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(57)【要約】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）情報の送信および再
送信のための、およびＳＡ送信のコンテンツのための方
法、システム、およびデバイスについて説明する。ＳＡ
は、初期通信期間中に送信され、その後、ある時間期間
の間、データ送信が続き得る。デバイスは、ＳＡ期間中
に送信を監視し、次いで、受信されたＳＡ中で示された
期間中にデータ送信を監視し得る。ＳＡは、受信デバイ
スにおけるＳＡの受信を向上させるために時間ダイバー
シティパターンまたは周波数ダイバーシティパターンを
与え得る再送信パターンに従って再送信され得る。再送
信パターンは、ＳＡの初期送信のために使用されるＳＡ
リソースプールからのリソースに基づいて決定され得る
。



(2) JP 2017-513350 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前記
ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す
、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、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４】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
こと
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＡを送信することが、
　前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記ＳＡを送信するための第１のリソースブロ
ックを決定すること
を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記許可が、ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するインデッ
クスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＳＡが、データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
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求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＳＡが、ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）をさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＳＡが最後のＳＡ送信のインジケータを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信するための手段と
、前記ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソース
を示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１９】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
ための手段
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
請求項１８に記載の装置。
【請求項２３】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信するための手段
をさらに備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ＳＡを送信するための前記手段が、前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記Ｓ
Ａを送信するための第１のリソースブロックを決定する、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
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　前記許可が、ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するインデッ
クスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット、
　前記ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または
　最後のＳＡ送信のインジケータ
のうちの１つまたは複数を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項３０】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前
記ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示
す、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３１】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記命令がさらに、前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソース
ブロックを決定するために前記プロセッサによって実行可能であり、前記再送信パターン
が、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、請求項３０に記載の装置
。
【請求項３４】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３５】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前記
ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す
、
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　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項３６】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記命令がさらに、前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソース
ブロックを決定するために前記プロセッサによって実行可能であり、前記再送信パターン
が、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、請求項３５に記載の非一
時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項４０】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のた
めのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
をさらに備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項４２に記載の方法。
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【請求項４６】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４７】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項３９に記載の
方法。
【請求項４８】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項３９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項３
９に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項３９に記載の方法。
【請求項５３】
　基地局からメッセージを受信するための手段と、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定するための手段と、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５４】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項５３に記載の装置。
【請求項５６】
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
るための手段と、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送
信のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信するための手段
と
をさらに備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項５７】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項５７に記載の装置。
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【請求項５９】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項５６に記載の装置。
【請求項６０】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項６１】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項５３に記載の
装置。
【請求項６２】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項６４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項５３に記載の装置。
【請求項６５】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項５
３に記載の装置。
【請求項６６】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項５３に記載の装置。
【請求項６７】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　基地局からメッセージを受信することと、
　　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースプールを決定することと、
　　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソ
ースプール内の第１のリソースブロックを識別することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項６８】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項６７に記載の装置。
【請求項６９】
　前記命令がさらに、
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の前記受信機へのデータの後続の送信
のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
を行うために前記プロセッサによって実行可能である、請求項６７に記載の装置。
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【請求項７０】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６７に記載の
装置。
【請求項７１】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６７に記載の装置。
【請求項７２】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項７３】
　前記命令がさらに、
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の前記受信機へのデータの後続の送信
のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
を行うために前記プロセッサによって実行可能である、請求項７２に記載の非一時的コン
ピュータ可読媒体。
【請求項７４】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項７２に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項７５】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項７２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項７６】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項７７】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
ること
をさらに備える、請求項７６に記載の方法。
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【請求項７８】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項７６に記載の方法。
【請求項７９】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項７６に記載の方法。
【請求項８０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
請求項７６に記載の方法。
【請求項８２】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項７６に記載の方法。
【請求項８３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項７６に記載の方法。
【請求項８４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項７
６に記載の方法。
【請求項８５】
　前記ＳＡが、ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）をさ
らに備える、請求項７６に記載の方法。
【請求項８６】
　前記ＳＡが、ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信
のためのオフセットを備える、請求項７６に記載の方法。
【請求項８７】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信するための手段と、前記ＳＡが、データの
後続の送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８８】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
るための手段
をさらに備える、請求項８７に記載の装置。
【請求項８９】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項８７に記載の装置。
【請求項９０】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８７に記載の装置。
【請求項９１】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
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かじめ定義されたパターンである、請求項９０に記載の装置。
【請求項９２】
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定するための手段
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
請求項８７に記載の装置。
【請求項９３】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８７に記載の装置。
【請求項９４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続
の送信を受信するためのリソースを示す、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を
受信することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９５】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項９４に記載の装置。
【請求項９６】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項９５に記載の装置。
【請求項９７】
　前記命令はさらに、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
を行うために前記プロセッサによって実行可能であり、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
請求項９４に記載の装置。
【請求項９８】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項９４に記載の装置。
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【請求項９９】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項１００】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項９９に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項１０１】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項１００に記載の非一時的コンピュータ可読媒体
。
【請求項１０２】
　前記命令はさらに、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
を行うために前記プロセッサによって実行可能であり、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
請求項９９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１０３】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項９９に記載の非一時的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]本出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年１月２９日に出願さ
れた、「Scheduling Assignment Content and Transmission in Wireless Communication
s」と題する、Tavildarらによる米国特許出願第１４／６０８，８５１号、および２０１
４年３月１９日に出願された、「Scheduling Assignment Content and Transmission in 
Wireless Communications」と題する、Tavildarらによる米国仮特許出願第６１／９５５
，６７４号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]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の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（
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ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００３】
　[0003]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、セルのカバレージエリアと呼ばれることがあるカバレー
ジ範囲を有する。デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、基地局のカバレージエリア内
のあるいは基地局のカバレージエリアを越えたＵＥ間の直接的なワイヤレス通信に関与す
る。Ｄ２Ｄ通信は、デバイスがカバレージエリア内にある場合に基地局からの送信をスケ
ジュールすることによって促進され得る。場合によっては、Ｄ２Ｄ通信は、警察、消防、
および救助チームなど、公共安全の担当官によって利用される。
【０００４】
　[0004]多くの状況では、Ｄ２Ｄ通信において使用されるＵＥは、バッテリー式であるモ
バイルデバイスである。したがって、バッテリーの充電間の向上した動作寿命を与えるた
めに、そのようなデバイスにおける電力節約がデバイス動作における重要な考慮事項であ
る。さらに、Ｄ２Ｄ通信におけるワイヤレス送信は、たとえば、ワイヤレスネットワーク
基地局と、送信していることがある他のＵＥとを含む、様々なソースからの干渉に遭遇す
ることがある。したがって、向上した電力節約の技法を提供すること、ならびに向上した
干渉緩和を提供することがＤ２Ｄ通信にとって望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]説明する特徴は、概して、スケジューリング割当て（ＳＡ：scheduling assignm
ent）情報の送信および再送信のための、およびＳＡ送信のコンテンツ（content）のため
の１つまたは複数の改善されたシステム、方法、または装置に関連する。様々な例によれ
ば、ＳＡは、初期通信期間中に送信され、その後、ある時間期間の間、データ送信が続き
得る。デバイスは、ＳＡ期間中に送信を監視し、次いで、受信されたＳＡ中で示された期
間中にデータ送信を監視し得る。いくつかの例では、ＳＡは、受信デバイスにおけるＳＡ
の受信を向上させるために時間ダイバーシティパターンまたは周波数ダイバーシティパタ
ーンを与え得る再送信パターンに従って再送信され得る。再送信パターンは、たとえば、
ＳＡの初期送信のために使用されるＳＡリソースプールからのリソースに基づいて決定さ
れ得る。ＳＡは、たとえば、データ送信のための時間および周波数、またはデータ送信の
ための再送信パターンに関係する情報を含み得る。いくつかの例では、基地局が、スケジ
ューリング割当てリソースプールのために使用されるべきであるリソースを示すメッセー
ジをデバイスに送信し得る。
【０００６】
　[0006]例示的な例の第１のセットでは、ワイヤレス通信の方法は、スケジューリング割
当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、ＳＡが、１つまたは複数の
デバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す、あらかじめ決定された再送信
パターンに従ってＳＡを再送信することとを含み得る。ＳＡは、たとえば、デバイスツー
デバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信される。いくつかの例では、再送
信パターンは、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合
せを含み得る。固定周波数ホッピングパターンは、例では、システム情報ブロック（ＳＩ
Ｂ）中で示される固定時間パターンであるか、またはあらかじめ定義されたパターンであ
り得る。
【０００７】
　[0007]いくつかの例では、本方法は、ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第
１のリソースブロックを決定することをさらに含み得、再送信パターンは、第１のリソー
スブロックに少なくとも部分的に基づき得る。いくつかの例では、再送信パターンは、Ｓ
Ａリソースプール内の時間ダイバースリソースまたはＳＡリソースプール内の周波数ダイ
バースリソースのうちの１つまたは複数を識別し得る。他の例では、ＳＡリソースプール
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は複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））サブフレームを含み得る
。
