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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２のユーザ装置（３０４）によって送信された参照信号に関する測定を実行するため
の第１のユーザ装置（３０２）内の方法であって、前記第１のユーザ装置（３０２）はＤ
２Ｄ通信能力を有しており、前記第２のユーザ装置（３０４）はＤ２Ｄ通信能力を有して
おらず、前記第１のユーザ装置（３０２）と、前記第２のユーザ装置（３０４）と、無線
ネットワークノード（３０６）とが通信ネットワーク（３００）内に備えられ、前記方法
は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）から、前記第２のユーザ装置（３０４）によっ
て送信された前記参照信号に関する構成情報を受信するステップ（５０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する測定を、受
信された前記第２のユーザ装置（３０４）の前記構成情報に基づいて、実行するステップ
（４０６、５０５）と、
　前記通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援する
ために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード（３０６）にレポー
トするステップ（４０７、５０６）と
を備える方法。
【請求項２】
　複数の第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された参照信号に関する測定を
実行するための第１のユーザ装置（３０２）内の方法であって、前記第２のユーザ装置（



(2) JP 5855280 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

３０４）の１つはＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第２のユーザ装置（３０４）の１つ
はＤ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記第１のユーザ装置（３０２）と、前記第２のユー
ザ装置（３０４）と、無線ネットワークノード（３０６）とが通信ネットワーク（３００
）内に備えられ、前記方法は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）から、前記第２のユーザ装置（３０４）の各々
によって送信された前記参照信号に関する構成情報を受信するステップ（５０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された前記参照信号に関する測定
を、受信された前記第２のユーザ装置（３０４）の各々の前記構成情報に基づいて、実行
するステップ（４０６、５０５）と、
　前記通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援する
ために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード（３０６）にレポー
トするステップ（４０７、５０６）と
を備える方法。
【請求項３】
　前記無線ネットワークノード（３０６）からタイミングアドバンス情報を受信するステ
ップ（５０２）をさらに備え、
　前記参照信号に関する前記測定を実行する前記ステップ（４０６、５０５）は、前記受
信されたタイミングアドバンス情報に基づいて、前記参照信号に関する前記測定を実行す
るステップをさらに備える請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照信号に関する前記測定を実行する前記ステップ（４０６、５０５）は、第１の
ユーザ装置（３０２）の送信タイミングが前記第２のユーザ装置（３０４）の送信タイミ
ングに等しいという想定に基づいて前記測定を実行するステップをさらに備える請求項１
から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号を用いて相関するこ
とにより前記第２のユーザ装置（３０４）に同期するステップ（４０４、５０３）
　をさらに備える請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定を実行する前記ステップ（４０６、５０５）は、
　周波数選択スケジューリングを実現するために前記第２のユーザ装置（３０４）の送信
の複数の周波数チャネルに関する測定を実行するステップ、および／または
　前記参照信号に関するチャネル品質推定を実行するステップ、および／または
　データを送信することには用いられない物理リソースブロック（ＰＲＢ）を決定するた
めに前記ＰＲＢに関する測定を実行するステップ、および／または
　信号強度測定、信号品質測定、および／または経路損失測定を実行するステップ
をさらに備える請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記結果をレポートする前記ステップ（４０７、５０６）は、前記第１のユーザ装置（
３０２）に対して干渉を引き起こす１つ以上の前記第２のユーザ装置（３０４）からの前
記参照信号に関する結果をレポートするステップをさらに備える請求項１から６のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記結果をレポートする前記ステップ（４０７、５０６）は、受信信号レベルが閾値よ
り上にある１つ以上の第２のユーザ装置（３０４）からの前記参照信号に関する結果をレ
ポートするステップをさらに備え、前記閾値は、前記無線ネットワークノード（３０６）
によって構成可能、または既定のものである請求項１から６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項９】
　前記レポートするステップ（４０７、５０６）は、前記参照信号に関する前記測定の完
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了によってトリガされるか、周期的であるか、または、事前構成された閾値を超える前記
測定の前記結果によって作動されるイベントトリガ型である、請求項１から８のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記方法は、
　前記第１のユーザ装置（３０２）の能力情報を前記無線ネットワークノード（３０６）
にレポートするステップ（４００、５００）をさらに備え、
　前記能力情報は、前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号に
関する少なくとも１つの測定を、第１のユーザ装置（３０２）が実行することができるこ
とを示す、請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記方法は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）のアップリンクリソース上で、Ｄ２Ｄ通信能力
を有する前記第２のユーザ装置と通信するステップ（５０４）をさらに備える、請求項２
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記方法は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）によって割り当てられたアップリンクまたはダ
ウンリンクのリソース上で、Ｄ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装置（３０４）と
通信するステップ（５０４）をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記方法は、
　前記第１のユーザ装置（３０２）の能力情報を前記無線ネットワークノード（３０６）
にレポートするステップ（４００、５００）をさらに備え、
　前記能力情報は、Ｄ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装置（３０４）によって送
信された前記参照信号に関する少なくとも１つの測定を、第１のユーザ装置（３０２）が
実行することができることを示す、請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記第２のユーザ
装置（３０４）の１つは、ダウンリンクリソース上での通信についてＤ２Ｄ通信能力を有
しており、前記測定を実行する前記ステップ（４０６、５０５）は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）によって送信された参照信号に関する追加的測
定を実行するステップと、
　ダウンリンクリソース上での通信についてＤ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装
置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する前記測定の前記結果と、前記無線
ネットワークノード（３０６）によって送信された前記参照信号に関する前記追加的測定
の前記結果とを比較するステップ（５０６）と
をさらに備え、
　前記レポートするステップ（４０７、５０７）は、前記無線ネットワークノード（３０
６）に対して前記比較の前記結果をレポートするステップをさらに備える、請求項２に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記参照信号は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）、復調参照信号（ＤＭＲＳ）、任
意のパイロット信号、または既定の信号である請求項１から１４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１６】
　通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御するため
の無線ネットワークノード（３０６）内の方法であって、前記通信ネットワーク（３００
）は、前記無線ネットワークノード（３０６）と、Ｄ２Ｄ通信能力を有する第１のユーザ
装置（３０２）と、Ｄ２Ｄ通信能力を有しない第２のユーザ装置（３０４）とを備え、前
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記方法は、
　参照信号を送信するように前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するステップ（４０
１、７０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）に関する構成情報を、前記第１のユーザ装置（３０２
）に送信するステップ（４０２、７０２）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する、前記第１
のユーザ装置（３０２）によって実行された測定の結果を受信するステップ（７０５）と
、
　前記測定の前記結果に基づいて、２つのＤ２Ｄ可能なユーザ装置の間のＤ２Ｄ通信のた
めの１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ（５０８、７０６）と
を備える方法。
【請求項１７】
　通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御するため
の無線ネットワークノード（３０６）内の方法であって、前記通信ネットワーク（３００
）は、前記無線ネットワークノード（３０６）と、第１のユーザ装置（３０２）と、少な
くとも２つの第２のユーザ装置（３０４）とを備え、前記第２のユーザ装置（３０４）の
１つはＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第２のユーザ装置（３０４）の１つはＤ２Ｄ通
信能力を有しておらず、前記方法は、
　参照信号を送信するように前記第２のユーザ装置（３０４）の各々を構成するステップ
（４０１、７０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）に関する構成情報を、前記第１のユーザ装置（３０２
）に送信するステップ（４０２、７０２）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された前記参照信号に関する、前
記第１のユーザ装置（３０２）によって実行された測定の結果を受信するステップ（７０
５）と、
　前記測定の前記結果に基づいて、２つのＤ２Ｄ可能なユーザ装置の間のＤ２Ｄ通信のた
めの１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ（５０８、７０６）と
を備える方法。
【請求項１８】
　前記１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ（５０８、７０６）は、
　Ｄ２Ｄ通信およびセルラ通信のための周波数領域および時刻領域のスケジューリングを
行うステップ、および／または
　アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択するステップ、および／または
　前記第２のユーザ装置（３０４）のためのトランスポートフォーマットを適応させるス
テップ、および／または
　前記第２のユーザ装置（３０４）の送信電力を制御するステップ、および／または
　前記第２のユーザ装置（３０４）のためのセル変更を実行するステップ、および／また
は
　前記通信ネットワーク（３００）内部の無線リソースを管理するステップ
を備える、請求項１６又は１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するステップ（４０１、７０１）は、
　ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を前記第２のユーザ装置（３０４）
に用いることによって、前記第２のユーザ装置（３０４）に構成情報を送信するステップ
をさらに備える請求項１６から１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するステップ（４０１、７０１）は、帯域幅の
一部、または全体帯域幅を通じて前記参照信号を送信するように前記第２のユーザ装置（
３０４）を構成するステップをさらに備える、請求項１６から１９のいずれか１項に記載
の方法。
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【請求項２１】
　前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するステップ（４０１、７０１）は、前記参照
信号帯域幅、前記参照信号の期間および／または周期性、サブフレーム内部の参照位置、
Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスのための循環シフト、および／または前記第２のユーザ
装置（３０４）のホッピングシーケンス情報を構成するステップをさらに備える、請求項
１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するステップ（４０１、７０１）は、前記第２
のユーザ装置（３０４）の送信タイミングアドバンスを構成するステップをさらに備える
、請求項１６から２１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２のユーザ装置（３０４）に関するタイミングアドバンス情報を、前記第１のユ
ーザ装置（３０２）に送信するステップ（４０３、７０３）
　をさらに備える、請求項１６から２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号の受信電力、受信干
渉、および／またはビット誤り率に関する特定の測定を実行するように前記第１のユーザ
装置（３０２）にリクエストするステップ（４０４、７０４）
をさらに備える、請求項１６から２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記通信ネットワーク（３００）内に備えられた１つ以上の他の無線ネットワークノー
ド（３０６）に対して、または１つ以上のネットワークノード（３１０）に対して前記測
定の前記結果を送信するステップ（７０８）をさらに備え、これにより前記１つ以上の他
の無線ネットワークノード（３０６）または前記１つ以上のネットワークノード（３１０
）が、１つ以上のネットワークオペレーションタスクのために前記測定結果を用いるよう
にする、請求項１６から２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ネットワークノード（３１０）は、オペレーション支援システム（ＯＳＳ）ノード
、自己組織ネットワーク（ＳＯＮ）ノード、移動データ端末（ＭＤＴ）、オペレーション
およびメンテナンス（Ｏ＆Ｍ）ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノー
ド、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、測位ノード、集中型ノード、またはネ
ットワーク制御ノードであり、
　前記ネットワークノード（３１０）は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネット
ワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの
、１つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成される、請求項２
５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記参照信号は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）、復調参照信号（ＤＭＲＳ）、任
意のパイロット信号、または既定の信号である請求項１６から２６のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２８】
　Ｄ２Ｄ通信能力を有していない第２のユーザ装置（３０４）によって送信された参照信
号に関する測定を実行する、Ｄ２Ｄ通信能力を有する第１のユーザ装置（３０２）であっ
て、前記第１のユーザ装置（３０２）、前記第２のユーザ装置（３０４）、および無線ネ
ットワークノード（３０６）は、前記通信ネットワーク（３００）内に備えられ、前記第
１のユーザ装置（３０２）は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）から、前記第２のユーザ装置（３０４）によっ
て送信された前記参照信号に関する構成情報を受信するように構成された受信回路（６０
１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する測定を、受
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信された前記第２のユーザ装置（３０４）の前記構成情報に基づいて、実行するように構
成された実行回路（６０５）と、
　前記通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援する
ために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード（３０６）にレポー
トするように構成されたレポート回路（６０６）と
を備える、第１のユーザ装置。
【請求項２９】
　複数の第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された参照信号に関する測定を
実行する第１のユーザ装置（３０２）であって、前記第２のユーザ装置（３０４）の１つ
はＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第２のユーザ装置（３０４）の１つはＤ２Ｄ通信能
