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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接サービス（ＰｒｏＳｅ）のために構成されているユーザ装置（ＵＥ）の装置であっ
て、メモリ及び処理回路を備え、前記処理回路は、
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）からのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を復号し、ここで、
前記ＳＩＢは、直接ＵＥツーＵＥ通信のためのディスカバリリソース構成の情報を含み、
前記ＳＩＢは、ディスカバリ通知の送受信のための、ディスカバリリソースプールのリソ
ースのインジケーションを含み、前記ＳＩＢは、前記ＵＥが無線リソース制御（ＲＲＣ）
アイドルモードにある間、前記ディスカバリリソースプールの前記リソースのうちどのリ
ソースがディスカバリ通知の送信のためのものであるかのインジケーションを含み、前記
ＳＩＢは、前記ＵＥがＲＲＣアイドルモード又はＲＲＣ接続モードにある間、前記ディス
カバリリソースプールの前記リソースのうちどのリソースがディスカバリ通知の受信のた
めのものであるかのインジケーションを含み、
　前記ｅＮＢに送信するためのＵＥ情報メッセージを符号化し、ここで、前記ＵＥ情報メ
ッセージは、前記ＵＥが直接ＵＥツーＵＥ通信のために利用可能であることを示し、
　他のＵＥからのディスカバリ通知のための、前記ディスカバリリソースプールの前記リ
ソースのうちの一部のリソースをモニタリングし、
　ディスカバリ通知の送信のための、前記ディスカバリリソースプールのリソースを選択
し、ここで、前記ＵＥは、ランダムな選択及び基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づく選
択のうちの１つの選択のために構成されており、
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　別のＵＥから受信されたディスカバリ通知に基づいて、直接ＵＥツーＵＥデータ通信の
ために示されているリソース上で前記別のＵＥに送信するためのデータを符号化する
　よう構成されている、装置。
【請求項２】
　前記ＵＥが、ディスカバリ通知の送信のためのリソースのランダムな選択のために構成
されている場合、リソースは、ディスカバリ期間内における、前記ディスカバリリソース
プールの所定のリソースの等確率の選択を提供するために、０～１の範囲の確率値に基づ
いて選択される、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記処理回路は、ＵＥツーＵＥ能力を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを
前記ｅＮＢに送信するように前記ＵＥを構成し、ここで、前記ＵＥツーＵＥ能力は、前記
ＵＥがＵＥツーＵＥディスカバリをサポートしているかどうかを示す、請求項１記載の装
置。
【請求項４】
　前記処理回路は、前記ディスカバリリソース構成に関連付けられている電力ファクタに
少なくとも部分的に基づく電力レベルで前記ディスカバリ通知を送信するように前記ＵＥ
を構成する、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記処理回路は、さらに、第２のＳＩＢを復号するよう構成されており、ここで、前記
第２のＳＩＢは、直接ＵＥツーＵＥデータ通信のためのリソース構成情報を含み、
　前記ＵＥは、前記第２のＳＩＢにおいて示されているリソース上で前記別のＵＥに送信
するためのデータを符号化するよう構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記ＳＩＢは、前記ディスカバリリソースプールの前記リソースの時間リソース及び周
波数リソース並びに周期性を示す、請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記ＵＥが無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ）モードにある場
合、前記ＵＥは、ディスカバリリソース要求を前記ｅＮＢに送信するために、ＲＲＣ接続
（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）モードに遷移するよう構成されており、
　前記ＵＥは、さらに、サービングｅＮＢからリソース構成メッセージを受信すると、少
なくとも、コンテンションベース送信のために示されている、前記ディスカバリリソース
プールのディスカバリリソース内での送信のために、前記ＲＲＣアイドルモードに再度切
り替わるよう構成されている、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記ＳＩＢは、
　前記ディスカバリリソースプールの周期的ディスカバリリソースが、ＲＲＣ接続モード
にあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥによるディスカバリ通知のノンコンテンションベース送信のた
めに割り当てられること、及び
　前記ディスカバリリソースプールの周期的ディスカバリリソースが、ＲＲＣ接続モード
及びＲＲＣアイドルモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥによるディスカバリ通知のコンテン
ションベース送信のために割り当てられること
　を示す、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　ディスカバリリソース上での信号の送受信のために構成されているトランシーバ回路を
さらに備えた請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　近接サービス（ＰｒｏＳｅ）のためのオペレーションを実行するようにユーザ装置（Ｕ
Ｅ）を構成するために、前記ＵＥの処理回路により実行されるコンピュータプログラムで
あって、前記コンピュータプログラムは、前記処理回路に、
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）からのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を復号させ、ここで
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、前記ＳＩＢは、直接ＵＥツーＵＥ通信のためのディスカバリリソース構成の情報を含み
、前記ＳＩＢは、ディスカバリ通知の送受信のための、ディスカバリリソースプールのリ
ソースのインジケーションを含み、前記ＳＩＢは、前記ＵＥが無線リソース制御（ＲＲＣ
）アイドルモードにある間、前記ディスカバリリソースプールの前記リソースのうちどの
リソースがディスカバリ通知の送信のためのものであるかのインジケーションを含み、前
記ＳＩＢは、前記ＵＥがＲＲＣアイドルモード又はＲＲＣ接続モードにある間、前記ディ
スカバリリソースプールの前記リソースのうちどのリソースがディスカバリ通知の受信の
ためのものであるかのインジケーションを含み、
　前記ｅＮＢに送信するためのＵＥ情報メッセージを符号化させ、ここで、前記ＵＥ情報
メッセージは、前記ＵＥが直接ＵＥツーＵＥ通信のために利用可能であることを示し、
　他のＵＥからのディスカバリ通知のための、前記ディスカバリリソースプールの前記リ
ソースのうちの一部のリソースをモニタリングさせ、
　別のＵＥから受信されたディスカバリ通知に基づいて、直接ＵＥツーＵＥデータ通信の
ために示されているリソース上で前記別のＵＥに送信するためのデータを符号化させる、
コンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記コンピュータプログラムは、さらに、前記処理回路に、
　ディスカバリ通知の送信のための、前記ディスカバリリソースプールのリソースを選択
させ、ここで、前記ＵＥは、ランダムな選択及び基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づく
選択のうちの１つの選択のために構成される、請求項１０記載のコンピュータプログラム
。
【請求項１２】
　前記ＵＥが、ディスカバリ通知の送信のためのリソースのランダムな選択のために構成
される場合、リソースは、ディスカバリ期間内における、前記ディスカバリリソースプー
ルの所定のリソースの等確率の選択を提供するために、０～１の範囲の確率値に基づいて
選択される、請求項１１記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記処理回路は、ＵＥツーＵＥ能力を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを
前記ｅＮＢに送信するように前記ＵＥを構成し、ここで、前記ＵＥツーＵＥ能力は、前記
ＵＥがＵＥツーＵＥディスカバリをサポートするかどうかを示す、請求項１１記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記処理回路は、前記ディスカバリリソース構成に関連付けられている電力ファクタに
少なくとも部分的に基づく電力レベルで前記ディスカバリ通知を送信するように前記ＵＥ
を構成する、請求項１０記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　近接サービス（ＰｒｏＳｅ）のために構成されているユーザ装置（ＵＥ）の装置であっ
て、メモリ及び処理回路を備え、前記処理回路は、
　ＵＥツーＵＥ能力を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを進化型ノードＢ（
ｅＮＢ）に送信するように前記ＵＥを構成し、ここで、前記ＵＥツーＵＥ能力は、前記Ｕ
ＥがＵＥツーＵＥディスカバリをサポートするかどうかを示し、
　ｅＮＢからのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を復号し、ここで、前記ＳＩＢは、直接
ＵＥツーＵＥ通信のためのディスカバリリソース構成の情報を含み、前記ＳＩＢは、ディ
スカバリ通知の送受信のための、ディスカバリリソースプールのリソースのインジケーシ
ョンを含み、前記ＳＩＢは、前記ＵＥが無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドルモードにあ
る間、前記ディスカバリリソースプールの前記リソースのうちどのリソースがディスカバ
リ通知の送信のためのものであるかのインジケーションを含み、前記ＳＩＢは、前記ＵＥ
がＲＲＣアイドルモード又はＲＲＣ接続モードにある間、前記ディスカバリリソースプー
ルの前記リソースのうちどのリソースがディスカバリ通知の受信のためのものであるかの
インジケーションを含み、
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　前記ｅＮＢに送信するためのＵＥ情報メッセージを符号化し、ここで、前記ＵＥ情報メ
ッセージは、前記ＵＥが直接ＵＥツーＵＥ通信のために利用可能であることを示し、
　他のＵＥからのディスカバリ通知のための、前記ディスカバリリソースプールの前記リ
ソースのうちの一部のリソースをモニタリングし、
　ディスカバリ通知の送信のための、前記ディスカバリリソースプールのリソースを選択
し、
　別のＵＥから受信されたディスカバリ通知に基づいて、直接ＵＥツーＵＥデータ通信の
ために示されているリソース上で前記別のＵＥに送信するためのデータを符号化する
　よう構成されている、装置。
【請求項１６】
　前記ＵＥは、ランダムな選択及び基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づく選択のうちの