【０００８】
　[0008]いくつかの例では、本方法は、ＳＡを送信するための許可を基地局から受信する
ことを含み得、ＳＡを送信することは、許可に少なくとも部分的に基づいてＳＡを送信す
るための第１のリソースブロックを決定することを含み得る。いくつかの例では、許可は
、ＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを識別するインデックスを有するダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）を含み得る。そのようなインデックスは、たとえば、ＤＣＩ
のリソースブロック割当てフィールド中に含まれ得る。
【０００９】
　[0009]いくつかの例では、ＳＡは、データの（１つまたは複数の）後続の送信のための
変調およびコーディング方式（ＭＣＳ：modulation and coding scheme）と冗長バージョ
ン（ＲＶ：redundancy version）、データの後続の送信のための周波数ホッピングパター
ン、データの後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、ここで、データの後続の
送信がターゲットＩＤを使用してスクランブルされ得る、ＳＡの送信に関する第１のデー
タ送信のためのオフセット、ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ：cyclic redundancy check）、または最後のＳＡ送信のインジケータのうちの１
つまたは複数を含み得る。
【００１０】
　[0010]例示的な例の第２のセットでは、ワイヤレス通信のための装置は、スケジューリ
ング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信するための手段と、ＳＡが、１つ
または複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す、あらかじめ決定
された再送信パターンに従ってＳＡを再送信するための手段とを含み得る。
【００１１】
　[0011]いくつかの例では、本装置は、上記で説明した例示的な例の第１のセットの１つ
または複数の態様を実装し得る。
【００１２】
　[0012]例示的な例の第３のセットでは、ワイヤレス通信のための装置は、プロセッサと
、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令
は、スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、Ｓ
Ａが、１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す、あら
かじめ決定された再送信パターンに従ってＳＡを再送信することとを行うためにプロセッ
サによって実行可能であり得る。
【００１３】
　[0013]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第１の
セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
【００１４】
　[0014]例示的な例の第４のセットでは、非一時的コンピュータ可読媒体は、スケジュー
リング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、ＳＡが、１つまた
は複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す、あらかじめ決定され
た再送信パターンに従ってＳＡを再送信することとを行うためにプロセッサによって実行
可能な命令を記憶する。
【００１５】
　[0015]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第１の
セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
【００１６】
　[0016]例示的な例の第５のセットでは、ワイヤレス通信の方法は、基地局からメッセー
ジを受信することと、メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て
（ＳＡ）リソースプールを決定することと、ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するた
めに使用されるべきであるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを識別するこ
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ととを含み得る。いくつかの例では、ＳＡは、１つまたは複数の受信機へのデータの後続
の送信のためのリソースを示し得る。ＳＡは、たとえば、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ
）ブロードキャスト送信において送信され得る。
【００１７】
　[0017]いくつかの例では、本方法は、第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを１つ
または複数の受信機に送信することと、第１のＳＡが、１つまたは複数の受信機へのデー
タの後続の送信のためのリソースを示す、あらかじめ決定された再送信パターンに従って
第１のＳＡを再送信することとをさらに含み得る。再送信パターンは、たとえば、システ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示され得るかまたはあらかじめ定義されたパターンであり
得る、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せを含み
得る。いくつかの例では、再送信パターンは、ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリ
ソースまたはＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソースのうちの１つまたは複数
を識別し得る。ＳＡリソースプールは複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サ
ブフレームを含み得る。いくつかの例では、メッセージは、ＳＡリソースプール中の第１
のリソースブロックを識別するインデックスを有するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を
含み得る。インデックスは、たとえば、ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に
含まれ得る。
【００１８】
　[0018]いくつかの例では、ＳＡは、データの後続の送信のための変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）、データの後続の送信のための周波数ホッピ
ングパターン、データの後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、ここで、デー
タの後続の送信が、ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または、ＳＡの送信
に関する第１のデータ送信のためのオフセットのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００１９】
　[0019]例示的な例の第６のセットでは、ワイヤレス通信のための装置が、基地局からメ
ッセージを受信するための手段と、メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジュー
リング割当て（ＳＡ）リソースプールを決定するための手段と、ＳＡを１つまたは複数の
受信機に送信するために使用されるべきであるＳＡリソースプール内の第１のリソースブ
ロックを識別するための手段とを含み得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの例では、本装置は、上記で説明した例示的な例の第５のセットの１つ
または複数の態様を実装し得る。
【００２１】
　[0021]例示的な例の第７のセットでは、ワイヤレス通信のための装置は、プロセッサと
、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令
は、基地局からメッセージを受信することと、メッセージに少なくとも部分的に基づいて
スケジューリング割当て（ＳＡ）リソースプールを決定することと、ＳＡを１つまたは複
数の受信機に送信するために使用されるべきであるＳＡリソースプール内の第１のリソー
スブロックを識別することとを行うためにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００２２】
　[0022]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第５の
セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
【００２３】
　[0023]例示的な例の第８のセットでは、非一時的コンピュータ可読媒体は、基地局から
メッセージを受信することと、メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリン
グ割当て（ＳＡ）リソースプールを決定することと、ＳＡを１つまたは複数の受信機に送
信するために使用されるべきであるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを識
別することとを行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。
【００２４】
　[0024]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第５の
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セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
【００２５】
　[0025]例示的な例の第９のセットでは、ワイヤレス通信の方法は、スケジューリング割
当て（ＳＡ）送信を受信することと、ＳＡが、データの後続の送信を受信するためのリソ
ースを示す、あらかじめ決定された再送信パターンに従ってＳＡの少なくとも１つの再送
信を受信することとを含み得る。いくつかの例では、本方法はまた、ＳＡを決定するため
にＳＡ送信と（１つまたは複数の）再送信とを組み合わせることを含み得る。ＳＡは、た
とえば、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信される。
【００２６】
　[0026]いくつかの例では、あらかじめ決定された再送信パターンは、固定周波数ホッピ
ングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せを含み得る。固定周波数ホッピ
ングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せは、たとえば、送信デバイスか
ら受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示され得るか、またはあらかじめ定義
されたパターンであり得る。
【００２７】
　[0027]いくつかの例では、本方法は、ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを
決定することをさらに含み得、再送信パターンは、第１のリソースブロックに少なくとも
部分的に基づき得る。ＳＡは、データの後続の送信のための変調およびコーディング方式
（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）、データの後続の送信のための周波数ホッピングパ
ターン、データの後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの後続の送信
が、ターゲットＩＤを使用してスクランブルされ得る、ターゲットＩＤによってスクラン
ブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、あるいはＳＡリソースプールまたはＳＡの送信に対
する第１のデータ送信のためのオフセットのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００２８】
　[0028]例示的な例の第１０のセットでは、ワイヤレス通信のための装置が、スケジュー
リング割当て（ＳＡ）送信を受信するための手段と、ＳＡが、データの後続の送信を受信
するためのリソースを示す、あらかじめ決定された再送信パターンに従ってＳＡの少なく
とも１つの再送信を受信するための手段とを含み得る。
【００２９】
　[0029]いくつかの例では、本装置は、上記で説明した例示的な例の第９のセットの１つ
または複数の態様を実装し得る。
【００３０】
　[0030]例示的な例の第１１のセットでは、ワイヤレス通信のための装置は、プロセッサ
と、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命
令は、スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、あらかじめ決定された再送信パターンに従ってＳ
Ａの少なくとも１つの再送信を受信することとを行うためにプロセッサによって実行可能
であり得る。
【００３１】
　[0031]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第９の
セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
【００３２】
　[0032]例示的な例の第１２のセットでは、非一時的コンピュータ可読媒体は、スケジュ
ーリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、ＳＡが、データの後続の送信を受信する
ためのリソースを示す、あらかじめ決定された再送信パターンに従ってＳＡの少なくとも
１つの再送信を受信することとを行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶す
る。
【００３３】
　[0033]いくつかの例では、命令は、プロセッサに、上記で説明した例示的な例の第９の
セットの１つまたは複数の態様を実装させるように構成され得る。
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【００３４】
　[0034]説明する方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するため
の形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するた
めの形態の趣旨および範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施す
るための形態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【００３５】
　[0035]本開示の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得る
。添付の図において、同様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、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要
素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベル
のみが本明細書において使用される場合、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同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】[0036]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0037]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一例を示す図。
【図３Ａ】[0038]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信のためのＳＡリソースプールリソ
ースの一例を示す図。
【図３Ｂ】[0039]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信のためのＳＡリソースプールリソ
ースの別の例を示す図。
【図４Ａ】[0040]本開示の様々な態様による、ＳＡに続くデータ送信の一例を示す図。
【図４Ｂ】[0041]本開示の様々な態様による、ＳＡに続く複数のデータ送信の一例を示す
図。
【図４Ｃ】[0042]本開示の様々な態様による、ＳＡに続く時間および周波数ダイバーシテ
ィを有するデータ送信の一例を示す図。
【図５】[0043]本開示の様々な態様による、Ｄ２Ｄ通信においてＳＡを実装するデバイス
のブロック図。
【図６】[0044]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のためのデバイスのブ
ロック図。
【図７】[0045]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信とＳＡ送信のためのコンテンツ決定
とのためのデバイスのブロック図。
【図８】[0046]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信とＳＡ送信のためのコンテンツ決定
とのためのデバイスのブロック図。
【図９】[0047]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信を実装するためのシス
テムにおけるＵＥのブロック図。
【図１０】[0048]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送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。
【図１１】[0049]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示す
フローチャート。
【図１２】[0050]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示す
別のフローチャート。
【図１３】[0051]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示す
別のフローチャート。
【図１４】[0052]本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示す
別のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　[0053]スケジューリング割当て（ＳＡ）の送信および再送信のための１つまたは複数の
改善されたシステム、方法、または装置に概して関連する特徴について説明する。Ｄ２Ｄ
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通信における電力節約を与えるために、ユーザ機器（ＵＥ）は、データをＵＥに送信する
ために使用され得るリソースを示すＳＡを与えられ得る。ＳＡ情報は、あらかじめ決定さ
れた期間中に送信され、その後、あらかじめ決定された期間の間、データ送信が続き、Ｕ
Ｅが、ＳＡ期間中に送信を監視することと、ＳＡによってＵＥのために示されたデータ送
信期間の部分の間、送信を監視することとを可能にし得る。
【００３８】
　[0054]いくつかの例では、ＳＡは、ＳＡリソースプールからの初期リソースを使用して
送信され、ＳＡリソースプールからの１つまたは複数の他のＳＡリソースを使用して再送
信され得る。ＳＡは、たとえば、データの後続の送信のためのリソースを示し得るもので
あり、固定周波数ホッピングパターンまたは固定時間パターンを含み得るあらかじめ決定
された再送信パターンに従って、１回または複数回再送信され得る。再送信パターンは、
システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示され得るか、または、たとえば、ワイヤレス通信
規格に従ってあらかじめ定義され得る。いくつかの例では、基地局が、ＳＡリソースプー
ルのために使用されるべきであるリソースを示すメッセージをデバイスに送信し得る。
【００３９】
　[0055]ＳＡを送信するために使用されるＳＡリソースプール内のリソースブロックに基
づいて、ＳＡ再送信のための再送信パターンが決定され得る。受信機は、リソースブロッ
クを決定し、次いで、ＳＡ再送信パターンを決定し得、ここで、第１の送信のための異な
るリソースブロックが、異なる、再送信の数、再送信のためのタイミング、または再送信
のための周波数ホッピングを示し得る。そのような再送信は、元のＳＡ送信と１つまたは
複数の再送信との組合せを通して、ＳＡの向上した受信を提供し得る。さらに、デバイス
は、ＳＡリソースプールを単に監視し得、デバイスがＳＡに従ってスケジュールされない
とき、データ送信期間中に受信機構成要素を電源切断し得る。ＳＡは、たとえば、後続の
データ送信のためのタイミング、スクランブリング、送信方式、または周波数ホッピング
に関係する情報を含み得る。
【００４０】
　[0056]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－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：Univ
ersal Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、
ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリ
ース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５
６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデ
ータ（ＨＲＰＤ：High Rate Packet Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭ
Ａ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシステムは
、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile
 Communications）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：Ultra Mobile Broadband）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０
２．１６（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テレ
コミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunication System
）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。ＵＴＲＡ、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：3rd Generation Partnership Pro
ject）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「
第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership
 Project 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
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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のために使用され得
る。ただし、以下の説明では、例としてＬＴＥシステムについて説明し、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適用例以外に適用可能である。
【００４１】
　[0057]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、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、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例
は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえ
ば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加
