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(57)【要約】
　デバイスに対する少なくとも１つのグラントを送信ま
たは受信するための方法、システム、およびデバイスが
記載される。少なくとも１つのグラントは、デバイス間
（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジューリ
ング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき、１
またはそれ以上のスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースを識別し得る。少なくとも１つのグラントは、また
、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれに
おいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソー
スを識別し得る。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするこ
と、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソー
スと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記スクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ
）をスクランブルすることを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータをセットすること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのグラントは、ＳＡ送信電力、ＳＡ変調コーディング方式（ＭＣＳ



(3) JP 2017-508411 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

）、ＳＡ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのグラントは、データ送信電力、データ変調コーディング方式（Ｍ
ＣＳ）、データ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記ＳＡの宛先デバイスについてのターゲット識別
（ＩＤ）を備え、前記ターゲットＩＤは、グループキャストＩＤ、ブロードキャストＩＤ
、またはユニキャストＩＤであり、前記ターゲットＩＤは、圧縮された、またはインデッ
クスベースのものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記１またはそれ以上のデータリソースの時間ホッ
ピングパターン、前記１またはそれ以上のデータリソースの周波数ホッピングパターン、
またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのグラントは、１またはそれ以上の送信電力制御（ＴＰＣ）ビット
を含み、前記ＴＰＣビットは、ＳＡ送信電力またはデータ送信電力を示す、請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、請求
項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
とも１つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってス
ケジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリ
ソースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスに
よってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別す
る、
　を備える、装置。
【請求項２２】
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするた
めの手段、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡ
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リソースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを
示す、
　をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記スクランブルするための手段は、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をスクランブルするように構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、請求項２１に記載の装置
。
【請求項２７】
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、請求項２１に記載の装置。
【請求項２９】
　前記送信するための手段は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように構成される、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータをセットするための手段
　をさらに備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信システムで使用するためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少な
くとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケ
ジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソ
ースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによ
ってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する
、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
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　デバイス。
【請求項３２】
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項３２に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項３２に記載のデバイス。
【請求項３５】
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項３２に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、請求項３１に記載のデバ
イス。
【請求項３７】
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、請求項３６に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項３８に記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項３９に記載のデバイス。
【請求項４１】
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
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ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４２】
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように実行可能である、請求項４１に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項４２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４４】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項４２に記載の非一時的なコンピュー
タ可読媒体。
【請求項４５】
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること
　を行うように実行可能である、請求項４２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、請求項４１に記載の非一
時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４７】
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、請求項４６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、請求項４１に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項４９】
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように実行可能である、請求項４８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５０】
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように実行可能である、請求項４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
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【請求項５１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジューリ
ング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識
別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによってデー
タがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
【請求項５２】
　前記少なくとも１つのグラントは、スクランブルされており、前記方法は、
　　デスクランブリング技法に従って前記少なくとも１つのグラントをデスクランブルす
ること、
　をさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられる
ことを決定すること、
　をさらに備える、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に半持続的に割り
当てられることを決定すること、
　をさらに備える、請求項５２に記載の方法。
【請求項５５】
　前記デスクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲ
Ｃ）をデスクランブルすることを備える、請求項５２に記載の方法。
【請求項５６】
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、請求項５１に記載の方法
。
【請求項５７】
　前記単一のグラントから、前記ＳＡを送信するために使用するべき前記１またはそれ以
上のＳＡリソースを識別することと、
　前記データを送信するために使用すべき前記１またはそれ以上のデータリソースを識別
することと、ここにおいて、前記１またはそれ以上のデータリソースの前記識別は、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づく、
　をさらに備える、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、請求項５１に記載の方法。
【請求項５９】
　前記受信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを受信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを受信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
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　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータを解析すること、
　をさらに備える、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して受信される、請求項５１に記載の方法。
【請求項６２】
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、請求項６１に記載の方法
。
【請求項６３】
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
とも１つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項６１に記載の方法。
【請求項６５】
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、請求
項６１に記載の方法。
【請求項６６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、装置。
【請求項６７】
　ワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なく
とも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　デバイス。
【請求項６８】
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
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を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（相互参照）
　[0001]　本特許出願は、各々が本願の譲受人に譲渡された、Ｐａｔｉｌ他の「Scheduli
ng of Device-To-Device Scheduling Assignment for Mode1」と題する２０１５年１月２
８日出願の米国特許出願第１４／６０７，３８３号、およびＰａｔｉｌ他の「Scheduling
 of Device-To-Device Scheduling Assignment for Mode1」と題する２０１４年３月１９
日出願の米国仮特許出願第６１／９５５，６４３号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]　本開示は、例えば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、デバイス
間の直接ワイヤレス通信を利用し得るシステムにおいてデバイス間スケジューリング割当
てをスケジュールするための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング
、ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開され
ている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、
および電力）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
多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、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、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムが含まれ
る。
【０００４】
　[0004]　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイルデバイス
または他のユーザ機器（ＵＥ）デバイスのための通信を同時にサポートする、いくつかの
基地局を含み得る。基地局は、ダウンストリームリンクおよびアップストリームリンク上
でＵＥと通信し得る。各基地局は、セルのカバレッジエリアと呼ばれることのある、カバ
レッジ範囲を有する。デバイス間（Ｄ２Ｄ：device-to-device）通信は、基地局のカバレ
ッジエリア内の、または基地局のカバレッジエリアを越える、ＵＥ間の直接ワイヤレス通
信を含む。Ｄ２Ｄ通信は、デバイスがカバレッジエリア内にある場合、基地局からの送信
をスケジュールすることによって容易にされ得る。いくつかのケースでは、Ｄ２Ｄ通信は
、例えば、警察、消防および救急チームなどの公共安全士官によって利用される。
【０００５】
　[0005]　ＵＥが特定の通信モードにあるときには、Ｄ２Ｄ通信を介してデータを送信す
る前に、基地局からグラント（grants）を受け取ることが必要な場合がある。例えば、Ｕ
Ｅがモード１にあるときには、ＵＥは、基地局からグラントを受信することを要求され得
る。これらのグラントは、Ｄ２Ｄ通信におけるさまざまな送信のためにＵＥがどのリソー
スを使用するべきかを示し得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]　ここに記載される特徴は、一般に、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためのグラン
トを送信または受信するための、１つまたは複数の改善されたシステム、方法、および／
または装置に関する。さまざまな実施例によれば、少なくとも１つのグラントがデバイス
に送信され得る。少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってス
ケジューリング割当て（ＳＡ：scheduling assignment）がそれにおいて送信されるべき
１またはそれ以上のスケジューリング割当て（ＳＡ）リソースを識別し得る。少なくとも
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１つのグラントは、また、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送
信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。特定の実施例では、少な
くとも１つのグラントは、スクランブリングタイプに従ってスクランブルされ得る。スク
ランブリングタイプは、１またはそれ以上のＳＡリソースと１またはそれ以上のデータリ
ソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示し得る。デバイスは、少なくとも１つのグ
ラントを受信し、少なくとも１つのグラントのリソースがＤ２Ｄ通信のためのものである
ことを示す、スクランブリングタイプに従って、少なくとも１つのグラントをデスクラン
ブルする。デバイスは、次いで、Ｄ２Ｄ通信のためにリソースを使用し得る。
【０００７】
　[0007]　ワイヤレス通信のための方法について説明する。一構成では、該方法は、少な
くとも１つのグラントをデバイスに送信することを含む。実施例では、少なくとも１つの
グラントは、Ｄ２Ｄ通信によってＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上の
ＳＡリソースを識別し得る。さらに、少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために
デバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソー
スを識別し得る。
【０００８】
　[0008]　いくつかの実施例では、該方法は、また、スクランブリングタイプに従って少
なくとも１つのグラントをスクランブルすることを含み得る。このような実施例では、ス
クランブリングタイプは、１またはそれ以上のＳＡリソースと１またはそれ以上のデータ
リソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示し得る。いくつかの実施例では、スクラ
ンブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ：radio network te
mporary identifier）を含み得る。さらに、スクランブリングタイプは、半持続的なスケ
ジューリング（ＳＰＳ：semi-persistent scheduling）Ｄ２Ｄ　ＲＮＴＩを含み得る。い
くつかの実施例では、スクランブルすることは、少なくとも１つのグラントの巡回冗長検
査（ＣＲＣ：cyclic redundancy check）をスクランブルすることを含み得る。
【０００９】
　[0009]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、単一のグラントであり
得る。このような実施例では、単一のグラントは、デバイスがＳＡを送信するために使用
すべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し得る。いくつかの実施例では、１または
それ以上のデータリソースは、１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基
づいてデバイスによって識別され得る。
【００１０】
　[0010]　他の実施例では、少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラ
ントとを含み得る。このような実施例では、第１のグラントは、１またはそれ以上のＳＡ
リソースを識別し得、第２のグラントは、１またはそれ以上のデータリソースを識別し得
る。いくつかの実施例では、送信することは、第１の時間期間において１またはそれ以上
のＳＡリソースを識別する第１のグラントを送信することと、第２の時間期間において１
またはそれ以上のデータリソースを識別する第２のグラントを送信することと、を含み得
る。第２の時間期間は、第１の時間期間とは異なるものであり、第１の時間期間に少なく
とも部分的に基づいて決定され得る。いくつかの実施例では、方法は、また、１またはそ
れ以上のＳＡリソースを識別する第１のグラントの送信と、１またはそれ以上のデータリ
ソースを識別する第２のグラントの送信とを区別するために、インジケータをセットする
ことを含み得る。
【００１１】
　[0011]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、ＳＡ送信電力、ＳＡ変
調コーディング方式（ＭＣＳ）、ＳＡ冗長バージョン（SA redundancy version）、また
はそれらの組合せを含み、または識別し得る。代替的に、または追加的に、少なくとも１
つのグラントは、データ送信電力、データＭＣＳ、データ冗長バージョン、またはそれら
の組合せを含み、または識別し得る。代替的に、または追加的に、少なくとも１つのグラ
ントは、ＳＡの宛先デバイスについてのターゲット識別（ＩＤ）を含み、または識別し得
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、ここで、ターゲットＩＤは、グループキャストＩＤ、ブロードキャストＩＤ、またはユ
ニキャストＩＤである。このような実施例では、ターゲットＩＤは、圧縮された、または
インデックスベースのものであり得る。代替的に、または追加的に、少なくとも１つのグ
ラントは、１またはそれ以上のデータリソースの時間ホッピングパターン、１またはそれ
以上のデータリソースの周波数ホッピングパターン、またはそれらの組合せを含み、また
は識別し得る。いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、１またはそれ以上
の送信電力制御（ＴＰＣ）ビットを含み得る。ＴＰＣビットは、ＳＡ送信電力またはデー
タ送信電力を示し得る。
【００１２】
　[0012]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ（登録商標））において、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介し
て送信され得る。そのような実施例では、少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制
御情報（ＤＣＩ）に含められ得る。いくつかの実施例では、ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信の
ための１またはそれ以上のＳＡリソースと１またはそれ以上のデータリソースとの両方に
関する情報を含み得る。いくつかの実施例では、該方法は、また、少なくとも１つのグラ
ントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ　ＲＮＴＩによりＰＤＣＣＨを介し
て送信された少なくとも１つのグラントをスクランブルすることを含み得る。代替的に、
または追加的に、該方法は、ターゲットＩＤによりＰＤＣＣＨを介して送信された少なく
とも１つのグラントをスクランブルすることを含み得る。
【００１３】
　[0013]　ワイヤレス通信のための装置について説明する。一構成では、装置は、少なく
とも１つのグラントをデバイスに送信するための手段を含み得る。少なくとも１つのグラ
ントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１また
はそれ以上のＳＡリソースを識別し得る。少なくとも１つのグラントは、また、Ｄ２Ｄ通
信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデ
ータリソースを識別し得る。
【００１４】
　[0014]　ワイヤレス通信システムで使用するためのデバイスについて説明する。一構成
では、デバイスは、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリとを含み得る。命令
がメモリ内に記憶され得る。命令は、少なくとも１つのグラントをデバイスに送信するよ
うにプロセッサによって実行可能であり得る。少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信
のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリ
ソースを識別し得る。少なくとも１つのグラントは、また、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイス
によってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別
し得る。
【００１５】
　[0015]　また、コンピュータプログラム製品についても説明する。コンピュータプログ
ラム製品は、コンピュータ可読のプログラムコードがそれに記憶された、有形のコンピュ
ータ可読記憶デバイスであり得る。コンピュータ可読のプログラムコードは、少なくとも
１つのグラントをデバイスに送信することを少なくとも１つのプロセッサに行わせるよう
に構成された、コンピュータ可読のプログラムコードを含み得る。少なくとも１つのグラ
ントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１また
はそれ以上のＳＡリソースを識別し得る。少なくとも１つのグラントは、また、Ｄ２Ｄ通
信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデ
ータリソースを識別し得る。
【００１６】
　[0016]　ワイヤレス通信のための他の方法について説明する。一構成では、該方法は、
基地局から少なくとも１つのグラントを受信することを含む。実施例では、少なくとも１
つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべ
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き１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し得る。少なくとも１つのグラントは、また、
Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ
以上のデータリソースを識別し得る。
【００１７】
　[0017]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、スクランブルされ得る
。このようなケースでは、該方法は、デスクランブリング技法に従って少なくとも１つの
グラントをデスクランブルすることを含み得る。このような実施例では、該方法は、また
、デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて１またはそれ以上のＳＡリソー
スおよび１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを決定す
ることを含み得る。代替的に、または追加的に、該方法は、デスクランブリング技法に少
なくとも部分的に基づいて１またはそれ以上のＳＡリソースおよび１またはそれ以上のデ
ータリソースがＤ２Ｄ通信に半持続的に割り当てられることを決定することを含み得る。
代替的に、または追加的に、デスクランブルすることは、少なくとも１つのグラントのＣ
ＲＣをデスクランブルすることを含み得る。
【００１８】
　[0018]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、単一のグラントであり
得る。このような実施例では、該方法は、単一のグラントから、ＳＡを送信するために使
用するべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識別することを含み得る。該方法は、また
、１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて、データを送信するた
めに使用すべき１またはそれ以上のデータリソースを識別することを含み得る。
【００１９】
　[0019]　他の実施例では、少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラ
ントとを含み得る。第１のグラントは、１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し得、第
２のグラントは、１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。このような実施例で
は、受信することは、第１の時間期間において１またはそれ以上のＳＡリソースを識別す
る第１のグラントを受信することと、第２の時間期間において１またはそれ以上のデータ
リソースを識別する第２のグラントを受信することと、を含み得る。第２の時間期間は、
第１の時間期間とは異なるものであり得、第１の時間期間に少なくとも部分的に基づいて
決定され得る。いくつかの実施例では、該方法は、１またはそれ以上のＳＡリソースを識
別する第１のグラントの送信と、１またはそれ以上のデータリソースを識別する第２のグ
ラントの送信とを区別するために、インジケータを解析することを含み得る。
【００２０】
　[0020]　いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、ＬＴＥにおいて、ＰＤ
ＣＣＨもしくはＰＤＳＣＨ、またはそれらの組合せを介して受信され得る。このような実
施例では、ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための１またはそれ以上のＳＡリソースと１また
はそれ以上のデータリソースの両方に関する情報を含み得る。いくつかの実施例では、該
方法は、少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すために、Ｄ２Ｄ　
ＲＮＴＩにより、ＰＤＣＣＨを介して送信された少なくとも１つのグラントをデスクラン
ブルすることを含み得る。代替的に、または追加的に、該方法は、ターゲットＩＤにより
、ＰＤＣＣＨを介して送信された少なくとも１つのグラントをデスクランブルすることを
含み得る。いくつかの実施例では、少なくとも１つのグラントは、ＤＣＩに含まれ得る。
【００２１】
　[0021]　ワイヤレス通信のための他の装置について説明する。一構成では、該装置は、
基地局から少なくとも１つのグラントを受信するための手段を含み得る。少なくとも１つ
のグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき
１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し得、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデー
タがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。
【００２２】
　[0022]　ワイヤレス通信のための他のデバイスについて説明する。一構成では、該デバ
イスは、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、を含み得る。命令がメモリ
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に記憶され得る。命令は、基地局から少なくとも１つのグラントを受信するようにプロセ
ッサによって実行可能であり得る。少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデ
バイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識
別し、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１また
はそれ以上のデータリソースを識別し得る。
【００２３】
　[0023]　他のコンピュータプログラム製品について説明する。一構成では、コンピュー
タプログラム製品は、コンピュータ可読のプログラムコードを記憶した、有形のコンピュ
ータ可読記憶デバイスであり得る。コンピュータ可読のプログラムコードは、少なくとも
１つのプロセッサに基地局から少なくとも１つのグラントを受信させるように構成された
コンピュータ可読のプログラムコードを含み得る。少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ
通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳ
Ａリソースを識別し得、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信
されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。
【００２４】
　[0024]　ここに記載の方法および装置の適用可能性のさらなる範囲は、以下の詳細な説
明、特許請求の範囲、および図面から明らかになる。本明細書の趣旨および範囲内の様々
な変更および修正が当業者には明らかになるので、詳細な説明および具体的な実施例は、
例示の目的で与えるものにすぎない。
【００２５】
　[0025]　本発明の性質および利点のさらなる理解は、添付の図面を参照することにより
実現され得る。添付の図では、類似の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有し得る
。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後の、ダッシュと、類似の構成
要素を区別する第２のラベルとによって区別され得る。本明細書において第１の参照ラベ
ルだけが使用されている場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず、同じ第１の
参照ラベルを有する類似の構成要素のいずれにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】[0026]　図１は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信システムのブロック
図である。
【図２】[0027]　図２は、本開示の様々な態様による、スケジューリング割当て（ＳＡ）
およびデータの送信のためのＳＡおよびデータリソースのブロック図である。
【図３】[0028]　図３は、本開示の様々な態様による、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信におい
て使用するためのデバイスのブロック図である。
【図４】[0029]　図４は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するため
のデバイスのブロック図である。
【図５】[0030]　図５は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するため
のデバイスのブロック図である。
【図６】[0031]　図６は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するため
のデバイスのブロック図である。
【図７】[0032]　図７は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信を実装するためのシス
テムにおけるＵＥのブロック図である。
【図８】[0033]　図８は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信を実装するためのシス