１つの選択のために構成されており、
　前記ＵＥが、ディスカバリ通知の送信のためのリソースのランダムな選択のために構成
されている場合、リソースは、ディスカバリ期間内における、前記ディスカバリリソース
プールの所定のリソースの等確率の選択を提供するために、０～１の範囲の確率値に基づ
いて選択される、請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記処理回路は、前記ディスカバリリソース構成に関連付けられている電力ファクタに
少なくとも部分的に基づく電力レベルで前記ディスカバリ通知を送信するように前記ＵＥ
を構成する、請求項１５記載の装置。
【請求項１８】
　前記処理回路は、さらに、第２のＳＩＢを復号するよう構成されており、ここで、前記
第２のＳＩＢは、直接ＵＥツーＵＥデータ通信のためのリソース構成情報を含み、
　前記ＵＥは、前記第２のＳＩＢにおいて示されているリソース上で前記別のＵＥに送信
するためのデータを符号化するよう構成されている、請求項１５記載の装置。
【請求項１９】
　請求項１０乃至１４いずれか一項記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、無線通信に関する。いくつかの実施形態は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（ロングタ
ームエボリューション）ネットワークに関する。いくつかの実施形態は、直接デバイスツ
ーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信に関する。いくつかの実施形態は、ＬＴＥネットワークにおけ
るデバイスディスカバリに関する。
【０００２】
　（優先権主張）
　本出願は、２０１３年８月８日に出願された米国特許仮出願第６１／８６３９０２号及
び２０１３年１１月２７日に出願された米国特許仮出願第６１／９０９９３８号に基づく
優先権の利益を主張する２０１４年６月２５日に出願された米国特許出願第１４／３１４
９５７号に基づく優先権の利益を主張するものであり、これらの各々は、参照によりその
全体が本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　近接性ベースアプリケーション及びサービスは、セルラ無線／モバイルブロードバンド
技術の進化に大きな影響を及ぼし得る急速な社会的トレンド及び技術的トレンドを表す。
このようなサービスは、互いに近接している２つのデバイス又は２人のユーザを認識する
ことに基づくものであり、公衆安全オペレーション、ソーシャルネットワーキング、モバ
イルコマース、広告、ゲーム等といったアプリケーションを含み得る。デバイスツーデバ
イス（Ｄ２Ｄ）ディスカバリは、Ｄ２Ｄサービスを可能にする最初のステップである。直
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接Ｄ２Ｄ通信により、ユーザ装置（ＵＥ）は、基地局又は進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を介
することなく、直接互いと通信することができる。Ｄ２Ｄ通信に伴う１つの問題は、Ｄ２
Ｄサービスを可能にするデバイスディスカバリである。デバイスディスカバリは、Ｄ２Ｄ
通信の通信範囲内にある１以上の他のディスカバリ可能なＵＥをディスカバリすることを
含む。デバイスディスカバリはまた、Ｄ２Ｄ通信の通信範囲内にある１以上の他のディス
カバリする側のＵＥによりディスカバリされることを含む。特に近接サービス（ＰｒｏＳ
ｅ）Ｄ２Ｄディスカバリについて、リソース割り当て及びシグナリングを含む、Ｄ２Ｄ通
信のためのデバイスディスカバリに関する多くの未解決の問題が存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】いくつかの実施形態に従った、ＬＴＥネットワークのエンドツーエンドネットワ
ークアーキテクチャの一部を示す図。
【図２】いくつかの実施形態に従った、Ｄ２Ｄ通信のディスカバリゾーンを含むリソース
グリッドの構造を示す図。
【図３Ａ】いくつかの実施形態に従った、ディスカバリゾーンメトリックのレポーティン
グを示す図。
【図３Ｂ】いくつかの実施形態に従った、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥをカウントするためのラン
ダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の使用を示す図。
【図４】無線リソース制御（ＲＲＣ）接続モードにあるＵＥのためのＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
をカウントするためのプロシージャを示す図。
【図５】いくつかの実施形態に従った、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信のための協調的上り
リンクサブフレーム電力制御を示す図。
【図６】いくつかの実施形態に従った、ｅＮＢによりトリガされるコンテンションフリー
Ｄ２Ｄディスカバリゾーンリソースを示す図。
【図７】いくつかの実施形態に従った、ＵＥによりトリガされるコンテンションフリーＤ
２Ｄディスカバリゾーンリソースを示す図。
【図８】いくつかの実施形態に従った無線通信デバイスの機能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下の説明及び図面は、当業者が具体的な実施形態を実施できるようにするために、そ
のような具体的な実施形態を十分に開示している。他の実施形態は、構造的変更、論理的
変更、電気的変更、処理的変更、及び他の変更を組み込むことができる。いくつかの実施
形態の部分及び特徴は、他の実施形態に含まれることもあるし、他の実施形態の部分及び
特徴により代用されることもある。請求項に記載される実施形態は、請求項の全ての利用
可能な均等物を包含する。
【０００６】
　本明細書で開示する実施形態は、ＬＴＥ近接サービス（ＰｒｏＳｅ）Ｄ２Ｄディスカバ
リのサポートのためのシグナリング設計を提供する。そのような実施形態において、ＵＥ
は、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信及びＤ２Ｄ通信のために構成されるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
（ProSe-enabled　UE）であり得る。いくつかの実施形態は、ディスカバリゾーンのネッ
トワーク共通構成及びセル固有（cell-specific）構成の両方のために、コンテンション
ベースの（contention-based）ディスカバリゾーン及びノンコンテンションベースの（no
n-contention-based）ディスカバリゾーンへのＤ２Ｄディスカバリゾーンの分割を含むＤ
２Ｄディスカバリゾーンの構成を提供する。いくつかの実施形態は、ディスカバリゾーン
のローディング（loading）のついての情報をｅＮＢに提供するための、ＵＥフィードバ
ックのためのメカニズムを提供する。いくつかの実施形態は、セル／ｅＮＢ間ディスカバ
リのサポートのためのオプションを提供する。いくつかの実施形態は、Ｄ２Ｄディスカバ
リパケットの送信のためのランダムサイレンシング（random　silencing）／適応的ラン
ダムサイレンシングのためのサイレンシング係数（silencing　factor）の使用及び構成
を提供する。いくつかの実施形態は、ディスカバリゾーン構成、サイレンシング係数、送
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信電力制御設定、ホッピング関連パラメータ（hopping　related　parameter）、及び、
ディスカバリパケットの巡回冗長検査（ＣＲＣ）マスクのスクランブリングのためのスク
ランブリングアイデンティティ（ＩＤ）（scrambling　identity）を含むシグナリングコ
ンテンツを提供する。いくつかの実施形態は、上述したシグナリングコンテンツのための
シグナリングメカニズムを提供する。いくつかの実施形態は、Ｄ２Ｄディスカバリリソー
スの静的プロビジョニング（static　provisioning）及び／又は事前構成（pre-configur
ation）を提供する。いくつかの実施形態は、コンテンションフリー直接デバイスディス
カバリをサポートするためのネットワーク及びＵＥ挙動を提供する。これらの実施形態に
ついて以下でより詳細に説明する。
【０００７】
　図１は、いくつかの実施形態に従った、ＬＴＥネットワークの様々なコンポーネントと
ともに、ＬＴＥネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの一部を示
している。ネットワーク１００は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１００（例えば
、図示されるような、Ｅ－ＵＴＲＡＮすなわち進化型ユニバーサル地上無線アクセスネッ
トワーク）と、Ｓ１インタフェース１１５を介して一緒に結合されているコアネットワー
ク１２０（例えば、進化型パケットコア（ＥＰＣ）として図示されている）と、を含む。
便宜及び簡潔さのために、ＲＡＮ１００に加えてコアネットワーク１２０の一部だけが図
示されている。
【０００８】
　コアネットワーク１２０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１２２、サービン
グゲートウェイ（サービングＧＷ）１２４、及びパケットデータネットワークゲートウェ
イ（ＰＤＮ　ＧＷ）１２６を含む。ＲＡＮは、ユーザ装置（ＵＥ）１０２と通信するため
の複数の進化型ノードＢ（ｅＮＢ）１０４（基地局として動作することができる）を含む
。ｅＮＢ１０４は、マクロｅＮＢ及び低電力（ＬＰ）ｅＮＢを含む。ＵＥ１０２は、Ｐｒ
ｏＳｅ対応であり得る。
【０００９】
　ＭＭＥは、レガシサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）の制御プレーンと機
能が類似している。ＭＭＥは、ゲートウェイ選択及び追跡エリアリスト管理等、アクセス
におけるモビリティの側面を管理する。サービングＧＷ１２４は、ＲＡＮ１００に対する
インタフェースを終端するものであり、ＲＡＮ１００とコアネットワーク１２０との間で
データパケットをルーティングする。加えて、サービングＧＷ１２４は、ｅＮＢ間ハンド
オーバのためのローカルモビリティアンカポイントであり得、また、３ＧＰＰ間モビリテ
ィのためのアンカを提供することができる。他の役割は、合法的傍受、課金、及び何らか
のポリシ施行を含み得る。サービングＧＷ１２４及びＭＭＥ１２２は、１つの物理ノード
内に実装されてもよいし、別々の物理ノード内に実装されてもよい。ＰＤＮ　ＧＷ１２６
は、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に対するＳＧｉインタフェースを終端する。
ＰＤＮ　ＧＷ１２６は、ＥＰＣ１２０と外部ＰＤＮとの間でデータパケットをルーティン
グし、ポリシ施行及びデータ収集管理のためのキーノードであり得る。ＰＤＮ　ＧＷ１２
６はまた、非ＬＴＥアクセスに対する、モビリティのためのアンカポイントを提供するこ
とができる。外部ＰＤＮは、任意の種類のＩＰネットワーク、及びＩＰマルチメディアサ
ブシステム（ＩＭＳ）領域であり得る。ＰＤＮ　ＧＷ１２６及びサービングＧＷ１２４は
、１つの物理ノード内に実装されてもよいし、別々の物理ノード内に実装されてもよい。
【００１０】
　ｅＮＢ１０４（マクロｅＮＢ及びマイクロｅＮＢ）は、無線インタフェースプロトコル
を終端するものであり、ＵＥ１０２に対する最初のコンタクトポイントであり得る。いく
つかの実施形態において、ｅＮＢ１０４は、無線ベアラ管理、上りリンク及び下りリンク
の動的無線リソース管理及びデータパケットスケジューリング、並びにモビリティ管理等
のＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ機能）を含むがこれらに限定されない、ＲＡＮ
１００のための様々な論理機能を実行することができる。
【００１１】
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　Ｓ１インタフェース１１５は、ＲＡＮ１００とＥＰＣ１２０とを分けるインタフェース
である。Ｓ１インタフェース１１５は、２つの部分、すなわち、ｅＮＢ１０４とサービン
グＧＷ１２４との間でトラフィックデータを伝送するＳ１－Ｕ、及び、ｅＮＢ１０４とＭ
ＭＥ１２２との間のシグナリングインタフェースであるＳ１－ＭＭＥに分けられる。Ｘ２
インタフェースは、ｅＮＢ１０４間のインタフェースである。Ｘ２インタフェースは、２
つの部分、すなわち、Ｘ２－Ｃ及びＸ２－Ｕを含む。Ｘ２－Ｃは、ｅＮＢ１０４間の制御
プレーンインタフェースであるのに対し、Ｘ２－Ｕは、ｅＮＢ１０４間のユーザプレーン
インタフェースである。
【００１２】
　セルラネットワークに関して、ＬＰセルは、屋外信号が十分に届かない屋内エリアに対
するカバレッジを拡張するために、あるいは、駅等の、電話が非常に混み合って使用され
るエリアにおけるネットワーク容量を追加するために、通常は使用される。本明細書で使
用されるとき、用語低電力（ＬＰ）ｅＮＢとは、フェムトセル、ピコセル、又はマイクロ
セル等のより狭いセル（マクロセルよりも狭いセル）を実装するための任意の適切な比較
的低い電力のｅＮＢを指す。フェムトセルｅＮＢは、通常、モバイルネットワークオペレ
ータにより、その居住顧客（residential　customer）又はエンタープライズ顧客（enter
prise　customer）に対して提供される。フェムトセルは、通常、居住用ゲートウェイの
サイズ又はこれより小さなサイズであり、一般に、ユーザのブロードバンド回線に接続す
る。つながれると、フェムトセルは、モバイルオペレータのモバイルネットワークに接続
し、居住用フェムトセルのための通常３０メートルから５０メートルの範囲の追加のカバ
レッジを提供する。したがって、ＬＰ　ｅＮＢは、フェムトセルｅＮＢであり得る。なぜ
ならば、これは、ＰＤＮ　ＧＷ１２６を介して接続されるからである。同様に、ピコセル
は、ビルディング内（オフィス、ショッピングモール、駅等）や、より最近では航空機内
等の小さなエリアを通常はカバーする無線通信システムである。ピコセルｅＮＢは、一般
に、Ｘ２リンクを介して、その基地局コントローラ（ＢＳＣ）機能を介してマクロｅＮＢ
等の別のｅＮＢに接続することができる。したがって、ＬＰ　ｅＮＢは、ピコセルｅＮＢ
を用いて実装され得る。なぜならば、これは、Ｘ２インタフェースを介してマクロｅＮＢ
に接続されるからである。ピコセルｅＮＢ又は他のＬＰ　ｅＮＢは、マクロｅＮＢの機能
の一部又は全てを組み込むことができる。場合によっては、これは、アクセスポイント、
基地局又はエンタープライズフェムトセルと呼ばれることもある。
【００１３】
　いくつかのＬＴＥの実施形態において、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）は
、ユーザデータ及びより上位のレイヤのシグナリングをＵＥ１０２に伝送する。物理下り
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、とりわけ、ＰＤＳＣＨチャネルに関連するトラン
スポートフォーマット及びリソース割り当てについての情報を伝送する。これはまた、上
りリンク共用チャネルに関連するトランスポートフォーマット、リソース割り当て、及び
Ｈ－ＡＲＱ情報についてＵＥ１０２に通知する。通常、下りリンクスケジューリング（セ
ル内のＵＥに対する制御チャネルリソースブロック及び共用チャネルリソースブロックの
割り当て）は、ＵＥ１０２からｅＮＢ１０４にフィードバックされたチャネル品質情報に
基づいて、ｅＮＢ１０４において実行され、次いで、下りリンクリソース割り当て情報が
、ＵＥ１０２のために使用される（且つ、ＵＥ１０２に対しておそらくは割り当てられる
）物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介して、ＵＥに送信される。
【００１４】
　ＰＤＣＣＨは、ＣＣＥ（制御チャネル要素；control　channel　element）を使用して
、制御情報を伝送する。リソース要素にマッピングされる前に、ＰＤＣＣＨ複素数値シン
ボルが、まず、四つ組（quadruplet）に編成され得、次いで、その四つ組が、レートマッ
チングのために、サブブロックインターリーバ（inter-leaver）を用いて順序が変えられ
る。各ＰＤＣＣＨは、このような制御チャネル要素（ＣＣＥ）のうちの１以上を用いて伝
送される。ここで、各ＣＣＥは、リソース要素グループ（ＲＥＧ）として知られている４
つの物理リソース要素の９個のセットに対応する。４つのＱＰＳＫシンボルが、各ＲＥＧ
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にマッピングされる。ＰＤＣＣＨは、ＤＣＩのサイズ及びチャネル状態に応じて、１以上
のＣＣＥを用いて伝送され得る。異なる数のＣＣＥ（例えば、アグリゲーションレベル、
Ｌ＝１、２、４、又は８）を伴う、ＬＴＥにおいて定義された４以上の異なるＰＤＣＣＨ
フォーマットが存在し得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態に従うと、ＰｒｏＳｅ対応型のＵＥ１０２は、直接デバイスツーデ
バイス（Ｄ２Ｄ）通信される他のＵＥ１０２のＤ２Ｄディスカバリを含むＤ２Ｄ通信のた
めに構成され得る。これらの実施形態において、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２は、１以上の
他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥをディスカバリするために、ディスカバリリソースにおいてディ
スカバリ信号１０１を送信することができる。これらの実施形態については以下でより詳
細に説明する。
【００１６】
　図２は、いくつかの実施形態に従った、Ｄ２Ｄ通信のディスカバリゾーンを含むリソー
スグリッドの構造を示している。図示されるグリッドは、リソースグリッドと呼ばれる時
間－周波数グリッドであり、各スロット内の下りリンク又は上りリンクにおける物理リソ
ースである。リソースグリッドにおける最小時間－周波数ユニットが、リソース要素（Ｒ
Ｅ）として表される。リソースグリッドは、複数のリソースブロック（ＲＢ）を含み、Ｒ
Ｂは、リソース要素に対する所定の物理チャネルのマッピングを表す。各リソースブロッ
クは、リソース要素の集合を含み、周波数領域において、割り当てることができるリソー
スの最小量子（smallest　quanta）を表すが、実施形態の範囲は、この点において限定さ
れるものではない。そのようなリソースブロックを用いて伝送される複数の異なる物理チ
ャネルが存在する。図２に示されるリソースグリッドは、ＲＡＮ１００により使用される
複数の物理ＲＢ（ＰＲＢ）を含み得るＬＴＥオペレーションゾーン２０２を含み得る。
【００１７】
　いくつかの実施形態に従うと、ＵＥ１０２（図１）は、ｅＮＢ１０４（図１）から、Ｌ
ＴＥオペレーションゾーン２０２内のディスカバリゾーン２０４を示すシグナリングを受
信することができる。ディスカバリゾーン２０４は、ディスカバリリソースの複数のＰＲ
Ｂ２０６を含み得る。ＵＥ１０２は、ディスカバリゾーン２０４のいくつかのＰＲＢ２０
６内におけるＤ２Ｄディスカバリのために１以上の他のＵＥにより受信されるディスカバ
リパケット又はディスカバリ信号１０１（図１）を送信することができる。いくつかの実
施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリのために割り当てられるリソースは、物理上りリン
ク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）のリソースであり得るが、実施形態の範囲は、この点にお
いて限定されるものではない。
【００１８】
　ＰＲＢは、時間次元におけるサブフレームの特定のスロットに関連付けられ、周波数次
元における周波数サブキャリアの特定のグループに関連付けられ得る。各ＰＲＢは、例え
ば、ＲＢインデックス及びサブフレームインデックスにより識別され得る。いくつかの実
施形態において、ディスカバリパケット１０１は、Ｎ個のリソースブロックのＭ個のサブ
フレーム内で送信され得る。ここで、Ｍ及びＮは、少なくとも１であり、２以上であって
もよい。このような実施形態については以下でより詳細に説明する。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、ＰＲＢは、時間領域における０．５ｍｓ（すなわち１つ
のスロット）毎の、周波数領域における１２個のサブキャリアを含み得る。ＰＲＢは、（
時間領域において）ペアで割り当てられ得るが、これは必須ではない。いくつかの実施形
態において、ＰＲＢは、複数のＲＥを含み得る。ＲＥは、１つのシンボル毎に１つのサブ
キャリアを含み得る。通常ＣＰが使用される場合、ＲＢは７つのシンボルを含む。拡張Ｃ
Ｐが使用される場合、ＲＢは６つのシンボルを含む。通常ＣＰ長を超える遅延拡散（dela
y　spread）は、拡張ＣＰの使用を示す。各サブフレームは、１ミリ秒（ｍｓ）であり得
、１つのフレームは、１０個のそのようなサブフレームを含み得る。
【００２０】
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　Ｄ２Ｄディスカバリにおいて、２つの異なるアプローチ、すなわち、制限／クローズド
Ｄ２Ｄディスカバリ及びオープンＤ２Ｄディスカバリが存在する。制限／クローズドＤ２
Ｄディスカバリは、ディスカバリ可能なデバイスが、ディスカバリする側のＰｒｏＳｅ対
応デバイスの選択セットによってのみディスカバリされ得るユースケースに適用される。
クローズドデバイスディスカバリのさらなる暗示は、ディスカバリする側のデバイスが、
１以上の特定のＰｒｏＳｅ対応デバイス（ＰｒｏＳｅ対応デバイスのセットからの１以上
のデバイス）をディスカバリすることを試みるシナリオの考慮である。したがって、この
ユースケースでは、ディスカバリする側のデバイスは、そのデバイスがディスカバリした
いと望むその近接にあるＰｒｏＳｅ対応デバイスを認識していると想定される。
【００２１】
　クローズドＤ２Ｄディスカバリとは対照的に、オープンデバイスディスカバリは、ディ
スカバリ可能なデバイス自身が、その近接にある他のＰｒｏＳｅ対応デバイスによりディ
スカバリされることを望み得るユースケースを考慮している。ディスカバリする側のデバ
イスの観点から、オープンデバイスディスカバリは、ディスカバリする側のデバイスが、
ディスカバリの前に、他のＰｒｏＳｅ対応デバイスのアイデンティティ（存在）を認識し
ていると想定され得ないことを暗示する。結果として、オープンディスカバリのためのデ
バイスディスカバリメカニズムは、その近接にあるできるだけ多くのＰｒｏＳｅ対応デバ
イスをディスカバリすることを目指すべきでる。
【００２２】
　オープンＤ２Ｄディスカバリに関して、ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２間のディスカバリ
プロセスに対して制限された制御を有する。詳細には、ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２がデ
ィスカバリ情報を送信するために、所定のディスカバリリソースを、Ｄ２Ｄディスカバリ
領域の形態で、周期的に割り当てることができる。ディスカバリ情報は、ペイロード情報
を含むディスカバリパケット又はディスカバリシーケンスの形態であり得る。ＵＥが互い
と共有することを意図するディスカバリ関連情報コンテンツは、設計上、デバイスアイデ