、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の
例において組み合わせられ得る。以下の説明はＤＴＸと間欠送信という用語を互換的に使
用する。
【００４２】
　[0058]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の一例を示す
。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５と、ユーザ機器（ＵＥ）１１５として
も知られる通信デバイスと、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な
例ではコアネットワーク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１０５は、バックホールリン
クを通してコアネットワーク１３０と制御情報またはユーザデータを通信し得る。例では
、基地局１０５は、ワイヤードまた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を介して、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１
００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）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、様々な無線技術に従って変調され得る。各変調信号は、制御
情報（たとえば、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でＵＥ１
１５間に確立され得る。
【００４３】
　[0059]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的エリア（たとえば、
カバレージエリア）１１０に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０
５は、基地トランシーバ局、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（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended 
service set）、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
、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局のためのカバレージエリ
ア１１０は、カバレージエリアの一部分を構成するセクタに分割され得る。ワイヤレス通
信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ
基地局、またはピコ基地局）を含み得る。異なる技術のための重複するカバレージエリア
があり得る。
【００４４】
　[0060]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
カバレージを与える、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、または他のタイプのセルに通信カ
バレージを与え得る。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
をカバーし得、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。また、フェムトセルは、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
を有するＵＥによる制限付きアクセスをも与え得る。
【００４５】
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　[0061]コアネットワーク１３０は、バックホールリンク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、バックホールリンク１３４（
たとえば、Ｘ２など）を介して、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を通して）（たとえば、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、基地局は同様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
近似的に時間的に整合され得る。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整合されないことがある。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のために使用され得る。
【００４６】
　[0062]ＵＥ１１５はワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され、各ＵＥは
固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信を使用する他のＵＥ１１５と通信
し得る。Ｄ２Ｄ通信を利用するＵＥのグループのうちの１つまたは複数（たとえば、第１
のＵＥ１１５－ａ－１）が、セルのカバレージエリア１１０－ａ内にあり得る。そのよう
なグループ中の他のＵＥ（たとえば第２のＵＥ１１５－ａ－２および第３のＵＥ１１５－
ａ－３）は、セルのカバレージエリア１１０－ａ外にあるか、またはさもなければ、基地
局１０５からの送信を受信することができないことがある。Ｄ２Ｄ通信を介して通信する
ＵＥ１１５－ａのグループは、各ＵＥ１１５－ａがグループ中のあらゆる他のＵＥ１１５
－ａに送信する１対多（１：Ｍ）システムを利用し得る。いくつかの場合には、基地局１
０５が、Ｄ２Ｄ通信のためのリソースのスケジューリングを促進する。他の場合には、Ｄ
２Ｄ通信は基地局１０５とは無関係に実行される。いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信に関
与するＵＥ１１５－ａは、比較的近接して位置し得る。他の状況では、ＵＥ１１５－ａは
、長距離にわたって互いに通信し得る。上述のように、いくつかの例では、送信ＵＥが、
データが送信されることになるときを示し、データ通信の他の特性（たとえば、ＭＣＳ／
ＲＶ、周波数ホッピングパターンなど）を示し得る、ＳＡを送信し得る。ＳＡが、ＳＡ再
送信パターンに従って１回または複数回再送信され得、これは、ＳＡの向上した受信を可
能にし得る。さらに、受信ＵＥ１１５は、データ送信期間全体にわたって通信を監視しな
くてもよく、したがって、電力消費を低減する。
【００４７】
　[0063]ＵＥ１１５は、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、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
。ＵＥ１１５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。
【００４８】
　[0064]ワイヤレス通信システム１００に示されたワイヤレス通信リンク１２５は、ＵＥ
１１５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、またはダウンリンク（ＤＬ）キ
ャリアを介した基地局１０５からＵＥ１１５へのＤＬ送信を含み得る。それらはまた、Ｄ
２Ｄ通信リンクを表し得る。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。
【００４９】
　[0065]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。詳細には、図２は、第１のＳ
Ａ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２１０－ａと、第２のＳ
Ａ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２１０－ｂとを示す。リ
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ソースプール２０５および２１０は、たとえば、Ｄ２Ｄ通信において、図１中のＵＥ１１
５などのＵＥ間でＳＡおよびデータを送信するために使用され得る。いくつかの例では、
送信ＵＥは、ＳＡリソースプール２０５－ａ内からのリソースＳＡ１　２１５を使用して
、第１のＳＡを１つまたは複数の受信ＵＥに送信し得る。第１のＳＡは、１つまたは複数
の受信ＵＥまたはデバイスへのデータの後続の送信のためのリソース（たとえば、異なる
時間リソース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、データ
を受信ＵＥに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のコンテ
ンツは、以下でより詳細に説明するように、データ送信に関係する情報の１つまたは複数
の項目を示し得る。いくつかの例によれば、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回または複数回再送信され得る。第１のＳＡの再送信は、いく
つかの時間または周波数での再送信など、あらかじめ決定された再送信パターンに従って
実行され得る。
【００５０】
　[0066]この例では、データリソースプール２１０－ａに続いて、リソースＳＡ２　２３
５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２０
５－ｂがある。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回または複数回再送信され得、データを受信ＵＥに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　２４５、
およびＤ６　２５０を示し得る。送信ＵＥからのＤ２Ｄ送信は、１つまたは複数の受信Ｕ
Ｅへのブロードキャスト送信として送信され得る。いくつかの例によれば、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。第１のＳＡが、受信
ＵＥが後続のデータ送信においてデータを受信すべきであることを示した場合、受信ＵＥ
は、第１のＳＡによって示された（１つまたは複数の）時間中にデータリソースプール２
１０－ａを監視し得、したがって、データプールリソースＤ１　２２０、Ｄ２　２２５、
およびＤ３　２３０を監視することによって電力を節約し得る。同様に、受信ＵＥが、第
１のＳＡ、またはＳＡリソースプール２０５－ａ中で送信された他のＳＡが、受信ＵＥが
データリソースプール２１０－ａ中でデータを受信するようにスケジュールされることを
示していないと決定した場合、受信ＵＥは、第２のＳＡリソースプール２０５－ｂまで、
Ｄ２Ｄ送信を監視するのを中止し得る。
【００５１】
　[0067]上述のように、ＳＡが、ＳＡリソースプール内で１回または複数回再送信され得
る。次に図３Ａを参照して、ＳＡリソースプール２０５－ｃ内のＳＡ再送信のためのフレ
ーム構造３００の一例について説明する。ＳＡリソースプール２０５－ｃは、たとえば、
図１中のＵＥ１１５などのＵＥ間のＤ２Ｄ通信において利用され得る。この例では、ＳＡ
リソースプール２０５－ｃは、４つのサブフレーム３１０、３１５、３２０、および３２
５を含む４ｍｓのリソースプールである。いくつかの例では、４ｍｓのＳＡリソースプー
ル２０５－ｃの後に、１６０ｍｓのデータリソースプール（たとえば、図２中のデータリ
ソースプール２１０）が続き得る。
【００５２】
　[0068]いくつかの例によれば、各サブフレーム３１０～３２５は、２つの連続するタイ
ムスロット、スロット０とスロット１とを含み得、２つのタイムスロットを表すリソース
グリッドとして示され得る。リソースグリッドは複数のリソース要素３３０に分割され得
る。ＬＴＥでは、リソースブロック３３５は、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、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについ
て、時間領域中に７個の連続するＯＦＤＭシンボルを含んでおり、すなわち８４個のリソ
ース要素３３０を含んでいることがある。リソース要素３３０のうちのいくつかは、１つ
または複数の基準信号を含み得る。各リソース要素３３０によって搬送されるビット数は
変調方式に依存し得る。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また
変調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなり得る。物理ダウンリンク制御チャネ
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ル（ＰＤＣＣＨ）など、ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）で時分割多重化され得る。
【００５３】
　[0069]図３Ａの例では、ＳＡ送信を送信するためにサブフレーム３１０中のリソースブ
ロック３３５が使用され得る。いくつかの例では、ＳＡは、次いで、サブフレーム３２０
のリソースブロック３４０を使用して再送信され得る。ＳＡ再送信は、複数のチャネル上
で同じデータの複数のバージョンを送信するために送信ダイバーシティを与え得る。チャ
ネルの各々は、時間領域（たとえば、タイムスロット）、周波数領域（たとえば、サブキ
ャリア）、コーディング領域（たとえば、ＣＤＭＡコーディング）、またはアンテナ／方
向（たとえば、異なるアンテナポート）における１つまたは複数のパーティションに従っ
て定義され得る。したがって、図３Ａの例示的なフレーム構造３００を使用して、異なる
リソース要素を使用してＳＡの異なるバージョンを送信することによって送信ダイバーシ
ティが達成され得る。他の例では、同じリソース要素および異なるコーディング、アンテ
ナ、または方向を使用してデータの異なるバージョンを送信することによっても送信ダイ
バーシティが達成され得る。したがって、サブフレーム中のいくつかのリソース要素に対
応する干渉を受ける受信ＵＥは、ＳＡの再送信のための他のリソースを監視し得、干渉を
推定および消去するために、ＳＡの受信されたバージョンのうちの２つまたはそれ以上を
組み合わせ得る。
【００５４】
　[0070]様々な例によれば、ＳＡを再送信するための再送信パターンは、再送信の数と、
再送信のために使用される特定のリソースとを含み得る。たとえば、再送信パターンは、
固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せであり得る。
図３Ｂは、ＳＡリソースプール２０５－ｄ内のＳＡ再送信のためのフレーム構造３００－
ａの別の例を示す。ＳＡリソースプール２０５－ｄは、図３Ａに関して説明したものと同
様に、図１中のＵＥ１１５などのＵＥ間のＤ２Ｄ通信において利用され得る。この例では
、ＳＡリソースプール２０５－ｄは、４つのサブフレーム３１０－ａ、３１５－ａ、３２
０－ａ、および３２５－ａを含む４ｍｓのリソースプールである。この例では、ＳＡ送信
のためにサブフレーム３１０－ａの第１のリソースブロック３３５－ａが使用され、ＳＡ
再送信のためにサブフレーム３２０－ａの第２のリソースブロック３４０－ａが使用され
得る。この例では、第２のリソースブロック３４０－ａは、第１のリソースブロック３３
５－ａとは異なる周波数リソースおよび異なる時間リソースを使用する。
【００５５】
　[0071]１つまたは複数のＳＡ再送信のための特定の再送信パターンは、たとえば、シス
テム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示される固定周波数ホッピングパターン、固定時間パタ
ーン、またはそれらの組合せによって決定され得る。他の例では、再送信パターンは、仕
様またはワイヤレス通信規格によって確立されるあらかじめ定義されたパターンであり得
る。いくつかの例では、いくつかの異なる再送信パターンが利用可能であり得、特定の再
送信パターンが、ＳＡリソースプール２０５内の第１のリソースブロック３３５に基づい
て決定され得る。再送信パターンは、たとえば、ＳＡリソースプール２０５内の時間ダイ
バースリソース、またはＳＡリソースプール２０５内の周波数ダイバースリソースを識別
し得る。
【００５６】
　[0072]図１のＵＥ１１５などの送信ＵＥは、いくつかの例では、ＳＡを送信するための
メッセージを図１のｅＮＢ１０５など、基地局またはｅＮＢから受信し得る。メッセージ
は、たとえば、Ｄ２Ｄ通信において使用するリソースを示す基地局からのリソース許可を
含み得る。許可に基づいて、送信ＵＥは、たとえば、それぞれ４ｍｓのリソースプールお
よび１６０ｍｓのリソースプールであり得る、ＳＡリソースプールおよびデータリソース
プールを決定し得る。送信ＵＥは、次いで、許可に少なくとも部分的に基づいてＳＡを送
信するための第１のリソースブロックを決定し得る。いくつかの例では、送信ＵＥによっ
て受信されたメッセージは、第１のリソースブロックを識別するインデックスを備えるダ
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ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を含み得る。インデックスは、たとえば、ＳＡを送信する
際に使用するリソースブロックにリソースブロック割当てがマッピングされ得る、ＤＣＩ
のリソースブロック割当てフィールド中に含まれ得る。上述のように、ＳＡ再送信のため
のリソースが、次いで、初期ＳＡ送信のためのリソースブロックに基づいて決定され得る
。
【００５７】
　[0073]ＳＡは、上述のように、たとえば、図２のデータリソースプール２１０などのデ
ータリソースプール中のデータの１つまたは複数の後続の送信に関係する情報を含み得る
。ＳＡは、たとえば、データの後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ
）と冗長バージョン（ＲＶ）とを含み得る。さらに、ＳＡは、第１のデータ送信が第１の
周波数リソースを使用し得、第２のデータ送信が第１のデータ送信と異なった周波数リソ
ースを使用し得る、データの後続の送信のための周波数ホッピングパターンを含み得る。
ＳＡは、追加または代替として、１つまたは複数のデータ送信のために使用され得る時間
リソースを示した時間ホッピングパターンを含み得る。いくつかの例では、ＳＡは、ＳＡ
の送信に対する第１のデータ送信のための時間を示す時間オフセットを含み得る。いくつ
かの展開では、データ送信は、ＳＡからの固定オフセット（たとえば、４ｍｓ）を有し得
、時間オフセットは、たとえば、ベース４ｍｓオフセットを上回るデータ送信のための時
間を確立し得る。他の例では、ＳＡは、データの後続の送信のためのターゲット識別情報
（ＩＤ）を含み得、データの後続の送信は、ターゲットＩＤを使用してスクランブルされ
得る。そのようなスクランブリングは、たとえば、送信されたデータのための干渉緩和を
与え得る。いくつかの例では、ＳＡ送信は、ターゲットＩＤによってスクランブルされる
巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含み得る。
【００５８】
　[0074]上述のように、ＳＡは、データリソースプール中の１つまたは複数のデータ送信
のための詳細を示す情報を含み得る。次に図４Ａを参照しながら、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４００について説明する。この例では、第１のＳＡリソースプール２０５－ｅの後に
第１のデータリソースプール２１０－ｃが続き、第２のＳＡリソースプール２０５－ｆの
後に第２のデータリソースプール２１０－ｄが続く。ＳＡリソースプール２０５およびデ
ータリソースプール２１０は、図２、図３Ａ、または図３ＢのＳＡリソースプールまたは
データリソースプールの例であり得、たとえば、図１中のＵＥ１１５などのＵＥ間のＤ２
Ｄ通信において利用され得る。この例では、ＳＡリソースプール２０５－ｅおよび２０５
－ｆは、４ｍｓのリソースプールであり、その後、それぞれ１６０ｍｓのデータリソース
プール２１０－ｃおよび２１０－ｄが続く。
【００５９】
　[0075]図４Ａの例では、第１のＳＡリソース４１０を使用して第１のＳＡが送信される
。第１のＳＡリソース４１０は、上記で説明したような、第１のＳＡ送信ならびに１つま
たは複数のＳＡ再送信のためのリソースを含み得、第１のデータ送信４２０に関係する情
報を含み得る。第１のＳＡは、たとえば、時間オフセット４３０に関係する情報を含み得
、第１のデータ送信４２０は、時間オフセット４３０に続いて送信され得る。同様に、第
２のＳＡリソース４１５を使用して第２のＳＡが送信され得る。第２のＳＡリソース４１
５は、第１のＳＡリソース４１０の場合と同様に、上記で説明したような、第２のＳＡ送
信ならびに１つまたは複数のＳＡ再送信のためのリソースを含み得、第２のデータ送信４
２５に関係する情報を含み得る。第２のＳＡは、たとえば、第２の時間オフセット４３５
に関係する情報を含み得、第２のデータ送信４２５は、第２の時間オフセット４３５に続
いて送信され得る。時間オフセット４３０および４３５は、同じ時間オフセットであり得
るか、または、異なる時間オフセットであり得る。いくつかの例では、上述のように、特
定の時間オフセット４３０、４３５は、ＳＡの第１の送信のために使用されるＳＡリソー
スプール２０５中の特定のリソースにマッピングされ得る。いくつかの展開では、データ
送信４２０、４２５は、それぞれのＳＡリソース４１０、４１５の第１のリソースブロッ
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クからの固定オフセット（たとえば、４ｍｓ）を有し得、それぞれの時間オフセット４３
０、４３５は、ベースの４ｍｓオフセットを上回るオフセットとして確立され得る。時間
オフセット４３０、４３５などの時間オフセットに加えて、またはそれの代わりに、ＳＡ
は、いくつかの例では、データの後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）または冗長バージョン（ＲＶ）を含み得る。他の例では、ＳＡは、受信構成要素を電
源切断すべきときを決定するために受信デバイスが使用し得る送信機の最後のＳＡ送信を
示すフィールドまたはインジケータを含み得、受信構成要素は、次いで、データ送信が予
想されるときに基づいて、または後続のＳＡ送信期間（たとえば、後続の４ｍｓのＳＡリ
ソースプール）の間に、再び電源投入され得る。
【００６０】
　[0076]いくつかの例では、ＳＡは、後続のデータ送信のためのタイミングオフセットパ
ターンを含み得る。図４Ｂは、本開示の様々な態様による、データリソースプール中のデ
ータ送信のためのタイミングパターンの例４００－ａを示す。この例では、ＳＡリソース
プール２０５－ｇの後にデータリソースプール２１０－ｅが続き、第２のＳＡリソースプ
ール２０５－ｈの後に第２のデータリソースプール２１０－ｆが続く。ＳＡリソースプー
ル２０５およびデータリソースプール２１０は、図２、図３Ａ、または図３ＢのＳＡリソ
ースプールまたはデータリソースプールの例であり得、たとえば、図１中のＵＥ１１５な
どのＵＥ間のＤ２Ｄ通信において利用され得る。この例では、ＳＡ送信４１０－ａに続い
てデータリソースプール２１０－ｅ中で３つのデータ送信４４０、４４５、４５０が送信
される。同様に、第２のＳＡ送信４１５－ａに続いてデータリソースプール２１０－ｆ中
で３つのデータ送信４５５、４６０、４６５の第２のセットが送信される。データ送信４
４０～４６５は、様々な例によれば、それぞれのＳＡ送信４１０－ａまたは４１５－ａ中
で示されるタイミングパターンに従って送信され得る。いくつかの例では、ＳＡは、タイ
ミングオフセットと、データ送信の数の指示とを含み得る。たとえば、ＳＡは、ＳＡ送信
に関する第１のデータ送信のためのオフセットを含み得、オフセットは、一例では、ＳＡ
［（ｎ＋４）＋ｍ＊Ｘ－ＳＡ］として決定され、ここで、ｎは初期ＳＡ送信のために使用
されるリソースの時間であり、ｍはオフセットサイズであり、Ｘはオフセットの数である
。
【００６１】
　[0077]いくつかの例では、ＳＡはダウンリンク制御情報をも含み得る。たとえば、ｅＮ
ＢからのＤＣＩのコンテンツは、ＳＡ中にあるものとして単に送信されることがある。他
の例では、ＳＡは、固定ＭＣＳおよび再送信方式で送られるが、ＳＡ内に後続のデータ送
信のための異なるＭＣＳ／ＲＶを含んでいることがある。ＳＡは、いくつかの例では、タ
ーゲットＩＤをも含んでいることがある。そのようなターゲットＩＤは、ターゲットＩＤ
があるサイズを超えるときなどのいくつかの例では、圧縮され得る。ＳＡ中で送られるタ
ーゲットＩＤは、後続のデータ送信をスクランブルするために使用され得る。そのような
スクランブリングは、たとえば、送信されたデータのための干渉緩和を与え得る。受信Ｕ
Ｅは、ＳＡが受信されると、次いで、データ送信の受信について監視されるべきであるデ
ータリソースプール２１０－ｅおよび２１０－ｆからのリソースを決定し得る。いくつか