力を有しておらず、前記第１のユーザ装置（３０２）、前記第２のユーザ装置（３０４）
、および無線ネットワークノード（３０６）は、前記通信ネットワーク（３００）内に備
えられ、前記第１のユーザ装置（３０２）は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）から、前記第２のユーザ装置（３０４）の各々
によって送信された前記参照信号に関する構成情報を受信するように構成された受信回路
（６０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された前記参照信号に関する測定
を、受信された前記第２のユーザ装置（３０４）の各々の前記構成情報に基づいて、実行
するように構成された実行回路（６０５）と、
　前記通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援する
ために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード（３０６）にレポー
トするように構成されたレポート回路（６０６）と
を備える、第１のユーザ装置。
【請求項３０】
　前記受信回路（６０１）は、前記無線ネットワークノード（３０６）からタイミングア
ドバンス情報を受信するようにさらに構成され、前記実行回路（６０５）は、前記受信さ
れたタイミングアドバンス情報に基づいて前記測定を実行するようにさらに構成される、
請求項２８又は２９に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３１】
　前記実行回路（６０５）は、前記第１のユーザ装置（３０２）の送信タイミングが前記
第２のユーザ装置（３０４）の送信タイミングと等しいという想定に基づいて、前記参照
信号に関する前記測定を実行するようにさらに構成される請求項２８から３０のいずれか
１項に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３２】
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号を用いて相関するこ
とにより、前記第２のユーザ装置（３０４）に同期するように構成された同期回路（６０
３）をさらに備える請求項２８から３１のいずれか１項に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３３】
　前記実行回路（６０５）は、
　周波数選択スケジューリングを実現するために前記第２のユーザ装置（３０４）の送信
の複数の周波数チャネル、および／または
　参照信号に関するチャネル品質推定、および／または
　データを送信することには用いられない物理リソースブロック（ＰＲＢ）を決定するた
めの前記ＰＲＢ、および／または
　信号強度、および／または
　信号品質、および／または
　経路損失
に関する測定を実行するようにさらに構成される、請求項２８から３２のいずれか１項に
記載の第１のユーザ装置。
【請求項３４】
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　前記レポート回路（６０６）は、前記第１のユーザ装置（３０２）に対して干渉を引き
起こす１つ以上の前記第２のユーザ装置（３０４）からの前記参照信号に関する結果をレ
ポートするようにさらに構成される、請求項２８から３３のいずれか１項に記載の第１の
ユーザ装置。
【請求項３５】
　前記レポート回路（６０６）は、受信信号レベルが閾値より上にある１つ以上の第２の
ユーザ装置（３０４）からの前記参照信号に関する結果をレポートするようにさらに構成
され、前記閾値は、前記無線ネットワークノード（３０６）によって構成可能、または既
定のものである、請求項２８から３３のいずれか１項に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３６】
　前記レポート回路（６０６）は、前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された
前記参照信号に関する前記測定の完了によってレポートするトリガ型であるようにさらに
構成されるか、周期的にレポートするように構成されるか、または、事前構成された閾値
を超える前記測定の前記結果によってレポートするイベントトリガ型である、請求項２８
から３５のいずれか１項に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３７】
　前記第１のユーザ装置（３０２）は、Ｄ２Ｄ通信能力を有しており、前記無線ネットワ
ークノード（３０６）に能力情報をレポートするように構成された能力レポート回路（６
０２）を備え、前記能力情報は、前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前
記参照信号に関する少なくとも１つの測定を、前記第１のユーザ装置（３０２）が実行す
ることができることを示す、請求項２８から３６のいずれか１項に記載の第１のユーザ装
置。
【請求項３８】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第１のユーザ装
置（３０２）は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）のアップリンクリソース上で、Ｄ２Ｄ通信能力
を有する前記ユーザ装置（３０４）と通信するように構成された通信回路（６０４）をさ
らに備える、請求項２９に記載の第１のユーザ装置。
【請求項３９】
　前記第１のユーザ装置（３０２）がＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第１のユーザ装
置（３０２）は、
　前記無線ネットワークノード（３０６）によって割り当てられたアップリンクまたはダ
ウンリンクのリソース上で、Ｄ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装置（３０４）と
通信するように構成された通信回路（６０４）をさらに備える、請求項２９に記載の第１
のユーザ装置。
【請求項４０】
　前記第１のユーザ装置（３０２）は、Ｄ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記無線ネット
ワークノード（３０６）に能力情報をレポートするように構成された能力レポート回路（
６０２）を備え、前記能力情報は、Ｄ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装置（３０
４）によって送信された前記参照信号に関する少なくとも１つの測定を、第１のユーザ装
置（３０２）が実行することができることを示す、請求項２９に記載の第１のユーザ装置
。
【請求項４１】
　前記第１のユーザ装置（３０２）は、Ｄ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記複数の第２
のユーザ装置（３０４）の１つは、ダウンリンクリソース上での通信についてＤ２Ｄ通信
能力を有しており、前記実行回路（６０５）は、前記無線ネットワークノード（３０６）
から送信された参照信号に関する追加的測定を実行するようにさらに構成され、前記第１
のユーザ装置（３０２）は、
　ダウンリンクリソース上での通信についてＤ２Ｄ通信能力を有する前記第２のユーザ装
置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する前記測定の前記結果と、前記無線
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ネットワークノード（３０６）によって送信された前記参照信号に関する前記追加的測定
の前記結果とを比較するように構成された比較回路（６０７）をさらに備え、
　前記レポート回路（６０６）は、前記比較の前記結果を前記無線ネットワークノード（
３０６）にレポートするようにさらに構成される、請求項２９に記載の第１のユーザ装置
。
【請求項４２】
　前記参照信号は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）、復調参照信号（ＤＭＲＳ）、任
意のパイロット信号、または既定の信号である、請求項２８から４１のいずれか１項に記
載の第１のユーザ装置。
【請求項４３】
　通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御する無線
ネットワークノード（３０６）であって、
　前記通信ネットワーク（３００）は、前記無線ネットワークノード（３０６）、Ｄ２Ｄ
通信能力を有する第１のユーザ装置（３０２）と、Ｄ２Ｄ通信能力を有しない第２のユー
ザ装置（３０４）とを備え、前記無線ネットワークノード（３０６）は、
　参照信号を送信するように前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するように構成され
た構成回路（８０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）に関する構成情報を前記第１のユーザ装置（３０２）
に送信するように構成された送信回路（８０２）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号に関する、前記第１
のユーザ装置（３０２）によって実行された測定の結果を受信するように構成された受信
回路（８０３）と、
　前記測定の前記結果に基づいて、２つのＤ２Ｄ可能なユーザ装置の間のＤ２Ｄ通信のた
めの１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成される実行回路（８０４
）と
　を備える無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項４４】
　通信ネットワーク（３００）内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御する無線
ネットワークノード（３０６）であって、
　前記通信ネットワーク（３００）は、前記無線ネットワークノード（３０６）、第１の
ユーザ装置（３０２）と、少なくとも２つの第２のユーザ装置（３０４）とを備え、前記
第２のユーザ装置（３０４）の１つはＤ２Ｄ通信能力を有しており、前記第２のユーザ装
置（３０４）の１つはＤ２Ｄ通信能力を有しておらず、前記無線ネットワークノード（３
０６）は、
　参照信号を送信するように前記第２のユーザ装置（３０４）の各々を構成するように構
成された構成回路（８０１）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）に関する構成情報を前記第１のユーザ装置（３０２）
に送信するように構成された送信回路（８０２）と、
　前記第２のユーザ装置（３０４）の各々によって送信された前記参照信号に関する、前
記第１のユーザ装置（３０２）によって実行された測定の結果を受信するように構成され
た受信回路（８０３）と、
　前記測定の前記結果に基づいて、２つのＤ２Ｄ可能なユーザ装置の間のＤ２Ｄ通信のた
めの１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成される実行回路（８０４
）と
　を備える無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項４５】
　前記実行回路（８０４）は、
　Ｄ２Ｄ通信およびセルラ通信のための周波数領域および時刻領域のスケジューリングを
行い、および／または
　アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択し、および／または
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　前記第２のユーザ装置（３０４）のためにトランスポートフォーマットを適応させ、お
よび／または
　前記第２のユーザ装置（３０４）の送信電力を制御し、および／または
　前記第２のユーザ装置（３０４）のためのセル変更を実行し、および／または
　前記通信ネットワーク（３００）内部の無線リソースを管理する
ように構成される、請求項４３又は４４に記載の無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項４６】
　前記送信回路（８０２）は、ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を前記
第２のユーザ装置（３０４）に用いることによって、前記第２のユーザ装置（３０４）に
構成情報を送信するようにさらに構成される、請求項４３から４５のいずれか１項に記載
の無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項４７】
　前記構成回路（８０１）は、帯域幅の一部、または全体帯域幅を通じて前記参照信号を
送信するように前記第２のユーザ装置（３０４）を構成するようにさらに構成された請求
項４３から４６のいずれか１項に記載の無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項４８】
　前記構成回路（８０１）は、前記参照信号帯域幅、前記参照信号の期間および／または
周期性、サブフレーム内部の参照位置、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスのための循環シ
フト、および／または前記第２のユーザ装置（３０４）のホッピングシーケンス情報を構
成するようにさらに構成される、請求項４６に記載の無線ネットワークノード（３０６）
。
【請求項４９】
　前記構成回路（８０１）は、前記第２のユーザ装置（３０４）の送信タイミングアドバ
ンスを構成するようにさらに構成される、請求項４３から４８のいずれか１項に記載の無
線ネットワークノード（３０６）。
【請求項５０】
　前記送信回路（８０２）は、前記第２のユーザ装置（３０４）に関するタイミングアド
バンス情報を前記第１のユーザ装置（３０２）に送信するようにさらに構成される、請求
項４３から４９のいずれか１項に記載の無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項５１】
　前記無線ネットワークノード（３０６）は、
　前記第２のユーザ装置（３０４）によって送信された前記参照信号の受信電力、受信干
渉、および／またはビット誤り率に関する特定の測定を実行するように前記第１のユーザ
装置（３０２）にリクエストするように構成されたリクエスト回路（８０５）
をさらに備える、請求項４３から５０のいずれか１項に記載の無線ネットワークノード（
３０６）。
【請求項５２】
　前記送信回路（８０２）は、前記通信ネットワーク（３００）内に備えられた、１つ以
上の他の無線ネットワークノード（３０６）に対して、または１つ以上のネットワークノ
ード（３１０）に対して前記測定の前記結果を送信するようにさらに構成され、これによ
り前記１つ以上の他の無線ネットワークノード（３０６）または前記１つ以上のネットワ
ークノード（３１０）が、１つ以上のネットワークオペレーションタスクのために前記測
定結果を用いるようにする、請求項４３から５１のいずれか１項に記載の無線ネットワー
クノード（３０６）。
【請求項５３】
　前記ネットワークノード（３１０）は、オペレーション支援システム（ＯＳＳ）ノード
、自己組織ネットワーク（ＳＯＮ）ノード、運転テスト最小化（ＭＤＴ）、オペレーショ
ンおよびメンテナンス（Ｏ＆Ｍ）ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノ
ード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、測位ノード、集中型ノード、または
ネットワーク制御ノードであり、前記ネットワークノード（３１０）は、ネットワーク計
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画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パ
ラメータのチューニングなどの、１つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行す
るように構成される、請求項５２に記載の無線ネットワークノード（３０６）。
【請求項５４】
　前記参照信号は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）、復調参照信号（ＤＭＲＳ）、任
意のパイロット信号、または既定の信号である、請求項４３から５３のいずれか１項に記
載の無線ネットワークノード（３０６）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書における実施形態は、ユーザ装置および無線ネットワークノード、ならびにそ
の方法に関する。特に、本明細書における実施形態は、通信ネットワーク内の装置間（ｄ
ｅｖｉｃｅ－ｔｏ－ｄｅｖｉｃｅ（Ｄ２Ｄ））通信のためのリソース割り当てに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＵＥ））などの通信装置は、無線通信ネ
ットワークにおいて無線で通信することができる。無線通信ネットワークは、時として、
無線通信システム、セルラ無線システム、またはセルラシステムと呼ばれる。通信は、無
線通信ネットワーク内に備えられた無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）および場合によ
って１つ以上の基幹回線網を介して、例えば、２つのユーザ装置の間、ユーザ装置と通常
の電話機との間、および／またはユーザ装置とサーバとの間で実行されてもよい。
【０００３】
　ユーザ装置は、また、いくつかの例を挙げるだけでも、例えば、モバイル端末、無線端
末および／または移動局、携帯電話、セルラ電話、または無線機能を持つラップトップと
しても知られている。現在の状況におけるユーザ装置は、別の主体と、ＲＡＮを介して、
音声および／またはデータを通信することができる、例えば、携帯モバイル装置、ポケッ
トに収容可能なモバイル機器、ハンドヘルド型モバイル機器、コンピュータに備えられた
モバイル機器、または車載モバイル機器であってもよい。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、セルエリアに分割される地理的エリアをカバーする。ここで
、各セルエリアは、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＢＳ））などのネットワークノ
ードによってサーブされる。基地局（ＢＳ）は、用いられる技術用語および専門用語によ
って、例えばｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ＮｏｄｅＢ、Ｂ　Ｎｏｄｅ、または基地局（Ｂａｓ
ｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＢＴＳ））と時として呼ばれ得る、例え
ば無線基地局（Ｒａｄｉｏ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＲＢＳ））である。基地局は、
送信電力およびセルサイズにも基づく、例えば、マクロｅＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅ
Ｂ、ピコ基地局などの異なるクラスであってもよい。セルは、基地局サイトにおいて基地
局によって無線カバレッジが提供される地理的エリアである。基地局サイト上に位置する
１つの基地局は、１つまたはいくつかのセルをサーブすることができる。さらに、各基地
局は、１つまたはいくつかの無線アクセス技術および通信技術をサポートすることができ
る。基地局は、無線周波数で動作する無線インタフェースを通じて、基地局の範囲内のユ
ーザ装置と通信する。
【０００５】
　いくつかのＲＡＮにおいて、いくつかの基地局は、例えば陸線またはマイクロ波によっ