ンティフィケーション（identification）、サービスアイデンティティ等のための一意な
ＩＤを、ＣＲＣにより保護されるデータペイロードとして送信する必要があるので、より
多くなり得る（例えば、４８ビット以上）。オープンＤ２Ｄディスカバリ設計におけるデ
ィスカバリパケット送信のために必要とされるリソースブロック（ＲＢ）の数（
【数１】

と表記される）は、ペイロードサイズ及び全体的ディスカバリ性能の要件に応じて、１以
上であり得る。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリ領域は、周期的ディスカバリゾーンの複数
の発生を含み得、各ディスカバリゾーンは、周波数領域におけるいくつかのＲＢ及び時間
領域におけるいくつかのサブフレームを含む。図２は、ＬＴＥオペレーションゾーン２０
２内のディスカバリゾーン２０４の一例を示しており、各ディスカバリゾーンの割り当て
られたＲＢの数、開始ＲＢインデックス、サブフレームの数、及び開始サブフレームイン
デックスはそれぞれ、
【数２】

、
【数３】

、
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【数４】

、及び
【数５】

と表記される。このようなＤ２Ｄディスカバリ領域の分割に関する情報は、ネットワーク
カバレッジ内のシナリオでは、ＲＲＣシグナリングを用いてｅＮＢにより準静的に、ある
いは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）により、シグナリングされ得る。部分的ネットワ
ークカバレッジのシナリオでは、そのような情報は、コーディネータＵＥ（coordinator
　UE）により、ネットワークカバレッジ外のＵＥに転送され得る。ネットワークカバレッ
ジ外のシナリオでは、ディスカバリゾーンは、中央Ｄ２Ｄデバイスによりブロードキャス
トされてもよいし、予め定められてもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、パラメータ
【数６】

及びパラメータ
【数７】

は、Ｄ２Ｄゾーン構成メッセージには含まれず、代わりに、（帯域エッジにおける）ＰＵ
ＣＣＨ領域を除いた全システム帯域幅が、システムの観点から、Ｄ２Ｄディスカバリのた
めに排他的に予約されるよう設計され得るが、実施形態の範囲は、この点において限定さ
れるものではない。いくつかの実施形態において、パラメータ
【数８】

は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン割り当ての周期性として構成され得る。
【００２５】
　ＵＥベースのオープンディスカバリの場合についても、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモ
ードにあるＵＥのディスカバリ信号の送信のためのＵＥ固有ディスカバリリソース割り当
てにおける潜在的ネットワーク支援（potential　network　assistance）を利用すること
が有用であり、それにより、ディスカバリプロセスの効率を向上させる。この点において
、各Ｄ２Ｄディスカバリ領域（Ｄ２Ｄ－ＤＺ）は、次の２つの直交時間－周波数ゾーンに
さらに分割され得る：（１）ｅＮＢがディスカバリ信号の送信のために周期的リソースを
割り当てるノンコンテンションベースＤ２Ｄ　ＤＺ（ＮＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺ）であって、
ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＤ２Ｄ　ＵＥがアクセス可能なＮＣＢ－Ｄ２Ｄ
　ＤＺ；（２）一般に（カバレッジ外のＵＥを含む）全てのＤ２Ｄ　ＵＥに利用可能なコ
ンテンションベースＤ２Ｄ　ＤＺ（ＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺ）であって、Ｄ２Ｄ対応ＵＥがデ
ィスカバリ信号の純粋にコンテンションベースの送信に従うＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺ。さらに
、ＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺのために使用されるＤ２Ｄディスカバリリソースは、Ｄ２Ｄディス
カバリプロシージャの後にＤ２Ｄ通信オペレーションが続き得るという事実に特に起因し
て、Ｄ２Ｄディスカバリを可能にするとともにＵＥ側でバッファされるＤ２Ｄデータの量
に依存するＤ２Ｄ通信リソースの必要とされるサイズ（例えば、Ｄ２Ｄ通信のためのサブ
フレームの数）を大まかに示すために、部分Ａ及び部分Ｂと呼ばれる２つの部分にさらに
分割され得る。１つのグループからのＤ２Ｄディスカバリリソースの使用は、１つの予め
定められた閾値よりも大きな量のリソースの選択（preference）を示す。
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【００２６】
　いくつかの実施形態に従うと、Ｄ２Ｄディスカバリゾーンは、２つの異なる態様、すな
わち、ネットワーク共通Ｄ２Ｄディスカバリゾーン及びセル固有Ｄ２Ｄディスカバリゾー
ンで構成され得る。これらの詳細については以下で説明する。ネットワーク共通ディスカ
バリゾーンに関して、時間－周波数リソースの共通セットが、ネットワーク全体にわたる
Ｄ２Ｄディスカバリのために予約され得る。この構成は、それぞれのオペレータが、リソ
ースプロビジョニングにおけるある程度の柔軟性を可能にするために、異なるパブリック
ランドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）間で異なり得る。ディスカバリゾーンは、各Ｐ
ＬＭＮにより、運用・管理・保守（ＯＡＭ）ツールを介してプロビジョニングされ得る。
ディスカバリゾーンのネットワーク共通構成は、複数の方法を介してシグナリングされ得
る。正確なリソースプロビジョニングは、ネットワーク内のＰｒｏＳｅ対応ＵＥの数の統
計値、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥそれぞれの能力、及び位置（最大、追跡エリア（ＴＡ）粒度ま
で）に基づいて決定され得る。この情報は、Ｄ２Ｄサーバにおいて利用可能であり、Ｄ２
Ｄサーバは、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）を介して、正確なリソース構成をｅ
ＮＢに通知することができる。
【００２７】
　セル固有ディスカバリゾーンに関して、各ｅＮＢ１０４は、アクティブなＰｒｏＳｅ対
応ＵＥ１０２の現在の数と、干渉状況と、に関する情報を用いて、セル固有ディスカバリ
ゾーンのための正確なリソース構成を決定することができる。この情報のいくつかは、デ
ィスカバリプロセスに関与しているＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２からの周期的フィードバッ
ク／イベントによりトリガされるフィードバック／オンデマンドフィードバックを介して
取得され得る。ｅＮＢ間Ｄ２Ｄディスカバリを可能にするために、隣接ｅＮＢ間の所定の
レベルの協調が存在し、この協調は、Ｘ２インタフェースを介する隣接ｅＮＢ間における
ディスカバリゾーンの構成に関する情報の交換により実現され得る。
【００２８】
　実施形態に従うと、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成を示すシグナリン
グをＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２に送信することができる。このシグナリングは、ディスカ
バリゾーン２０４の時間リソース及び周波数リソース並びに周期性を示すとともに、ディ
スカバリゾーン２０４のための動作パラメータを示すことができる。Ｄ２Ｄディスカバリ
ゾーン２０４のリソースは、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２によるＤ２Ｄディスカバリ信号送
信のために割り当てられ得る。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成シグナリングは、ディス
カバリゾーン２０４の１以上の発生を示すことができ、ｅＮＢ１０４により無線リソース
制御（ＲＲＣ）シグナリングを用いて準静的に送信される、あるいは、ＳＩＢを用いて送
信される。図２に示される例において、ディスカバリゾーン２０４は、ＬＴＥオペレーシ
ョンゾーン２０２内の複数のＰＲＢ２０６を含み、ディスカバリゾーン２０４は、周期的
又は定期的に発生し得る。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、このシグナリングは、ｅＮＢにより専用ＲＲＣシグナリ
ングを用いて送信される、あるいは、ＳＩＢを介する共通無線リソース制御（ＲＲＣ）シ
グナリング（すなわち、ＳＩＢシグナリング）を用いて送信される。ｅＮＢにより送信さ
れるシグナリングが、ＳＩＢを介する共通ＲＲＣシグナリングを用いる場合、ｅＮＢによ
り送信されるシグナリングは、ＳＩＢ送信（SIB　transmission）及びページング送信（p
aging　transmission）のうちの少なくとも１つを含み得る。いくつかの実施形態におい
て、構成情報は、（例えば、ＬＴＥリリース１１に従った）既存ＳＩＢに追加され得る、
あるいは、（例えば、ａ１以降のＬＴＥリリースに従った）新たに定義されたＳＩＢを介
してシグナリングされる。
【００３１】
　ネットワーク共通ディスカバリゾーン割り当て及びセル固有ディスカバリゾーン割り当
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ての両方の場合におけるシグナリングに関して、ネットワークは、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤモード及びＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードの両方の動作モードにあるＵＥに、この情報を
シグナリングすることが可能であるべきである。ネットワーク共通Ｄ２Ｄディスカバリゾ
ーン割り当てに関しては、異なるシグナリングメカニズムが適用されてもよい。いくつか
の実施形態において、既存システム情報ブロック（ＳＩＢ）（例えば、ＳＩＢ２）を使用
して、以下でより詳細に説明する、サイレンシング係数と、他の関連するセル共通パラメ
ータ又はネットワーク共通パラメータと、を含むＤ２Ｄディスカバリゾーン構成情報をシ
グナリングすることができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーン２０４は、ディスカバリ期間と呼ば
れ得る、あるいは、ディスカバリ期間と考えられ得る。いくつかの実施形態において、コ
ンテンションベースＤ２Ｄディスカバリは、Ｔｙｐｅ１ディスカバリと呼ばれ得る、ある
いは、Ｔｙｐｅ１ディスカバリと考えられ得るのに対し、ノンコンテンションベースＤ２
Ｄディスカバリは、Ｔｙｐｅ２ディスカバリと呼ばれ得る、あるいは、Ｔｙｐｅ２ディス
カバリと考えられ得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成シグナリングは、周期的
リソースが、ＲＲＣ接続モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥのみによるディスカバリ信号１
０１のノンコンテンションベース送信のために割り当てられるノンコンテンションベース
Ｄ２Ｄディスカバリゾーン（ＮＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＮＺ）と、周期的リソースが、ＲＲＣ接続
モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ、ＲＲＣアイドルモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ、及
びカバレッジ外のＵＥを含む任意のＰｒｏＳｅ対応ＵＥによるディスカバリ信号１０１の
コンテンションベース送信のために割り当てられるコンテンションベースＤ２Ｄディスカ
バリゾーン（ＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺ）と、のうちの少なくとも１つを示す。これらの実施形
態において、ノンコンテンションベースＤ２Ｄディスカバリゾーンは、ＲＲＣ接続モード
にあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥによるノンコンテンションベース技術に従ったディスカバリ信
号１０１の送信のために指定され得る。いくつかの実施形態において、ＲＲＣ接続モード
にあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥには、ディスカバリ信号１０１の送信のために、ノンコンテン
ションベースＤ２Ｄディスカバリゾーンの特定のディスカバリリソースが割り当てられ得
る。いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成シグナリングは、ディ
スカバリゾーン２０４が、ノンコンテンションベースＤ２Ｄディスカバリゾーンとコンテ
ンションベースＤ２Ｄディスカバリゾーンとに分割されることを示すことができる。
【００３４】
　これらの実施形態のいくつかにおいて、コンテンションベースＤ２Ｄディスカバリゾー
ンは、任意のＰｒｏＳｅ対応ＵＥによる純粋にコンテンションベースの技術に従ったディ
スカバリ信号１０１の送信のために指定され得る。これらの実施形態において、ＰｒｏＳ
ｅ対応ＵＥには、ディスカバリ信号１０１のコンテンションベース送信の特定のディスカ
バリリソースが割り当てられない。コンテンションベースＤ２Ｄディスカバリゾーンを利
用するＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、ＲＲＣ接続モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ、ＲＲＣアイ
ドルモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ、及び、カバレッジ外のＵＥ（例えば、他のｅＮＢ
に接続されたＵＥ）等の他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥを含み得る。
【００３５】
　これらの実施形態のいくつかにおいて、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄディスカバリリソース
のシグナリングを提供することができ、コンテンションベースＤ２Ｄディスカバリリソー
ス及びコンテンションフリーＤ２Ｄディスカバリリソースの両方が、ｅＮＢにより分割さ
れて構成され得る。いくつかの実施形態において、この分割は論理的であり得る。リソー
スの実際の分割に関しては、結局のところ、ネットワーク又はｅＮＢ次第である（すなわ
ち、実装に基づく）。いくつかの実施形態において、物理リソースのいくつかは、２つの
ゾーン／リソースプールの間でオーバーラップするが、実施形態の範囲は、この点におい
て限定されるものではない。
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【００３６】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションレイヤシグナリングを使用して、Ｄ２
Ｄディスカバリゾーン構成をシグナリングすることができる。これらの実施形態において
、Ｄ２Ｄサーバは、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥのＤ２Ｄ登録の間に、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン
構成をシグナリングすることができる。Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成に対する変更が、
Ｄ２Ｄサーバからのアプリケーションレイヤ再構成メッセージにより、ＰｒｏＳｅ対応Ｕ
Ｅにシグナリングされ得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングを使用して、Ｄ２
Ｄディスカバリゾーン構成をシグナリングすることができる。これらの実施形態において
、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）は、Ｄ２Ｄサーバに対するＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
のＤ２Ｄ登録の間に、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成をシグナリングすることができる。
これらの実施形態において、ＵＥ又はＤ２Ｄサーバのどちらかは、ディスカバリゾーン情
報を要求することができる。上記のシグナリングオプションの両方（アプリケーションレ
イヤシグナリング及びＮＡＳシグナリング）に関して、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　Ｕ
Ｅへのコンテンションフリーリソース割り当てをサポートするのにあまり効果的ではない
ことがある。なぜならば、ディスカバリゾーンリソースは、ｅＮＢの代わりにＭＭＥによ
り管理され、結果として、コアネットワークにおけるシグナリングオーバーヘッドに起因
して、動的リソース割り当ては選択されないからである。
【００３８】
　図３Ａは、いくつかの実施形態に従った、ディスカバリゾーンメトリック（metric）の
レポーティングを示している。これらの実施形態において、ｅＮＢ１０４（図１）は、１
以上のＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２（図１）による、ディスカバリゾーン２０４（図２）に
おけるディスカバリ信号（図１）のモニタリングに基づくディスカバリゾーンローディン
グメトリックを受信するよう構成され得る。ｅＮＢ１０４は、ディスカバリゾーンローデ
ィングメトリックに基づいて、Ｄ２Ｄアクティビティのためのリソース割り当て構成に対
する変更を行うか否かを決定することができる。これらの実施形態において、ＰｒｏＳｅ
対応ＵＥ１０２は、他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２により送信されたＤ２Ｄディスカバリ
信号１０１のために、ディスカバリゾーン２０４をモニタリングして、ディスカバリゾー
ンローディングメトリックをｅＮＢ１０４にレポートすることができる。ディスカバリゾ
ーンローディングメトリックに基づいて、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄディスカバリのための
リソース及びＤ２Ｄ通信のためのリソースを含む、Ｄ２Ｄアクティビティのためのそのリ
ソース割り当て構成に対する変更を行うことができる。いくつかの実施形態において、デ
ィスカバリゾーンローディングメトリックに基づいて、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄアクティ
ビティのためのリソース割り当て構成を最適化するために、変更を行うことができる。例
えば、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄアクティビティのためのリソースプールのサイズを変更す
ることができ、後続のディスカバリゾーンリソースを割り当てることに加えて、ディスカ
バリゾーンローディングメトリックに基づいて、後続のＤ２Ｄ通信のためのリソースを割
り当てることもできる。ディスカバリゾーンローディングメトリックに基づいて、ｅＮＢ
１０４はまた、例えば、（ランダムサイレンシング又はランダム確率的送信（random　pr
obabilistic　transmission）等、）干渉抑圧のためのパラメータを変更することにより
、１以上の干渉制御技術を適用又は中断することもできる。図３Ａに示されるように、Ｐ
ｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２は、ｅＮＢ１０４から、ディスカバリゾーン構成を示すシグナリ
ングを受信することができる（動作３１２）。ＵＥ１０２は、動作３１３において、ディ
スカバリゾーンをモニタリングして、ディスカバリゾーンメトリックをメッセージに含め
てレポートすることができる（動作３１４）。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーンメトリックは、ディスカバリゾーン
の複数の発生におけるディスカバリ信号送信の回数（例えば、カウント数）を含む。いく
つかの実施形態において、ディスカバリゾーンメトリックは、一意なディスカバリ信号送
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信の回数をさらに含み、ｅＮＢは、ディスカバリゾーンローディングメトリックに基づい
て、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２の数を判定することができる。いくつかの実施形態におい
て、ディスカバリゾーンメトリックは、ディスカバリゾーンの複数の発生におけるディス
カバリ信号送信の回数と、ディスカバリゾーンの複数の発生における検出に成功したディ
スカバリ信号の数と、ディスカバリゾーンの複数の発生における干渉レベルのインジケー
ションと、のうちの少なくとも１つを含み得る。これらの実施形態のいくつかにおいて、
ＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、復調基準信号（ＤＭＲＳ）に基づいて、他のＵＥのディスカバリ
信号送信を識別することができ、ディスカバリゾーンメトリックは、ブラインド検出され
た（blindly　detected）一意なＤＭＲＳシーケンスの数又は一意な巡回シフト値を含み
得る。
【００４０】
　これらの実施形態において、ＵＥは、Ｄ２Ｄディスカバリゾーンの構成に関するフィー
ドバックを提供するよう構成され得る。セル固有ディスカバリゾーン構成の場合に関して
、ｅＮＢは、ディスカバリプロセスに関与しているＰｒｏＳｅ対応ＵＥから、セル内のロ
ーディングに関する情報を受信することができる。しかしながら、ｅＮＢは、ＲＲＣ＿Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるそのようなＰｒｏＳｅ対応ＵＥの数しか認識することがで
きない。ｅＮＢは、そのサービングエリア内でＤ２Ｄディスカバリに関与しているＲＲＣ
＿ＩＤＬＥモードにあるＵＥを認識することができない。いくつかの実施形態は、ディス
カバリゾーンのローディングに関する情報をｅＮＢに提供するが、これは、ＵＥフィード
バックを可能にすることにより実現される。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、過去のＮ個のディスカバリゾー
ンにおける送信の回数をレポートすることができる。ここで、Ｎは、ページング応答の形
の、予め定められたパラメータ又は設定可能なパラメータであり得る。ページングサイク
ルが、ページングをモニタリングするために異なるサブフレームが割り当てられるＵＥの
異なるグループを伴ってＵＥ固有に構成され得るので、このフィードバックを提供するた
めにページング応答としてランダムアクセス（ＲＡ）プロシージャを開始する複数のＵＥ
が、ｅＮＢにより管理され得る。ディスカバリゾーンの構成の低デューティサイクルを仮
