0062]一態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々が、対応するＤ２Ｄ通信信号中
に含まれ得る。そのような態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデ
ータ部分と１つまたは複数の基準信号とが、ＰＳＳＣＨ上で受信される。そのような態様
では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の制御信号がＰＳＣＣＨ上で受信さ
れる。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥは、近接ＵＥからのＤ２Ｄ通信に基づい
て、近接ＵＥとのＤ２Ｄリンクの品質を測定し得る。たとえば、上記で説明されたように
、ＵＥは、Ｄ２Ｄリンクの品質を決定するために、基準信号部分の信号強度および／また



(19) JP 2018-515994 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

はデータ部分の信号強度に基づいて、Ｄ２Ｄ通信信号の信号強度を決定し得る。たとえば
、上記で説明されたように、ＵＥは、ＰＳＣＣＨ上で制御部を受信し得、ＰＳＳＣＨ上で
トラフィック部を受信し得る。
【００５５】
　[0063]図７は、図６のフローチャート６００から展開する、ワイヤレス通信の方法のフ
ローチャート７００である。本方法は、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１０４、ＵＥ５０６、装置
８０２／８０２’）によって実行され得る。６０６において、本方法は、図６のフローチ
ャート６００から続く。７０２において、ＵＥは、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号強
度の測定に基づいて、１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを中継ＵＥとして選択する
。７０４において、ＵＥは、選択された中継ＵＥを介して基地局と通信するために、Ｄ２
Ｄ通信を介して、選択された中継ＵＥと通信する。たとえば、上記で説明されたように、
リモートＵＥは、最良のＤ２Ｄリンク品質（たとえば、最も高いＤ２Ｄ発見信号強度）を
もつ近接ＵＥを、リモートＵＥがそれを介してネットワークに通信し得る中継ＵＥとして
選択し得る。たとえば、上記で説明されたように、リモートＵＥは、最良のＤ２Ｄリンク
品質（たとえば、最も高いＤ２Ｄ通信信号強度）をもつ近接ＵＥを、リモートＵＥがそれ
を介してネットワークに通信し得る中継ＵＥとして選択し得る。
【００５６】
　[0064]図８は、例示的な装置８０２中の異なる手段／構成要素間のデータフローを示す
概念データフロー図８００である。本装置はＵＥであり得る。本装置は、受信構成要素８
０４と、送信構成要素８０６と、Ｄ２Ｄ信号管理構成要素８０８と、信号強度決定構成要
素８１０と、中継器選択構成要素８１２と、通信管理構成要素８１４とを含む。
【００５７】
　[0065]Ｄ２Ｄ信号管理構成要素８０４は、受信構成要素８０４を使用して８６２および
８６４を介して、１つまたは複数の近接ＵＥ（たとえば、近接ＵＥ８５０）からそれぞれ
１つまたは複数のＤ２Ｄ信号を受信する。信号強度決定構成要素８１４は、１つまたは複
数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用される１つまたは複数
のリソース要素の信号強度、または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデー
タ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度のうちの少な
くとも１つに少なくとも部分的に基づいて、（たとえば、８６６を介してＤ２Ｄ信号管理
構成要素８０４から受信された）１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号強度を測定する。一
態様では、ＵＥ８０２は任意の基地局のカバレージ外にあり得る。一態様では、１つまた
は複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデータ部を受信するために使用される１つまたは
複数のリソース要素の信号強度が、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデー
タ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素のＲＳＲＰまたはＲＳＲ
Ｑのうちの少なくとも１つに基づく。
【００５８】
　[0066]一態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々が、対応するＤ２Ｄ発見信号中
に含まれ得る。そのような態様では、対応するＤ２Ｄ発見信号はＰＳＤＣＨ上で受信され
得る。
【００５９】
　[0067]一態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の各々が、対応するＤ２Ｄ通信信号中
に含まれ得る。そのような態様では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数のデ
ータ部分と１つまたは複数の基準信号とが、ＰＳＳＣＨ上で受信される。そのような態様
では、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の制御信号がＰＳＣＣＨ上で受信さ
れる。
【００６０】
　[0068]一態様では、中継器選択構成要素８１２は、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号
強度の測定（たとえば、８６８を介して信号強度決定構成要素８１０から受信された測定
値）に基づいて、１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを中継ＵＥとして選択する。通
信管理構成要素８１４は、（たとえば、８７０を介して中継器選択構成要素８１２から受
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信された、選択された中継ＵＥに関する情報に基づいて）選択された中継ＵＥを介して基
地局（たとえば、基地局８５２）と通信するために、Ｄ２Ｄ通信を介して、選択された中
継ＵＥ（たとえば、ＵＥ８５０）と通信する。通信管理構成要素８１４は、受信構成要素
８０４を使用して８６２および８７４を介して、および送信構成要素８０６を使用して８
７２および８７６を介して、選択された中継ＵＥと通信し得る。一態様では、１つまたは
複数のＤ２Ｄ信号の各々は、対応する近接ＵＥが、基地局（たとえば、基地局８５２）と
通信するために使用される中継器として利用可能であることを示し得る。
【００６１】
　[0069]本装置は、図６および図７の上述のフローチャート中のアルゴリズムのブロック
の各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図６および図７の上述のフロ
ーチャート中の各ブロックは、１つの構成要素によって実行され得、本装置は、それらの
構成要素のうちの１つまたは複数を含み得る。構成要素は、述べられたプロセス／アルゴ
リズムを行うように特に構成される１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述
べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されるプロセッサによって実装さ
れるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、または
それらの何らかの組合せであり得る。
【００６２】
　[0070]図９は、処理システム９１４を採用する装置８０２’のためのハードウェア実装
形態の一例を示す図９００である。処理システム９１４は、バス９２４によって概略的に
表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス９２４は、処理システム９１４
の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッ
ジを含み得る。バス９２４は、プロセッサ９０４によって表される１つまたは複数のプロ
セッサおよび／またはハードウェア構成要素と、構成要素８０４、８０６、８０８、８１
０、８１２、８１４と、コンピュータ可読媒体／メモリ９０６とを含む様々な回路を互い
にリンクする。バス９２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電
力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野において
よく知られており、したがって、これ以上説明されない。
【００６３】
　[0071]処理システム９１４はトランシーバ９１０に結合され得る。トランシーバ９１０