の例では、データ送信４４０～４６５の適切な受信の可能性を向上させるために、異なる
リソースを使用して単一のデータ送信が何回か繰り返され得る。
【００６２】
　[0078]さらに、いくつかの例によれば、ＳＡは、第１のデータ送信が第１の周波数リソ
ースを使用し得、第２のデータ送信が第１のデータ送信と異なる周波数リソースを使用し
得る、データの後続の送信のための周波数ホッピングパターンを含み得る。図４Ｃは、本
開示の様々な態様による、データリソースプール中のデータ送信のための周波数ホッピン
グパターンの例４００－ｂを示す。この例では、ＳＡリソースプール２０５－ｉの後にデ
ータリソースプール２１０－ｇが続き、第２のＳＡリソースプール２０５－ｊの後に第２
のデータリソースプール２１０－ｈが続く。ＳＡリソースプール２０５およびデータリソ
ースプール２１０は、図２、図３Ａ、または図３ＢのＳＡリソースプールまたはデータリ
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ソースプールの例であり得、たとえば、図１中のＵＥ１１５などのＵＥ間のＤ２Ｄ通信に
おいて利用され得る。この例では、ＳＡ送信４１０－ｂに続いてデータリソースプール２
１０－ｇ中で３つのデータ送信４７０、４７５、４８０が送信される。同様に、第２のＳ
Ａ送信４１５－ｂに続いてデータリソースプール２１０－ｈ中で３つのデータ送信４８５
、４９０、４９５の第２のセットが送信される。データ送信４４０～４６５は、様々な例
によれば、それぞれのＳＡ送信４１０－ｂまたは４１５－ｂ中で示される周波数ホッピン
グおよびタイミングパターンに従って送信され得る。
【００６３】
　[0079]いくつかの例では、ＳＡは、周波数ホッピングと、タイミングオフセットと、デ
ータ送信の数のインジケーションとを含み得る。いくつかの例では、データ送信４７０、
４７５、および４８０のために、周波数ホッピングパターン、タイミングパターン、また
はデータ送信の数が、第１のＳＡ送信４１０－ｂを送信するために使用されたＳＡリソー
スプール２０５－ｉ中のリソースに基づいて決定され得る。同様に、データ送信４８５、
４９０、および４９５は、第２のＳＡ送信４１５－ｂを送信するために使用されるＳＡリ
ソースプール２０５－ｊ中のリソースに基づくタイミングと、周波数ホッピングと、送信
の数とを有し得る。受信ＵＥは、次いで、データ送信の受信について監視されるべきであ
るデータリソースプール２１０－ｅおよび２１０－ｆからのリソースを決定し得る。他の
例では、ＳＡは、データの後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を含み得、デ
ータの後続の送信は、ターゲットＩＤを使用してスクランブルされ得る。そのようなスク
ランブリングは、たとえば、送信されたデータのための干渉緩和を与え得る。
【００６４】
　[0080]図５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または受信す
るためのＵＥ１１５－ｂのブロック図５００を示す。ＵＥ１１５－ｂは、図１を参照しな
がら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｂは、
受信機５０５、ＳＡ管理モジュール５１０、または送信機５１５を含み得る。ＵＥ１１５
－ｂはプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがあ
る。
【００６５】
　[0081]ＵＥ１１５－ｂの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可
能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
の集積回路（たとえば、ストラクチャード／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）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数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、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【００６６】
　[0082]受信機５０５は、パケット、ユーザデータ、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）に関連する制御情報などの情報を受信し得る。
たとえば、受信機５０５は、ＳＡまたはデータ送信のために使用されるべき１つまたは複
数のリソースを示す基地局からのメッセージを受信し得る。たとえば、基地局からのメッ
セージは、たとえば、ＳＩＢ中またはＤＣＩ中で受信され得る。情報が、ＳＡ管理モジュ
ール５１０に、およびＵＥ１１５－ｂの他の構成要素に受け渡され得る。
【００６７】
　[0083]ＳＡ管理モジュール５１０は、スケジューリング割当て、１つまたは複数のデー
タ送信を決定し得る。ＵＥ１１５－ｂがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、たとえば、受信
ＵＥのために（１つまたは複数の）ＳＡが決定され得、（１つまたは複数の）ＳＡの送信
のためにＳＡリソースプールからのリソースが決定され得る。さらに、ＳＡ管理モジュー
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ル５１０は、上記で説明したのと同様に、ＳＡ再送信のためのタイミングパターンと周波
数ホッピングパターンの一方または両方を含み得る、（１つまたは複数の）ＳＡの再送信
のための再送信パターンを決定し得る。ＵＥ１１５－ｂがＤ２Ｄ受信デバイスである場合
、ＳＡ管理モジュール５１０は、ＳＡリソースを監視し、ＳＡ送信または再送信が受信さ
れるかどうかを決定し得る。（１つまたは複数の）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、ＳＡ管理モジュール５１０は、上記で説明したの
と同様に、タイミングパターンと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
、ＳＡ再送信パターンとデータ送信のために使用されるべきであるリソースとを決定し得
る。
【００６８】
　[0084]送信機５１５は、ＵＥ１１５－ｂの他の構成要素から受信された１つまたは複数
の信号を送信し得る。たとえば、送信機５１５は、Ｄ２Ｄ送信においてＳＡおよびデータ
送信を１つまたは複数の受信ＵＥに送信し得る。いくつかの例では、送信機５１５は、ト
ランシーバモジュールにおいて受信機５０５とコロケートされ得る。送信機５１５は単一
のアンテナを含み得るか、またはそれは複数のアンテナを含み得る。
【００６９】
　[0085]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または受信す
るためのＵＥ１１５－ｃのブロック図６００を示す。ＵＥ１１５－ｃは、図１または図５
を参照しながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。ＵＥ１１
５－ｃは、受信機５０５－ａ、ＳＡ管理モジュール５１０－ａ、または送信機５１５－ａ
を含み得る。ＵＥ１１５－ｃはプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互い
に通信していることがある。ＳＡ管理モジュール５１０－ａはまた、ＳＡ送信モジュール
６０５と、ＳＡ再送信モジュール６１０とを含み得る。
【００７０】
　[0086]ＵＥ１１５－ｃの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可
能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
の集積回路（たとえば、ストラクチャード／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）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数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、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【００７１】
　[0087]受信機５０５－ａは、図５を参照しながら上記で説明したように、ＳＡ管理モジ
ュール５１０－ａおよびＵＥ１１５－ｃの他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得
る。ＳＡ管理モジュール５１０－ａは、図５を参照しながら上記で説明した動作を実行す
るように構成され得る。送信機５１５－ａは、ＵＥ１１５－ｃの他の構成要素から受信さ
れた１つまたは複数の信号を送信し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｃがＤ２Ｄ送信デバイ
スである場合、それは、Ｄ２Ｄ通信を使用してＳＡおよびデータ送信を１つまたは複数の
受信ＵＥに送信し得る。
【００７２】
　[0088]ＳＡ送信モジュール６０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、または
図４Ｃに関して上記で説明したのと同様の様式で、ＳＡと、ＳＡ送信において使用するＳ
Ａリソースプールからのリソースとを決定するように構成され得る。ＳＡ再送信モジュー
ル６１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、または図４Ｃに関して上記で説明
したのと同様の様式で、ＳＡ再送信パターンを決定するように構成され得る。
【００７３】
　[0089]図７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または受信す
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るためのＵＥ１１５－ｄのブロック図７００を示す。ＵＥ１１５－ｄは、図１、図５、ま
たは図６を参照しながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。
ＵＥ１１５－ｄは、受信機５０５－ｂ、ＳＡ管理モジュール５１０－ｂ、または送信機５
１５－ｂを含み得る。ＵＥ１１５－ｄはプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各
々は互いに通信していることがある。ＳＡ管理モジュール５１０－ｂはまた、制御情報イ
ンデックスモジュール７０５と、オフセット決定モジュール７１０とを含み得る。
【００７４】
　[0090]ＵＥ１１５－ｄの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可
能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
の集積回路（たとえば、ストラクチャード／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）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数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、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【００７５】
　[0091]受信機５０５－ｂは、この例では、ＳＡ管理モジュール５１０－ｂに、およびＵ
Ｅ１１５－ｄの他の構成要素に受け渡され得る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。ＳＡ管理モジュール５１０－ｂはまた、図５または図６を参照しながら
上記で説明した動作を実行するように構成され得る。送信機５１５－ｂは、ＵＥ１１５－
ｄの他の構成要素から受信された１つまたは複数の信号を送信し得る。たとえば、ＵＥ１
１５－ｄがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、それは、Ｄ２Ｄ通信を使用してＳＡおよびデ
ータ送信を１つまたは複数の受信ＵＥに送信し得る。
【００７６】
　[0092]制御情報インデックスモジュール７０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図
４Ｂ、または図４Ｃに関して上記で説明したのと同様の様式で、ＳＡ送信および再送信に
おいて使用するＳＡリソースプールを示す基地局からのメッセージを受信するように構成
され得る。メッセージは、たとえば、ＵＥ１１５－ｄによって受信されたＤＣＩ中で受信
され得る。他の例では、メッセージは、ＵＥ１１５－ｄによってＳＩＢ中で受信され得る
。オフセット決定モジュール７１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、または
図４Ｃに関して説明したような、Ｄ２Ｄ通信におけるＳＡおよびデータ送信の送信のため
のタイミングオフセットを決定するように構成され得る。
【００７７】
　[0093]図８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または受信す
るためのＵＥ１１５－ｅのブロック図８００を示す。ＵＥ１１５－ｅは、図１、図５、図
６、または図７を参照しながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり
得る。ＵＥ１１５－ｅは、受信機５０５－ｃ、ＳＡ管理モジュール５１０－ｃ、または送
信機５１５－ｃを含み得る。ＵＥ１１５－ｅはプロセッサをも含み得る。これらの構成要
素の各々は互いに通信していることがある。ＳＡ管理モジュール５１０－ｃはまた、ＭＣ
Ｓ／ＲＶ決定モジュール８０５と、周波数ホッピング決定モジュール８１０と、オフセッ
トおよびタイミング決定モジュール８１５と、ターゲットＩＤモジュール８２０とを含み
得る。
【００７８】
　[0094]ＵＥ１１５－ｅの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可
能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
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の集積回路（たとえば、ストラクチャード／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）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数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、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【００７９】
　[0095]受信機５０５－ｃは、図５、図６、または図７を参照しながら上記で説明したよ
うにＳＡ管理モジュール５１０－ｃに、およびＵＥ１１５－ｅの他の構成要素に受け渡さ
れ得る情報を受信し得る。ＳＡ管理モジュール５１０－ｃは、図５、図６、または図７を
参照しながら上記で説明した動作を実行するように構成され得る。送信機５１５－ｃは、
ＵＥ１１５－ｅの他の構成要素から受信された１つまたは複数の信号を送信し得る。たと
えば、ＵＥ１１５－ｅがＤ２Ｄ送信デバイスである場合、それは、Ｄ２Ｄ通信を使用して
ＳＡおよびデータ送信を１つまたは複数の受信ＵＥに送信し得る。
【００８０】
　[0096]ＭＣＳ／ＲＶ決定モジュール８０５は、たとえば、図４Ｂに関して上記で説明し
たのと同様の様式で、ＳＡ送信に続く後続のデータ送信のためのＭＣＳ／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８１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ
、図４Ａ、図４Ｂ、または図４Ｃに関して上記で説明したのと同様の様式で、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８１５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、または図４Ｃに関し
て上記で説明したのと同様の様式で、ＳＡ送信と、ＳＡ再送信と、データ送信タイミング
と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８２０は、図２、図３Ａ、
図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、または図４Ｃに関して上記で説明したのと同様の様式で、ター
ゲットＩＤを決定し、必要な場合はターゲットＩＤを圧縮し、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８２０は
また、上記で説明したのと同様に、ＳＡ中で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。
【００８１】
　[0097]図９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または受信す
るためのシステム９００の図を示す。システム９００は、図１、図５、図６、図７、また
は図８に関するＵＥ１１５の一例であり得るＵＥ１１５－ｆを含み得る。ＵＥ１１５－ｆ
は、概して、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを含む、
双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。
【００８２】
　[0098]ＵＥ１１５－ｆは、（１つまたは複数の）アンテナ９４０と、トランシーバモジ
ュール９３５と、プロセッサモジュール９０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）９２０を含む
）メモリ９１５とを含み得、それらはそれぞれ、（たとえば、１つまたは複数のバス９４
５を介して）直接的または間接的に互いに通信し得る。トランシーバモジュール９３５は
、上記で説明したように、（１つまたは複数の）アンテナ９４０あるいは１つまたは複数
のワイヤードもしくはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数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。たとえば、トランシーバモジュール９３５は、基地局
１０５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９３５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つまたは複数の）アンテナ９４０
に与え、（１つまたは複数の）アンテナ９４０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９４０を含み得るが、Ｕ
Ｅ１１５－ｆはまた、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能な複
数のアンテナ９４０を有し得る。トランシーバモジュール９３５はまた、１つまたは複数
の基地局１０５と同時に通信することが可能であり得る。
【００８３】
　[0099]メモリ９１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯ
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Ｍ）とを含み得る。メモリ９１５は、実行されるとプロセッサモジュール９０５に本明細
書で説明する様々な機能（たとえば、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、ＣＳＩを報告することなど）を実施させるように構成された命令を含んで
いるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード９２
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９２０は、プロセッサ
モジュール９０５によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイ
ルされ実行されると）コンピュータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成さ
れ得る。プロセッサモジュール９０５は、インテリジェントハードウェアデバイス、たと
えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）などを含み得、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯＭ
）とを含み得る。
【００８４】
　[0100]メモリ９１５は、実行されるとプロセッサモジュール９０５に本明細書で説明す
る様々な機能（たとえば、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、ＣＳＩを報告することなど）を実施させるように構成された命令を含んでいるコンピ
ュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード９２０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９２０は、プロセッサモジュール
９０５によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行
されると）コンピュータに本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。プ
ロセッサモジュール９０５は、インテリジェントハードウェアデバイス（たとえば、中央
処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）な
ど）を含み得る。基地局通信モジュール９２５は、１つまたは複数の基地局との通信に関
係する動作を実行し得る。
【００８５】
　[0101]ＳＡ管理モジュール９１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ
、図５、図６、図７、または図８に関して上記で説明したように、１つまたは複数のデー
タ送信のためのスケジューリング割当てを決定し、ＳＡおよびデータ送信に関係する動作
を実行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、たと
えば、受信ＵＥのために（１つまたは複数の）ＳＡが決定され得、（１つまたは複数の）
ＳＡの送信のためにＳＡリソースプールからのリソースが決定され得る。さらに、ＳＡ管
理モジュール９１０は、上記で説明したのと同様に、ＳＡ再送信のためのタイミングパタ
ーンと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、（１つまたは複数の）Ｓ
Ａ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、ＳＡ管理モジュール９１０は、ＳＡリソースを監視し、ＳＡ送信または再送
信が受信されるかどうかを決定し得る。（１つまたは複数の）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、ＳＡ管理モジュール９１０は、上記で
説明したのと同様に、タイミングパターンと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、ＳＡ再送信パターンとデータ送信のために使用されるべきであるリソースと
を決定し得る。
【００８６】
　[0102]図１０は、本開示の様々な態様による、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１０００のブロック図を示す。通信システム１０
００は、それぞれ図１または図９に示された、ワイヤレス通信システム１００または９０
０の態様の一例であり得る。通信システム１０００は基地局１０５－ｃを含み得る。基地
局１０５－ｃは、（１つまたは複数の）基地局アンテナ１０４５と、基地局トランシーバ
モジュール１０５０と、基地局メモリ１０８０と、基地局プロセッサモジュール１０７０
とを含み得、それらはそれぞれ、（たとえば、１つまたは複数のバスを介して）直接的ま
たは間接的に互いに通信していることがある。基地局トランシーバモジュール１０５０は
、（１つまたは複数の）基地局アンテナ１０４５を介して、図１、図５、図６、図７、図
８、または図９のＵＥ１１５の一例であり得るＵＥ１１５－ｇと双方向に通信するように
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構成され得る。基地局トランシーバモジュール１０５０（または基地局１０５－ｃの他の
構成要素）はまた、１つまたは複数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。場合によっては、基地局１０５－ｃは、ネットワーク通信モジュール１０７５を通し