定すると、ｅＮＢは、ディスカバリゾーンのローディングの量を推定するために、同じペ
ージングサブフレームで、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードにある全てのＵＥに対してこのフィー
ドバックを要求する必要がないことに留意されたい。サイレンシング係数が、ｅＮＢによ
り設定され得るので、その影響が、この推定量を導出する際、ｅＮＢにより考慮に入れら
れ得る。
【００４２】
　過去のＮ個のディスカバリゾーンにおける送信の回数に関するフィードバックを求める
要求は、ｅＮＢが、このメトリックをレポートするように１つのＵＥ又はＵＥのセットに
要求するときに、ｅＮＢにより、ページングメッセージに追加され、可能にされ得る。さ
らに、Ｄ２Ｄディスカバリに関与しているＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＵＥ
の数が、上記のメカニズムを用いることにより、あるいは、専用ＲＲＣシグナリング又は
ＭＡＣ　ＣＥシグナリングを介して示されるフィードバック要求を介して、ｅＮＢにより
認識され得る。
【００４３】
　いくつかの他の実施形態において、ＵＥは、最小化運転テスト（ＭＤＴ：minimization
　driving　test）に類似するレポーティングにより、あるいは、ＭＤＴレポーティング
の一部として、ディスカバリ関連メトリック又は測定結果をレポートすることができる。
アイドルモードにおいて、ＵＥは、測定結果を記憶及び蓄積して、ＵＥが接続されると、
記憶した測定結果をレポートする。接続モードにおいて、ＵＥは、周期的に、あるいは、
イベントによりトリガされたときに、ディスカバリ関連測定結果をレポートすることがで
きる。アイドルモードの場合、レポーティングは直ちには行われないので、測定結果を記
憶した時間を示すタイムスタンプが含まれる必要があり得る。加えて、詳細な位置に関す
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る情報（例えば、セルインデックス又はＧＰＳ情報）も含まれ得る。ディスカバリ関連メ
トリック又は測定結果に関して、上述したように、過去のＮ個のディスカバリゾーンにお
ける送信の回数がレポートされ得る。代替的に、干渉レベル又は検出に成功したＤ２Ｄデ
ィスカバリパケット送信の回数がレポートされてもよい。例えば、ランダムに選択された
ＤＭ－ＲＳベースシーケンス及び／又は巡回シフト（ＰＵＳＣＨベースのディスカバリパ
ケット送信の場合）を用いるディスカバリパケット送信を想定した場合、ＵＥは、より最
近のＮ１個のＤ２Ｄディスカバリゾーンにわたって合計又は平均された、ブラインド検出
された一意なＤＭ－ＲＳシーケンスの数又は巡回シフトの回数をレポートすることができ
る。ここで、Ｎ１は、予め定められていてもよいし、設定可能であってもよい。
【００４４】
　図３Ｂは、いくつかの実施形態に従った、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥをカウントするためのラ
ンダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の使用を示している。これらの実施形態において、
ｅＮＢ１０４は、初期アクセスプロシージャの一部としてのコンテンションベースランダ
ムアクセス（ＣＢＲＡ）プロシージャ３００中にＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２から受信した
無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング（動作３０８）に基づいて、ＰｒｏＳｅ対応Ｕ
Ｅ１０２の数を判定することができる。ＲＲＣシグナリングは、例えば、送信しているＰ
ｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２のＤ２Ｄ能力のインジケーションを含み得る。これらの実施形態
において、ｅＮＢ１０４は、ディスカバリゾーンローディングメトリックと、ＲＲＣシグ
ナリングに基づいて判定されたＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２の数と、に基づいて、Ｄ２Ｄア
クティビティのためのリソース割り当て構成に対する変更を行うか否かを決定することが
できる。
【００４５】
　これらの実施形態において、ＲＡＣＨは、Ｄ２Ｄ　ＵＥのカウントのために使用される
。ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ（すなわち、Ｄ２Ｄ可能ＵＥ）のカウントは、ＵＥの初期コンテン
ションベースランダムアクセス（ＣＢＲＡ）プロシージャ（動作３０２、動作３０４、動
作３０６、動作３０８、及び動作３１０）中に実行される。これらの実施形態において、
ＵＥのＰｒｏＳｅ能力が、動作３０８において送信されるメッセージに含まれ得る。これ
らの実施形態を使用して、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＵＥに加えて、ＲＲ
Ｃ＿ＩＤＬＥモードにあるＵＥをカウントすることができる。
【００４６】
　図４は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続モードにあるＵＥのためのＰｒｏＳｅ対応Ｕ
Ｅをカウントするためのプロシージャを示している。これらの実施形態において、ｅＮＢ
１０４は、Ｄ２Ｄカウント要求メッセージを送信し（動作４０２）、無線リソース制御（
ＲＲＣ）接続モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２から、Ｄ２Ｄカウント応答メッセー
ジを受信する（動作４０４）よう構成され得る。これらの実施形態において、Ｄ２Ｄカウ
ント応答メッセージ４０４は、応答したＵＥがＰｒｏＳｅ対応ＵＥであることを示すこと
ができ、これにより、ｅＮＢ１０４は、受信したＤ２Ｄカウント応答メッセージ４０４の
数に基づいて、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥの数を粗推定することが可能になる。これらの実施形
態のいくつかにおいて、Ｄ２Ｄカウント応答メッセージ４０４は、ＲＲＣ接続モードにあ
るＵＥがＰｒｏＳｅ対応ＵＥではないことを示してもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄカウント要求メッセージ（動作４０２）は、Ｄ２
Ｄのカウントのために割り当てられた複数の専用ＲＡＣＨプリアンブルを含み得、Ｄ２Ｄ
カウント応答メッセージ（動作４０４）は、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２により選択され、
割り当てられたアクセススロット（例えば、ＲＡＣＨ時間／周波数リソース）内で送信さ
れた、ＲＡＣＨプリアンブルのうちの１つを含み得る。
【００４８】
　これらの実施形態において、専用ＲＡＣＨプリアンブルのセットは、Ｄ２Ｄカウント要
求メッセージに含まれ得る。Ｄ２Ｄのカウントの目的のためにネットワークからカウント
要求を受信すると、Ｄ２Ｄ可能ＵＥは、Ｄ２Ｄ　ＵＥのカウントの目的のために割り当て
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られたＲＡＣＨプリアンブルのプールから選択されたＲＡＣＨプリアンブルを送信するこ
とにより応答する。ＵＥは、割り当てられたアクセススロット（ＲＡＣＨチャネル時間／
周波数リソース）上で選択されたプリアンブルを送信する。Ｄ２Ｄディスカバリリソース
が、現在の構成と比較して追加される必要があるか低減される必要があるかを判定する（
これは、現在のＤ２Ｄリソース構成に関する所定の閾数と比較することにより実現するこ
とができる）ためには、Ｄ２Ｄ可能ＵＥの数の比較的粗い推定で十分であり得ることに留
意されたい。より多数のＵＥの非常に正確なカウントは必要でない。したがって、この閾
数と同様の数又はこの閾数よりもほんの少し多い数のプリアンブルシグネシャ－時間スロ
ットの組合せを割り当てることにより、必要とされる情報が簡単に導出される。
【００４９】
　これらの実施形態において、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＤ２Ｄ可能ＵＥ
をカウントすることは、ディスカバリ信号リソースが通常は準静的に割り当てられるとい
う事実に起因して、場合によっては、最適化されたディスカバリリソース割り当てのため
に十分であり得、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードにある任意のＤ２Ｄ可能ＵＥは、無線アクセス
ネットワークにおけるＲＲＣコンテキストの欠如に起因して、Ｄ２Ｄディスカバリのため
のコンテンションベースリソースを使用する必要がある。ネットワークは、Ｄ２Ｄリソー
ス利用及び衝突の可能性の検出された統計値に従ってリソースを徐々に調整する能力を有
する。したがって、ＭＢＭＳカウントプロシージャの一部として規定されるように、Ｅ－
ＵＴＲＡＮは、まず、Ｄ２ＤＣｏｕｎｔｉｎｇＲｅｑｕｅｓｔメッセージを送信すること
により、このプロシージャを開始する。Ｄ２ＤＣｏｕｎｔｉｎｇＲｅｑｕｅｓｔメッセー
ジを受信すると、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＤ２Ｄディスカバリ可能なＵ
Ｅは、Ｄ２ＤＣｏｕｎｔｉｎｇＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信する。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢは、ＲＲＣ接続モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
により送信された、ディスカバリリソース解放を示すＲＲＣメッセージに基づいて、Ｐｒ
ｏＳｅ対応ＵＥ１０２の数を判定することができる。これらの実施形態のいくつかにおい
て、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、専用ディスカバリ
リソースを有するようまだ構成されていない場合であっても、ディスカバリリソース解放
を示すＲＲＣメッセージを送信することができる。この情報は、ｅＮＢが、Ｄ２Ｄディス
カバリに関与しているＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥの数
を推定するのを助けることができ、それにより、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあ
るＵＥのためのリソース割り当てを最適化することができる。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢは、ＲＲＣアイドルモードにあるＰｒｏＳｅ対応
ＵＥにより送信された、Ｄ２Ｄ能力のインジケーションを含む周期的追跡エリア（ＴＡ）
メッセージの受信に基づいて、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２の数を判定することができる。
これらの実施形態において、ＲＲＣアイドルモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、Ｄ２Ｄ
能力のインジケーションを周期的追跡エリア（ＴＡ）メッセージに追加するよう構成され
得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から
、ディスカバリゾーンの時間リソース及び周波数リソース並びに周期性を示すとともに、
１以上のディスカバリゾーン動作パラメータを示すデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ディ
スカバリゾーン構成シグナリングを受信するよう構成され得る。いくつかの実施形態にお