て、無線ネットワークコントローラ、例えば、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（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ））内の無線ネットワークコントローラ（Ｒａｄｉｏ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（ＲＮＣ））に、および／または互いに接続されて
もよい。時として基地局制御装置（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（
ＢＳＣ））とも称される、例えばＧＳＭにおける無線ネットワークコントローラは、無線
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ネットワークコントローラに接続された複数の基地局の様々な動作を監視し、調整するこ
とができる。ＧＳＭは、グローバル移動体通信システム（元来は、デジタルセル式電話シ
ステム（Ｇｒｏｕｐｅ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ））の略語である。
【０００６】
　この開示との関連において、語句ダウンリンク（ＤＬ）は、基地局から移動局までの伝
送パスに用いられる。語句アップリンク（ＵＬ）は、反対方向、すなわち、移動局から基
地局までの伝送パスに用いられる。
【０００７】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ））ロング・ターム・エボリューション（Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ））において、基地局は、１つ以上の基幹
回線網に直接接続されてもよい。基地局は、ｅＮｏｄｅＢｓどころかｅＮＢｓとも呼ばれ
得る。
【０００８】
　ＵＭＴＳは、ＧＳＭから進化した第３世代移動通信システムであり、広帯域符号分割多
元接続（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ（ＷＣＤＭＡ））アクセス技術に基づいて改善された移動通信サービスを提供するこ
とを意図する。ＵＭＴＳターミナル地上無線接続網（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＵＴＲＡＮ））は、実質的に、ユーザ装
置のための広帯域符号分割多元接続を用いた無線アクセスネットワークである。３ＧＰＰ
は、ＵＴＲＡＮおよびＧＳＭ系の無線アクセスネットワーク技術をさらに発展させること
を試みた。
【０００９】
　３ＧＰＰ／ＧＥＲＡＮによれば、ユーザ装置は、アップリンク方向およびダウンリンク
方向の最大転送レートを決定するマルチスロットクラスを有する。ＧＥＲＡＮは、ＧＳＭ
／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワークの略語である。ＥＤＧＥは、さらに、ＧＳＭの進化
のために改善されたデータレートの略語である。
【００１０】
　ユーザ装置の電源が入れられる場合、ユーザ装置は、初期セル選択手順を起動する。初
期セル選択手順の目的は、可能な限り速くユーザ装置がサービスに入ることを保証するこ
とである。ユーザ装置は、適切なセルを発見するその能力によってＥ－ＵＴＲＡバンド内
のすべての無線周波数（ＲＦ）チャネルをスキャンするために、この手順を用いる。適切
なセルとは、無線測定ベースの基準、例えば、参照信号受信電力（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ（ＲＳＲＰ））および他の基準の組み合わ
せであって、例えば、ユーザ装置をキャンプオン（ｃａｍｐ　ｏｎ）させる公衆陸上移動
網（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＰＬＭＮ））に属するセ
ルである。
【００１１】
　一旦ユーザ装置が適切なセルにキャンプオンすれば、ユーザ装置は、キャンプオンする
ために最良のセルを検索し続ける。この手順は、セル再選択と呼ばれる。その目的は、セ
ルランキング基準と呼ばれる基準のいくつかの所定の組の観点から、ユーザ装置が最良の
セルを常にキャンプオンすることを保証することである。おおまかに言えば、セル再選択
は、ユーザ装置がシステムブロードキャスト情報を連続的に受信し、そのＰＬＭＮのカバ
レージエリア内に連続的に呼び出され得ることを保証する基本的なアイドルモードモビリ
ティ手順である。セル再選択は、また、ページ移動を１回保証し、ユーザ装置は、優れた
カバレッジを提供するセルにおける接続モードに入ることになる。
【００１２】
　ハンドオーバとは、継続中の通話またはデータセッションの、基幹回線網に接続された
１つのチャネルから別のチャネルへの転送である。
【００１３】
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　セル変更という語は、ユーザ装置が無線通信アクセス技術間（ＲＡＴ間）、例えば、Ｇ
ＥＲＡＮとＷＣＤＭＡネットワークとの間のハンドオーバを実行する場合のモビリティを
記述するために用いられる。いくつかのネットワークにおいて、このようなＲＡＴ間のセ
ル変更は、以前のネットワークになお接続される間も、次のネットワークのシステム情報
を送信することによってサポートされ、それによってＲＡＴ間モビリティ手順を容易にす
る。セル変更とは、また、セル（再）選択およびハンドオーバ手順などのアイドルおよび
接続モードモビリティのコレクションであってもよいが、また、セル変更は、ＲＡＴ間お
よび周波数間モビリティのケースを含んでもよい。
【００１４】
　セルラインフラストラクチャの下層にあるネットワーク支援の装置間（Ｄ２Ｄ）通信に
おいて、他の各々に接近するユーザ装置は、装置間リンクまたは伝送路とも呼ばれるダイ
レクト無線リンクを確立してもよい。この説明において、装置間（ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－
ｄｅｖｉｃｅ）という語は、Ｄ２Ｄと呼ばれることになる。ネットワーク支援Ｄ２Ｄ通信
は、時として、セルラ無線アクセスネットワークの下層にあるネットワークＤ２Ｄ通信、
または略称としてＲＡＮ下層Ｄ２Ｄとも呼ばれる。
【００１５】
　ユーザ装置がＤ２Ｄリンクを通じて通信している間に、ユーザ装置は、また、それぞれ
のサービング・ネットワーク・ノード（すなわちサービング基地局）とのセルラ接続を維
持する。そのように、セルラＲＡＮは、ユーザ装置がＤ２Ｄリンクのためのセルラリソー
スを割り当てるのを支援し監視してもよい。セルラリソースを割り当ては、例えば、モー
ド選択、送信するユーザ装置に最大パワーレベルを示すこと、およびセルラユーザ装置ま
たは基地局からの干渉から概してＤ２Ｄリンクを保護することを含む。同様に、セルラＲ
ＡＮは、伝送中のＤ２Ｄユーザ装置によってもたらされる有害な干渉からセルラ通信リン
クを保護する手段を有する。セルラ通信リンクは、本明細書では時としてセルラ伝送路と
も呼ばれる。
【００１６】
　図１は、従来技術による、ＲＡＮ内のネットワーク支援Ｄ２Ｄ通信のシナリオを概略的
に示す。Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装置Ａ（ＵＥ－Ａ）は、第１のネットワークノード、例
えばサービング基地局（ｅＮＢ－Ａ）に接続され、Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装置Ｂ（ＵＥ
－Ｂ）は、第２のネットワークノード、例えばサービング基地局（ｅＮＢ－Ｂ）に接続さ
れる。この例において、ＲＡＮは、ユーザ装置ＵＥ－ＡおよびＵＥ－Ｂと、第１および第
２のネットワークノード（ｅＮＢ－Ａ、ｅＮＢ－Ｂ）と、セルラ接続、例えばそれぞれの
サービング・ネットワーク・ノード（ｅＮＢ－ＡおよびｅＮＢ－Ｂ）とのセルラリンクを
有するセルラユーザ装置ＵＥ－１およびＵＥ－２とを備える。さらに、ユーザ装置Ａおよ
びユーザ装置Ｂは、互いに近接する。このようなケースにおいて、ＲＡＮは、ユーザ装置
Ａ、Ｂが通信するＤ２Ｄリンクを確立するために、ユーザ装置Ａ、Ｂを支援してもよい。
【００１７】
　この説明で用いられる、互いに近接するユーザ装置は、１００～１５０ｍの距離内に互
いに位置するように意図されたユーザ装置である。しかしながら、ライセンスを受けたス
ペクトルバンドで通信し、その結果として、高い電力レベル（２４ｄＢｍ）で送信するこ
とを可能にされた装置は、ある伝搬条件の下で、さらに長い距離にわたって、例えば１０
００ｍまでの距離にわたって、互いにデータを発見し伝送することができる。
【００１８】
　ユーザ装置Ａ、ＢがＤ２Ｄリンクを通じて通信する間、ユーザ装置Ａ、Ｂは、また、そ
れぞれのサービング基地局ｅＮＢ－Ａ、ｅＮＢ－Ｂとのセルラ接続を維持する（図１参照
）。このように、セルラＲＡＮは、ユーザ装置Ａ、ＢにＤ２Ｄリンクのためのセルラリソ
ースを割り当てること、送信するユーザ装置に最大パワーレベルを示すこと、およびセル
ラユーザ装置または基地局からの干渉から概してＤ２Ｄリンクを保護することとを含む、
支援を実施する。ネットワーク支援Ｄ２Ｄ通信のための基本的な原理は、セルラスペクト
ラムを利用するユーザ装置間の短距離の直接通信を可能にすることである。
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【００１９】
　図２は、Ｄ２Ｄ通信機能を持つユーザ装置２０２と、Ｄ２Ｄ通信機能を持たないユーザ
装置２０４と、無線ネットワークノード２０６とを備える通信ネットワークの一部を概略
的に示す。無線ネットワークノード２０６は、セル２０８を形成する少なくとも１つの地
理的エリア上の無線カバレッジを提供する。
【００２０】
　Ｄ２Ｄ通信能力を持つユーザ装置２０２は、本明細書においてＤ２Ｄが可能なユーザ装
置２０２と時として呼ばれる。また、Ｄ２Ｄ通信機能を持たないユーザ装置２０４は、本
明細書においてセルラユーザ装置２０４および／または旧式のユーザ装置２０４と時とし
て呼ばれる。
【００２１】
　さらに、図２は、セルラユーザ装置２０４とＤ２Ｄ機能を有するユーザ装置２０２との
間の典型的な共存シナリオを概略的に示す。概略的に示されるように、ユーザ装置２０２
－１は、第１のＤ２Ｄペア（Ｄ２Ｄペア１）を構成し、ユーザ装置２０２－２は、第２の
Ｄ２Ｄペア（Ｄ２Ｄペア２）を構成し、ユーザ装置２０２－３は、第３のＤ２Ｄペア（Ｄ
２Ｄペア３）を構成する。
【００２２】
　このシナリオにおいて、Ｄ２Ｄペアのユーザ装置２０２間のＤ２Ｄリンクが、アップリ
ンクスペクトラムリソースを用いると想定される。そのような場合、Ｄ２Ｄペア内のユー
ザ装置２０２の１つの受信器（図示せず）は、セルラユーザ装置２０４からの送信から干
渉の影響を受けるかもしれない。その一方で、ネットワークノード２０６は、Ｄ２Ｄペア
内のユーザ装置２０２の１つの送信器（図示せず）からの送信から干渉の影響を受けるか
もしれない。
【００２３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥおよびＬＴＥ高度ネットワークなどの既存の進化するセルラーネット
ワークに、Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装置が徐々に導入されると期待される。
【００２４】
　Ｄ２Ｄペアのユーザ装置２０２間のＤ２Ｄ通信リンクに用いられるリソースは、それぞ
れのサービング・ネットワーク・ノード２０６と通信するためのセルラで旧式のユーザ装
置２０４によって用いられるリソースと部分的にオーバラップするかもしれない。
【００２５】
　図２に概略的に示すように、Ｄ２ＤペアのＤ２Ｄリンクがアップリンクリソースを割り
当てられるときに、３つのタイプの干渉状況は生じるかもしれない。
【００２６】
　タイプ１の干渉は、受信中のＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置２０２に対して干渉を引き起
こす、ＵＬリソース内で送信中のセルラユーザ装置２０４の送信によって引き起こされる
。
【００２７】
　タイプ２の干渉は、他のＤ２Ｄペアで受信中のＤ２Ｄが可能なユーザ装置２０２に対し
て干渉を引き起こす、Ｄ２Ｄ通信可能かつＵＬリソース内で送信中のユーザ装置２０２に
よって引き起こされる。
【００２８】
　タイプ３の干渉は、無線ネットワークノード２０６に対して干渉を引き起こす、Ｄ２Ｄ
通信可能かつＵＬリソース内で送信中のユーザ装置２０２によって引き起こされる。
【００２９】
　既存のセルラシステムにおいて、セルラユーザ装置は、ダウンリンク無線特性の物理層
測定を行うように要求される。このような測定は、とりわけＲＡＮ内でなされる各種ハン
ドオーバの決定のために、典型的には、上位層に対してレポートされ、様々な目的に用い
られる。また、それらの測定は、キャリアアグリゲーションとしても知られている、マル
チキャリア方式内のプライマリセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ（ＰＣｅｌｌ））または
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プライマリ・コンポーネント・キャリア（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒ
ｒｉｅｒ（ＰＣＣ））の変更など、他のモビリティ機能に用いられる。測定は、また、ア
イドル状態または低動作状態において、セル選択（すなわち初期のセル選択、セル再選択
）を実行するためにセルラユーザ装置によって自主的に用いられる。
【００３０】
　セルラユーザ装置によって実行される物理層測定は、典型的には、信号強度測定（例え
ばＬＴＥ内の参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）の測定）または信号品質測定（例えばＬＴＥ
内の参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）の測定）のタイプである。ＲＳＲＰおよびＲＳＲＱの
測定は、相対的な測定量に加えて絶対的な測定量であってもよい。
【００３１】
　絶対測定に関しては、ＲＳＲＰおよびＲＳＲＱが、１つのセルから、例えば、サービン
グセルまたは隣接セルから測定される。ユーザ装置は、絶対測定結果を周期的にレポート
してもよい。但し、サービングセルまたは隣接セルからの絶対測定も、ユーザ装置によっ
て閾値と比較されてもよい。閾値は、ネットワークによって構成されてもよいが、事前に
規定されてもよい。比較結果は、イベントの観点からユーザ装置によってレポートされて
もよく、例えば、隣接セルＲＳＲＱがＸｄＢの閾値より上である場合、ユーザ装置は、イ
ベントをレポートしてもよい。ここで、Ｘは２～６ｄＢの間の値であってもよい。
【００３２】
　イベントは、ある条件を満たす場合に、ユーザ装置によってネットワークに対して送信
される測定レポートの形式であってもよい。例えば、前述のように、隣接セルＲＳＲＱが
、閾値ＸｄＢ（例えば２ｄＢ）より上である場合、ユーザ装置は、イベントをレポートす
る。
【００３３】
　相対測定は、サービングセルおよび隣接セル上で行われる測定を互いに比較することに
よって得られてもよい。サービングセルの比較結果および隣接セル測定結果も、また、イ
ベントの観点からユーザ装置によってレポートされてもよい。例えば、サービングセルＲ
ＳＲＱと比較された隣接セルＲＳＲＱが閾値ＹｄＢより上である場合、ユーザ装置は、イ
ベントをレポートしてもよい。ここで、Ｙは、２～４ｄＢの間の値であってもよい。
【００３４】
　図２に示すように、無線ネットワークノード２０６が、Ｄ２Ｄ通信のためのリソース、
例えば物理リソースブロック（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋｓ（Ｐ
ＲＢ）をスケジューリングすることができ、Ｄ２Ｄ通信可能な送信ユーザ装置２０２の最
大送信電力を設定するために、無線ネットワークノード２０６は、Ｄ２Ｄ通信可能な受信
ユーザ装置２０２にてセルラユーザ装置２０４によって引き起こされる干渉に関する認識
または少なくとも推定を有し、セルラユーザ装置２０４とＤ２Ｄ通信可能な受信ユーザ装
置２０２との間の経路損失に関する認識または少なくとも推定を有する必要がある。
【００３５】
　従来技術システムの短所は、Ｄ２Ｄ通信可能な受信ユーザ装置２０２にて引き起こされ
る干渉に関する、またはセルラユーザ装置２０４とＤ２Ｄ通信可能な受信ユーザ装置２０
２との間の経路損失に関する情報不足である。
【発明の概要】
【００３６】
　本明細書における実施形態の目的は、通信ネットワークの性能を向上させる方法を提供
することである。
【００３７】
　本明細書における実施形態の第１の態様によれば、目的は、装置間、Ｄ２Ｄ、通信ネッ
トワーク内の通信のためのリソース割り当てを支援するために第２のユーザ装置によって
送信された参照信号に関する測定を実行するための、第１のユーザ装置内の方法によって
実現される。第１および第２のユーザ装置の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である。第１のユーザ装置、第２のユーザ装置、および無線ネットワークノードは
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、通信ネットワーク内に備えられる。
【００３８】
　第１のユーザ装置は、無線ネットワークノードから構成情報を受信し、構成情報は、第
２のユーザ装置によって送信された参照信号に関する。さらに、第１のユーザ装置は、第
２のユーザ装置によって送信された参照信号に関する測定を実行し、測定は、受信される
構成情報に基づく。その後、第１のユーザ装置は、実行された測定の結果を無線ネットワ
ークノードにレポートする。
【００３９】
　本明細書における実施形態の第２の態様によれば、目的は、通信ネットワーク内のＤ２
Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するために第２のユーザ装置によって送信された
参照信号に関する測定を実行するための第１のユーザ装置によって実現される。第１およ
び第２のユーザ装置の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である。さらに
、第１のユーザ装置、第２のユーザ装置、および無線ネットワークノードは、通信システ
ム内に備えられる。
【００４０】
　第１のユーザ装置は、無線ネットワークノードから構成情報を受信するように構成され
た受信回路を備え、構成情報は、第２のユーザ装置によって送信された参照信号に関する
。さらに、第１のユーザ装置は、第２のユーザ装置によって送信された参照信号に関する
測定を実行するように構成された実行回路を備え、測定は、受信される構成情報に基づく
。第１のユーザ装置は、実行された測定の結果を無線ネットワークノードにレポートする
ように構成されたレポート回路をさらに備える。
【００４１】
　本明細書における実施形態の第３の態様によれば、目的は、通信ネットワークにおける
Ｄ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御するための無線ネットワークノード内の方法
によって実現される。通信ネットワークは、無線ネットワークノードと、第１のユーザ装
置と、第２のユーザ装置とを備え、第１および第２のユーザ装置の少なくとも１つは、第
１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である。
【００４２】
　無線ネットワークノードは、参照信号を送信し、且つ第２のユーザ装置に関する構成情
報を第１のユーザ装置に送信する第２のユーザ装置を構成する。さらに、無線ネットワー
クノードは、第２のユーザ装置によって送信される参照信号に関する測定の結果を受信し
、送信された参照信号に関する測定は、第１のユーザ装置によって実行される。その後、
無線ネットワークノードは、測定の結果に基づいて、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置と第
２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置との間のＤ２Ｄ通信のための１つ以上の無線オペレーション
タスクを実行する。
【００４３】
　本明細書における実施形態の第４の態様によれば、目的は、通信ネットワーク内のＤ２
Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御するために無線ネットワークノードによって実現
される。通信ネットワークは、無線ネットワークノードと、第１のユーザ装置と、第２の
ユーザ装置とを備え、第１および第２のユーザ装置の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ可
能なユーザ装置である。
【００４４】
　無線ネットワークノードは、第２のユーザ装置が参照信号を送信するよう構成するよう
に構成された構成回路と、第２のユーザ装置に関する構成情報を第１のユーザ装置に送信
するように構成された送信回路とを備える。さらに、無線ネットワークノードは、第２の
ユーザ装置によって送信された参照信号に関する測定の結果を受信するように構成された
受信回路を備え、送信された参照信号に関する測定は、第１のユーザ装置によって実行さ
れる。無線ネットワークノードは、測定の結果に基づいて第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置
と第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置との間のＤ２Ｄ通信のための１つ以上の無線オペレーシ
ョンタスクを実行するように構成された実行回路をさらに備える。
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【発明の効果】
【００４５】
　第１のユーザ装置が第２のユーザ装置によって送信された参照信号に関する測定を実行
するように構成され、第１および第２のユーザ装置の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ可
能なユーザ装置であるので、第１のユーザ装置が無線ネットワークノードに測定結果をレ
ポートするように構成されるので、および、無線ネットワークノードが測定結果に基づい
て第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置と第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置との間のＤ２Ｄ通信の
ための１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成されるので、無線ネッ
トワークノードは、通信ネットワーク内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを制御す
ることができる。これは、旧式でセルラのユーザ装置とＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置との
共存を可能にすることによって、通信ネットワーク内の改善された性能をもたらす。
【００４６】
　本明細書における実施形態の有利性は、無線ネットワークノードが無線ネットワークオ
ペレーションタスクを実行することができ、特に、セルラ層とＤ２Ｄ層との間の有害な干
渉レベルが回避されるこのような方法において、旧式でセルラのユーザ装置とＤ２Ｄ通信
可能なユーザ装置の両方のためのリソースをスケジューリングし、割り当てることができ
ることである。
【００４７】
　本明細書における実施形態のさらなる有利性は、Ｄ２Ｄペアとセルラユーザ装置とが同
一の無線リソースを用いてもよいか否かを、無線ネットワークノードが判定してもよいと
いうことである。これは、無線ネットワークノードが、セルラユーザ装置との所謂Ｄ２Ｄ
ペアのペアリングを実行してもよいことを意味する。したがって、セルラオペレーション
およびＤ２Ｄオペレーションに対する有害な干渉を引き起こすことなく、無線通信リソー
ス利用効率が改善される。
【００４８】
　本明細書における実施形態のさらなる有利性は、無線ネットワークノードが、Ｄ２Ｄ送
信電力がＤ２Ｄ通信およびセルラ通信リンクのために適切であるように、Ｄ２Ｄペアの適
切な送信電力を決定してもよいということである。送信電力が適当に管理されるので、こ
れは、ひいてはＤ２Ｄペアのバッテリ寿命をセーブする。
【００４９】
　実施形態は、以下の図面に関連して、さらに詳細に記述されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】先行技術の通信ネットワークを示す概略ブロック図である。
【図２】先行技術の通信ネットワークを示す概略ブロック図である。
【図３ａ】通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図３ｂ】通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図３ｃ】通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図４】通信ネットワークの実施形態のフローチャートと信号スキームとの概略組み合わ
せである。
【図５】第１のユーザ装置における方法の実施形態を表すフローチャートである。
【図６】第１のユーザ装置の実施形態を表すフローチャートである。
【図７】ネットワークノードにおける方法の実施形態を表すフローチャートである。
【図８】ネットワークノードの実施形態を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本明細書における実施形態は、以下の非限定的説明に例示されることになる。
【００５２】
　図３ａ～図３ｃは、通信ネットワーク３００の実施形態を概略的に示す。通信ネットワ
ーク３００は、第１のユーザ装置３０２と第２のユーザ装置３０４とを備える。第１のユ
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ーザ装置３０２および第２のユーザ装置３０４の１つは、第１のＤ２Ｄ通信可能なユーザ
装置であり、第１のＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置は、本明細書において、時として第１の
Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置と呼ばれる。通信ネットワーク３００は、第３のユーザ装置３０
５をさらに備えてもよく、第３のユーザ装置３０５は、Ｄ２Ｄ通信可能である。
【００５３】
　図３ａにおいて、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、セルラユーザ装置であり、第３のユーザ装置３０５は、第２
のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である。第１のユーザ装置３０２と第３のユーザ装置３０５と
の間の矢線は、Ｄ２Ｄ通信リンクが、それらの間に存在してもよいことを概略的に示す。
【００５４】
　図３ｂにおいて、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置であり、第３のユーザ装置３
０５は、第３のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である。この例において、Ｄ２Ｄ通信リンクは、
第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の間に存在してもよい。
【００５５】
　図３ｃにおいて、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、第２のユーザ
装置３０４は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置であり、第３のユーザ装置３０４は、第２
のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である。第２のユーザ装置３０４と第３のユーザ装置３０５と
の間の矢線は、Ｄ２Ｄ通信リンクが、それらの間に存在してもよいことを概略的に示す。
【００５６】
　ユーザ装置３０２、３０４、３０５は、例えば、モバイル端末または無線ターミナル、
携帯電話、例えばラップトップなどのコンピュータ、例えばｉＰａｄ（商標）などのタブ
レットＰＣ、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、またはセルラ通信ネット
ワーク内の無線リンクを通じて通信することが可能な他の無線ネットワークユニットであ
ってもよい。ユーザ装置３０２、３０４、３０５は、３ＧＰＰネットワーク内と非３ＧＰ
Ｐネットワーク内の双方で使用するようにさらに構成されてもよい。
【００５７】
　通信ネットワーク３００は、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の１つ以上を
サーブする無線ネットワークノード３０６をさらに備える。無線ネットワークノード３０
６は、セル３０８を形成する少なくとも１つの地理的エリア上の無線カバレッジを提供す
る。第１および第２のユーザ装置３０２、３０４は、アップリンク（ＵＬ）送信において
無線ネットワークノード３０６に無線インタフェースを通じてデータを送信する。また、
無線ネットワークノード３０６は、ダウンリンク（ＤＬ）送信においてユーザ装置３０２
、３０４にデータを送信する。図示しない他のいくつかのユーザ装置が、それぞれのセル
３０８内にあってもよい。
【００５８】
　無線ネットワークノード３０６は、ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ノードＢまたはホームノー
ドＢ、ホームｅＮｏｄｅＢなどの基地局、無線ネットワークコントローラ、基地局制御装
置、アクセスポイント、中継ノード（固定式でも移動可能でもよい）、中継をサーブする
ドナーノード、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線基地局、マルチスタンダード無線（Ｍｕｌｔｉ－Ｓ
ｔａｎｄａｒｄ　Ｒａｄｉｏ（ＭＳＲ））基地局、またはセルラ通信システム内の第１お
よび第２のユーザ装置３０２、３０４をサーブすることが可能な他のネットワークユニッ
トであってもよい。
【００５９】
　本明細書におけるいくつかの実施形態において、上述のような旧式でセルラのユーザ装
置の制限にかかわらず、無線ネットワークノード３０６は、Ｄ２Ｄ通信可能な受信ユーザ
装置にて引き起こされる干渉に関する情報、またはＤ２Ｄ通信可能なセルラユーザ装置と
受信ユーザ装置との間の経路損失に関する情報を取得するように構成される。干渉に関す
る情報および／または経路損失に関する情報に基づいて、無線ネットワークノード３０６
は、下記で述べるように、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソースを割
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り当てることができる。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、通信ネットワーク３００は、例えば、オペレーション支
援システム（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＯＳＳ））ノード
、オペレーションおよびメンテナンス（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａ
ｎｃｅ（Ｏ＆Ｍ））ノード、自己組織ネットワーク（Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＳＯＮ））ノード、運転テスト最小化（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ（ＭＤＴ））ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク
管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、測位ノードなどの、ネットワ
ークノード３１０をさらに備える。
【００６１】
　ネットワークノード３１０は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管
理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、１つ以
上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
【００６２】
　本明細書における実施形態は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソー
ス割り当てに関する。特に、本明細書における実施形態は、第２のユーザ装置３０４によ
ってアップリンク内に送信された参照信号に関する測定を実行し、且つ無線ネットワーク
ノード３０６に測定の結果を送信するように構成された第１のユーザ装置３０２に関する
。第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ通信可
能なユーザ装置である。本明細書における実施形態は、また、受信された測定結果に基づ
いてＤ２Ｄ通信のためのリソースを割り当てるように構成された無線ネットワークノード
３０６に関する。
【００６３】
　この説明において、Ｄ２Ｄペアが通信のためのＵＬセルリソース、すなわち周波数分割
二重通信（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ（ＦＤＤ））ま
たは半二重通信（Ｈａｌｆ　Ｄｕｐｌｅｘ（ＨＤ））－ＦＤＤにおけるＵＬスペクトラム
、時分割二重通信（Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ　（ＴＤＤ））内
のＵＬサブフレームなどを用いることが想定されるだろう。但し、本説明が、ＵＬリソー
スがＤ２Ｄ通信のために用いられるケースに限定されないものの、ＤＬリソースがＤ２Ｄ
通信のために用いられるケースにも有効であることは、理解されるべきである。
【００６４】
　旧式でセルラのユーザ装置から送信されたＵＬ信号と、旧式でセルラのユーザ装置によ
って用いられるＰＲＢとに関する測定を実行するようにＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置を構
成することによって、および無線ネットワークノードに測定結果を提供するようにＤ２Ｄ
通信可能なユーザ装置を構成することによって、無線ネットワークノードは、Ｄ２Ｄ通信
のためのリソース割り当てのために必要とされる干渉に関する情報および／または経路損
失に関する情報を取得するように構成される。
【００６５】
　Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装置が、また、セルラで旧式のユーザ装置からのＤＬ信号に関
する測定を実行するように構成され、無線ネットワークノードに測定結果を提供するよう
に構成されてもよいことは、理解されるべきである。したがって、無線ネットワークノー
ドは、Ｄ２Ｄリンクの管理と、Ｄ２Ｄ通信層およびセルラ通信層の共存とのために、測定
結果が効果的に用いられるように、ＤＬおよびＵＬ測定結果を適切に取り扱う必要がある
。
【００６６】
　図４は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソースを割り当てるための
フローチャートと信号スキームとの概略組み合わせである。
【００６７】
　通信ネットワーク３００は、通信ネットワーク３００内に備えられた第２のユーザ装置
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３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行するように構成された第１のユー
ザ装置３０２を備える。第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の１つは、第１のＤ
２Ｄ通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク３００は、第１および第２
のユーザ装置３０２、３０４をサーブするように構成された無線ネットワークノード３０
６を備える。
【００６８】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソースを割り当てることための動作
は、ここで、図４に関連して記述されることになる。以下に明示される順序で動作を実行
する必要はないが、任意の適切な順序を採用してもよい。さらに、動作を組み合わせても
よい。
【００６９】
　動作４００
　第１のユーザ装置３０２は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース
割り当てを支援するために第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する
測定を実行することができることをレポートしてもよい。Ｄ２Ｄ通信が通信ネットワーク
３００内で用いられるときに、すべての第１のユーザ装置３０２がこのような測定を実行
することができるとは限らないので、これが実行されてもよい。これは、動作５００に関
連してさらに詳細に以下に記述されることになる。
【００７０】
　動作４０１
　第２のユーザ装置３０４を構成するために、無線ネットワークノード３０６は、第２の
ユーザ装置３０４に構成情報を送信する。
【００７１】
　構成情報は、無線ネットワークノード３０６に対して参照信号を生成し送信する第２の
ユーザ装置３０４に必要な情報を備えてもよい。したがって、構成情報は、タイミング情
報、サブキャリア情報、用いられる変調シンボルに関する情報、例えばＺａｄｏｆｆ－Ｃ
ｈｕシーケンスおよび／または用いる送信電力に関する情報などを備えてもよい。
【００７２】
　構成情報は、例えば一定期間を通じて参照信号を送信するように、例えば、スペクトラ
ムの帯域幅の一部または全部を通じて、すなわち、単一または複数のＰＲＢを通じて、参
照信号を送信するように、第２のユーザ装置３０４を構成してもよい。
【００７３】
　本明細書において用いられる用語「参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（Ｒ
Ｓ））」は、プライマリ同期信号（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　
Ｓｉｇｎａｌ（ＰＳＳ））、セカンダリ同期信号（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ（ＳＳＳ））、サウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉ
ｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＳＲＳ））、復調参照信号（ＤｅＭｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＤＭＲＳ））、任意のパイロット信号
、または既定の信号を表す。
【００７４】
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４に構成情報を送信するため
に、ブロードキャストパラメータまたはユーザ装置特定信号方式（例えば、無線リソース
制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ））信号方式などの上位
層信号方式）を用いてもよい。それによって、無線ネットワークノード３０６は、例えば
、ＲＳによってＵＬチャネルサウンディングのパラメータを構成してもよい。ＲＳパラメ
ータは、ＲＳ帯域幅、ＲＳの期間および周期性、サブフレーム内部のＲＳ位置、Ｚａｄｏ
ｆｆ－Ｃｈｕシーケンスのための循環シフト（例えばルートパラメータ）、および／また
はＲＳのためのホッピングシーケンス情報を備えてもよいが、但し、限定はされない。
【００７５】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４がＵＬ構成情報を
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用いて、１つ以上の参照信号を送信するべき時限を示してもよい。時限は、開始時点と終