てコアネットワーク１３０－ａまたはコントローラ１０２０と通信し得る。基地局１０５
－ｃは、図１または図９の基地局１０５の一例であり得る。コントローラ１０２０は、ｅ
ノードＢ基地局となど、場合によっては基地局１０５－ｃに組み込まれ得る。
【００８７】
　[0103]基地局１０５－ｃはまた、基地局１０５－ｍおよび基地局１０５－ｎなど、他の
基地局１０５と通信し得る。基地局１０５の各々は、異なる無線アクセス技術など、異な
るワイヤレス通信技術を使用して、デバイス１１５－ｇと通信し得る。場合によっては、
基地局１０５－ｃは、基地局通信モジュール１０６５を利用して１０５－ｍ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１０６５
は、基地局１０５のうちのいくつかとの間の通信を行うために、ＬＴＥワイヤレス通信技
術内のＸ２インターフェースを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５－ｃは、コン
トローラ１０２０またはコアネットワーク１３０－ａを通して他の基地局と通信し得る。
【００８８】
　[0104]基地局メモリ１０８０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）とを含み得る。基地局メモリ１０８０はまた、実行されると、基地局プロセ
ッサモジュール１０７０に、本明細書で説明する様々な機能（たとえば、Ｄ２Ｄ通信を受
信および送信すること、ならびにＤ２Ｄ通信のためのリソース許可とタイミング情報とオ
フセット情報とを与えること）を実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュ
ータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード１０８５を記憶し得る。代替的に、
ソフトウェアコード１０８５は、基地局プロセッサモジュール１０７０によって直接的に
実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、コンピュータに
本明細書で説明する機能を実施させるように構成され得る。基地局プロセッサモジュール
１０７０は、インテリジェントハードウェアデバイス（たとえば、中央処理ユニット（Ｃ
ＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）など）を含み得る。
【００８９】
　[0105]基地局トランシーバモジュール１０５０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つまたは複数の）基地局アンテナ１０４５に与え、（１つまたは
複数の）基地局アンテナ１０４５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－ｃのいくつかの例は単一の基地局アンテナ１０４５を含
み得るが、基地局１０５－ｃは、キャリアアグリゲーションをサポートし得る複数のリン
クのための複数の基地局アンテナ１０４５を含み得る。たとえば、ユーザデバイス１１５
－ｇとのマクロ通信をサポートするために１つまたは複数のリンクが使用され得る。
【００９０】
　[0106]図１０のアーキテクチャによれば、基地局１０５－ｃは通信管理モジュール１０
６０をさらに含み得る。通信管理モジュール１０６０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１０６０は、上記で説明したように、Ｄ２Ｄ送
信デバイスへの許可など、Ｄ２Ｄ情報の伝送を可能にし得る。例として、通信管理モジュ
ール１０６０は、バスを介して基地局１０５－ｃの他の構成要素の一部または全部と通信
している１０５－ｃの構成要素であり得る。代替的に、通信管理モジュール１０６０の機
能は、基地局トランシーバモジュール１０５０の構成要素として、コンピュータ可読媒体
として、または基地局プロセッサモジュール１０７０の１つまたは複数のコントローラ要
素として実装され得る。
【００９１】
　[0107]基地局１０５－ｃのための構成要素は、簡潔のためにここで繰り返されない、図
２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、図５、図６、図７、図８、または図９に
関して上記で説明した態様を実装するように構成され得る。たとえば、基地局１０５－ｄ
は基地局Ｄ２Ｄモジュール１０６７を含み得る。基地局Ｄ２Ｄモジュール１０６７は、図
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１、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、図５、図６、図７、図８、または
図９を参照しながら説明した、基地局関係の特徴または機能の一部または全部を実行また
は制御するように構成され得る、Ｄ２Ｄ　ＳＡリソースプールモジュール１０７０とＤ２
Ｄリソース管理モジュール１０７５とを含み得る。基地局Ｄ２モジュール１０６７、また
はそれの部分は、プロセッサを含み得、あるいは、基地局Ｄ２Ｄモジュール１０６７の機
能の一部または全部は、基地局プロセッサモジュール１０７０によって、または基地局プ
ロセッサモジュール１０７０とともに実行され得る。さらに、基地局Ｄ２Ｄモジュール１
０６７、またはそれの部分は、メモリを含み得、あるいは、基地局Ｄ２Ｄモジュール１０
６７の機能の一部または全部は、基地局メモリ１０８０を使用するか、または基地局メモ
リ１０８０とともに使用され得る。
【００９２】
　[0108]図１１は、本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示
すフローチャート１１００を示す。フローチャート１１００の機能は、図１、図５、図６
、図７、図８、図９、または図１０を参照しながら説明したように、ＵＥ１１５などの送
信デバイスまたはそれの構成要素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要
素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【００９３】
　[0109]ブロック１１０５において、ＳＡを１つまたは複数のデバイスに送信し、ＳＡは
、１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す。たとえば
、送信ＵＥは、１つまたは複数の受信ＵＥへのブロードキャストＤ２Ｄ送信においてＳＡ
を送信し得る。ブロック１１１０において、あらかじめ決定された再送信パターンに従っ
てＳＡを再送信する。あらかじめ定義された再送信パターンは、いくつかの再送信のため
の時間ベース反復パターンであり得る（たとえば、直前の送信の後にそれぞれ４ｍｓの３
つの再送信が続く）。あらかじめ定義された再送信パターンはまた、１つまたは複数の再
送信が異なる周波数リソースを使用する、周波数ホッピングパターンであり得る。そのよ
うな再送信は、受信デバイスにおけるＳＡの正常な受信の可能性を向上させ得る。
【００９４】
　[0110]フローチャート１１００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場
合によっては変更され得ることに留意されたい。
【００９５】
　[0111]図１２は、本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示
すフローチャート１２００を示す。フローチャート１２００の機能は、図１、図５、図６
、図７、図８、図９、または図１０を参照しながら説明したように、ＵＥ１１５などの送
信デバイスまたはそれの構成要素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要
素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【００９６】
　[0112]ブロック１２０５において、ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１
のリソースブロックを決定する。ブロック１２１０において、ＳＡを１つまたは複数のデ
バイスに送信し、ＳＡは、１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリ
ソースを示す。ブロック１２１５において、第１のリソースブロックに少なくとも部分的
に基づく、あらかじめ決定された再送信パターンに従ってＳＡを再送信する。したがって
、異なるあらかじめ定義された再送信パターンが、ＳＡリソースプール内の異なるリソー
スブロックに関連付けられ得る。そのようなパターンは、再送信パターンを定義するため
の２つの例示的なオプションを挙げれば、たとえば、ＳＩＢ中で送信され得るか、または
規格において定義され得る。そのような再送信は、受信デバイスにおけるＳＡの正常な受
信の可能性を向上させ得る。
【００９７】
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　[0113]フローチャート１２００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場
合によっては変更され得ることに留意されたい。
【００９８】
　[0114]図１３は、本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示
すフローチャート１３００を示す。フローチャート１３００の機能は、図１、図５、図６
、図７、図８、図９、または図１０を参照しながら説明したように、ＵＥ１１５などの受
信デバイスまたはそれの構成要素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要
素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【００９９】
　[0115]ブロック１３０５において、ＳＡ送信を受信し、ＳＡは、データの後続の送信を
受信するためのリソースを示す。ブロック１３１０において、あらかじめ決定された再送
信パターンに従ってＳＡの少なくとも１つの再送信を受信する。あらかじめ定義された再
送信パターンは、数または再送信のための時間ベース反復パターンであり得る（たとえば
、直前の送信の後にそれぞれ４ｍｓの３つの再送信が続く）。あらかじめ定義された再送
信パターンはまた、１つまたは複数の再送信が異なる周波数リソースを使用する、周波数
ホッピングパターンであり得る。そのような再送信は、ＳＡの正常な受信の可能性を向上
させ得る。
【０１００】
　[0116]フローチャート１３００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場
合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１０１】
　[0117]図１４は、本開示の様々な態様による、ＳＡ送信および再送信のための方法を示
すフローチャート１４００を示す。フローチャート１４００の機能は、図１、図５、図６
、図７、図８、図９、または図１０を参照しながら説明したように、ＵＥ１１５などの送
信デバイスまたはそれの構成要素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要
素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０１０２】
　[0118]ブロック１４０５において、基地局からメッセージを受信する。メッセージは、
たとえば、ＤＣＩ送信またはＳＩＢ送信において受信され得る。ブロック１４１０におい
て、メッセージに少なくとも部分的に基づいてＳＡリソースプールを決定する。たとえば
、ＳＩＢは、ＳＡ送信および再送信のために使用されるべきであるリソースの指示を与え
得る。そのようなＳＩＢはまた、データの送信のためのリソースを示し得る。ブロック１
４１５において、ＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを識別し、第１のリソ
ースブロックは、ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用される。いくつか
の例では、異なるあらかじめ定義された再送信パターンが、ＳＡリソースプール内の異な
るリソースブロックに関連付けられ得る。
【０１０３】
　[0119]フローチャート１４００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場
合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１０４】
　[0120]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な例について説明して
おり、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。この説明
全体にわたって使用する「例示的」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「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明
は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、
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これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概念を不
明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスをブロック図の
形式で示す。
【０１０５】
　[0121]情報および信号は、多種多様な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、磁界または磁性粒子、光
場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１０６】
　[0122]本明細書の開示に関連して説明し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）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論
理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは
本明細書で説明し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を用いて実装
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、代替として、
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、または状
態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ（たとえば、Ｄ
ＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携す
る１つまたは複数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）としても
実装され得る。
【０１０７】
　[0123]本明細書で説明した機能は、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、１つまたは複数の命令または
コードとして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を
介して送信され得る。他の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範
囲および趣旨内に入る。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使用して実装され得る。機能を実装する
特徴はまた、機能の部分が、異なる物理ロケーションにおいて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、
本明細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるい
は「のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）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。
【０１０８】
　[0124]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
転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両
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、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気
ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造
の形態の所望のプログラムコード手段を搬送また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、いかなる接続も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
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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）（
ＣＤ）、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
ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－
ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、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。
【０１０９】
　[0125]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することがで
きるように与えたものである。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」または「例示的」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せず、または必要
としない。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきで
なく、本明細書で開示した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】



(34) JP 2017-513350 A 2017.5.25

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【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】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの後
続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づく、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、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４】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＡを送信することが、
　前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記ＳＡを送信するための前記第１のリソース
ブロックを決定すること
を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記ＳＡが、データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＳＡが最後のＳＡ送信のインジケータを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定するための手段と、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデー
タの後続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信するための手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信するための手段と、前
記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部
分的に基づく、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１８】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信するための手段
をさらに備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
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　前記ＳＡを送信するための前記手段が、前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記Ｓ
Ａを送信するための前記第１のリソースブロックを決定する、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット、
　前記ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または
　最後のＳＡ送信のインジケータ
のうちの１つまたは複数を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリ
ソースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの
後続の送信のためのリソースを示す、
　　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに
送信することと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あ
らかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的
に基づく、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
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ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの後
続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づく、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項３３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づく、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項３６】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項３５に記載の方法。
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【請求項４１】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４２】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項３５に記載の
方法。
【請求項４３】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項３５に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項３
５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項３５に記載の方法。
【請求項４８】
　基地局からメッセージを受信するための手段と、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定するための手段と、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別するための手段と、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するた