いて、ＵＥが、無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドルモード（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモード）
にあるとき、ＵＥは、ディスカバリリソース要求をｅＮＢに送信するために、ＲＲＣ接続
モード（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモード）に遷移することができる。ＵＥは、少なく
ともコンテンションベースＤ２Ｄディスカバリゾーン（ＣＢ－Ｄ２Ｄ　ＤＺ）における送
信の場合には、ｅＮＢからリソース構成メッセージを受信すると、ＲＲＣアイドルモード
に再度自律的に切り替わることができる。
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【００５３】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成情報を
、１以上の隣接ｅＮＢと交換するよう構成され得る。ｅＮＢ１０４は、（例えば、ＳＩＢ
シグナリングを介して）１以上の隣接ｅＮＢのＤ２Ｄディスカバリゾーン構成情報をＰｒ
ｏＳｅ対応ＵＥにシグナリングするよう構成され得る。これらの実施形態において、隣接
ｅＮＢ間の所定のレベルの協調は、特にＤ２Ｄディスカバリゾーンのセル固有構成の場合
には、ｅＮＢ間ディスカバリをサポートすることができる。いくつかの実施形態において
、ｅＮＢ１０４は、それぞれのセル内のＤ２Ｄディスカバリゾーンの構成に関する情報を
交換することができる。隣接セルのＤ２Ｄディスカバリ構成が、それぞれのサービングセ
ルにより、ＵＥ１０２にシグナリングされ得る。いくつかの代替実施形態において、サー
ビングセルは、隣接セルにより送信された関連システム情報ブロック（ＳＩＢ）の位置に
ついて、ＵＥに通知することができ、ＵＥは、対応するＳＩＢを取得することができ、そ
れにより、隣接セルにおけるＤ２Ｄディスカバリゾーン構成を認識することができる。両
方の場合に関して、特にＵＥベースのオープンディスカバリに関して、その選択されたサ
ブセットのみのその隣接セルリスト内の全てのセルの（そのサービングセルのＤ２Ｄディ
スカバリゾーンとはオーバーラップしない）Ｄ２Ｄディスカバリゾーンを送信及び／又は
リスンするかどうかについては、ＵＥ実装次第であり得る。
【００５４】
　Ｄ２Ｄディスカバリゾーンのネットワーク共通構成に関して、構成セルは、共通Ｄ２Ｄ
ディスカバリゾーンを可能にするために、サブフレーム境界、サブフレーム番号（ＳＦＮ
）等に関してきっちりとした時間同期を維持するよう構成され得る。これは、例えば、バ
ックホールベースの同期又はＧＰＳを用いて、実現することができる。いくつかの実施形
態において、きっちりとした時間同期に対する要件は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーンのため
に拡張巡回プレフィックス（ＣＰ）を用い、非ディスカバリゾーンのために通常長の巡回
プレフィックスを用いることにより、緩和され得る。
【００５５】
　セル固有に基づいて構成されるＤ２Ｄディスカバリゾーンに関して、１つの課題が、Ｄ
２Ｄディスカバリ送信／受信とセルラ（ＷＡＮ）トラフィックとの共存の問題から生じる
。Ｄ２Ｄディスカバリゾーンは、現在規定されているＵＬサブフレームにおいて構成され
るので、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信とＵＬ　ＰＵＳＣＨ送信との間のセル間干渉が、例
えば、ＰＵＳＣＨ送信のためのＵＬスケジューリング及びＵＬ電力制御を行い、ディスカ
バリ信号の送信のために何らかの形式の送信電力制御を組み込み（例えば、最大送信電力
を設定することにより）、セルクラスタリングアプローチを使用し、且つ／あるいは、Ｕ
Ｅジオメトリ（UE　geometry）に基づいてＵＥによりディスカバリリソースを選択するこ
とにより、管理され得る。これらの実施形態については以下でより詳細に説明する。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、１以上の隣接ｅＮＢのＤ２Ｄディスカバリゾーン構成情
報をシグナリングするために、サービングｅＮＢとして動作しているときのｅＮＢ１０４
は、サービングｅＮＢによりサーブされているＵＥが、１以上の隣接ｅＮＢのためのＤ２
Ｄディスカバリゾーン構成を示すシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を取得できるようにす
るために、１以上の隣接ｅＮＢにより送信されたＳＩＢのための位置情報を提供するよう
構成される。これらの実施形態において、特にＵＥベースのオープンディスカバリに関し
て、その選択されたサブセットのみのその隣接セルリスト内の全てのセルの（そのサービ
ングセルのＤ２Ｄディスカバリゾーンとはオーバーラップしない）Ｄ２Ｄディスカバリゾ
ーンを送信及び／又はリスンするかどうかについては、ＵＥ実装次第であり得る。これら
の実施形態において、ＵＥは、ＲＲＣ接続モードにあるとき、サービングｅＮＢから、そ
のシグナリングを受信することができ、ＲＲＣアイドルモードにあるとき、ＵＥがキャン
プオンしている（camping　on）ｅＮＢから、そのシグナリングを受信することができる
。実施形態に従うと、ＵＥは、ＲＲＣ接続モードにあるとき、サービングｅＮＢを有する
のに対し、ＲＲＣアイドルモードにあるとき、ＵＥは、ｅＮＢにキャンプオンする（なぜ
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ならば、アイドルにあるときは、ｅＮＢによりサービスされていないからである）。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢ１０４は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン構成情報を
、１以上の隣接ｅＮＢと交換するよう構成される。１以上の隣接ｅＮＢのＤ２Ｄディスカ
バリゾーン構成情報に基づいて、ｅＮＢ１０４は、ディスカバリゾーン内のセル内干渉及
びセル間干渉と、ディスカバリ信号送信と上りリンクセルラ送信との間のセル間干渉と、
を低減させるための干渉低減技術を実行するよう構成され得る。干渉低減技術は、以下の
うちの１以上を含む：
　・上りリンクサブフレームセットが、上りリンクセルラ送信（例えば、物理上りリンク
共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信）とＤ２Ｄディスカバリ信号送信との間の干渉低減のた
めの別々の電力制御パラメータを含むよう構成される、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信のた
めの協調的サブフレーム電力制御の実行；
　・ディスカバリ信号の送信のための送信電力制御レベルの設定；
　・１以上の隣接ｅＮＢのディスカバリゾーンをアラインする（align）ための協調的セ
ルクラスタリングの使用；及び、
　・ジオメトリベースのセル内ディスカバリゾーン分割の使用。
【００５８】
　図５は、いくつかの実施形態に従った、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信のための協調的上
りリンクサブフレーム電力制御を示している。これらの実施形態のいくつかにおいて、隣
接セル内のＤ２Ｄディスカバリゾーンがサービングセルにより既知であるので、ＰＵＳＣ
ＨのためのＵＬスケジューリング及びＵＬ電力制御は、サービングセルにより構成され得
る。いくつかの実施形態において、２つのＵＬサブフレームセットが、異なるＵＬサブフ
レームセットのための別々の電力制御パラメータ（例えば、開ループ電力制御パラメータ
Ｐ０及びアルファ）を含むよう構成され得る。これは、図５に示されるように、１つのＵ
Ｌサブフレームセットを使用して、１以上の隣接セルのＤ２Ｄディスカバリリソースをカ
バーすることにより、セルラＰＵＳＣＨ送信から隣接セルのＤ２Ｄディスカバリ信号受信
への強いセル間干渉を防ぐことができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態は、ディスカバリ信号の送信のために何らかの形式の送信電力制御
を組み込むことができる（例えば、最大送信電力を設定することにより）。いくつかの実
施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリ信号のための複数の最大電力クラスが予め定められ
得、選択された最大送信電力レベルが、Ｄ２Ｄディスカバリ構成シグナリングを通じて、
ＵＥにシグナリングされ得る。
【００６０】
　いくつかの実施形態は、セルクラスタリングアプローチを使用することができ、それに
より、隣接セルは、Ｘ２　１１５（図１）を介する情報交換を通じたそのＤ２Ｄディスカ
バリゾーン構成をアラインする。これらの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリゾーン
のために予約された時間－周波数リソースのみが、アラインされる必要があり得、各セル
は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーンのローディングにおける変化に対して独立に調整して、Ｄ
２Ｄディスカバリゾーン内のセル内／クラスタ内干渉を管理するために、（以下でより詳
細に説明する）サイレンシング係数を設定することができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーン動作パラメータは、サイレンシング
係数、送信電力制御設定、ホッピング関連パラメータ、及びスクランブリングＩＤのうち
の少なくとも１つを含み得る。これらの実施形態において、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
　Ｐｒｏｓｅ対応ＵＥ又はＲＲＣ＿ＩＤＬＥ　ＰｒｏＳｅ対応ＵＥのためのオープンディ
スカバリ又は制限ディスカバリといったＤ２Ｄディスカバリオペレーションのタイプにか
かわらず、ディスカバリゾーン及びディスカバリ信号（例えば、ディスカバリパケット）
の構成及び送信に関連する所定のパラメータが、対応するＵＥにシグナリングされ得る。
【００６２】
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　これらの実施形態において、ディスカバリゾーン構成は、ゾーン全体のコンテンション
ベースディスカバリゾーン及びコンテンションフリーディスカバリゾーンへの任意の分割
を含み得る。時間領域及び周波数領域における各ディスカバリゾーンの程度を示すパラメ
ータが含まれ得、ゾーンの構成の時間オフセット及び周期性を示すことができる。セル固
有ディスカバリゾーン割り当てに関して、この情報は、セル固有であり、サービングセル
は、ｅＮＢ間ディスカバリをサポートするために、隣接セルに対応するパラメータをシグ
ナリングすることができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、固定ランダムサイレンシングが構成される場合、サイレ
ンシング係数の信号値がシグナリングされ得る。一方、より進化した適応的サイレンシン
グメカニズムのサポートのために、２以上のパラメータがシグナリングされる必要があり
得る。一実施形態において、各ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ１０２は、それぞれのＵＥのためのデ
ィスカバリゾーンの最初の発生に対して適用される名目（nominal）サイレンシング係数
を用いて構成され得る。後続のディスカバリゾーンの発生に関して、ＵＥにより適用され
るサイレンシング係数は、前のゾーンにおいてＵＥが送信したか否かに応じて、所定の下