テムにおける基地局のブロック図である。
【図９】[0034]　図９は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示
すフローチャートである。
【図１０】[0035]　図１０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法
を示すフローチャートである。
【図１１】[0036]　図１１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法
を示すフローチャートである。
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【図１２】[0037]　図１２は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法
を示すフローチャートである。
【図１３】[0038]　図１３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法
を示すフローチャートである。
【図１４】[0039]　図１４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法
を示すフローチャートである。
【詳細な説明】
【００２７】
　[0040]　デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためのグラントを送信または受信するための１つ
または複数の改善されたシステム、方法、および／または装置に一般的に関係する特徴に
ついて説明する。基地局からデバイスに送信される１またはそれ以上のグラントが、Ｄ２
Ｄ通信のためにデバイスによってスケジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信さ
れるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し得る。１またはそれ以上のグラントは
、また、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１ま
たはそれ以上のデータリソースを識別し得る。
【００２８】
　[0041]　特定の実施例では、（１またはそれ以上の）ＳＡリソースおよび（１またはそ
れ以上の）データリソースは、単一のグラントにおいて識別され得る。（１またはそれ以
上の）データリソースは、明示的に、または（１またはそれ以上の）ＳＡリソースに少な
くとも部分的に基づいて暗黙的に、識別され得る。他の実施例では、（１またはそれ以上
の）ＳＡリソースは、第１のグラントにおいて識別され、（１またはそれ以上の）データ
リソースは、第２のグラントにおいて識別され得る。このような場合、第１のグラントは
、第１の時間期間において送信され、第２のグラントは、第１の時間期間とは異なる、そ
して第１の時間期間に少なくとも部分的に基づく、第２の時間期間において送信され得る
。あるいは、いくつかの実施例では、第１のグラントの送信と第２のグラントの送信とを
デバイスが区別できるようにするために、インジケータが使用され得る。さらに、グラン
トは、グラントがＤ２Ｄ通信に関係するリソースのためのものであるか、またはグラント
が広域ネットワーク（ＷＡＮ）通信に関係するリソースのためのものであるかをデバイス
が決定できるようにするために、スクランブルされ得る。
【００２９】
　[0042]　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡおよび他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。
「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤ
ＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）など
の無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩ
Ｓ－８５６規格を包含する。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般的に、ＣＤＭＡ
２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般的に、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。
ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の
変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、Global System for Mobile Communications（
ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモ
バイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．
１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、
ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡお
よびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である
。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバン
スト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴ
ＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パート
ナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤ
ＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ
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２）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシス
テムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。以下の説明
は、例示の目的でＬＴＥシステムについて説明するものであり、以下の説明の大部分にお
いてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法は、ＬＴＥ用途以外にも適用可能である。
【００３０】
　[0043]　したがって、以下の説明は、実施例を提供するものであり、特許請求の範囲に
記載された範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および
範囲から逸脱することなく、ここに記載される要素の機能および配置に変更を加えること
ができる。様々な実施例が、適切なように、様々な手順または構成要素を省略し、置換し
、または追加し得る。例えば、ここに記載された方法は、ここに記載された方法とは異な
る順序で実施され得、様々なステップが追加され、省略され、または組み合され得る。ま
た、特定の実施例に関して記載した特徴は、他の実施例において組み合され得る。
【００３１】
　[0044]　図１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム１００のブロッ
ク図を示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５と、ユーザ機器（ＵＥ）１
１５としても知られている通信デバイスと、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１
０５は、様々な実施例においてコアネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり
得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下で、ＵＥ１１５と通信し得る。基地局１
０５は、バックホールリンク１３２を通じてコアネットワーク１３０と制御情報および／
またはユーザデータを通信し得る。実施例では、基地局１０５は、直接的に、またはワイ
ヤードもしくはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通じて間接
的に、互いに通信し得る。ワイヤレス通信システム１００は、マルチプルなキャリア（異
なった周波数の波形信号）上での動作をサポートし得る。ワイヤレス通信リンク１２５は
、さまざまな無線技術にしたがって変調され得る。各変調信号は、制御情報（例えば、基
準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。ワイヤレ
ス通信リンク１２５は、また、Ｄ２Ｄ通信として知られる構成においてＵＥ１１５の間に
確立され得る。
【００３２】
　[0045]　基地局１０５は、１またはそれ以上の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワ
イヤレスに通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０に
通信カバレッジを提供し得る。いくつかの実施例では、基地局１０５は、ベーストランシ
ーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳ
Ｓ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノード
Ｂ、ホームｅノードＢ、または他の何らかの適切な用語で呼ばれ得る。基地局についての
カバレッジエリア１１０は、カバレッジエリアの一部分のみを構成するセクタへと分割さ
れ得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（例えば、マク
ロ、ミクロ、および／またはピコ基地局）を含み得る。異なる技術に関する重なり合うカ
バレッジエリアが存在し得る。
【００３３】
　[0046]　ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局が様々な地理的領域
にカバレッジを提供する、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、
各基地局１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア
（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加
入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さ
い地理的エリアをカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによ
る無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、また、概して、比較的小さい地理的
エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェムト
セルとの関連付けを有するＵＥによる限定アクセスも提供し得る。
【００３４】
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　[0047]　コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介
して基地局１０５と通信し得る。基地局１０５はまた、たとえば、バックホールリンク１
３４（たとえば、Ｘ２など）を介して、および／またはバックホールリンク１３２を介し
て（たとえば、コアネットワーク１３０を通じて）、直接的または間接的に互いに通信し
得る。ワイヤレス通信システム１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。
同期動作の場合、基地局は、類似のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送
信は、時間的にほぼアライメントされ得る。非同期動作の場合、基地局は、異なるフレー
ムタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間的にアライメントされていない
ことがある。本明細書で説明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれかに使用さ
れ得る。
【００３５】
　[0048]　ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体に分散し、各ＵＥは、固定
式または可動式であり得る。ＵＥ１１５が、Ｄ２Ｄ通信を使用して他のＵＥ１１５と通信
し得る。Ｄ２Ｄ通信を利用しているＵＥのグループのうちの１またはそれ以上（例えば、
第１のＵＥ１１５－ａ－ａ－１）は、セルのカバレッジエリア１１０－ａ内にあり得る。
このようなグループ内の他のＵＥ（例えば、第２のＵＥ１１５－ａ－２および第３のＵＥ
１１５－ａ－３）は、セルのカバレッジエリア１１０－ａの外側にあり得、あるいは基地
局１０５からの送信を受信可能でないことがあり得る。Ｄ２Ｄ通信を介して通信している
ＵＥ１１５－ａのグループは、各ＵＥ１１５－ａがグループ内の他のあらゆるＵＥ１１５
－ａに送信する、１対多（１：Ｍ）のシステムを利用し得る。いくつかのケースでは、基
地局１０５は、Ｄ２Ｄ通信のためのリソースのスケジューリングを容易にする。他のケー
スでは、Ｄ２Ｄ通信は、基地局１０５から独立して行なわれる。いくつかのケースでは、
Ｄ２Ｄ通信に関わっているＵＥ１１５－ａは、比較的近接して位置し得る。他の状況では
、ＵＥ１１５－ａは、長い距離を越えて互いに通信し得る。前述のように、いくつかの実
施例では、基地局１０５が、ＵＥ１１５－ａ－１がそのＤ２Ｄ通信のために使用すべきリ
ソースを示す１またはそれ以上のグラントをＵＥ１１５－ａ－１に送信し得る。基地局１
０５は、ＵＥがＷＡＮ通信に関連づけられたグラントとＤ２Ｄ通信に関係するグラントと
を区別できるようにするために、グラントをスクランブルし得る。
【００３６】
　[0049]　ＵＥ１１５は、また、当業者によって、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。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（
ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレ
ーなどと通信することが可能であり得る。
【００３７】
　[0050]　ワイヤレス通信システム１００中に示されたワイヤレス通信リンク１２５は、
ＵＥ１１５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または、ＤＬキャ
リアを通じた基地局１０５からＵＥ１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。そ
れらはまた、Ｄ２Ｄ通信リンクも表している。ダウンリンク送信は、順方向リンク送信と
呼ばれることもあり、アップリンク送信は、逆方向リンク送信と呼ばれることもある。
【００３８】
　[0051]　図２は、本開示の様々な態様による、ＳＡおよびデータの送信のためのＳＡリ
ソースプールおよびデータリソースプールの例２００を示すブロック図を示す。具体的に
は、図２は、第１のＳＡリソースプール２０５－ａおよび第１のデータリソースプール２
１０－ａと、第２のＳＡリソースプール２０５－ｂおよび第２のデータリソースプール２
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１０－ｂとを示す。リソースプール２０５および２１０は、例えば、Ｄ２Ｄ通信において
、図１のＵＥ１１５などのＵＥの間でＳＡおよびデータを送信するために使用され得る。
いくつかの実施例では、送信ＵＥは、ＳＡリソースプール２０５－ａ内からリソースＳＡ
１　２１５を使用して、１またはそれ以上の受信ＵＥに第１のＳＡを送信し得る。第１の
ＳＡは、１またはそれ以上の受信ＵＥまたはデバイスにデータの後続の送信のためのリソ
ース（例えば、異なった時間および／または周波数リソース）を示し得る。図２の例では
、第１のＳＡは、受信ＵＥにデータを送信するために使用され得るデータリソースプール
２１０－ａ内からのリソースＤ１　２２０、Ｄ２　２２５、およびＤ３　２３０を示し得
る。第１のＳＡの中身（content）は、データ送信に関する１またはそれ以上の情報アイ
テムを示し得、これについては以下でより詳細に説明する。特定の実施例によれば、第１
のＳＡは、リソースＳＡ１　２１５内の他のリソースを使用して１回またはそれ以上再送
信され得る。第１のＳＡの再送信は、特定の時間および／または周波数における再送信な
ど、所定の再送信パターンに従って実施され得る。
【００３９】
　[0052]　この実施例では、データリソースプール２１０－ａの後に、リソースＳＡ２　
２３５を使用して第２のＳＡを送信するために使用され得る、第２のＳＡリソースプール
２０５－ｂが続く。第１のＳＡの場合と同様に、第２のＳＡは、ＳＡ２　２３５の他のリ
ソースを使用して１回またはそれ以上再送信され得、受信ＵＥにデータを送信するために
使用され得るデータリソースプール２１０－ｂ内からのリソースＤ４　２４０、Ｄ５　２
４５、およびＤ６　２５０を示し得る。送信ＵＥからのＤ２Ｄ送信は、１またはそれ以上
の受信ＵＥにブロードキャスト送信として送信され得る。いくつかの実施例によれば、受
信ＵＥは、ＳＡリソースプール２０５－ａを監視し、第１のＳＡを受信し得る。後続のデ
ータ送信において受信側ＵＥがデータを受信すべきことを第１のＳＡが示す場合、受信Ｕ
Ｅは、第１のＳＡによって示された時間中にのみデータリソースプール２１０－ａを監視
し、したがって、データプールリソースＤ１　２２０、Ｄ２　２２５、およびＤ３　２３
０だけを監視することにより電力を節約し得る。同様に、データリソースプール２１０－
ａにおいてデータを受信するように受信側ＵＥがスケジュールされたことを、第１のＳＡ
、またはＳＡリソースプール２０５－ａ内で送信される他のいずれのＳＡも示さないこと
を、受信ＵＥが決定した場合、受信ＵＥは、第２のＳＡリソースプール２０５－ｂまで、
Ｄ２Ｄ送信を監視することを中止し得る。
【００４０】
　[0053]　図３は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するためのＵＥ
１１５－ｂのブロック図３００を示す。ＵＥ１１５－ｂは、図１に関して説明したＵＥ１
１５の１またはそれ以上の態様の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｂは、受信機３０５、Ｄ
２Ｄ管理モジュール３１０、および／または送信機３１５を含み得る。ＵＥ１１５－ｂは