めの手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信するための手段と、前
記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部
分的に基づく、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４９】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記再送信パターンが、
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　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項４８に記載の装置。
【請求項５４】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５５】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項４８に記載の
装置。
【請求項５６】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５８】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項４８に記載の装置。
【請求項５９】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項４
８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項４８に記載の装置。
【請求項６１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　基地局からメッセージを受信することと、
　　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースプールを決定することと、
　　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソ
ースプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信する
ことと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あ
らかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的
に基づく、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項６２】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６１に記載の
装置。
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【請求項６４】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づく、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項６６】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６５に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６７】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロッ
クに少なくとも部分的に基づく、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項６９】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
ること
をさらに備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
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間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項６８に記載の方法。
【請求項７５】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項６
８に記載の方法。
【請求項７６】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７７】
　前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ
送信のためのオフセットを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信するための手段と、前記ＳＡが、データの
後続の送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定するための手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信するための手段と、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソース
ブロックに少なくとも部分的に基づく、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項７９】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
るための手段
をさらに備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項７８に記載の装置。
【請求項８１】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８１に記載の装置。
【請求項８３】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
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　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続
の送信を受信するためのリソースを示す、
　　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を
受信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロ
ックに少なくとも部分的に基づく、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８５】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８４に記載の装置。
【請求項８６】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８５に記載の装置。
【請求項８７】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８４に記載の装置。
【請求項８８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロッ
クに少なくとも部分的に基づく、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項８９】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８８に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項９０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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【請求項９１】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　[0125]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することがで
きるように与えたものである。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」または「例示的」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せず、または必要
としない。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきで
なく、本明細書で開示した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、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前記
ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す
、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
　［Ｃ２］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、Ｃ３に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
こと
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、Ｃ
１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
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　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、Ｃ５に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、Ｃ５に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信すること
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記ＳＡを送信することが、
　前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記ＳＡを送信するための第１のリソースブロ
ックを決定すること
を備える、Ｃ８に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記許可が、ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するインデッ
クスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ９に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
Ｃ１０に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　前記ＳＡが、データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１３］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、Ｃ
１に記載の方法。
　［Ｃ１４］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、Ｃ１に記
載の方法。
　［Ｃ１５］
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１６］
　前記ＳＡが、ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）をさ
らに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１７］
　前記ＳＡが最後のＳＡ送信のインジケータを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１８］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信するための手段と
、前記ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソース
を示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ１９］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ１８に記載の装置。
　［Ｃ２０］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ１８に記載の装置。
　［Ｃ２１］
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　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、Ｃ２０に記載の装置。
　［Ｃ２２］
　前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
ための手段
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
Ｃ１８に記載の装置。
　［Ｃ２３］
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、Ｃ２２に記載の装置。
　［Ｃ２４］
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、Ｃ２２に記載の装置。
　［Ｃ２５］
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信するための手段
をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
　［Ｃ２６］
　前記ＳＡを送信するための前記手段が、前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記Ｓ
Ａを送信するための第１のリソースブロックを決定する、Ｃ２５に記載の装置。
　［Ｃ２７］
　前記許可が、ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するインデッ
クスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ２６に記載の装置。
　［Ｃ２８］
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
Ｃ２７に記載の装置。
　［Ｃ２９］
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット、
　前記ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または
　最後のＳＡ送信のインジケータ
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ１８に記載の装置。
　［Ｃ３０］
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前
記ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示
す、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。



(50) JP 2017-513350 A 2017.5.25

　［Ｃ３１］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ３０に記載の装置。
　［Ｃ３２］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、Ｃ３１に記載の装置。
　［Ｃ３３］
　前記命令がさらに、前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソース
ブロックを決定するために前記プロセッサによって実行可能であり、前記再送信パターン
が、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、Ｃ３０に記載の装置。
　［Ｃ３４］
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ３０に記載の装置。
　［Ｃ３５］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を１つまたは複数のデバイスに送信することと、前記
ＳＡが、前記１つまたは複数のデバイスへのデータの後続の送信のためのリソースを示す
、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡを再送信することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
　［Ｃ３６］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ３７］
　前記命令がさらに、前記ＳＡを送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソース
ブロックを決定するために前記プロセッサによって実行可能であり、前記再送信パターン
が、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、Ｃ３５に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ３８］
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ３９］
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
　［Ｃ４０］
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　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ４１］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ４２］
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のた
めのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
をさらに備える、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ４３］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ４２に記載の方法。
　［Ｃ４４］
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、Ｃ４３に記載の方法。
　［Ｃ４５］
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、Ｃ４２に記載の方法。
　［Ｃ４６］
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ４７］
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ３９に記載の方法
。
　［Ｃ４８］
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
Ｃ４７に記載の方法。
　［Ｃ４９］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ５０］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、Ｃ
３９に記載の方法。
　［Ｃ５１］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、Ｃ３９に
記載の方法。
　［Ｃ５２］
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、Ｃ３９に記載の方法。
　［Ｃ５３］
　基地局からメッセージを受信するための手段と、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定するための手段と、
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　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ５４］
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ５５］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ５６］
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
るための手段と、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送
信のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信するための手段
と
をさらに備える、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ５７］
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、Ｃ５６に記載の装置。
　［Ｃ５８］
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、Ｃ５７に記載の装置。
　［Ｃ５９］
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、Ｃ５６に記載の装置。
　［Ｃ６０］
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ６１］
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ５３に記載の装置
。
　［Ｃ６２］
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
Ｃ６１に記載の装置。
　［Ｃ６３］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ６４］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、Ｃ
５３に記載の装置。
　［Ｃ６５］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、Ｃ５３に
記載の装置。
　［Ｃ６６］
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
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る、Ｃ５３に記載の装置。
　［Ｃ６７］
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　基地局からメッセージを受信することと、
　　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースプールを決定することと、
　　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソ
ースプール内の第１のリソースブロックを識別することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ６８］
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、Ｃ６７に記載の装置。
　［Ｃ６９］
　前記命令がさらに、
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の前記受信機へのデータの後続の送信
のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
を行うために前記プロセッサによって実行可能である、Ｃ６７に記載の装置。
　［Ｃ７０］
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ６７に記載の装置
。
　［Ｃ７１］
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ６７に記載の装置。
　［Ｃ７２］
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
　［Ｃ７３］
　前記命令がさらに、
　前記第１のリソースブロック中に、第１のＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信す
ることと、前記第１のＳＡが、前記１つまたは複数の前記受信機へのデータの後続の送信
のためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記第１のＳＡを再送信することと
を行うために前記プロセッサによって実行可能である、Ｃ７２に記載の非一時的コンピュ
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ータ可読媒体。
　［Ｃ７４］
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、Ｃ７２に記載の非一
時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ７５］
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ７２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ７６］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
　［Ｃ７７］
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
ること
をさらに備える、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ７８］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ７９］
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ８０］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、Ｃ７９に記載の方法。
　［Ｃ８１］
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ８２］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ８３］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、Ｃ
７６に記載の方法。
　［Ｃ８４］
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、Ｃ７６に
記載の方法。
　［Ｃ８５］
　前記ＳＡが、ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）をさ



(55) JP 2017-513350 A 2017.5.25

らに備える、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ８６］
　前記ＳＡが、ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信
のためのオフセットを備える、Ｃ７６に記載の方法。
　［Ｃ８７］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信するための手段と、前記ＳＡが、データの
後続の送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信するための手段と、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ８８］
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
るための手段
をさらに備える、Ｃ８７に記載の装置。
　［Ｃ８９］
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、Ｃ８７に記載の装置。
　［Ｃ９０］
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、Ｃ８７に記載の装置。
　［Ｃ９１］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、Ｃ９０に記載の装置。
　［Ｃ９２］
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定するための手段
をさらに備え、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
Ｃ８７に記載の装置。
　［Ｃ９３］
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ８７に記載の装置。
　［Ｃ９４］
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続
の送信を受信するためのリソースを示す、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を
受信することと
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
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　［Ｃ９５］
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、Ｃ９４に記載の装置。
　［Ｃ９６］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、Ｃ９５に記載の装置。
　［Ｃ９７］
　前記命令はさらに、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
を行うために前記プロセッサによって実行可能であり、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
Ｃ９４に記載の装置。
　［Ｃ９８］
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ９４に記載の装置。
　［Ｃ９９］
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受
信することと
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
　［Ｃ１００］
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、Ｃ９９に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
　［Ｃ１０１］
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、Ｃ１００に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ１０２］
　前記命令はさらに、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定すること
を行うために前記プロセッサによって実行可能であり、
　前記再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づく、
Ｃ９９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ１０３］
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
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信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ９９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【手続補正書】
【提出日】平成28年11月18日(2016.11.18)
【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】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの後
続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソ
ースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数
および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、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４】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＡを送信することが、
　前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記ＳＡを送信するための前記第１のリソース
ブロックを決定すること
を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
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　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＳＡが、データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＳＡが最後のＳＡ送信のインジケータを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定するための手段と、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデー
タの後続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信するための手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信するための手段と、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１
のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる
周波数および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１８】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
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　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信するための手段
をさらに備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＳＡを送信するための前記手段が、前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記Ｓ
Ａを送信するための前記第１のリソースブロックを決定する、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット、
　前記ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または
　最後のＳＡ送信のインジケータ
のうちの１つまたは複数を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリ
ソースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの
後続の送信のためのリソースを示す、
　　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに
送信することと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前
記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリ
ソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波
数および時間リソースの使用を識別する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
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Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、１つまたは複数のデバイスへのデータの後
続の送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを前記１つまたは複数のデバイスに送
信することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソ
ースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数
および時間リソースの使用を識別する、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項３３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記ＳＡが、
　データの１つまたは複数の前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）と冗長バージョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソ
ースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数
および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項３６】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３５に記載の方法。



(61) JP 2017-513350 A 2017.5.25

【請求項３９】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項３５に記載の方法。
【請求項４１】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４２】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項３５に記載の
方法。
【請求項４３】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項３５に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項３
５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項３５に記載の方法。
【請求項４８】
　基地局からメッセージを受信するための手段と、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定するための手段と、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別するための手段と、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するた
めの手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信するための手段と、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１
のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる
周波数および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４９】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
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る、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項４８に記載の装置。
【請求項５４】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５５】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項４８に記載の
装置。
【請求項５６】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５８】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項４８に記載の装置。
【請求項５９】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項４
８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項４８に記載の装置。
【請求項６１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　基地局からメッセージを受信することと、
　　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースプールを決定することと、
　　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソ
ースプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信する
ことと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前
記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリ
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ソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波
数および時間リソースの使用を識別する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項６２】
　前記ＳＡが、前記１つまたは複数の受信機へのデータの後続の送信のためのリソースを
示す、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６１に記載の
装置。
【請求項６４】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソ
ースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数
および時間リソースの使用を識別する、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項６６】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６５に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６７】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
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ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あらかじめ決定された再送信パタ
ーンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信
するための異なる周波数および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項６９】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
ること
をさらに備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
と冗長バージョン（ＲＶ）とを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７４】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請
求項６８に記載の方法。
【請求項７５】
　前記ＳＡが、データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、デ
ータの前記後続の送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項６
８に記載の方法。
【請求項７６】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７７】
　前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ
送信のためのオフセットを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信するための手段と、前記ＳＡが、データの
後続の送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定するための手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信するための手段と、前記あらかじめ決定された再送
信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを
再送信するための異なる周波数および時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項７９】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
るための手段
をさらに備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８０】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項７８に記載の装置。
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【請求項８１】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８２】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８１に記載の装置。
【請求項８３】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続
の送信を受信するためのリソースを示す、
　　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前
記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あらかじめ決定された再送信パ
ターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送
信するための異なる周波数および時間リソースの使用を識別する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８５】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８４に記載の装置。
【請求項８６】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８５に記載の装置。
【請求項８７】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８４に記載の装置。
【請求項８８】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）送信を受信することと、前記ＳＡが、データの後続の
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送信を受信するためのリソースを示す、
　前記ＳＡ送信が受信される第１のリソースブロックを決定することと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って第２のリソースブロックを使用して前記
ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あらかじめ決定された再送信パタ
ーンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再送信
するための異なる周波数および時間リソースの使用を識別する、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項８９】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８８に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項９０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項９１】