了時点、または開始時点と送信の期間との組み合わせとして表現されてもよい。第２のユ
ーザ装置３０４は、既定のルール上に基づいてＵＬ送信時限を導き出してもよい。例えば
、ＵＬ送信を開始する時点は、ＤＬフレームタイミングの機能、例えば、システムフレー
ム番号、およびオフセットであってもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、第２のユーザ装置３０４がスケジューリングされるとき
に、無線ネットワークノード３０６は、ＤＭＲＳの１つ以上のパラメータを構成する。例
えば、ＤＭＲＳシーケンスの長さは、物理アップリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ（ＰＵＳＣＨ））送信のために第２のユ
ーザ装置３０４に対して割り当てられたサブキャリアの数に依存してもよい。
【００７７】
　さらに、第２のユーザ装置３０４の送信構成の１つ以上は、既定の構成であってもよい
し、または、デフォルトの構成であってもよい。そのような場合、無線ネットワークノー
ド３０６によってなされた第２のユーザ装置３０４の構成は、ある時点で既定の構成また
はデフォルトの構成の１つを開始するための、無線ネットワークノード３０６から第２の
ユーザ装置３０４へのリクエストであってもよい。送信のための開始時点は、既定の開始
時点であってもよいし、または、無線ネットワークノード３０６によって構成可能な開始
時点であってもよい。
【００７８】
　動作４０２
　第２のユーザ装置３０４が生成する参照信号に関する認識を第１のユーザ装置３０２に
持たせるために、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４のための構
成情報を第１のユーザ装置３０２に送信する。
【００７９】
　セル３０８内の第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の数が、低値（例えば１０
未満のユーザ装置）である場合、無線ネットワークノード３０６は、専用の信号方式によ
って第２のユーザ装置３０４のための構成情報を第１のユーザ装置３０２に送信してもよ
い。例えば、構成情報は「モード選択」信号方式の一部として送信されてもよい。「モー
ド選択」信号方式は周知であるので、ここでは詳細には記述されないことになる。
【００８０】
　セル３０８内の第１および第２のユーザ装置３０２および３０４の数が、高値（例えば
１０を超えるユーザ装置）である場合、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ
装置３０４のための構成情報のことを第１のユーザ装置３０２に知らせるためにブロード
キャスト信号方式またはマルチキャスト信号方式を用いてもよい。Ｄ２Ｄモード選択が何
百ミリ秒もの時間規模上にあるので、構成パラメータのブロードキャスティングも、また
、その時間規模上（例えば１００ミリ秒）にあってもよい。
【００８１】
　参照信号の送信電力密度（Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｎｓｉｔｙ（ＰＤ））は、ＰＵＳＣＨのた
めに割り当てられたＰＤと同一である。したがって、経路損失推定または経路利得推定の
ために、送信電力は、構成情報の一部として、無線ネットワークノード３０６によって、
第１のユーザ装置３０２に認識されることになる。
【００８２】
　動作４０３
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４のためのタイミングアドバ
ンス情報を第１のユーザ装置３０２にさらに送信してもよい。第２のユーザ装置３０４の
ためのタイミングアドバンス情報の受信によって、第１のユーザ装置３０２は、第２のユ
ーザ装置３０４によって送信された１つ以上の参照信号を取得および／またはロックオン
してもよい。送信タイミングアドバンス情報は、第２のユーザ装置３０４のタイミングア
ドバンス（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ（ＴＡ））を備えてもよい。例えば、第２のユ
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ーザ装置３０４のＵＬフレームタイミングを認識することによって、第１のユーザ装置３
０２は、参照信号に関する測定を実行するために参照信号を通じて直ちに相関し始めても
よい。
【００８３】
　さらに、第２のユーザ装置３０４において適用されるタイミングアドバンスは、異なる
ユーザ装置間の伝搬遅延差を打ち消すことを支援する。さらに、第２のユーザ装置３０４
において適用されるタイミングアドバンスは、タイミングアラインメントを決定するため
に用いられてもよい。タイミングアラインメントは、異なるユーザ装置３０２、３０４間
のＵＬ直交性を維持するために必要である。
【００８４】
　代替的に、このようなタイミングアドバンス情報が第１のユーザ装置３０２に提供され
ない場合、第１のユーザ装置３０２は、２つのオプションを有していてもよい。１つのオ
プションは、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の送信タイミングが同一である
と想定することである。これは、既定のルールによるものであってもよいし、または無線
ネットワークノード３０６によって明示的に示されてもよい。別のオプションは、動作４
０５に記載されるように、既知信号（例えば参照信号）を通じて相関することによって、
第２のユーザ装置３０４に第１のユーザ装置３０２を同期させることであってもよい。
【００８５】
　動作４０４
　無線ネットワークノード３０６は、特定の測定を実行するように第１のユーザ装置３０
２にリクエストしてもよい。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、第１のユーザ装置３
０２（例えばＤ２Ｄペア内の第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置）に、第２のユーザ装置３０
４（例えばセルラユーザ装置）によって送信されたＵＬ参照信号に関して行われる測定の
タイプを明示的に示す。例えば、リクエストされる測定は、参照信号の強度（例えば、Ｒ
ＳＲＰに類似する）、参照信号の品質（例えば、ＲＳＲＱに類似する）、経路損失、およ
び／またはＵＬチャネル状態情報（例えば、チャネル状態情報（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａ
ｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＣＳＩ））に類似する）などの測定であってもよい。無
線ネットワークノード３０６は、また、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置３０２によって用
いられる付加的な測定構成パラメータを提供してもよい。このような構成パラメータは、
例えば、動作４０８の下でさらに詳細に以下に記述されることになる、周期型、イベント
トリガ型、イベントトリガ周期型、測定周期型、上位層フィルタリングパラメータおよび
／または上位層フィルタリング係数などのレポート機構を含んでもよい。測定構成パラメ
ータが既定のものであってもよいことは理解されるべきである。
【００８７】
　動作４０５
　第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４に同期してもよい。
【００８８】
　先に述べたように、タイミングアドバンス情報が提供されない場合、第１のユーザ装置
３０２（例えば２Ｄ通信可能な受信ユーザ装置３０２）は、既知信号（例えば参照信号、
パイロット信号、サウンディング参照信号など）を通じて相関することによって、第２の
ユーザ装置３０４に（例えばセルラユーザ装置に）同期してもよい。第１のユーザ装置３
０２（例えば第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が第２のユーザ装置３０４（例えばセルラ
ユーザ装置）の同期を達成するのを支援する既知信号は、第２のユーザ装置３０４によっ
て一定間隔で送信されてもよい。
【００８９】
　ユーザ装置とユーザ装置との間の同期（例えば第２のユーザ装置３０４と第１のユーザ
装置３０２との間の同期）によって、時刻（例えばシンボル）同期と周波数同期との双方
が意図される。時刻同期は、２つのユーザ装置が送信されたシンボル（例えばＯＦＤＭシ
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ンボル）がスタートする正確な時刻を決定することができることを意味する。言いかえれ
ば、２つのユーザ装置は、共通クロックおよび０時点の概念に依存してもよい。周波数同
期は、２つのユーザ装置が同一のキャリア周波数およびサブキャリア周波数を用いること
を意味する。すなわち、２つのＵＥの間のあらゆるキャリア周波数オフセットが除外され
る。時刻同期と周波数同期との組み合わせは、２つのユーザ装置が同じ時刻周波数概念を
用い、それによって、２つのユーザ装置は、ＰＲＢの同一概念を用いることを意味する。
【００９０】
　例えば３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて、ｅＮＢとユーザ装置との間のＤＬ同期は、
１つ以上の既定の複合シーケンス（例えばＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンス）を用いた既
定の（プライマリおよびセカンダリ）同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨおよびＳ－ＳＣＨ）を用
いることによって得られる。ユーザ装置は、そのクロックを同期させ、且つその周波数オ
フセットを除外するために、１つ以上の既定の複合シーケンスを取り込んで同期してもよ
い。
【００９１】
　動作４０６
　第２のユーザ装置３０４は、受信された構成情報にしたがって１つ以上の参照信号を送
信する。１つ以上の参照信号は、無線ネットワークノード３０６に対してＵＬにおいて送
信されてもよい。
【００９２】
　動作４０７
　第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６に対して第２のユーザ装置
３０４によって送信された１つ以上の参照信号に関する測定を実行する。
【００９３】
　受信された構成情報および可能な場合はタイミングアドバンス情報により（動作４０２
、４０３を参照）、第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信さ
れた参照信号に関する測定を実行してもよい。第１のユーザ装置３０２によって実行され
た測定は、周波数選別スケジューリングを実現するために無線ネットワークノード３０６
によって実行された測定に対応してもよい。
【００９４】
　ＬＴＥにおいて、無線ネットワークノード３０６によって実行された測定に対応するの
は、データを送信するためには用いられないＰＲＢを含む、ＵＬに関するチャネル品質の
推定を可能にするために、事前に構成された既知のパラメータとともに送信された参照信
号に関する測定である。測定の目的は、ＵＬ周波数スケジューリングをサポートすること
であってもよい。無線ネットワークノード３０６は、また、取得したチャネル品質推定を
、最近スケジューリングされていないユーザ装置のための向上するＵＬ電源制御または初
期の変調・符号化方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ（
ＭＣＳ））選択、またはデータ伝送のための初期電源制御など、他の目的に用いてもよい
。
【００９５】
　動作４０８
　第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６に測定結果をレポートする
。これは従来のＵＬ信号方式によって実行されてもよい。例えば、第１のユーザ装置３０
２は、ＲＲＣなどの信号プロトコルを用いる、またはメディアアクセス制御（Ｍｅｄｉｕ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ））プロトコル・データ・ユニット（Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ（ＰＤＵ））内の無線ネットワークノード３０６に、結
果をレポートしてもよい。さらに、第１のユーザ装置３０２は、周期型、イベントトリガ
型、イベントトリガ周期型などの既存の機構を用いて、結果をレポートしてもよい。無線
ネットワークノード３０６は、特定の機構を用いて結果をレポートするように第１のユー
ザ装置３０２を構成してもよい。無線ネットワークノード３０６は、また、構成可能なパ
ラメータ（例えば、上位層フィルタリングパラメータ、レポート閾値）、測定が実行され



(23) JP 5855280 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

る測定帯域幅などを用いることによって結果をレポートするように第１のユーザ装置３０
２を構成してもよい。
【００９６】
　Ｄ２Ｄ通信を支援するために、第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３
０６と同様に機能してもよいが、強力な干渉物である第２のセルラユーザ装置３０４のみ
をレポートする必要がある。第２のユーザ装置３０４から受信される参照信号に基づいて
、第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６に対してレポートされる、
最も強力なｎ個の第２のユーザ装置３０４を選択してもよい。ここで、ｎは整数（例えば
ｎ＝３）である。
【００９７】
　測定および測定結果のレポートは、既定のルール、または無線ネットワークノード３０
６によって行われた構成に基づいてもよい。
【００９８】
　第１のユーザ装置３０２は、最も強力な干渉物であるｎ個の第２のユーザ装置３０４か
らの測定結果を備える表を提供することによって、無線ネットワークノード３０６に対し
て測定結果を提供してもよい。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、測定結果に関する詳細を伴
わずに、無線ネットワークノード３０６に対して最も強力に干渉するｎ個の第２のユーザ
装置３０４の同一性のみのリストを提供することによって、無線ネットワークノード３０
６に対して測定結果を提供してもよく、それによって信号のオーバヘッドは減少され得る
。
【０１００】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、受信信号レベル（例えば参照信号の強度、参照信
号品質、または経路など）が閾値より上である第２のユーザ装置３０４に対してＫ個の第
２のユーザ装置３０４のリストを提供してもよい。閾値は、無線ネットワークノード３０
６によって構成可能であってもよいし、または、既定の閾値であってもよい。閾値は、無
線ネットワークノード３０６内に備えられた、または無線ネットワークノード３０６に接
続された、メモリ内に保存されてもよい。
【０１０１】
　第１のユーザ装置３０２から無線ネットワークノード３０６への結果のレポートは、イ
ベントトリガ型、周期型、またはイベントトリガ周期型であってもよい。例えば、第１の
ユーザ装置３０２は、参照信号に関する測定の完了によって結果をレポートすることを実
行するように作動させてもよい。さらに、第１のユーザ装置３０２は、周期的に、例えば
所定の時点で、結果をレポートしてもよい。さらに、第１のユーザ装置３０２は、例えば
、測定の結果が事前構成された閾値を越えたときにレポートする、イベントトリガ型であ
ってもよい。
【０１０２】
　さらに、結果レポートは、無線ネットワークノード３０６によってリクエストされる通
りに、ＵＬ帯域幅全体に対して、またはリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃ
ｋｓ（ＲＢ））の各々のグループに対して別々に（例えばグループごとに１つ以上のＲＢ
）、実行されてもよい。
【０１０３】
　動作４０９
　無線ネットワークノード３０６は、受信された測定結果に基づいてＤ２Ｄ通信のための
リソース割り当てを制御する。
【０１０４】
　無線ネットワークノード３０６に関しては、第１のユーザ装置３０２からの測定結果は
、モード選択にとって、ならびにスケジューリングおよびリソース割り当てにとって、重
要かもしれない。
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【０１０５】
　Ｄ２Ｄ通信のための候補であるユーザ装置３０２、３０４のモード選択の場合には、無
線ネットワークノード３０６は、セルラ層によって引き起こされる干渉が高すぎる場合（
例えば過度の「遠近効果」）、Ｄ２Ｄ通信のための候補であるユーザ装置３０２、３０４
のためにＤ２Ｄモードを選択しないことを決定してもよい。
【０１０６】
　スケジューリングおよびリソース割り当ての場合には、無線ネットワークノード３０６
は、受信される測定結果に基づいて、測定結果が高すぎる干渉レベルを示すＤ２Ｄペア内
のセルラユーザ装置またはＤ２Ｄ可能なユーザ装置のいずれかのスケジュールを変更して
もよい。
【０１０７】
　したがって、無線ネットワークノード３０６は、受信される測定結果を、Ｄ２Ｄ通信と
、Ｄ２Ｄとセルラ層との共存とを制御する複数の目的のために用いてもよい。測定結果の
受信によって、無線ネットワークノード３０６は、セルラユーザ装置から、ＰＲＢに関し
て、Ｄ２Ｄ　Ｒｘノードが高い干渉の影響を受ける情報を有することになる。それによっ
て、無線ネットワークノード３０６は、様々なＤ２Ｄ管理タスクを実行してもよい。
【０１０８】
　Ｄ２Ｄ管理タスクのいくつかの例は、以下に与えられる。
【０１０９】
　無線ネットワークノード３０６は、Ｄ２Ｄトラフィックおよびセルラトラフィックの周
波数および時刻領域スケジューリングを実行してもよい。
【０１１０】
　無線ネットワークノード３０６は、特定のＤ２Ｄペアに向かう干渉を回避するために、
アップリンク伝送（例えばセルラ通信のビームフォーミング）のためのアンテナモード選
択を実行してもよい。
【０１１１】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、トランスポートフォーマットの適応を実行
してもよい。例えば、Ｄ２Ｄペアに向けてセルラユーザ装置から強力な干渉があった場合
、無線ネットワークノード３０６は、セルラユーザ装置のために、さらに堅牢なトランス
ポートフォーマット（例えば低次変調および／または低い符号率）を選択してもよい。そ
れによって、セルラユーザ装置の送信電力は減少され、Ｄ２Ｄペアの受信ユーザ装置に対
して、さらに弱い干渉を引き起こす。
【０１１２】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、ＵＬセルラ送信およ
びＤ２Ｄ送信の電源制御を実行してもよい。例えば、無線ネットワークノード３０６は、
Ｄ２Ｄペアに向けてセルラユーザ装置から強力な干渉があった場合に、ユーザ装置送信電
力オフセットに関連する１つ以上のパラメータを調節してもよい。
【０１１３】
　無線ネットワークノード３０６は、干渉回避のためにセル変更をさらに実行してもよい
。例えば、無線ネットワークノード３０６は、例えばセルラユーザ装置が複数のＤ２Ｄペ
アに近接する場合、Ｄ２Ｄペアに向けた低干渉に対して、例えば、セルラユーザ装置の能
力に依存する周波数間ハンドオーバまたはＲＡＴ間ハンドオーバによって、セルラユーザ
装置のサービングキャリアを変更してもよい。
【０１１４】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、ネットワーク計画および管理タスクを実行
してもよい。例えば、無線ネットワークノード３０６は、セル内の長期的な干渉管理のた
めに、Ｄ２Ｄユーザ装置から得られた測定結果を用いてもよい。別の例において、無線ネ
ットワークノード３０６は、Ｄ２Ｄユーザ装置から得られた測定結果を、別の無線ネット