また、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【００４１】
　[0054]　ＵＥ１１５－ｂのコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアに
おいて利用可能な機能の一部またはすべてを実施するように適合された１またはそれ以上
の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）により実装され得る。代替的に、それらの機能は、
１またはそれ以上の集積回路上の１またはそれ以上の他の処理ユニット（またはコア）に
よって実施され得る。他の実施例では、当該技術分野において知られている任意の方法で
プログラムされ得る、他のタイプの集積回路が使用され得る（例えば、構造化／プラット
フォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセ
ミカスタムＩＣ）。各ユニットの機能は、また、全体的にまたは部分的に、１またはそれ
以上の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた
、メモリに組み込まれた命令によって、実装され得る。
【００４２】
　[0055]　受信機３０５は、パケット、ユーザデータ、および／または様々な情報チャネ
ル（たとえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連づけられた制御情報などの情
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報を受信し得る。例えば、受信機３０５は、ＳＡおよび／またはデータ送信のために使用
されるべき１またはそれ以上のリソースを示す基地局１０５からの１またはそれ以上のメ
ッセージを受信し得る。（１またはそれ以上の）メッセージは、物理ダウンリンク制御チ
ャネル（ＰＤＣＣＨ）および／または物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を介
して受信され得る。基地局１０５からの（１またはそれ以上の）メッセージは、Ｄ２Ｄ通
信のためにＵＥ１１５－ｂによってＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上
のＳＡリソースを識別し、Ｄ２Ｄ通信のためにＵＥ１１５－ｂによってデータがそれにお
いて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、１またはそれ以上の
グラントとして受信され得る。いくつかの例では、（１またはそれ以上の）グラントは、
ＤＣＩフォーマット０など、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれ得る。受信機３０
５は、単独で、またはＤ２Ｄ管理モジュール３１０との組合せで、１またはそれ以上のグ
ラントを受信するための手段であり得る。
【００４３】
　[0056]　Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０は、基地局１０５から受信された（１またはそれ
以上の）グラントから、Ｄ２Ｄ通信のために使用すべき（１またはそれ以上の）ＳＡリソ
ースおよび（１またはそれ以上の）データリソースを識別し、あるいは何らかの形で決定
し得る。いくつかの実施例では、受信された（１またはそれ以上の）グラントは、ＳＡ送
信電力、ＳＡ変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）、および／またはＳＡ冗長バー
ジョン（ＲＶ）を含むか、あるいは何らかの形で指示し得る。代替的に、または追加的に
、受信された（１またはそれ以上の）グラントは、データ送信電力、データＭＣＳ、およ
び／またはデータＲＶを含むか、あるいは何らかの形で指示し得る。さらに、受信された
（１またはそれ以上の）グラントは、ＳＡの宛先デバイスに関するターゲット識別（ＩＤ
）を含むか、あるいは何らかの形で指示し得る。ターゲットＩＤは、グループキャストＩ
Ｄ、ブロードキャストＩＤ、またはユニキャストＩＤであり得る。ターゲットＩＤは、圧
縮されたものであり得、またはインデックスベースのものであり得る。受信された（１ま
たはそれ以上の）グラントは、また、１またはそれ以上のデータリソースの時間ホッピン
グパターンおよび／または１またはそれ以上のデータリソースの周波数ホッピングパター
ンを含むか、あるいは指示し得る。いくつかの実施例では、受信された（１またはそれ以
上の）グラントは、ＳＡ送信電力および／またはデータ送信電力を示し得る、１またはそ
れ以上の送信電力制御（ＴＰＣ）ビットを含み得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０は、受
信された（１またはそれ以上の）グラントからこのような情報を決定するように構成され
得る。例えば、ＳＡ送信電力およびデータ送信電力についてＴＰＣビットによって示され
たデルタのサイズは、例えば、ＵＥ１１５－ｂがＴＰビットを解釈することができるよう
に、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを介してＵＥ１１５－ｂにシグナリングされ
得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０は、Ｄ２Ｄ通信のためのリソースを識別するための手
段であり得る。
【００４４】
　[0057]　Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０は、受信機３０５および／または送信機３１５を
使用してＤ２Ｄ通信を実施するようにさらに構成され得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０
は、受信された（１またはそれ以上の）グラントによって提供される情報に従ってＤ２Ｄ
通信を実装し得る。
【００４５】
　[0058]　送信機３１５は、ＵＥ１１５－ｂの他のコンポーネントから受信された１また
はそれ以上の信号を送信し得る。例えば、送信機３１５は、Ｄ２Ｄ送信において１または
それ以上の受信ＵＥにＳＡおよびデータ送信を送信し得る。いくつかの実施例では、送信
機３１５は、トランシーバモジュールにおいて受信機３０５とコロケートされ得る。送信
機３１５は、単一のアンテナを含み得、あるいは複数のアンテナを含み得る。
【００４６】
　[0059]　図４は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するためのＵＥ
１１５－ｃのブロック図４００を示す。ＵＥ１１５－ｃは、図１および／または図３に関
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して説明したＵＥ１１５の１またはそれ以上の態様の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｃは
、受信機３０５－ａ、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ａ、および／または送信機３１５－
ａを含み得る。ＵＥ１１５－ｃは、また、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネン
トの各々は、互いに通信し得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ａは、また、ＳＡ送信モ
ジュール４０５とデータ送信モジュール４１０とを含み得る。
【００４７】
　[0060]　ＵＥ１１５－ｃのコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアに
おいて利用可能な機能の一部またはすべてを実施するように適合された１またはそれ以上
のＡＳＩＣにより実装され得る。代替的に、それらの機能は、１またはそれ以上の集積回
路上の１またはそれ以上の他の処理ユニット（またはコア）によって実施され得る。他の
実施例では、当該技術分野において知られている任意の方法でプログラムされ得る、他の
タイプの集積回路が使用され得る（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧ
Ａ、および他のセミカスタムＩＣ）。各ユニットの機能は、また、全体的にまたは部分的
に、１またはそれ以上の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリに組み込まれた命令によって、実装され得る。
【００４８】
　[0061]　受信機３０５－ａは、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ａに、および図３に関し
て前述したようなＵＥ１１５－ｃの他のコンポーネントに引き渡され得る情報を受信し得
る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ａは、図３に関して前述した動作を実施するように構
成され得る。送信機３１５－ａは、ＵＥ１１５－ｃの他のコンポーネントから受信された
１またはそれ以上の信号を送信し得る。例えば、ＵＥ１１５－ｃがＤ２Ｄ送信デバイスで
ある場合、それは、１またはそれ以上の受信ＵＥにＤ２Ｄ通信を使用してＳＡおよびデー
タ送信を送信し得る。
【００４９】
　[0062]　ＳＡ送信モジュール４０５は、（図１の）基地局１０５からの（１またはそれ
以上の）グラントにおいて提供された情報に基づいて、図２に関して前述したのと同様の
方法で、ＳＡ送信において使用するためのＳＡリソースプールからのＳＡおよびリソース
を決定するように構成され得る。ＳＡ送信モジュール４０５は、また、図２に関して前述
したのと同様の方法で、ＳＡ再送信パターンを決定するように構成され得る。同様に、デ
ータ送信モジュール４１０は、Ｄ２Ｄデータ送信のためのデータリソースを決定し、使用
するように構成され得る。ＳＡ送信モジュール４０５およびデータ送信モジュール４１０
は、単独で、またはＤ２Ｄ管理モジュール３１０－ａとの組合せで、それぞれ、Ｄ２Ｄ通
信を介してＳＡを送信するための手段、およびＤ２Ｄ通信を介してデータを送信するため
の手段であり得る。
【００５０】
　[0063]　図５は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するためのＵＥ
１１５－ｄのブロック図５００を示す。ＵＥ１１５－ｄは、図１、図３、および／または
図４に関して説明したＵＥ１１５の１またはそれ以上の態様の一例であり得る。ＵＥ１１
５－ｄは、受信機３０５－ｂ、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｂ、および／または送信機
３１５－ｂを含み得る。ＵＥ１１５－ｄは、また、プロセッサを含み得る。これらのコン
ポーネントの各々は、互いに通信し得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｂは、また、デ
スクランブリングモジュール５０５とグラント決定モジュール５１０とを含み得る。
【００５１】
　[0064]　ＵＥ１１５－ｄのコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアに
おいて利用可能な機能の一部またはすべてを実施するように適合された１またはそれ以上
のＡＳＩＣにより実装され得る。代替的に、それらの機能は、１またはそれ以上の集積回
路上の１またはそれ以上の他の処理ユニット（またはコア）によって実施され得る。他の
実施例では、当該技術分野において知られている任意の方法でプログラムされ得る、他の
タイプの集積回路が使用され得る（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧ
Ａ、および他のセミカスタムＩＣ）。各ユニットの機能は、また、全体的にまたは部分的
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に、１またはそれ以上の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリに組み込まれた命令によって、実装され得る。
【００５２】
　[0065]　受信機３０５－ｂは、この実施例では、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｂおよ
びＵＥ１１５－ｄの他のコンポーネントに引き渡され得る、ＳＡリソースプールを示す基
地局からの情報を受信し得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｂは、また、図３および／
または図４に関して前述した動作を実施するように構成され得る。送信機３１５－ｂは、
ＵＥ１１５－ｄの他のコンポーネントから受信された１またはそれ以上の信号を送信し得
る。例えば、ＵＥ１１５－ｄがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、それは、１またはそれ以
上の受信ＵＥにＤ２Ｄ通信を使用してＳＡおよびデータ送信を送信し得る。
【００５３】
　[0066]　デスクランブリングモジュール５０５は、基地局によってスクランブルされて
いることのある（１またはそれ以上の）グラントをデスクランブルするように構成され得
る。ＵＥ１１５－ｄは、スクランブリング／デスクランブリングタイプまたは技法に従っ
て（１またはそれ以上の）グラントをデスクランブルし得る。スクランブリング／デスク
ランブリングタイプは、特定のグラント（例えば、ＳＡおよび／またはデータリソース）
がＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示し得る。スクランブリング／デスクランブリング
タイプは、例えば、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）であり得る。スクラ
ンブリング／デスクランブリングタイプは、また、リソースがＤ２Ｄ通信に半持続的に割
り当てられたこと（例えば、マルチプルな使用または定期的な使用）を示す、半持続的ス
ケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ　ＲＮＴＩであり得る。デスクランブリングは、（１ま
たはそれ以上の）グラント全体をデスクランブルする代わりに、巡回冗長検査（ＣＲＣ）
をデスクランブルすることを含み得る。デスクランブリングモジュール５０５は、ＵＥ１
１５－ｄを対象とする（１またはそれ以上の）グラントをデスクランブルする１またはそ
れ以上のコードを有し得る。デスクランブリングモジュール５０５は、単独で、またはＤ
２Ｄ管理モジュール３１０－ｂとの組合せで、スクランブリングタイプに従って少なくと
も１つのグラントをデスクランブルするための手段、ならびに少なくとも１つのグラント
がＤ２Ｄ通信のためのものであることを決定するための手段であり得る。
【００５４】
　[0067]　グラント決定モジュール５１０は、デスクランブリングモジュール５０５によ
ってデスクランブルされた（１またはそれ以上の）グラントに含まれる様々な情報を決定
するように構成され得る。例えば、グラント決定モジュール５１０は、デスクランブルさ
れた（１またはそれ以上の）グラントから（１またはそれ以上の）ＳＡリソースを決定し
、次いで、決定された（１またはそれ以上の）ＳＡリソースに少なくとも部分的に基づい
て（１またはそれ以上の）データリソースを決定し得る。第１のグラントが（１またはそ
れ以上の）ＳＡリソースについて受信され、第２のグラントが（１またはそれ以上の）デ
ータリソースについて受信されるときには、グラント決定モジュール５１０は、２つの送
信を区別するインジケータに基づいて受信されたグラントのタイプを決定し得る。代替的
に、グラント決定モジュール５１０は、第１のグラントが送信された時間期間と第２のグ
ラントが送信された異なる時間期間とにしたがって受信されたグラントのタイプを決定し
得る。代替的に、グラント決定モジュール５１０は、どのタイプのグラントが受信された
かを示すＤＣＩフラグを再解釈することによって、受信されたグラントのタイプを決定し
得る。例えば、ＤＣＩフォーマット０が第１および第２のグラントを送信するために基地
局によって使用されるときには、フォーマット０についてのＤＣＩ０フラグは、ＳＡリソ
ースグラントを示し得、フォーマット１ＡについてのＤＣＩ０フラグは、データリソース
グラントを示し得る。フラグのインジケーションは、たとえば、ＵＥ１１５－ｄがフラグ
を解釈できるようにするために、ＲＲＣメッセージを介してＵＥ１１５－ｄにシグナリン
グされ得る。グラント決定モジュール５１０は、単独で、またはＤ２Ｄ管理モジュール３
１０－ｂとの組合せで、Ｄ２Ｄ通信のためのリソースを識別するための手段、インジケー
タを解析するための手段、および／またはＤ２Ｄ通信のための他の情報を決定するための



(21) JP 2017-508411 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

手段であり得る。
【００５５】
　[0068]　図６は、本開示の様々な態様による、ＳＡおよびデータ送信を送信および／ま
たは受信するためのＵＥ１１５－ｅのブロック図６００を示す。ＵＥ１１５－ｅは、図１
、図３、図４、および／または図５に関して説明したＵＥ１１５の１またはそれ以上の態
様の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｅは、受信機３０５－ｃ、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１
０－ｃ、および／または送信機３１５－ｃを含み得る。ＵＥ１１５－ｅは、また、プロセ
ッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。Ｄ２Ｄ管理モジ
ュール３１０－ｃは、また、ＭＣＳ／ＲＶ決定モジュール６０５、周波数ホッピング決定
モジュール６１０、オフセットおよびタイミング決定モジュール６１５、ターゲットＩＤ
モジュール６２０、および送信電力決定モジュール６２５を含み得る。
【００５６】
　[0069]　ＵＥ１１５－ｅのコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアに
おいて利用可能な機能の一部またはすべてを実施するように適合された１またはそれ以上
のＡＳＩＣにより実装され得る。代替的に、それらの機能は、１またはそれ以上の集積回
路上の１またはそれ以上の他の処理ユニット（またはコア）によって実施され得る。他の
実施例では、当該技術分野において知られている任意の方法でプログラムされ得る、他の
タイプの集積回路が使用され得る（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧ
Ａ、および他のセミカスタムＩＣ）。各ユニットの機能は、また、全体的にまたは部分的
に、１またはそれ以上の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリに組み込まれた命令によって、実装され得る。
【００５７】