　前記ＳＡが、
　データの前記後続の送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージ
ョン（ＲＶ）、
　データの前記後続の送信のための周波数ホッピングパターン、
　データの前記後続の送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、データの前記後続の送
信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【手続補正書】
【提出日】平成28年11月21日(2016.11.21)
【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】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータ
リソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを１つまたは複数のデバイスに送信す
ることと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信
パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再
送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
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れらの組合せを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＡを送信することが、
　前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記ＳＡを送信するための前記第１のリソース
ブロックを決定すること
を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バ
ージョン（ＲＶ）とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＳＡが、前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、前記データ
送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＳＡが最後のＳＡ送信のインジケータを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定するための手段と、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続く
データリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを１つまたは複数のデバイスに送信す
るための手段と、
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　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信するための手段と、前記あらかじめ決定された
再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記Ｓ
Ａを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１８】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレー
ムを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＳＡを送信するための許可を基地局から受信するための手段
をさらに備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＳＡを送信するための前記手段が、前記許可に少なくとも部分的に基づいて前記Ｓ
Ａを送信するための前記第１のリソースブロックを決定する、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記許可が、前記ＳＡリソースプール内の前記第１のリソースブロックを識別するイン
デックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット、
　前記ターゲットＩＤによってスクランブルされる巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または
　最後のＳＡ送信のインジケータ
のうちの１つまたは複数を備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
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　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリ
ソースブロックを決定することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデー
タリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示す、
　　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを１つまたは複数のデバイスに送信
することと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリ
ソースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送
信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを
再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパターンで
ある、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を送信するためのＳＡリソースプール内の第１のリソ
ースブロックを決定することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータ
リソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示す、
　前記第１のリソースブロックを使用して前記ＳＡを１つまたは複数のデバイスに送信す
ることと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信
パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再
送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項３３】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
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　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソース
プールの後に続くデータリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示
す、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信
パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再
送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項３６】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４１】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項３５に記載の
方法。
【請求項４２】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バ
ージョン（ＲＶ）とを備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請求項３５
に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＳＡが、前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、前記データ
送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項３５に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
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る、請求項３５に記載の方法。
【請求項４７】
　基地局からメッセージを受信するための手段と、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定するための手段と、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別するための手段と、前記ＳＡが、前記ＳＡリ
ソースプールの後に続くデータリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソー
スを示す、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するた
めの手段と、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信するための手段と、前記あらかじめ決定された
再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記Ｓ
Ａを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４８】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそ
れらの組合せを備える、請求項４７に記載の装置。
【請求項５０】
　前記固定周波数ホッピングパターン、前記固定時間パターン、またはそれらの組合せが
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあらかじめ定義されたパター
ンである、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記再送信パターンが、
　前記ＳＡリソースプール内の時間ダイバースリソース、または
　前記ＳＡリソースプール内の周波数ダイバースリソース
のうちの１つまたは複数を識別する、請求項４７に記載の装置。
【請求項５２】
　ＳＡリソースプールが複数のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを
備える、請求項４７に記載の装置。
【請求項５３】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項４７に記載の
装置。
【請求項５４】
　前記インデックスが、前記ＤＣＩのリソースブロック割当てフィールド中に含まれる、
請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バ
ージョン（ＲＶ）とを備える、請求項４７に記載の装置。
【請求項５６】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請求項４７
に記載の装置。
【請求項５７】
　前記ＳＡが、前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、前記データ
送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項４７に記載の装置。
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【請求項５８】
　前記ＳＡが、前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセットを備え
る、請求項４７に記載の装置。
【請求項５９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　基地局からメッセージを受信することと、
　　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソ
ースプールを決定することと、
　　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソ
ースプール内の第１のリソースブロックを識別することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソー
スプールの後に続くデータリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを
示す、
　　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信する
ことと、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリ
ソースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送
信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを
再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項６０】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項５９に記載の
装置。
【請求項６１】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項５９に記載の装置。
【請求項６２】
　基地局からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに少なくとも部分的に基づいてスケジューリング割当て（ＳＡ）リソー
スプールを決定することと、
　ＳＡを１つまたは複数の受信機に送信するために使用されるべきである前記ＳＡリソー
スプール内の第１のリソースブロックを識別することと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソース
プールの後に続くデータリソースプール中で送信されるデータ送信のためのリソースを示
す、
　前記第１のリソースブロック中に前記ＳＡを前記１つまたは複数の受信機に送信するこ
とと、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡを再送信することと、前記あらかじめ決定された再送信
パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、前記ＳＡを再
送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別する、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒



(73) JP 2017-513350 A 2017.5.25

体。
【請求項６３】
　前記メッセージが、前記ＳＡリソースプール中の前記第１のリソースブロックを識別す
るインデックスを備えるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を備える、請求項６２に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６４】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、または
　前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項６２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６５】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を含むＳＡ送信を受信することと、
　前記ＳＡ送信が受信されるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
ことと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータリソースプール中で送信
されるデータ送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別す
る、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項６６】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
ること
をさらに備える、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項６５に記載の方法。
【請求項６９】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バ
ージョン（ＲＶ）とを備える、請求項６５に記載の方法。
【請求項７１】
　前記ＳＡが、前記データ送信のための周波数ホッピングパターンを備える、請求項６５
に記載の方法。
【請求項７２】
　前記ＳＡが、前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）を備え、前記データ
送信が、前記ターゲットＩＤを使用してスクランブルされる、請求項６５に記載の方法。
【請求項７３】
　前記ＳＡが、ターゲット識別情報（ＩＤ）によってスクランブルされる巡回冗長検査（
ＣＲＣ）をさらに備える、請求項６５に記載の方法。
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【請求項７４】
　前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ
送信のためのオフセットを備える、請求項６５に記載の方法。
【請求項７５】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を含むＳＡ送信を受信するための手段と、
　前記ＳＡ送信が受信されるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
ための手段と、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータリソースプール中
で送信されるデータ送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信するための手段と、前
記あらかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部
分的に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を
識別する、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項７６】
　前記ＳＡを決定するために前記ＳＡ送信と１つまたは複数の前記再送信とを組み合わせ
るための手段
をさらに備える、請求項７５に記載の装置。
【請求項７７】
　前記ＳＡが、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ブロードキャスト送信において送信され
る、請求項７５に記載の装置。
【請求項７８】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項７５に記載の装置。
【請求項７９】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項７８に記載の装置。
【請求項８０】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、前記データ送信が、前記ターゲ
ットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項７５に記載の装置。
【請求項８１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
を備え、前記命令が、
　　スケジューリング割当て（ＳＡ）を含むＳＡ送信を受信することと、
　　前記ＳＡ送信が受信されるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定す
ることと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータリソースプール中で送
信されるデータ送信を受信するためのリソースを示す、
　　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリ
ソースブロックを使用して前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あ
らかじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的
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に基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別
する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８２】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８１に記載の装置。
【請求項８３】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８２に記載の装置。
【請求項８４】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、前記データ送信が、前記ターゲ
ットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　前記ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のための
オフセット
のうちの１つまたは複数を備える、請求項８１に記載の装置。
【請求項８５】
　スケジューリング割当て（ＳＡ）を含むＳＡ送信を受信することと、
　前記ＳＡ送信が受信されるＳＡリソースプール内の第１のリソースブロックを決定する
ことと、前記ＳＡが、前記ＳＡリソースプールの後に続くデータリソースプール中で送信
されるデータ送信を受信するためのリソースを示す、
　あらかじめ決定された再送信パターンに従って前記ＳＡリソースプール内の第２のリソ
ースブロックを使用して前記ＳＡの少なくとも１つの再送信を受信することと、前記あら
かじめ決定された再送信パターンが、前記第１のリソースブロックに少なくとも部分的に
基づいて、前記ＳＡを再送信するための異なる周波数または時間リソースの使用を識別す
る、
を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項８６】
　前記あらかじめ決定された再送信パターンが、固定周波数ホッピングパターン、固定時
間パターン、またはそれらの組合せを備える、請求項８５に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項８７】
　前記固定周波数ホッピングパターン、固定時間パターン、またはそれらの組合せが、送
信デバイスから受信されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で示されるか、またはあら
かじめ定義されたパターンである、請求項８６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８８】
　前記ＳＡが、
　前記データ送信のための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と冗長バージョン（Ｒ
Ｖ）、
　前記データ送信のための周波数ホッピングパターン、
　前記データ送信のためのターゲット識別情報（ＩＤ）、前記データ送信が、前記ターゲ
ットＩＤを使用してスクランブルされる、または
　ＳＡリソースプールまたは前記ＳＡの前記送信に対する第１のデータ送信のためのオフ
セット
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のうちの１つまたは複数を備える、請求項８５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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