ワークノード３０６または他のネットワークノード３１０に示してもよい。先に述べたよ
うに、他のネットワークノード３１０は、ＯＳＳノード、ＳＯＮノード、ＭＤＴ、Ｏ＆Ｍ
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ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、
基幹回線網ノード、測位ノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであっても
よい。ネットワークノード３１０は、ネットワーク計画および管理のために測定結果を用
いてもよい。例えば、他のネットワークノード３１０は、セルのリソースを与えられて共
存することができるセルラユーザ装置およびＤ２Ｄペアの数を決定してもよい。さらに、
ネットワークノード３１０は、干渉を軽減するために、および／またはさらに多くの共存
セルラユーザ装置およびＤ２Ｄ可能なユーザ装置を収容するために、例えばセル帯域幅ま
たはアンテナモードなどのシステムパラメータを調整または調節または推奨してもよい。
【０１１５】
　本明細書における実施形態による方法は、第１のユーザ装置３０２の観点から見て、こ
こで記述されることになる。
【０１１６】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するために、
第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行するための、第
１のユーザ装置３０２内の方法は、ここでは、図５に関連して記述されることになる。
【０１１７】
　前述のように、通信ネットワーク３００は、第１のユーザ装置３０２および第２のユー
ザ装置３０４を備える。第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の少なくとも１つは
、第１のＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク３００は、第１
および第２のユーザ装置３０２、３０４をサーブするように構成された無線ネットワーク
ノード３０６を備える。
【０１１８】
　以下に述べられる順序で動作を実行する必要はないが、任意の適切な順序を採用しても
よい。さらに、動作を組み合わせてもよい。
【０１１９】
　動作５００
　第１のユーザ装置３０２は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース
割り当てを支援するために第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号の測定を
実行することができることをレポートしてもよい。第１のユーザ装置３０２は、無線ネッ
トワークノード３０６に能力情報をレポートしてもよい。但し、第１のユーザ装置３０２
は、ＬＴＥ内の基幹回線網ノード（例えばモビリティ管理エンティティ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ（ＭＭＥ）））などの他のネットワークノード
に対して、またはＬＴＥ内の測位ノード（例えば発展型サービング・モバイル・ロケーシ
ョン・センタ）（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｃｅｎｔｒｅ（Ｅ－ＳＭＬＣ））に対して、能力情報をレポートしてもよい。任意の上記
ネットワークノードに対する能力情報の信号方式は、ＲＲＣ、ＭＡＣ、ＬＴＥ測位プロト
コル（ＬＴＥ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＬＰＰ））などの任意の適
切なプロトコルを用いて行われてもよい。
【０１２０】
　Ｄ２Ｄ通信が通信ネットワーク３００内に用いられるときに、すべての第１のユーザ装
置３０２が参照信号に関するこのような測定を実行することができるとは限らないので、
能力情報のレポートが実行されてもよい。例えば、すべての第１のユーザ装置３０２は、
通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するために第２
のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行することができると
は限らない。より具体的には、すべてのＤ２Ｄ可能なユーザ装置は、第２のユーザ装置３
０４によって送信された参照信号に関する測定を実行することができるとは限らなく、第
２のユーザ装置３０４は、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置またはセルラユーザ装置であり得る。
同様に、すべてのセルラユーザ装置は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照
信号に関する測定を実行することができるとは限らず、第２のユーザ装置３０４は、Ｄ２
Ｄ可能なユーザ装置またはセルラユーザ装置であり得る。
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【０１２１】
　第１のユーザ装置３０２は、また、Ｄ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するた
めに特定のタイプの測定を実行することができてもよい。例えば、第１のユーザ装置３０
２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する経路損失測定のみを
実行することができることを示してもよい。１つの測定のみ（例えば経路損失測定）を実
行するこのような第１のユーザ装置３０２は、より単純な実装およびより少ない処理能力
しか必要としないことになる。別の例において、第１のユーザ装置３０２は、第２のユー
ザ装置３０４によって送信された参照信号に関する信号強度および信号品質の測定のみを
実行することができることを示してもよい。さらに別の例において、第１のユーザ装置３
０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する経路損失、信号強
度、および信号品質の測定を実行することができることを示してもよい。さらに別の例に
おいて、第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された特定の
タイプの参照信号（例えばＳＲＳ）に関する経路損失、信号強度、および信号品質の測定
を実行することができることを示してもよい。
【０１２２】
　不必要な信号を回避するために、通信ネットワーク３００（例えば無線ネットワークノ
ード３０６）は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支
援するために、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行
することができる場合にのみ、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置を含む一部の測定を実行すること
を第１のユーザ装置３０２にリクエストすることになる。
【０１２３】
　したがって、第１のユーザ装置３０２は、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のた
めのリソース割り当てを支援するために第２のユーザ装置３０４によって送信された参照
信号の測定を実行することができることを、無線ネットワークノード３０６に対してレポ
ートしてもよい。レポートされた能力情報は、第２のユーザ装置３０４によって送信され
た参照信号に関する測定を、第１のユーザ装置３０２が実行することができることを示し
てもよく、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の少なくとも１つは、第１のＤ２
Ｄ可能なユーザ装置である。
【０１２４】
　例えば、基本的な能力情報は第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関
する、あるタイプの測定、例えば信号強度、信号品質、などに関する測定を、第１のユー
ザ装置３０２が実行することができることを示してもよい。
【０１２５】
　能力情報は、また（以下に例示されることになるような）追加的な能力情報または関連
するパラメータを備えてもよい。追加的な能力情報は、第１のユーザ装置３０２によって
実行されてもよいＤ２Ｄを含む測定の数の点から制限事項を示してもよい。制限事項は、
測定が並行に行われてもよい第２のユーザ装置３０４の数の点から表現されてもよい。制
限事項は、また、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を第
１のユーザ装置３０２が実行してもよい最大測定帯域幅（例えば５ＭＨｚ）の点から表現
されてもよい。これらの制限事項は、また、既定のものであってもよい。能力情報のいく
つかの例は、ここで与えられる。
【０１２６】
　能力情報は、セルラユーザ装置のみによって送信された参照信号に関する測定を、第１
のユーザ装置３０２（例えばＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が実行することができるという表
示を備えてもよい。
【０１２７】
　さらに、能力情報は、別のＤ２Ｄ可能なユーザ装置のみに関する測定を、第１のユーザ
装置３０２（例えばＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が実行することができるという表示を備え
てもよい。
【０１２８】
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　能力情報は、別のＤ２Ｄ可能なユーザ装置によって送信される参照信号に加えて、セル
ラユーザ装置によって送信される参照信号に関する測定を、第１のユーザ装置３０２（例
えばＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が実行することが可能であるという表示をさらに備えても
よい。
【０１２９】
　さらに、能力情報は、別のＤ２Ｄ可能なユーザ装置によって送信される参照信号に加え
て、セルラユーザ装置によって送信される参照信号に関する測定を、第１のユーザ装置３
０２（例えばＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が実行することが可能であるという表示を備えて
もよいが、これは第１のユーザ装置３０２がデータを受信および／または送信していない
場合となる。これは、第２のユーザ装置３０４によって送信された信号に関する測定の実
行と並行して行われるデータの受信および／または送信は、第１のユーザ装置３０２内に
さらに複雑な構成を含むからである。
【０１３０】
　能力情報は、別のＤ２Ｄ可能なユーザ装置によって送信される参照信号に加えて、セル
ラユーザ装置によって送信される参照信号に関する合計Ｎ回の測定を、第１のユーザ装置
３０２（例えばＤ２Ｄ可能なユーザ装置）が実行することが可能であるという表示をさら
に備えてもよい。ここで、Ｎは、１～６の間の整数であり、Ｎ回の測定は、セルラユーザ
装置上で、およびＤ２Ｄ可能なユーザ装置上で実行された測定の間に分配されてもよい。
【０１３１】
　さらに、能力情報は、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置によって送信された参照信号に関する測
定を、第１のユーザ装置３０２（例えばセルラユーザ装置）が実行することができるとい
う表示を備えてもよい。
【０１３２】
　能力情報は、第１のユーザ装置３０２が特定のタイプのキャリアアグリゲーション（Ｃ
Ａ）モード内（例えば帯域間ＣＡ内）で動作しているときに、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置ま
たはセルラユーザ装置によって送信された参照信号に関する測定を、第１のユーザ装置３
０２が実行することができるという表示をさらに備えてもよい。これは、このような第１
のユーザ装置３０２は、２つの独立した受信器チェーンを有するからであり、第１の受信
器チェーンは、データ通信のために用いられてもよく、第２の受信器チェーンは、測定の
ために用いられてもよい。
【０１３３】
　第１のユーザ装置３０２は、例えば無線ネットワークノード３０６から、何らかの明示
的リクエストを受信せずに、能力情報を率先的にレポートしてもよい。率先的なレポート
の場合、第１のユーザ装置３０２は、例えば、ＲＲＣ接続を確立するとき、またはセル変
更の間（例えばハンドオーバ）、ＣＡの場合でのプライマリセルの変更、ＣＡの場合での
プライマリＣＣの変更、ＲＲＣ再確立、および／またはリダイレクトなどによりＲＲＣコ
ネクション解放などの初期設定または呼設定の間に、その測定能力をレポートしてもよい
。
【０１３４】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、例えば無線ネットワークノード３０６から明示的
リクエストを受信した際に能力情報をレポートしてもよい。
【０１３５】
　動作５０１
　第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６から構成情報を受信し、構
成情報は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する。
【０１３６】
　動作４０２に関して記載されるように、構成情報の受信によって、第１のユーザ装置３
０２は、第２のユーザ装置３０４から送られてくる参照信号に関する、および第１のユー
ザ装置３０２が測定を実行する参照信号に関する認識を得ることになる。
【０１３７】
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　動作５０２
　第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６からタイミングアドバンス
情報を受信してもよい。
【０１３８】
　動作４０３に関して記載されるように、タイミングアドバンス情報を受信することによ
って、第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された１つ以上
の参照信号を取得および／またはロックオンしてもよい。
【０１３９】
　動作５０３
　第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号を通
じて相関することによって、第２のユーザ装置３０４に同期してもよい。これは、上記の
動作４０５に関連して記載されたので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０１４０】
　動作４０３に関して記載されるように、第２のユーザ装置３０４に同期することによっ
て、第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された１つ以上の
参照信号を取得および／またはロックオンしてもよい。
【０１４１】
　この動作は、前述の動作４０５に関連する。
【０１４２】
　動作５０４
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装
置であり、第２のユーザ装置３０４は、セルラユーザ装置である（図３ａ参照）。このよ
うな実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６のア
ップリンクリソース上の第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置３０５と通信してもよい。Ｄ２Ｄ
ペアは、ＴＤＤ内のＵＬセルラリソース／周波数およびタイムスロット上で通信する。
【０１４３】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装
置であり、第２のユーザ装置３０４は、第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である（図３ｂ参
照）。このような実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノー
ド３０６によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で第２の
Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置３０４と通信してもよい。
【０１４４】
　動作５０５
　第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関
する測定を実行する。測定は、受信される構成情報に基づく。
【０１４５】
　第１のユーザ装置３０２は、受信されるタイミングアドバンス情報に基づいて測定を実
行してもよい（動作５０２参照）。
【０１４６】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、Ｄ２Ｄ通信可能なユーザ装
置であり、第２のユーザ装置３０４は、セルラユーザ装置である（図３ａ参照）。このよ
うな実施形態において、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置は、セルラユーザ装置によって送信され
たアップリンク参照信号に関する測定を実行してもよい。
【０１４７】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ
装置であり、第２のユーザ装置３０４は、第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である（図３ｂ
参照）。このような実施形態において、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置３０２は、第２の
Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置３０４によって送信されたアップリンク参照信号に関する測定を
実行してもよい。
【０１４８】
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　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信するＤ２Ｄ可能なユーザ装置
である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、第１のユーザ装置３０２が測定を
実行する動作は、無線ネットワークノード３０６によって送信された参照信号に関する追
加的な測定を実行することをさらに備える。２つの測定を実行することによって、第１の
ユーザ装置３０２（すなわちセルラユーザ装置）は、無線ネットワークノード３０６とセ
ルラユーザ装置との間の経路損失に加えて、Ｄ２Ｄ可能なユーザ装置３０２と第２のユー
ザ装置３０４（すなわちセルラユーザ装置）との間の経路損失に関する測定結果をレポー
トしてもよい。これら２つの情報は、無線ネットワークノード３０６が、第１および第２
のユーザ装置３０２、３０４に対する、電力およびＰＲＢの割り当てを制御することを可
能にする。言いかえれば、２つの測定は、無線ネットワークノード３０６が、第１および
第２のユーザ装置３０２、３０４の幾何学的配置に関する認識を有することを可能にする
。
【０１４９】
　無線ネットワークノード３０６によって送信された参照信号に関する追加的測定は、第
２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定と同一のタイプであって
もよい。
【０１５０】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のユーザ装置３０２の
送信タイミングが第２のユーザ装置３０４の送信タイミングと等しいという想定に基づい
て、参照信号に関する測定を実行する。
【０１５１】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、周波数選択スケジューリングを実現するために第
２のユーザ装置３０４からの送信の複数の周波数チャネルに関する測定を実行してもよい