　[0070]　受信機３０５－ｃは、Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｃに、ならびに図３、図
４、および／または図５に関して前述したようなＵＥ１１５－ｅの他のコンポーネントに
引き渡され得る情報を受信し得る。Ｄ２Ｄ管理モジュール３１０－ｃは、図３、図４、お
よび／または図５に関して前述した動作を実施するように構成され得る。送信機３１５－
ｃは、ＵＥ１１５－ｅの他のコンポーネントから受信された１またはそれ以上の信号を送
信し得る。例えば、ＵＥ１１５－ｅがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、それは、１または
それ以上の受信ＵＥにＤ２Ｄ通信を使用してＳＡおよびデータ送信を送信し得る。
【００５８】
　[0071]　ＭＣＳ／ＲＶ決定モジュール６０５は、（１またはそれ以上の）グラントに従
ってＳＡおよび／またはデータの送信のためのＭＣＳおよび／またはＲＶを決定するよう
に構成され得る。周波数ホッピング決定モジュール６１０は、例えば図２に関して前述し
たのと同様の方法で、（１またはそれ以上の）グラントに従ってＳＡ再送信周波数ホッピ
ングパターンを決定するように構成され得る。オフセットおよびタイミング決定モジュー
ル６１５は、例えば図２に関して前述したのと同様の方法で、（１またはそれ以上の）グ
ラントに従って、ＳＡ送信、ＳＡ再送信、およびデータ送信タイミングを決定するように
構成され得る。ターゲットＩＤモジュール６２０は、例えば図２に関して前述したのと同
様の方法で、ターゲットＩＤを決定し、必要であればターゲットＩＤを圧縮し、（１また
はそれ以上の）グラントに従ってターゲットＩＤに基づいてデータ送信をスクランブルす
るように構成され得る。ターゲットＩＤモジュール６２０は、また、ＳＡにおいて受信さ
れた情報に基づいてＵＥ１１５－ｅにおいて受信された、スクランブルされたデータ送信
を復号するように構成され得る。送信電力決定モジュール６２５は、前述したように（１
またはそれ以上の）ＴＰＣビットに基づいてなど、（１またはそれ以上の）グラントに従
ってＤ２Ｄ通信のためのＳＡ送信電力および／またはデータ送信電力を決定するように構
成され得る。前述のモジュール６０５～６２５は、単独で、またはＤ２Ｄ管理モジュール
３１０－ｃとの組合せで、図１の基地局１０５から受信された（１またはそれ以上の）グ
ラントからそれぞれのタイプの情報を決定するための手段であり得る。
【００５９】
　[0072]　図７は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信において使用するために構成
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されたシステム７００のブロック図を示す。システム７００は、図１、図３、図４、図５
、および／または図６に関するＵＥ１１５の一例であり得る、ＵＥ１１５－ｆを含み得る
。ＵＥ１１５－ｆは、一般に、通信を送信するためのコンポーネントと、通信を受信する
ためのコンポーネントとを含む、双方向の音声およびデータ通信のためのコンポーネント
を含み得る。
【００６０】
　[0073]　ＵＥ１１５－ｆは、（１またはそれ以上の）アンテナ７４０、トランシーバモ
ジュール７３５、プロセッサモジュール７０５、およびメモリ７１５（ソフトウェア（Ｓ
Ｗ）７２０を含む）を含み得、これらの各々が、互いに直接的にまたは間接的に（例えば
１またはそれ以上のバス７４５を介して）通信し得る。トランシーバモジュール７３５は
、前述したように、（１またはそれ以上の）アンテナ７４０および／または１またはそれ
以上のワイヤードまたはワイヤレスリンクを介して、１またはそれ以上のネットワークと
双方向に通信するように構成され得る。例えば、トランシーバモジュール７３５は、基地
局１０５－ａと双方向に通信するように構成され得る。トランシーバモジュール７３５は
、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のために（１またはそれ以上の）アンテ
ナ７４０に提供するように、そして（１またはそれ以上の）アンテナ７４０から受信され
たパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｆは、単一のア
ンテナ７４０を含むこともあるが、ＵＥ１１５－ｆは、また、マルチプルなワイヤレス送
信を同時に送信および／または受信することが可能な、マルチプルなアンテナ７４０を有
し得る。トランシーバモジュール７３５は、また、１またはそれ以上の基地局１０５と同
時に通信することが可能であり得る。基地局通信モジュール７２５は、１またはそれ以上
の基地局とのこのような通信に関係する動作を実施し得る。
【００６１】
　[0074]　メモリ７１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）およびリードオンリーメ
モリ（ＲＯＭ）を含み得る。メモリ７１５は、実行されたときにプロセッサモジュール７
０５に本明細書に記載の様々な機能（例えば、呼処理、データベース管理、キャリアモー
ドインジケータの処理、モジュール管理など）を実施させるように構成された命令を含む
、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能なソフトウェア／ファームウェアコード７２
０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ファームウェアコード７２０は、プロセッサ
モジュール７０５によって直接的に実行可能ではないが、本明細書に記載の機能をコンピ
ュータに（例えば、コンパイルされ実行されたときに）実施させるように構成されること
もあり得る。プロセッサモジュール７０５は、インテリジェントハードウェアデバイス、
例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなど、を含み得る。
【００６２】
　[0075]　ＵＥ１１５－ｆは、また、ＵＥ　Ｄ２Ｄ管理モジュール７１０を含み得る。Ｕ
Ｅ　Ｄ２Ｄ管理モジュール７１０は、ＳＡを決定し、１またはそれ以上のデータ送信を決
定し、図２に関して前述したようなＳＡおよびデータ送信に関係する動作を実施するよう
に構成され得る。ＵＥ１１５－ｆがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、例えば、（１または
それ以上の）ＳＡは、受信ＵＥ１１５－ｇについて決定され、ＳＡリソースプールからの
リソースが（１またはそれ以上の）ＳＡの送信のために決定され得る。さらに、ＵＥ　Ｄ
２Ｄ管理モジュール７１０は、ＳＡ再送信のためのタイミングパターンおよび周波数ホッ
ピングパターンのうちの一方または両方を含み得る、（１またはそれ以上の）ＳＡの再送
信のための再送信パターンを決定し得る。ＵＥ１１５－ｆがＤ２Ｄ受信デバイスである場
合、ＵＥ　Ｄ２Ｄ管理モジュール７１０は、ＳＡリソースを監視し、ＳＡ送信および／ま
たは再送信が受信されるかどうかを決定し得る。（１またはそれ以上の）ＳＡ送信のため
に使用されたＳＡリソースプールからのリソースに基づいて、ＵＥ　Ｄ２Ｄ管理モジュー
ル７１０は、タイミングパターンおよび周波数ホッピングパターンの一方または両方を含
み得る、データ送信のために使用されるべきＳＡ再送信パターンおよびリソースを決定し
得る。さらに、ＵＥ　Ｄ２Ｄ管理モジュール７１０は、例えば、基地局１０５－ａから受
信された（１またはそれ以上の）グラントに関係する動作を実施するように構成され得る
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。したがって、ＵＥ　Ｄ２Ｄ管理モジュール７１０は、図３、図４、図５、および／また
は図６に関して前述した様々な機能を行うための動作を実施するように構成され得る。
【００６３】
　[0076]　図８は、本開示の様々な態様による、グラントの送信を含む、Ｄ２Ｄ通信を受
信および送信する際に使用するために構成され得る通信システム８００のブロック図を示
す。システム８００は、図１および／または図７にそれぞれ記載されたシステム１００お
よび／または７００の態様の一例であり得る。システム８００は、基地局１０５－ｂを含
み得る。基地局１０５－ｂは、（１またはそれ以上の）基地局アンテナ８４５、基地局ト
ランシーバモジュール８５０、基地局メモリ８８０、および基地局プロセッサモジュール
８７０を含み得、これら各々は互いに直接的または間接的に（例えば１またはそれ以上の
バスを通じて）通信し得る。基地局トランシーバモジュール８５０は、図１、図３、図４
、図５、図６、および／または図７のＵＥ１１５の一例であり得るＵＥ１１５－ｈと、（
１またはそれ以上の）基地局アンテナ８４５を介して、双方向に通信するように構成され
得る。基地局トランシーバモジュール８５０（および／または基地局１０５－ｂの他のコ
ンポーネント）は、また、１またはそれ以上のネットワークと双方向に通信するように構
成され得る。いくつかのケースでは、基地局１０５－ｂは、ネットワーク通信モジュール
８７５を通じてコアネットワーク１３０－ａおよび／またはコントローラ８３０と通信し
得る。基地局１０５－ｂは、図１の基地局１０５の一例であり得る。コントローラ８３０
は、いくつかのケースでは、ｅＮｏｄｅＢ基地局など、基地局１０５－ｂに組み込まれ得
る。
【００６４】
　[0077]　基地局１０５－ｂは、また、基地局１０５－ｍおよび基地局１０５－ｎなどの
他の基地局１０５と通信し得る。基地局１０５の各々が、異なる無線アクセス技術のよう
な異なるワイヤレス通信技術を使用してＵＥ１１５－ｈと通信し得る。いくつかのケース
では、基地局１０５－ｂは、基地局通信モジュール８６５を用いる１０５－ｍおよび／ま
たは１０５－ｎなどの他の基地局と通信し得る。いくつかの例では、基地局通信モジュー
ル８６５は、基地局１０５のうちのいくつかの間の通信をもたらすために、ＬＴＥワイヤ
レス通信技術内のＸ２インタフェースを提供し得る。いくつかの例では、基地局１０５－
ｂは、コントローラ８３０および／またはコアネットワーク１３０－ａを通じて他の基地
局と通信し得る。
【００６５】
　[0078]　基地局メモリ８８０は、ＲＡＭおよびＲＯＭを含み得る。基地局メモリ８８０
は、また、実行されたときに基地局プロセッサモジュール８７０に本明細書に記載の様々
な機能（たとえば、Ｄ２Ｄ通信を受信および送信する、リソースグラント、タイミング情
報、およびＤ２Ｄ通信のための他の情報を提供する）を実施させるように構成された命令
を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能なソフトウェアコード８８５を記憶し
得る。代替的に、ソフトウェアコード８８５は、基地局プロセッサモジュール８７０によ
って直接的に実行可能ではないが、例えば、コンパイルされ実行されたときに、本明細書
に記載の機能をコンピュータに実施させるように構成されることもあり得る。基地局プロ
セッサモジュール８７０は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えば、ＣＰＵ、
マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなど、を含み得る。
【００６６】
　[0079]　基地局トランシーバモジュール８５０は、パケットを変調し、変調されたパケ
ットを送信のために（１またはそれ以上の）基地局アンテナ８４５に提供するように、そ
して（１またはそれ以上の）基地局アンテナ８４５から受信されたパケットを復調するよ
うに構成された、モデムを含み得る。基地局１０５－ｂのいくつかの例は単一の基地局ア
ンテナ８４５を含み得るが、基地局１０５－ｂは、キャリアアグリゲーションをサポート
し得るマルチプルなリンクのためのマルチプルな基地局アンテナ８４５を含み得る。例え
ば、１またはそれ以上のリンクがＵＥ１１５－ｈとのマクロ通信をサポートするために使
用され得る。
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【００６７】
　[0080]　図８のアーキテクチャによれば、基地局１０５－ｂは、通信管理モジュール８
６０をさらに含み得る。通信管理モジュール８６０は、他の基地局１０５との通信を管理
し得る。一例として、通信管理モジュール８６０は、前述したようなＤ２Ｄ送信デバイス
へのグラントなどのＤ２Ｄ情報の送信を容易にし得る。一例として、通信管理モジュール
８６０は、バスを介して基地局１０５－ｂの他のコンポーネントの一部またはすべてと通
信する基地局１０５－ｂのコンポーネントであり得る。代替的に、通信管理モジュール８
６０の機能は、基地局トランシーバモジュール８５０のコンポーネントとして、コンピュ
ータプログラム製品として、および／または基地局プロセッサモジュール８７０の１また
はそれ以上のコントローラ要素として、実装され得る。
【００６８】
　[0081]　基地局１０５－ｂのためのコンポーネントは、図２、図３、図４、図５、図６
、および／または図７に関して前述した態様を実装するように構成されることができ、こ
れらについては簡潔のためここでは繰り返さない。例えば、基地局１０５－ｂは、基地局
Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０を含み得る。基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０は、Ｄ２Ｄ
　ＳＡリソースモジュール８１５、Ｄ２Ｄデータリソースモジュール８２０、およびスク
ランブリングモジュール８２５を含み得、それらの各々が、図１、図２、図３、図４、図
５、図６、および／または図７に関して記載した基地局関連特徴または機能の一部または
すべてを実施または制御するように構成され得る。基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０ま
たはその一部は、プロセッサを含み得、あるいは、基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０の
機能の一部またはすべては、基地局プロセッサモジュール８７０によって、または基地局
プロセッサモジュール８７０に関連して実施され得る。さらに、基地局Ｄ２Ｄ管理モジュ
ール８１０またはその一部は、メモリを含み得、あるいは基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８
１０の機能の一部またはすべてが、基地局メモリ８８０を使用し得、または基地局メモリ
８８０に関連して使用され得る。さらに、基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０は、前述し
たようなＤ２Ｄ送信デバイスへのグラントなど、Ｄ２Ｄ情報の送信を容易にするために、
通信管理モジュール８６０と関連して、またはその制御下で、動作し得る。
【００６９】
　[0082]　図９は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のため
の方法９００を示すフローチャートである。方法９００の機能は、図１、図３、図４、図
６、図７、および／または図８に関して記載したような基地局１０５またはそのコンポー
ネントなどのシステムデバイスによって実装され得る。いくつかの例では、基地局１０５
のうちの１つなどのシステムデバイスは、以下で説明する機能を実施するようにデバイス
の機能的要素を制御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００７０】
　[0083]　ブロック９０５において、少なくとも１つのグラントが、ＵＥ１１５のうちの
１つまたはそれ以上など、１つまたはそれ以上のデバイスに送信される。少なくとも１つ
のグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそれにおいて送信されるべき
１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってデータ
がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。例えば
、少なくとも１つのグラントは、ＰＤＣＣＨもしくはＰＤＳＣＨ、またはそれらの組合せ
を介して送信され得る。少なくとも１つのグラントは、例えば、ＤＣＩフォーマット０を
使用して、ＤＣＩに含められ得る。ブロック９０５における動作は、図８に関して説明し
た基地局Ｄ２Ｄ管理モジュール８１０および基地局トランシーバモジュール８５０を使用
して実施され得る。
【００７１】
　[0084]　方法９００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作が、他の実装形態が可
能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意すべきである。
【００７２】
　[0085]　図１０は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のた
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めの別の方法１０００を例示するフローチャートを示す。方法１０００の機能は、図１、
図３、図４、図６、図７、および／または図８に関して記載された基地局１０５またはそ
のコンポーネントなどのシステムデバイスによって実装され得る。いくつかの例では、基
地局１０５のうちの１つなどのシステムデバイスは、以下で説明する機能を実施するよう
にデバイスの機能的要素を制御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００７３】
　[0086]　ブロック１００５において、単一のグラントがスクランブルされる。単一のグ
ラントは、対象とするＵＥ１１５が単一のグラントをデスクランブルし、該グラントをＤ
２Ｄ通信のためのものであると識別し得るように、前述したようなスクランブリングタイ
プに従ってスクランブルされ得る。単一のグラントは、１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し得、１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る。前述のように、（１また
はそれ以上の）データリソースは、例えば、識別された（１またはそれ以上の）ＳＡリソ
ースに基づいて単一のグラントによって暗黙的に識別され得る。ブロック１０１０におい
て、単一のグラントは、１またはそれ以上のデバイス、例えば、ＵＥ１１５に送信される
。ブロック１００５における動作は、図８に関して説明したスクランブリングモジュール
８２５を使用して実施され得、ブロック１０１０における動作は、図８に関して説明した
送信機３１５および基地局トランシーバモジュール８５０を使用して実施され得る。
【００７４】
　[0087]　方法１０００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作およびステップが、
他の実装形態が可能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意
すべきである。