は１つまたは複数のアンテナ９２０に結合される。トランシーバ９１０は、伝送媒体を介
して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ９１０は、１つまたは
複数のアンテナ９２０から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された
情報を処理システム９１４、特に受信構成要素８０４に与える。さらに、トランシーバ９
１０は、処理システム９１４、特に送信構成要素８０６から情報を受信し、受信された情
報に基づいて、１つまたは複数のアンテナ９２０に適用されるべき信号を生成する。処理
システム９１４は、コンピュータ可読媒体／メモリ９０６に結合されたプロセッサ９０４
を含む。プロセッサ９０４は、コンピュータ可読媒体／メモリ９０６に記憶されたソフト
ウェアの実行を含む一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ９０４によって実
行されたとき、処理システム９１４に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能
を実行させる。コンピュータ可読媒体／メモリ９０６はまた、ソフトウェアを実行すると
きにプロセッサ９０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理シ
ステム９１４は、構成要素８０４、８０６、８０８、８１０、８１２、および８１４のう
ちの少なくとも１つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセッサ９０４中で動作し、
コンピュータ可読媒体／メモリ９０６中に存在する／記憶されたソフトウェア構成要素で
あるか、プロセッサ９０４に結合された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか
、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム９１４は、ＵＥ３５０の構成
要素であり得、メモリ３６０および／またはＴＸプロセッサ３６８と、ＲＸプロセッサ３
５６と、コントローラ／プロセッサ３５９とのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００６４】
　[0072]一構成では、ワイヤレス通信のための装置８０２／８０２’は、１つまたは複数
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の近接ＵＥからそれぞれ１つまたは複数のＤ２Ｄ信号を受信するための手段と、１つまた
は複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の基準信号を受信するために使用される１つまたは
複数のリソース要素の信号強度、または１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の１つまたは複数の
データ部を受信するために使用される１つまたは複数のリソース要素の信号強度のうちの
少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数のＤ２Ｄ信号の信号強度
を測定するための手段とを含む。一態様では、装置８０２／８０２’は、１つまたは複数
のＤ２Ｄ信号の信号強度の測定に基づいて、１つまたは複数の近接ＵＥのうちの１つを中
継ＵＥとして選択するための手段と、選択された中継ＵＥを介して基地局と通信するため
に、Ｄ２Ｄ通信を介して、選択された中継ＵＥと通信するための手段とを含む。上述の手
段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成される、装置８０２、お
よび／または装置８０２’の処理システム９１４の上述の構成要素のうちの１つまたは複
数であり得る。上記で説明されたように、処理システム９１４は、ＴＸプロセッサ３６８
と、ＲＸプロセッサ３５６と、コントローラ／プロセッサ３５９とを含み得る。したがっ
て、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構
成される、ＴＸプロセッサ３６８と、ＲＸプロセッサ３５６と、コントローラ／プロセッ
サ３５９とであり得る。
【００６５】
　[0073]開示されたプロセス／フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は、
例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計選好に基づいて、プロセス／フロー
チャート中のブロックの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さ
らに、いくつかのブロックは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレー
ムは、様々なブロックの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順
序または階層に限定されるものではない。
【００６６】
　[0074]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実施できるようにす
るために与えられた。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本
明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は
、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲
を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記され
ていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意味す
るものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きを
すること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されたいかな
る態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限
らない。別段に明記されていない限り、「いくつか（some）」という語は１つまたは複数
を指す。「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１
つまたは複数」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣの
うちの１つまたは複数」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」などの組
合せは、Ａ、Ｂ、および／またはＣの任意の組合せを含み、複数のＡ、複数のＢ、または
複数のＣを含み得る。具体的には、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ
、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１つ
」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの１つまたは複数」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれら
の任意の組合せ」などの組合せは、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢ、ＡおよびＣ、
ＢおよびＣ、またはＡおよびＢおよびＣであり得、ここで、いかなるそのような組合せも
、Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者
に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々
な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み
込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示されたいかな
ることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわ
らず、公に供するものではない。「モジュール」、「機構」、「要素」、「デバイス」な
どという単語は、「手段」という単語の代用でないことがある。したがって、いかなるク
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レーム要素も、その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていな
い限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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