。
【０１５２】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、参照信号に関するチャネル品質推定を実行しても
よい。
【０１５３】
　いくつかの実施形態において、データを送信することには用いられないＰＲＢを決定す
るために、第１のユーザ装置３０２は、ＰＲＢに関する測定を実行する。
【０１５４】
　第１のユーザ装置３０２は、信号強度、信号品質、および／または経路損失に関する測
定をさらに実行してもよい。
【０１５５】
　この動作は、前述の動作４０６に関連する。
【０１５６】
　動作５０６
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、第１のユーザ装置３０２は
、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定の結果と、無線ネッ
トワークノード３０６によって送信された参照信号に関する追加的測定の結果とを比較す
る。
【０１５７】
　比較は、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４が同一のＰＲＢ上でスケジューリ
ングされれば、第２のユーザ装置３０４が第１のユーザ装置３０２に対して引き起こす干
渉がどのくらい強力なのかを、第１のユーザ装置３０２および無線ネットワークノード３
０６が認識することを可能にすることができる。したがって、追加的な測定およびレポー
トは、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４のそれぞれに対し、効率的な無線ネッ
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トワークオペレーションまたは無線リソース管理タスク（例えばスケジューリングおよび
電源制御）を、無線ネットワークノード３０６が活用することを可能にしてもよい。
【０１５８】
　動作５０７
　第１のユーザ装置３０２は、実行された測定の結果を、無線ネットワークノード３０６
にレポートする。
【０１５９】
　第１のユーザ装置３０２は、１つ以上の第２のユーザ装置３０４からの結果をレポート
してもよい。第２のユーザ装置３０４の送信が第１のユーザ装置３０２にて干渉を引き起
こす。
【０１６０】
　いくつかの実施形態において、例えば信号強度、信号品質、経路損失などの第２のユー
ザ装置３０４からの受信信号レベルが、閾値より上であるときに、第１のユーザ装置３０
２は、１つ以上の第２のユーザ装置３０４からの結果をレポートしてもよい。閾値は、無
線ネットワークノード３０６によって構成可能であってもよいし、または、既定の閾値で
あってもよい。
【０１６１】
　第１のユーザ装置３０２は、参照信号に関する測定の完了によって結果をレポートする
ことを実行するように作動させてもよい。さらに、第１のユーザ装置３０２は、周期的に
、例えば所定の時点または事前構成された時点で、結果をレポートしてもよい。さらに、
第１のユーザ装置３０２は、例えば、測定の結果が事前構成された閾値または既定の閾値
を超えたときをレポートするために、イベントトリガ型方式で結果をレポートしてもよい
。第１のユーザ装置３０２は、例えば、測定の結果が事前構成された閾値または既定の閾
値を超えるときの第１の結果をレポートし、その後、結果を周期的にレポートし続けるた
めに、イベントトリガ周期型方式で結果をさらにレポートしてもよい。
【０１６２】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、第１のユーザ装置３０２は
、無線ネットワークノード３０６に対して比較結果をさらにレポートする。ここで、Ｄ２
ＤペアがＤ２ＤリンクのためのＤＬリソース上で通信するので、比較結果は、セルラユー
ザ装置である第１のユーザ装置３０２およびＤ２ＤペアのためのＤＬリソースをスケジュ
ーリングする場合に無線ネットワークノード３０６にとって価値のある情報かもしれない
。無線ネットワークノード３０６は、したがって、所定のセットの無線リソースごとに第
１および第２のユーザ装置３０２、３０４それぞれの幾何学的配置または信号品質につい
て通知されてもよい。無線ネットワークノード３０６は、それぞれ、第１および第２のユ
ーザ装置３０２、３０４が同一の無線リソース（例えばＰＲＢ）を用いてもよいか否かを
、これによって判断することができる。例えば、第１および第２のユーザ装置３０２、３
０４が、同様の幾何学的配置を有するか、または同様の信号品質を所有する場合、無線ネ
ットワークノード３０６は、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４に対して、同一
の無線リソースを割り当てないようにしてもよい。
【０１６３】
　この動作は、前述の動作４０７に関連する。
【０１６４】
　第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行するための、
以上に記載された第１のユーザ装置３０２内の方法動作を実行するために、第１のユーザ
装置３０２は、図６に表される以下の配置を備える。前述のように、参照信号は、ＰＳＳ
、ＳＳＳ、ＳＲＳ、ＤＭＲＳ、任意のパイロット信号、または既定の信号であってもよい
。
【０１６５】
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　さらに、通信ネットワーク３００は、第１のユーザ装置３０２と、第２のユーザ装置３
０４とを備える。第１および第２のユーザ装置３０２、３０４の少なくとも１つは、第１
のＤ２Ｄ通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク３００は、第１および
第２のユーザ装置３０２、３０４をサーブするように構成された無線ネットワークノード
３０６を備える。
【０１６６】
　第１のユーザ装置３０２は、第１のユーザ装置３０２から、１つ以上の第２のユーザ装
置３０４に対して、および／または１つ以上の無線ネットワークノード３０６に対して、
信号および情報を送信するように構成されてもよい送信回路６００を備える。
【０１６７】
　第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワークノード３０６からの構成情報を受信する
ように構成されてもよい受信回路６０１を備える。構成情報は、第２のユーザ装置３０４
によって送信された参照信号に関する。
【０１６８】
　いくつかの実施形態において、受信回路６０１は、無線ネットワークノード３０６から
タイミングアドバンス情報を受信するように構成される。
【０１６９】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、能力情報をレポートするように構成された能力レ
ポート回路６０２を備えてもよい。能力レポート回路６０２は、無線ネットワークノード
３０６に対して能力情報をレポートするように構成されてもよい。
【０１７０】
　第１のユーザ装置３０２が、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である、いくつかの実施形
態において（図３ａおよび図３ｂ参照）、能力情報は、第２のユーザ装置３０４によって
送信された参照信号に関する少なくとも１つの測定を、第１のユーザ装置３０２が実行す
ることができることを示す。
【０１７１】
　第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、第２のユーザ装置３０４は、第
１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である場合（図３ｃ参照）、能力情報は、第２のユーザ装置
３０４によって送信された参照信号に関する少なくとも１つの測定を、第１のユーザ装置
３０２が実行することができることを示す。
【０１７２】
　いくつかの実施形態において、能力レポート回路６０２は、ＬＴＥ内の基幹回線網ノー
ド（例えばモビリティ管理エンティティ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅ
ｎｔｉｔｙ（ＭＭＥ）））などの他のネットワークノードに対して、またはＬＴＥ内の測
位ノード（例えば発展型サービング・モバイル・ロケーション・センタ）（Ｅｖｏｌｖｅ
ｄ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒｅ（Ｅ－ＳＭＬＣ）
）に対して、能力情報をレポートするように構成されてもよい。任意の上記ネットワーク
ノードに対する能力情報の信号方式は、ＲＲＣ、ＭＡＣ、ＬＴＥ測位プロトコル（ＬＴＥ
　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＬＰＰ））などの任意の適切なプロトコ
ルを用いて行われてもよい。
【０１７３】
　第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号を用
いて相関することによって、第２のユーザ装置３０４に同期するように構成された同期回
路６０３をさらに備えてもよい。
【０１７４】
　同期化回路６０３は、上記の動作４０５に関して記載されるように、ユーザ装置間の同
期（例えば、第１のユーザ装置３０２と第２のユーザ装置３０４との同期）を提供するよ
うに構成されてもよい。ユーザ装置間の同期は、時刻（例えばシンボル）同期と周波数同
期との双方を意味する。時刻同期は、２つのユーザ装置の各々の同期回路６０３が送信さ
れたシンボル（例えばＯＦＤＭシンボル）がスタートする正確な時刻を決定することがで
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きることを意味する。言いかえれば、２つのユーザ装置は、共通クロックおよび０時点の
概念に依存してもよい。周波数同期は、２つのユーザ装置が同一のキャリア周波数および
サブキャリア周波数を用いることを意味する。すなわち、２つのユーザ装置間のあらゆる
キャリア周波数オフセットが除外される。時刻同期と周波数同期との組み合わせは、２つ
のユーザ装置が同じ時刻周波数概念を用い、それによって、２つのユーザ装置は、同一の
ＰＲＢ概念を用いることを意味する。
【０１７５】
　前述のように、例えば３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて、ｅＮＢとユーザ装置との間
のＤＬ同期は、１つ以上の既定の複合シーケンス（例えばＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケン
ス）を用いた既定の（プライマリおよびセカンダリ）同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨおよびＳ
－ＳＣＨ）を用いることによって得られる。ユーザ装置は、そのクロックを同期させ、且
つその周波数オフセットを除外するために、１つ以上の既定の複合シーケンスを取り込ん
で同期してもよい。
【０１７６】
　第１のユーザ装置３０２は、通信回路６０４をさらに備えてもよい。
【０１７７】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ
装置であり、第２のユーザ装置３０４は、セルラユーザ装置である（図３ａ参照）。この
ような実施形態において、通信回路６０４は、無線ネットワークノード３０６のアップリ
ンクリソース上で第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置３０５と通信するように構成される。Ｄ
２Ｄペアは、ＴＤＤ内のＵＬセルラリソース、周波数、およびタイムスロット上で通信す
る。
【０１７８】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ
装置であり、第２のユーザ装置３０４は、第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である（図３ｂ
参照）。このような実施形態において、通信回路６０４は、無線ネットワークノード３０
６によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で第２のユーザ
装置３０４と通信するように構成される。
【０１７９】
　第１のユーザ装置３０２は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関
する測定を実行するように構成された実行回路６０５をさらに備える。第１のユーザ装置
３０２は、受信される構成情報に基づいて測定を実行する。
【０１８０】
　いくつかの実施形態において、実行回路６０５は、受信されたタイミングアドバンス情
報に基づいて測定を実行するように構成される。
【０１８１】
さらに、実行回路６０５は、第１のユーザ装置３０２の送信タイミングが第２のユーザ装
置３０４の送信タイミングと等しいという想定に基づいて、参照信号に関する測定を実行
するように構成される。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、実行回路６０５は、周波数選択スケジューリングを実現
するために第２のユーザ装置３０４からの送信に関する複数の周波数チャネルと、参照信
号に関するチャネル品質推定と、データを送信するために用いられないＰＲＢを決定する
ためにＰＲＢと、信号強度、信号品質、および／または経路損失とに関する測定を実行す
るようにさらに構成される
【０１８３】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ
装置であり、第２のユーザ装置３０４は、セルラユーザ装置である（図３ａ参照）。この
ような実施形態において、実行回路６０５は、第２のユーザ装置３０４によって送信され
たアップリンク参照信号に関する測定を実行するようにさらに構成される。
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【０１８４】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ
装置であり、第２のユーザ装置３０４は、第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である（図３ｂ
参照）。このような実施形態において、実行回路６０５は、第２のユーザ装置３０４によ
って送信されたアップリンク参照信号に関する測定を実行するように構成される。
【０１８５】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、実行回路６０５は、無線ネ
ットワークノード３０６から送信された参照信号に関する追加的測定を実行するように構
成される。前述のように、無線ネットワークノード３０６によって送信された参照信号に
関する追加的測定は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定
と同一のタイプであってもよい。
【０１８６】
　さらに、第１のユーザ装置３０２は、実行された測定の結果を、無線ネットワークノー
ド３０６にレポートするように構成されたレポート回路６０６を備える。
【０１８７】
　レポート回路６０６は、１つ以上の第２のユーザ装置３０４からの結果をレポートする
ように構成されてもよい。第２のユーザ装置３０４の送信が第１のユーザ装置３０２にて
干渉を引き起こす。
【０１８８】
　さらに、レポート回路６０６は、その受信信号レベル（例えば信号強度、信号品質、経
路など）が閾値より上にある１つ以上の第２のユーザ装置３０４からの結果をレポートす
るように構成されてもよい。ここで、閾値は、無線ネットワークノード３０６によって構
成可能なもの、または既定のものである。
【０１８９】
　いくつかの実施形態において、レポート回路６０６は第２のユーザ装置３０４によって
送信された参照信号に関する測定の完了によってレポートするように作動するように構成
される。但し、レポート回路６０６は、周期的にレポートするように構成されてもよいし
、または、レポート回路６０６は、事前構成された閾値を超える測定結果をレポートする
ためにイベントトリガ型であってもよい。
【０１９０】
　さらに、いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置
であり、第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可
能なユーザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、レポート回路６０
６は、無線ネットワークノード３０６に対して比較結果をレポートするようにさらに構成
される。ここで、Ｄ２ＤペアがＤ２ＤリンクのためのＤＬリソースを上で通信するので、
比較結果は、第１のユーザ装置３０２（すなわちセルラユーザ装置）とＤ２Ｄペアのため
のＤＬリソースをスケジューリングする際に無線ネットワークノード３０６にとって価値
のある情報かもしれない。
【０１９１】
　第１のユーザ装置３０２は、測定結果を比較するように構成された、比較回路６０７を
さらに備えてもよい。
【０１９２】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、比較回路６０７は、第２の
ユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定の結果と、無線ネットワーク
ノード３０６によって送信された参照信号に関する追加的測定の結果とを比較するように
構成される。
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【０１９３】
　比較結果は、第１のユーザ装置３０２および無線ネットワークノード３０６が、第１の
ユーザ装置と第２のユーザ装置のリンクおよび、無線ネットワークノードと第１のユーザ
装置のリンクと間の経路損失差、すなわち、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間
のリンクおよび、無線ネットワークノードと第１のユーザ装置との間のリンクとの間の経
路損失差を認識するということであってもよい。言いかえれば、無線ネットワークノード
３０６は、どのリンクがより強力なリンクであるのかを認識している。これは、第２のユ
ーザ装置３０４の送信によって第１のユーザ装置３０２に対する干渉を引き起こしたと、
無線ネットワークノード３０６が判定することを可能にする。それによって、無線ネット
ワークノード３０６は、ＤＬ送信のための無線ネットワークノード３０６として、第１の
ユーザ装置３０２が同一の無線リソース（例えばＰＲＢ）を用いるべきか否か判定しても
よい。
【０１９４】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するために第
２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行するための本明細
書における実施形態は、本明細書における実施形態の機能および／または方法動作を実行
するためのコンピュータ・プログラム・コードに加えて、図６に表された第１のユーザ装
置において、処理回路６０８などの１つ以上のプロセッサを通じて実現されてもよい。
【０１９５】
　上記の第１のユーザ装置３０２内に備えられた回路の１つ以上が、集積回路を形成する
ために互いに統合されてもよいことは、理解されるべきである。例えば、通信回路６０４
は、送信回路６００および受信回路６０１の一方または双方に統合されてもよい。
【０１９６】
　第１のユーザ装置３０２は、メモリ６０９をさらに備えてもよい。メモリは、１つ以上
のメモリユニットを備え、例えば閾値、既定または事前設定の情報などのデータを保存す
るために用いられてもよい。
【０１９７】
　本明細書における実施形態による方法は、無線ネットワークノード３０６の観点から見
て、ここで記述されることになる。
【０１９８】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを支援するために、
第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信号に関する測定を実行するための無線