【００７５】
　[0088]　図１１は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のた
めの別の方法１１００を例示するフローチャートを示す。方法１１００の機能は、図１、
図３、図４、図６、図７、および／または図８に関して説明した基地局１０５またはその
コンポーネントなどのシステムデバイスによって実装され得る。いくつかの例では、基地
局１０５のうちの１つなどのシステムデバイスは、以下で説明する機能を実施するように
デバイスの機能的要素を制御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００７６】
　[0089]　ブロック１１０５において、第１のグラントについてのインジケータがセット
され得る。インジケータは、第１のグラントがＤ２Ｄ通信のための１またはそれ以上のＳ
Ａリソースのグラントであることを示し得る。次に、ブロック１１１０において、第１の
グラントがスクランブルされ得る。次いで、ブロック１１１５において、第１のグラント
が、１またはそれ以上のデバイス、例えば、ＵＥ１１５に送信され得る。ブロック１１０
５における動作は、図８に関して説明したＳＡリソースモジュール８１５を使用して実施
され、ブロック１１１０における動作は、図８に関して説明したスクランブリングモジュ
ール８２５を使用して実施され、ブロック１１１５における動作は、図８に関して説明し
た基地局トランシーバモジュール８５０を使用して実施され得る。
【００７７】
　[0090]　ブロック１１２０において、第１のグラントについてセットされたインジケー
タとは異なる、第２のグラントについてのインジケータがセットされ得る。インジケータ
は、第２のグラントがＤ２Ｄ通信のための１またはそれ以上のデータリソースのグラント
であることを示し得る。次に、ブロック１１２５において、第２のグラントはスクランブ
ルされ得る。次いで、ブロック１１３０において、第２のグラントは、１またはそれ以上
のデバイス、例えば、ＵＥ１１５に、送信され得る。前述したように、第２のグラントは
、第１のグラントが送信された時間期間とは異なる時間期間において送信され得る。さら
に、第２のグラントは、第１のグラントが送信された時間期間に少なくとも部分的に基づ
く時間期間において送信され得る。これにより、受信ＵＥ１１５は、第２のグラントが第
１のグラントに関係することを識別し、Ｄ２Ｄ通信のために（１またはそれ以上の）ＳＡ
リソースおよび（１またはそれ以上の）データリソースを使用するために、第１および第
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２のグラントを関連づけることができるようになる。ブロック１１２０における動作は、
図８に関して説明したＳＡリソースモジュール８１５を使用して実施され得、ブロック１
１２５における動作は、図８に関して説明したスクランブリングモジュール８２５を使用
して実施され得、ブロック１１３０における動作は、図８に関して説明した基地局トラン
シーバモジュール８５０を使用して実施され得る。
【００７８】
　[0091]　方法１１００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作およびステップが、
他の実装形態が可能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意
すべきである。
【００７９】
　[0092]　図１２は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のた
めの方法１２００を例示するフローチャートを示す。方法１２００の機能は、図１、図３
、図４、図６、図７、および／または図８に関して記載したＵＥ１１５またはそのコンポ
ーネントなどのデバイスによって実装され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５のうちの
１つなどのデバイスは、以下で説明する機能を実施するようにデバイスの機能的要素を制
御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００８０】
　[0093]　ブロック１２０５において、少なくとも１つのグラントが基地局１０５から受
信される。少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のためにデバイスによってＳＡがそ
れにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、Ｄ２Ｄ通信のため
にデバイスによってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソ
ースを識別し得る。例えば、少なくとも１つのグラントは、ＰＤＣＣＨもしくはＰＤＳＣ
Ｈ、またはそれらの組合せを介して受信され得る。少なくとも１つのグラントは、例えば
、ＤＣＩフォーマット０を使用して、ＤＣＩに含められ得る。ブロック１２０５での動作
は、図３、図４、図５、および／または図５に関して説明した受信機３０５を使用して実
施され得る。
【００８１】
　[0094]　方法１２００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作が、他の実装形態が
可能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意すべきである。
【００８２】
　[0095]　図１３は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のた
めの別の方法１３００を例示するフローチャートを示す。方法１３００の機能は、図１、
図３、図４、図６、図７、および／または図８に関して説明したＵＥ１１５またはそのコ
ンポーネントなどのデバイスによって実装され得る。いくつかの実施例では、ＵＥ１１５
のうちの１つなどのデバイスが、以下で説明する機能を実施するようにデバイスの機能的
要素を制御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００８３】
　[0096]　ブロック１３０５において、単一のグラントが受信される。単一のグラントは
、図５に関して前述したようなスクランブリングタイプに従ってスクランブルされ得る。
単一のグラントがＵＥ１１５を対象とする（intended for）場合、ＵＥ１１５は、ブロッ
ク１３１０において単一のグラントをデスクランブルし得る。単一のグラントは、１また
はそれ以上のＳＡリソースを識別し得、１またはそれ以上のデータリソースを識別し得る
。前述したように、（１またはそれ以上の）データリソースは、例えば、識別された（１
またはそれ以上の）ＳＡリソースに基づいて単一のグラントによって暗黙的に識別され得
る。ブロック１３０５における動作は、図３、図４、図５、および／または図５に関して
説明した受信機３０５を使用して実施され得、ブロック１３１０における動作は、図５に
関して記載したデスクランブリングモジュール５０５を使用して実施され得る。
【００８４】
　[0097]　方法１３００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作およびステップが、
他の実装形態が可能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意
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すべきである。
【００８５】
　[0098]　図１４は、本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信などのワイヤレス通信のた
めの他の方法１４００を例示するフローチャートを示す。方法１４００の機能は、図１、
図３、図４、図６、図７、および／または図８に関して説明したＵＥ１１５またはそのコ
ンポーネントなどのデバイスによって実装され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５のう
ちの１つなどのデバイスは、以下で説明する機能を実施するようにデバイスの機能的要素
を制御するコードの１またはそれ以上のセットを実行し得る。
【００８６】
　[0099]　ブロック１４０５において、第１のグラントがＤ２Ｄ通信のために（１または
それ以上の）ＳＡリソースに関して受信され得る。第１のグラントがＵＥ１１５を対象と
する場合、ＵＥ１１５は、ブロック１４１０において第１のグラントをデスクランブルし
得る。ブロック１４０５における動作は、図３、図４、図５、および／または図５に関し
て説明した受信機３０５を使用して実施され得、ブロック１４１０における動作は、図５
に関して説明したデスクランブリングモジュール５０５を使用して実施され得る。ＵＥ１
１５は、次いで、ブロック１４１５において、第１のグラントが、Ｄ２Ｄ通信のための１
またはそれ以上のＳＡリソースのグラントであるかあるいは１またはそれ以上のデータリ
ソースのグラントであるかを決定するために、第１のグラントとともに含められたインジ
ケータを解析し得、これは、この例ではＳＡリソースに関するものである。ブロック１４
１５における動作は、図５に関して説明したグラント決定モジュール５１０を使用して実
施され得る。
【００８７】
　[0100]　ブロック１４２０において、第２のグラントがＤ２Ｄのために（１またはそれ
以上の）データリソースに関して受信され得る。第２のグラントがＵＥ１１５を対象とす
る場合、ＵＥ１１５は、ブロック１４２５において第２のグラントをデスクランブルし得
る。ブロック１４２０における動作は、図３、図４、図５、および／または図５に関して
説明した受信機３０５を使用して実施され得、ブロック１４２５における動作は、図５に
関して説明したデスクランブリングモジュール５０５を使用して実施され得る。ＵＥ１１
５は、次いで、ブロック１４３０において、第２のグラントが、Ｄ２Ｄ通信のための１ま
たはそれ以上のＳＡリソースのグラントであるかあるいは１またはそれ以上のデータリソ
ースのグラントであるかを決定するために、第２のグラントとともに含められたインジケ
ータを解析し得、これは、この例ではデータリソースに関するものである。前述のように
、第１および第２のグラントは、第１および第２のグラントが送信された時間期間に基づ
いて関係しているものとして識別され得る。ブロック１４３０における動作は、図５に関
して説明したグラント決定モジュール５１０を使用して実施され得る。
【００８８】
　[0101]　方法１４００が単なる一実装形態にすぎず、該方法の動作およびステップが、
他の実装形態が可能なように再配列され、あるいは何らかの形で修正され得ることに留意
すべきである。
【００８９】
　[0102]　添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、実施例を説明するものであ
り、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る唯一の例を表すものではない。本明細書
で使用するとき、「例」または「例示的な」という用語は、「例、事例、または例示の働
きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利である」ことを意味す
るものではない。詳細な説明は、説明した技法の理解を提供する目的で、具体的な詳細を
含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践され得る。いく
つかの事例では、説明した例の概念を不明瞭にしないために、よく知られている構造およ
びデバイスがブロック図の形態で示されている。
【００９０】
　[0103]　本明細書で使用するとき、「デバイス」および「装置」という用語は、交換可
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能である。
【００９１】
　[0104]　情報および信号は、種々の異なる技術および技法のいずれかを使用して表され
得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報
、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒
子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【００９２】
　[0105]　本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュール
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもしくは
他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明された機能を実行する
ように設計されたそれらの任意の組合せによって実装または実行され得る。汎用プロセッ
サは、マイクロプロセッサであり得るが、代替例では、プロセッサは、任意の従来のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロ
セッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロ
セッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１またはそれ以上のマイクロ
プロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成の組合せとして実装され得る。
【００９３】
　[0106]　本明細書において説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行
されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プ
ロセッサによって実行され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
媒体上の１またはそれ以上の命令またはコードとして記憶され、またはそれらを介して送
信され得る。他の実施例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲の趣旨お
よび範囲内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロ
セッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれか
の組合せによって実行されるソフトウェアを用いて実装され得る。機能を実装する特徴は
また、機能の部分が様々な物理的位置で実装されるように分散されることを含めて、様々
な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用する場
合、項目の列挙（例えば、「～のうちの少なくとも１つ」または「～の１つまたはそれ以
上」などの表現によって終わる項目の列挙）中で使用される「または」は、たとえば、「
Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙がＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまた
はＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言
的列挙を示す。
【００９４】
　[0107]　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラム
の移動を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。
記憶媒体は、汎用または専用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、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスク
ストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデータ構造の形
態の所望のプログラムコード手段を搬送もしくは記憶するために使用され得、汎用もしく
は専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意
の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続が、コンピュータ可読媒体と適切に
呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイスト
ペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワ
イヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信さ
れる場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線
、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で
使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（Ｃ
Ｄ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途デ
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ィスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒ
ａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データ
を磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の
組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【００９５】
　[0108]　本開示の以上の説明は、当業者が本開示を作製または使用することができるよ
うに与えられる。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定
義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用さ
れ得る。本開示全体にわたって、「例」という用語は、一例または一事例を示すものであ
り、言及された例についての選好を暗示するものではなく、要求するものでもない。した
がって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるべきでなく、
本明細書において開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられる
べきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(32) JP 2017-508411 A 2017.3.23

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月17日(2016.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前記
少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１のグ
ラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前記
１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするこ
と、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソー
スと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記スクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ
）をスクランブルすることを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべ
き前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソー
スは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス
によって識別される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記送信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
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するために、インジケータをセットすること
　をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのグラントは、ＳＡ送信電力、ＳＡ変調コーディング方式（ＭＣＳ
）、ＳＡ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのグラントは、データ送信電力、データ変調コーディング方式（Ｍ
ＣＳ）、データ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記ＳＡの宛先デバイスについてのターゲット識別
（ＩＤ）を備え、前記ターゲットＩＤは、グループキャストＩＤ、ブロードキャストＩＤ
、またはユニキャストＩＤであり、前記ターゲットＩＤは、圧縮された、またはインデッ
クスベースのものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記１またはそれ以上のデータリソースの時間ホッ
ピングパターン、前記１またはそれ以上のデータリソースの周波数ホッピングパターン、
またはそれらの組合せを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのグラントは、１またはそれ以上の送信電力制御（ＴＰＣ）ビット
を含み、前記ＴＰＣビットは、ＳＡ送信電力またはデータ送信電力を示す、請求項１に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
とも１つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってス
ケジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリ
ソースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスに
よってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し
、前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
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１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、装置。
【請求項２０】
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするた
めの手段、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡ
リソースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを
示す、
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記スクランブルするための手段は、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をスクランブルするように構成される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべ
き前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソー
スは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス
によって識別される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記送信するための手段は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように構成される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータをセットするための手段
　をさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信システムで使用するためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少な
くとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケ
ジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソ
ースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによ
ってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、
前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１
のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
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　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　デバイス。
【請求項２８】
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべ
き前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソー
スは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス
によって識別される、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項３３に記載のデバイス。
【請求項３５】
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前記
少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１のグ
ラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前記
１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
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　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように実行可能である、請求項３５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、請求項３６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、請求項３６に記載の非一時的なコンピュー
タ可読媒体。
【請求項３９】
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること
　を行うように実行可能である、請求項３６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つのグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべ
き前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソー
スは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイス
によって識別される、請求項３５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように実行可能である、請求項３５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４２】
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように実行可能である、請求項４１に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジューリ
ング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識
別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによってデー
タがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前記少な
くとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１のグラン
トは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前記１ま
たはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
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【請求項４４】
　前記少なくとも１つのグラントは、スクランブルされており、前記方法は、
　　デスクランブリング技法に従って前記少なくとも１つのグラントをデスクランブルす
ること、
　をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられる
ことを決定すること、
　をさらに備える、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に半持続的に割り
当てられることを決定すること、
　をさらに備える、請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記デスクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲ
Ｃ）をデスクランブルすることを備える、請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのグラントから、前記ＳＡを送信するために使用するべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別することと、
　前記データを送信するために使用すべき前記１またはそれ以上のデータリソースを識別
することと、ここにおいて、前記１またはそれ以上のデータリソースの前記識別は、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づく、
　をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４９】
　前記受信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを受信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを受信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項５０】
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータを解析すること、
　をさらに備える、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して受信される、請求項４３に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、請求項５１に記載の方法
。
【請求項５３】
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
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とも１つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５５】
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、請求
項５１に記載の方法。
【請求項５６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前
記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１の
グラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、装置。
【請求項５７】
　ワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なく
とも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前
記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１の
グラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　デバイス。
【請求項５８】
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別し、前記
少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第１のグ
ラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは、前記
１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５９】
　前記基地局から前記少なくとも１つのグラントを受信することは、
　　第２のスケジューリング割当てＳＡがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上



(40) JP 2017-508411 A 2017.3.23

のＳＡリソースを識別することと、
　　前記第２のＳＡから、前記デバイスが後続の送信においてデータを受信することにな
るとのインジケーションを識別することと、
　　前記第２のＳＡから、前記デバイスがデータを受信することになるとの前記インジケ
ーションを識別することに少なくとも部分的に基づいて、前記第１の時間期間中に基づい
て、前記１またはそれ以上のデータリソースを監視すること、
　をさらに備える、請求項３６に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　[0108]　本開示の以上の説明は、当業者が本開示を作製または使用することができるよ
うに与えられる。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定
義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用さ
れ得る。本開示全体にわたって、「例」という用語は、一例または一事例を示すものであ
り、言及された例についての選好を暗示するものではなく、要求するものでもない。した
がって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるべきでなく、
本明細書において開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられる
べきである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするこ
と、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソー
スと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、上記Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、上記Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記スクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ
）をスクランブルすることを備える、上記Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
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別される、上記Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記送信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、上記Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータをセットすること
　をさらに備える、上記Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記少なくとも１つのグラントは、ＳＡ送信電力、ＳＡ変調コーディング方式（ＭＣＳ
）、ＳＡ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つのグラントは、データ送信電力、データ変調コーディング方式（Ｍ
ＣＳ）、データ冗長バージョン、またはそれらの組合せを備える、上記Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも１つのグラントは、前記ＳＡの宛先デバイスについてのターゲット識別