ネットワークノード３０６内の方法は、ここでは、図７に関連して記述されることになる
。さらに、前述のように、参照信号は、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＳＲＳ、ＤＭＲＳ、任意のパイ
ロット信号、または既定の信号であってもよい。以下に述べられる順序で動作を実行する
必要はないが、任意の適切な順序を採用してもよい。さらに、動作を組み合わせてもよい
。
【０１９９】
　動作７０１
　無線ネットワークノード３０６は、参照信号を送信するように第２のユーザ装置３０４
を構成する。
【０２００】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３
０４のためのブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を用いて、第２のユーザ
装置３０４に対して構成情報を送信することによって、第２のユーザ装置３０４を構成す
る。
【０２０１】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、帯域幅の一部、または帯域幅の全部を通じ
て参照信号を送信するように第２のユーザ装置３０４を構成してもよい。
【０２０２】
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　さらに、無線ネットワークノード３０６は、参照信号帯域幅と、参照信号の期間および
／または周期性、サブフレーム内部の参照位置、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスのため
の循環シフト、および／または第２のユーザ装置３０４のホッピングシーケンス情報を構
成してもよい。
【０２０３】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３
０４の送信タイミングアドバンスを構成する。
【０２０４】
　この動作は、動作４０１に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０２０５】
　動作７０２
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４に関する構成情報を、第１
のユーザ装置３０２に送信する。
【０２０６】
　この動作は、動作４０２に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０２０７】
　動作７０３
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４に関するタイミングアドバ
ンス情報を、第１のユーザ装置３０２に対して送信してもよい。
【０２０８】
　この動作は、動作４０３に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０２０９】
　動作７０４
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信
号の受信電力、受信干渉、および／またはビット誤り率に関する特定の測定を実行するこ
とを第１のユーザ装置３０２にリクエストしてもよい。
【０２１０】
　上記の動作５００に記載されるように、第１のユーザ装置３０２は、無線ネットワーク
ノード３０６に対して能力情報をレポートしてもよい。したがって、特定の測定を実行す
ることを第１のユーザ装置３０２にリクエストする動作は、第１のユーザ装置３０２から
能力情報を受信する動作をさらに備えてもよい。無線ネットワークノード３０６は、受信
された能力情報を測定構成に用いてもよい。例えば、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ
通信のためのリソース割り当てを支援する１つ以上の測定を実行するために、無線ネット
ワークノード３０６は、第１のユーザ装置３０２を能力情報に依存して構成してもよい。
したがって、無線ネットワークノード３０６は、能力情報内でレポートされたその支援さ
れた測定能力に応じて、１つ以上の測定を実行するように第１のユーザ装置３０２にリク
エストしてもよい。第１のユーザ装置３０２が２つ以上のタイプの測定を支援する場合、
無線ネットワークノード３０６は、支援された測定からの１つの特定の測定を実行するこ
とを第１のユーザ装置３０２にリクエストしてもよい。
【０２１１】
　この動作は、動作４０４に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０２１２】
　動作７０５
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４から構成情報に応じて１つ
以上の参照信号を受信してもよい。
【０２１３】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、受信された参照信号
を第１のユーザ装置３０２に送信し、第１のユーザ装置３０２は、上記の動作５０５に記
載されたような追加的測定を実行してもよい。
【０２１４】
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　動作７０６
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４によって送信された参照信
号に関する測定結果を受信する。送信された参照信号に関する測定は、第１のユーザ装置
３０２によって実行される。
【０２１５】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、無線ネットワークノード３
０６は、第２のユーザ装置３０４から送信された参照信号、および無線ネットワークノー
ド３０６から送信された参照信号に関して、第１のユーザ装置３０２によって実行された
測定の比較結果をさらに受信する。比較結果は、ここで、Ｄ２ＤペアがＤＬ上で通信する
ので、セルラユーザ装置である第１のユーザ装置３０２およびＤ２ＤペアのためのＤＬリ
ソースをスケジューリングする場合に無線ネットワークノード３０６にとって価値のある
情報かもしれない。
【０２１６】
　無線ネットワークノード３０６は、所定の時点にて、例えば、セル固有参照信号（ＣＲ
Ｓ）、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）などの参照信号を
送信してもよい。ＬＴＥにおいて、例えば、ＣＲＳは、セル送信帯域幅全体にわたるすべ
てのサブフレーム内で送信される。同様に、ＬＴＥにおいて、ＰＳＳ／ＳＳＳは、周波数
領域内の中央の６つのリソースブロックにわたって、０番サブフレームおよび５番サブフ
レーム内で送信されてもよい。
【０２１７】
　動作７０７
　無線ネットワークノード３０６は、測定の結果に基づいて、または測定の結果を用いて
、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置と第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置との間のＤ２Ｄ通信の
ための１つ以上の無線オペレーションタスクを実行する。
【０２１８】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、Ｄ２Ｄ通信およびセ
ルラ通信のための周波数領域および時刻領域をスケジューリングすることによって、アッ
プリンク伝送のためのアンテナモードを選択することによって、第２のユーザ装置３０４
のためのトランスポートフォーマットを適応することによって、第２のユーザ装置３０４
の送信電力を制御することによって、第２のユーザ装置３０４のためのセル変更を実行す
ることによって、および／または通信ネットワーク３００の内部の無線リソースを管理す
ることによって、１つ以上の無線オペレーションタスクを実行する。
【０２１９】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ装置３０２は、セルラユーザ装置であり、
第２のユーザ装置３０４は、ダウンリンクリソース上で通信する第１のＤ２Ｄ可能なユー
ザ装置である（図３ｃ参照）。このような実施形態において、ここで、Ｄ２ＤペアがＤ２
ＤリンクのためのＤＬリソース上で通信するので、セルラユーザ装置である第１のユーザ
装置３０２とＤ２Ｄペア（例えば、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置および第２のＤ２Ｄ可
能なユーザ装置３０５）とのためのＤＬリソースをスケジューリングする際に、無線ネッ
トワークノード３０６は、比較結果を用いてもよい。
【０２２０】
　この動作は、動作５０７に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
【０２２１】
　動作７０８
　無線ネットワークノード３０６は、通信ネットワーク３００内に備えられた、１つ以上
の他の無線ネットワークノード３０６に対して、または１つ以上のネットワークノード３
１０に対して、測定の結果を送信してもよく、１つ以上の他の無線ネットワークノード３
０６または１つ以上のネットワークノード３１０は、１つ以上のネットワークオペレーシ
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ョンタスクのために測定結果を用いてもよい。
【０２２２】
　ネットワークノード３１０は、ＯＳＳノード、ＳＯＮノード、ＭＤＴノード、Ｏ＆Ｍノ
ード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基
幹回線網ノード、測位ノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであってもよ
い。
【０２２３】
　さらに、ネットワークノード３１０は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネット
ワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの
、１つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
【０２２４】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のための制御リソース割り当てを実行するため
に、以上に記載された無線ネットワークノード３０６内の方法動作を実行するために、無
線ネットワークノード３０６は、図８に表された以下の配置を備える。通信ネットワーク
３００は、第１のユーザ装置３０２と第２のユーザ装置３０４とを備え、第１および第２
のユーザ装置３０２、３０４の少なくとも１つは、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置である
。さらに、通信ネットワーク３００は、第１および第２のユーザ装置３０２、３０４をサ
ーブするように構成された無線ネットワークノード３０６を備える。
【０２２５】
　無線ネットワークノード３０６は、参照信号を送信する第２のユーザ装置３０４を構成
するように構成された構成回路８０１を備える。
【０２２６】
　前述のように、参照信号は、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＳＲＳ、ＤＭＲＳ、任意のパイロット信
号、または既定の信号であってもよい。
【０２２７】
　構成回路８０１は、帯域幅の一部、または帯域幅の全部を通じて参照信号を送信するよ
うに第２のユーザ装置３０４を構成するようにさらに構成されてもよい。
【０２２８】
　いくつかの実施形態において、構成回路８０１は、参照信号帯域幅、参照信号の期間お
よび／または周期性、サブフレーム内部の参照位置、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスの
ための循環シフト、および／または第２のユーザ装置３０４のホッピングシーケンス情報
を構成するように構成される。
【０２２９】
　さらに、構成回路８０１は、第２のユーザ装置３０４の送信タイミングアドバンスを構
成するように構成されてもよい。
【０２３０】
　無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４に関する構成情報を、第１
のユーザ装置３０２に送信するように構成された送信回路８０２をさらに備える。
【０２３１】
　送信回路８０２は、ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を第２のユーザ
装置３０４に用いることによって、第２のユーザ装置３０４に構成情報を送信するように
さらに構成されてもよい。
【０２３２】
　いくつかの実施形態において、送信回路８０２は、第２のユーザ装置３０４に関するタ
イミングアドバンス情報を、第１のユーザ装置３０２に送信するように構成される。
【０２３３】
　送信回路８０２は、１つ以上の他の無線ネットワークノード３０６に対して、または通
信ネットワーク３００内に備えられた１つ以上のネットワークノード３１０に対して、測
定の結果を送信するようにさらに構成されてもよく、１つ以上の他の無線ネットワークノ
ード３０６または１つ以上のネットワークノード３１０は、１つ以上のネットワークオペ
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レーションタスクのために測定結果を用いてもよい。
【０２３４】
　ネットワークノード３１０は、ＯＳＳノード、ＳＯＮノード、ＭＤＴ、Ｏ＆Ｍノード、
ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線
網ノード、測位ノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであってもよい。さ
らに、ネットワークノード３１０は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワー
ク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、１
つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
【０２３５】
　いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３
０４から受信された１つ以上の参照信号を、第１のユーザ装置３０２に送信し、第１のユ
ーザ装置３０２は、上記の動作５０５に記載されたような追加的測定を実行するように構
成されてもよい。
【０２３６】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４によって送信され
た参照信号に関する測定結果を受信するように構成された受信回路８０３を備える。送信
された参照信号に関する測定は、第１のユーザ装置３０２によって実行される。
【０２３７】
　無線ネットワークノード３０６は、測定の結果に基づいて、または測定の結果を用いて
、第１のＤ２Ｄ可能なユーザ装置と第２のＤ２Ｄ可能なユーザ装置との間のＤ２Ｄ通信の
ための１つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成された実行回路８０４
を備える。
【０２３８】
　実行回路８０４は、Ｄ２Ｄ通信およびセルラ通信のために周波数領域および時刻領域を
スケジューリングする、アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択する、第２のユ
ーザ装置３０４のためのトランスポートフォーマットを適応する、第２のユーザ装置３０
４の送信電力を制御する、第２のユーザ装置３０４のためのセル変更を実行する、および
／または通信ネットワーク３００の内部の無線リソースを管理するように構成されてもよ
い。
【０２３９】
　さらに、無線ネットワークノード３０６は、第２のユーザ装置３０４によって送信され
た参照信号の受信電力、受信干渉、および／またはビット誤り率に関する特定の測定を実
行することを第１のユーザ装置３０２にリクエストするように構成されたリクエスト回路
８０５を備えてもよい。
【０２４０】
　動作５００および動作７０４に関して以上に記載されるように、第１のユーザ装置３０
２は、無線ネットワークノード３０６に対して能力情報をレポートしてもよい。したがっ
て、リクエスト回路８０５は、第１のユーザ装置３０２から受信される能力情報に基づい
て特定の測定を実行することを第１のユーザ装置３０２にリクエストするように構成され
てもよい。例えば、通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のためのリソース割り当てを
支援する１つ以上の測定を実行するために、リクエスト回路８０５は、能力情報に依存し
て第１のユーザ装置３０２を構成してもよい。したがって、リクエスト回路８０５は、能
力情報内でレポートされたその支援された測定能力に応じて、１つ以上の測定を実行する
ように第１のユーザ装置３０２にリクエストしてもよい。第１のユーザ装置３０２が２つ
以上のタイプの測定を支援する場合、リクエスト回路８０５は、支援された測定からの１
つの特定の測定を実行することを第１のユーザ装置３０２にリクエストしてもよい。
【０２４１】
　通信ネットワーク３００内のＤ２Ｄ通信のための制御リソース割り当てを実行するため
の本明細書における実施形態は、本明細書における実施形態の機能および／または方法動
作を実行するためのコンピュータ・プログラム・コードに加えて、図６に表された無線ネ
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もよい。
【０２４２】
　無線ネットワークノード３０６は、メモリ８０７をさらに備えてもよい。メモリは、１
つ以上のメモリユニットを備え、例えば、構成情報、閾値、既定または事前設定の情報、
または測定結果などのデータを保存するために用いられてもよい。
【０２４３】
　上記の説明は多くの規定を含むが、それらは、限定としてではなく、いくつかの好適な
本実施形態の図を単に提供するように解釈されるべきである。技術は、当業者に対して明
らかになるかもしれない他の実施形態を完全に包含する。単数形の構成要素に対する言及
は、明示的に述べない限り、「１つおよび１つだけ（ｏｎｅ　ａｎｄ　ｏｎｌｙ　ｏｎｅ
）」を意味するようには意図しておらず、むしろ「１以上（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」
を意味する。当業者にとって既知の、上記の実施形態の構成要素に対する構造的・機能的
な等価物は、すべて、参照によって明らかに本明細書において援用され、これによって包
含するように意図する。さらに、装置または方法にとって、これによって包含される記載
の技術によって解決されることが求められる各々およびすべての課題に取り組むことは必
要ではない。
【０２４４】
　単語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」または「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」を用
いる場合、少なくとも構成されるという意味で、非限定的に解釈されるだろう。
【０２４５】
　単語、（単数／複数の）動作（ａｃｔｉｏｎ／ａｃｔｉｏｎｓ）を用いる場合、広く解
釈されるものとし、言及した順序で動作を行わなければならないことを暗に示さないもの
とする。その代りに、言及した順序以外のあらゆる適切な順序で、動作を行ってもよい。
さらに、いくつかの（単数／複数の）動作は、オプションかもしれない。
【０２４６】
　さらに、図面の点線ボックスおよび点線矢線は、本明細書における実施形態のオプショ
ンの機能および動作を概略的に示す。
【０２４７】
　本明細書における実施形態は、上記の例に限定されない。様々な代替手段、変形、およ
び等価物が用いられてもよい。したがって、上記の例は、本発明の範囲の限定として見な
すべきではない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定される。
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