（ＩＤ）を備え、前記ターゲットＩＤは、グループキャストＩＤ、ブロードキャストＩＤ
、またはユニキャストＩＤであり、前記ターゲットＩＤは、圧縮された、またはインデッ
クスベースのものである、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのグラントは、前記１またはそれ以上のデータリソースの時間ホッ
ピングパターン、前記１またはそれ以上のデータリソースの周波数ホッピングパターン、
またはそれらの組合せを備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのグラントは、１またはそれ以上の送信電力制御（ＴＰＣ）ビット
を含み、前記ＴＰＣビットは、ＳＡ送信電力またはデータ送信電力を示す、上記Ｃ１に記
載の方法。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して送信される、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、上記
Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、上記Ｃ１６に記載の方法
。
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［Ｃ１９］
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
とも１つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２０］
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをスクランブルすること、
　をさらに備える、上記Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２１］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってス
ケジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリ
ソースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスに
よってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別す
る、
　を備える、装置。
［Ｃ２２］
　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルするた
めの手段、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡ
リソースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを
示す、
　をさらに備える、上記Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、上記Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、上記Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記スクランブルするための手段は、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をスクランブルするように構成される、上記Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、上記Ｃ２１に記載の装置
。
［Ｃ２７］
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、上記Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、上記Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記送信するための手段は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
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のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように構成される、上記Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータをセットするための手段
　をさらに備える、上記Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］
　ワイヤレス通信システムで使用するためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少な
くとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケ
ジューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソ
ースを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによ
ってデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する
、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　デバイス。
［Ｃ３２］
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、上記Ｃ３１に記載のデバイス。
［Ｃ３３］
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、上記Ｃ３２に記載のデバイス。
［Ｃ３４］
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、上記Ｃ３２に記載のデバイス。
［Ｃ３５］
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、上記Ｃ３２に記載のデバイス。
［Ｃ３６］
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、上記Ｃ３１に記載のデバ
イス。
［Ｃ３７］
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
別される、上記Ｃ３６に記載のデバイス。
［Ｃ３８］
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
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、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、上記Ｃ３１に記載のデバイス。
［Ｃ３９］
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、上記Ｃ３８に記載のデバイス。
［Ｃ４０］
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、上記Ｃ３９に記載のデバイス。
［Ｃ４１］
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　少なくとも１つのグラントをデバイスに送信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４２］
　前記命令は、
　　スクランブリングタイプに従って前記少なくとも１つのグラントをスクランブルする
こと、ここにおいて、前記スクランブリングタイプは、前記１またはそれ以上のＳＡリソ
ースと前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられることを示す
、
　を行うように実行可能である、上記Ｃ４１に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４３］
　前記スクランブリングタイプは、Ｄ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備
える、上記Ｃ４２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４４］
　前記スクランブリングタイプは、半持続的なスケジューリング（ＳＰＳ）Ｄ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）を備える、上記Ｃ４２に記載の非一時的なコンピュー
タ可読媒体。
［Ｃ４５］
　前記命令は、
　　前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲＣ）をスクランブルすること
　を行うように実行可能である、上記Ｃ４２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４６］
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、上記Ｃ４１に記載の非一
時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４７］
　前記単一のグラントは、前記デバイスが前記ＳＡを送信するために使用すべき前記１ま
たはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記１またはそれ以上のデータリソースは、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づいて前記デバイスによって識
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別される、上記Ｃ４６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４８］
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、上記Ｃ４１に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
［Ｃ４９］
　前記命令は、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを送信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを送信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を行うように実行可能である、上記Ｃ４８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ５０］
　前記命令は、
　　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、
前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区
別するために、インジケータをセットすること
　を行うように実行可能である、上記Ｃ４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ５１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジューリ
ング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソースを識
別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによってデー
タがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、方法。
［Ｃ５２］
　前記少なくとも１つのグラントは、スクランブルされており、前記方法は、
　　デスクランブリング技法に従って前記少なくとも１つのグラントをデスクランブルす
ること、
　をさらに備える、上記Ｃ５１に記載の方法。
［Ｃ５３］
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に割り当てられる
ことを決定すること、
　をさらに備える、上記Ｃ５２に記載の方法。
［Ｃ５４］
　前記デスクランブリング技法に少なくとも部分的に基づいて前記１またはそれ以上のＳ
Ａリソースおよび前記１またはそれ以上のデータリソースがＤ２Ｄ通信に半持続的に割り
当てられることを決定すること、
　をさらに備える、上記Ｃ５２に記載の方法。
［Ｃ５５］
　前記デスクランブルすることは、前記少なくとも１つのグラントの巡回冗長検査（ＣＲ
Ｃ）をデスクランブルすることを備える、上記Ｃ５２に記載の方法。
［Ｃ５６］
　前記少なくとも１つのグラントは、単一のグラントを備える、上記Ｃ５１に記載の方法
。
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［Ｃ５７］
　前記単一のグラントから、前記ＳＡを送信するために使用するべき前記１またはそれ以
上のＳＡリソースを識別することと、
　前記データを送信するために使用すべき前記１またはそれ以上のデータリソースを識別
することと、ここにおいて、前記１またはそれ以上のデータリソースの前記識別は、前記
１またはそれ以上のＳＡリソースに少なくとも部分的に基づく、
　をさらに備える、上記Ｃ５６に記載の方法。
［Ｃ５８］
　前記少なくとも１つのグラントは、第１のグラントと第２のグラントとを備え、前記第
１のグラントは、前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別し、前記第２のグラントは
、前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する、上記Ｃ５１に記載の方法。
［Ｃ５９］
　前記受信することは、
　　第１の時間期間において前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１の
グラントを受信することと、
　　第２の時間期間において前記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２
のグラントを受信することと、ここにおいて、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期
間とは異なるものであり、前記第２の時間期間は、前記第１の時間期間に少なくとも部分
的に基づいて決定される、
　を備える、上記Ｃ５８に記載の方法。
［Ｃ６０］
　前記１またはそれ以上のＳＡリソースを識別する前記第１のグラントの前記送信と、前
記１またはそれ以上のデータリソースを識別する前記第２のグラントの前記送信とを区別
するために、インジケータを解析すること、
　をさらに備える、上記Ｃ５９に記載の方法。
［Ｃ６１］
　前記少なくとも１つのグラントは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）において
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）もしくは物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）、またはそれらの組合せを介して受信される、上記Ｃ５１に記載の方法。
［Ｃ６２］
　前記ＰＤＳＣＨは、Ｄ２Ｄ通信のための前記１またはそれ以上のＳＡリソースと前記１
またはそれ以上のデータリソースとの両方に関する情報を含む、上記Ｃ６１に記載の方法
。
［Ｃ６３］
　前記少なくとも１つのグラントがＤ２Ｄ通信に関係することを示すためにＤ２Ｄ無線ネ
ットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なく
とも１つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、上記Ｃ６１に記載の方法。
［Ｃ６４］
　ターゲット識別子（ＩＤ）により前記ＰＤＣＣＨを介して送信された前記少なくとも１
つのグラントをデスクランブルすること、
　をさらに備える、上記Ｃ６１に記載の方法。
［Ｃ６５］
　前記少なくとも１つのグラントは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれる、上記
Ｃ６１に記載の方法。
［Ｃ６６］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信するための手段、ここにおいて、前記少
なくとも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のためにデバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
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スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を備える、装置。
［Ｃ６７］
　ワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶されている命令と、を備え、前記命令は、
　　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なく
とも１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジ
ューリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソー
スを識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによっ
てデータがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　デバイス。
［Ｃ６８］
　ワイヤレスデバイスにおける通信のためのコードを記憶した、非一時的なコンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　　基地局から少なくとも１つのグラントを受信すること、ここにおいて、前記少なくと
も１つのグラントは、デバイス間（Ｄ２Ｄ）通信のために前記デバイスによってスケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）がそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のＳＡリソース
を識別し、前記少なくとも１つのグラントは、Ｄ２Ｄ通信のために前記デバイスによって
データがそれにおいて送信されるべき１またはそれ以上のデータリソースを識別する、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
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