限及び上限内で、（ネットワーク／ｅＮＢによりシグナリングされた所定の係数の分だけ
）インクリメント又はデクリメントされ得る。下限及び上限は、静的である（予め設定さ
れている）か、非常に遅い速度で、ネットワーク及び／又はｅＮＢにより設定及び更新さ
れるかのいずれかとすることができるが、実施形態の範囲は、この点において限定される
ものではない。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢは、ディスカバリ信号送信のためのサイレンシン
グ・ミューティングプロトコル（silencing　and　muting　protocol）を使用することに
より、ディスカバリゾーン内の干渉を低減させるよう構成され、サイレンシング係数をデ
ィスカバリゾーンパラメータに含めるよう構成され得る。これらの実施形態において、サ
イレンシング・ミューティングプロトコルは、サイレンシング係数を用いてＰｒｏＳｅ対
応ＵＥを構成する。サイレンシング係数は、サイレンシング係数により示される確率に基
づいてＤ２Ｄディスカバリゾーンのランダムに選択されたリソース上でのＤ２Ｄディスカ
バリ信号送信において使用される。ディスカバリパケットの実効到達率、及びそれによる
Ｄ２Ｄディスカバリゾーン内の干渉レベルが、制御され得る。これらの実施形態において
、ディスカバリパケットを送信することを意図する各ＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、Ｄ２Ｄディ
スカバリゾーン内からリソースをランダムに選択することができ、ディスカバリパケット
を、所定の確率（例えば、（１－ｐ）、ここで、０≦ｐ≦１である）で送信することがで
きる。これらの実施形態において、ｐは、個々のサービングセルによるセル固有の態様又
はネットワーク共通の態様のいずれかにおいて、ネットワークにより設定される送信確率
係数又はサイレンシング係数として定められ得る。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、ＵＥへのシグナリングは、ＵＥがディスカバリゾーンの
前の発生においてＤ２Ｄディスカバリゾーンを送信したかどうかに応じて、サイレンシン
グ係数が、ディスカバリゾーンの後続の発生における使用のために、インクリメントされ
るかデクリメントされるかのいずれかであることを示す。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーンパラメータが、送信電力制御設定を
含む場合、ＵＥは、それぞれのＵＥカテゴリにより指定される送信電力よりも低い、Ｄ２
Ｄディスカバリ信号の送信のための最大送信電力を有するよう構成され得る。これらの実
施形態において、ディスカバリトラフィック状態及びユースケースに応じて、ＰｒｏＳｅ
対応ＵＥは、それぞれのＵＥカテゴリにより指定される送信電力よりも低いことがある最
大送信電力を有するよう構成され得る。最大送信電力は、ディスカバリパケット送信のた
めに適用され得る。サポートされている場合、より進化した適応的電力制御オプションに
関連するさらなるパラメータも、同様にシグナリングされる必要がある。
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【００６７】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーンパラメータが、ホッピング関連パラ
メータを含む場合、ホッピング関連パラメータは以下のことを示す：
　・コンテンションフリーＤ２Ｄディスカバリゾーン構成におけるディスカバリリソース
ホッピングのためのパラメータ；
　・タイプ１ホッピング又はタイプ２ホッピングのいずれかを含むホッピングタイプ；
　・サブフレーム内ホッピング又はサブフレーム間ホッピングのいずれかを含むホッピン
グモード；
　・タイプ２ホッピングのためのサブ帯域サイズ；及び、
　・タイプ２ホッピングのための擬似ランダムシーケンス初期設定。
【００６８】
　これらの実施形態において、コンテンションフリーディスカバリリソース割り当てに関
して、所定のランダム化ホッピング関連シグナリング（randomized　hopping　related　
signaling）が、ＵＥに提供され得る。さらに、各ディスカバリパケット送信が、複数の
ＰＲＢペアに及ぶペイロードベースの送信に関して、サブフレーム内ホッピング又はサブ
フレーム間ホッピングの異なるタイプが設定され得る。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、ディスカバリゾーンパラメータが、スクランブリングア
イデンティティ（ＩＤ）を含む場合、スクランブリングアイデンティティ（ＩＤ）は、Ｄ
２ＤディスカバリパケットのＣＲＣマスクのスクランブリングのために使用することがで
きる。共通スクランブリングＩＤが、ディスカバリグループ毎に割り当てられ得る。これ
らの実施形態において、スクランブリングアイデンティティ（ＩＤ）は、ディスカバリパ
ケットのＣＲＣマスクのスクランブリングのために使用することができる。スクランブリ
ングアイデンティティ（ＩＤ）は、ディスカバリグループ毎に共通であり得る。オープン
ディスカバリに関して、ネットワーク内の全てのＰｒｏＳｅ対応ＵＥ（ネットワーク共通
ディスカバリリソース構成の場合）又はセル若しくはセルクラスタ内の全てのＰｒｏＳｅ
対応ＵＥ（セル固有ディスカバリリソース構成の場合）は、共通スクランブリングＩＤを
有するよう構成され得る。
【００７０】
　制限ディスカバリに関して、スクランブリングＩＤは、制限ディスカバリのための検証
のために候補のリストをより上位のレイヤに送信する前にＵＥをディスカバリすることに
よる復号された候補のフィルタリングのために使用することができる。クローズドディス
カバリに関して、スクランブリングは、制限ディスカバリについてのホワイトリスト単位
と同じである。このように、ホワイトリストに存在しないＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、パケッ
トを復号することができない。クローズドグループスクランブリングシード（closed　gr
oup　scrambling　seed）は、Ｄ２Ｄサーバにより生成されるべきであり、Ｄ２Ｄ登録の
間に、ホワイトリストグループ情報と一緒に送信されるべきである（ＳＩＢ／ページング
を通じてではなく）。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、制限ディスカバリに関して、一時識別子（Ｔｅｍｐ＿Ｉ
Ｄ）を使用して、異なるディスカバリグループ（他のＰｒｏＳｅ対応ＵＥの異なるホワイ
トリスト）に属する同じＰｒｏＳｅ対応ＵＥを区別することができる。制限ディスカバリ
の一部として送信する各ＰｒｏＳｅ対応ＵＥには、ディスカバリパケット内のＵＥアイデ
ンティティを置換する１以上のＴｅｍｐ＿ＩＤが割り当てられる。ディスカバリする側の
ＵＥがそのようなパケットを復号したとき、そのＵＥは、制限ディスカバリプロセスの一
部としてのさらなる識別及び検証のために、復号された１以上のＴｅｍｐ＿ＩＤをネット
ワークに転送する。例えば、制限ディスカバリに関与している３つのＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
であるＵＥ＿Ａ、ＵＥ＿Ｂ、及びＵＥ＿Ｃを考えてみる。ＵＥ＿Ａ及びＵＥ＿Ｂは、それ
ぞれ、異なるグループＡ及びグループＢに属しており、それぞれのホワイトリスト内に互
いを有していない一方、ＵＥ＿Ｃは、それらのホワイトリストの両方に存在する。その後
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、ＵＥ＿Ｃには、２つの異なるＴｅｍｐ＿ＩＤ（ＵＥ＿Ｃａ及びＵＥ＿Ｃｂ）が割り当て
られ得、ＵＥ＿Ａ及びＵＥ＿Ｂの両方が、ＵＥ＿Ｃａ及びＵＥ＿Ｃｂをそれぞれディスカ
バリでき、それにより、ネットワークからの後続のアイデンティフィケーションを用いて
、ＵＥ＿Ｃをディスカバリできるようになる。しかしながら、オープンディスカバリオペ
レーションを介しては、ＵＥ＿Ａ及びＵＥ＿Ｂは、互いのみをディスカバリすることしか
できない。
【００７２】
　図６は、いくつかの実施形態に従った、ｅＮＢによりトリガされるコンテンションフリ
ーＤ２Ｄディスカバリゾーンリソースを示している。これらの実施形態において、ｅＮＢ
は、ＲＲＣシグナリング及び／又はレイヤ１（物理レイヤ）シグナリングを使用して、Ｄ
２Ｄディスカバリ信号のコンテンションフリー送信のために、ＲＲＣ接続モードにあるＰ
ｒｏＳｅ対応ＵＥに対するディスカバリリソースの反永続的（semi-persistent）割り当
てを示すことができる。ｅＮＢは、ディスカバリリソース解放の送信により、ディスカバ
リリソースの割り当てを解放するよう構成され得る。これらの実施形態において、Ｄ２Ｄ
ディスカバリのコンテンションフリーモードは、複数の形でサポートされ得る。いくつか
の実施形態において、このモードの動作は、ｅＮＢによりトリガされ得る（動作６０２）
。動作６０２において、ｅＮＢは、動作６０４におけるディスカバリ信号の送信のための
専用リソースを有するように１以上のＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＰｒｏＳ
ｅ対応ＵＥを構成する。この場合におけるリソース割り当ては、ＲＲＣシグナリング及び
レイヤ１シグナリングの組合せを用いるディスカバリリソースの反永続的割り当て（動作
６０６）の形で実現され得る。構成された専用リソースはまた、ローディング及び全体的
なＤ２Ｄディスカバリリソース割り当て状態に応じて、ｅＮＢにより解放され得る（動作
６０８）。
【００７３】
　図７は、いくつかの実施形態に従った、ＵＥによりトリガされるコンテンションフリー
Ｄ２Ｄディスカバリゾーンリソースを示している。これらの実施形態において、ｅＮＢは
、ＲＲＣ接続モードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥからのＲＲＣリソース要求に応答して、Ｄ
２Ｄディスカバリ信号のコンテンションフリー送信のために、ＲＲＣ接続モードにあるＰ
ｒｏＳｅ対応ＵＥに対してディスカバリリソースを割り当てることができる。ｅＮＢによ
り決定されるディスカバリリソース解放に加えて、ｅＮＢは、ＰｒｏＳｅ対応ＵＥからの
ＲＲＣシグナリングを介するリソース解放要求の受信に応答して、ディスカバリリソース
の割り当てを解放することもできる。これらの実施形態において、例えば、より上位のレ
イヤから開始されるＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　ＵＥは、ＲＲＣレイヤを介して、Ｄ２
Ｄディスカバリ信号送信のためのリソースを、サービングセルに対して要求することがで
きる（動作７０２）。次いで、ｅＮＢの決定に従って、サービングセルは、ＲＲＣシグナ
リングを介して、リソース割り当ての構成を有するようにＵＥを構成することができ（動
作７０４）、最終的に、レイヤ１シグナリングを介する反永続的割り当てを構成すること
ができる。レイヤ１シグナリング／アクティベーションは使用されない。なぜならば、リ
ソースは、ＲＲＣを介して構成され得（動作７０４）、次いで、ディスカバリ送信は、デ
ィスカバリリソースプール／ゾーンの次の発生から開始するよう自動的にアクティブ化さ
れる（動作７０６）からである。ｅＮＢにより決定されるリソースの解放（動作７１０）
に加えて、ＵＥはまた、ＲＲＣレイヤを介して、ディスカバリリソース解放を要求するこ
とができる（動作７０８）。
【００７４】
　これらの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリリソースが、ＰＤＣＣＨを介して明示
的に割り当てられる場合、ＲＲＣリソース構成（動作７０４）は必要とされなくてもよい
。ｅＮＢによりトリガされるコンテンションフリーリソース割り当てスキーム及びＵＥに
よりトリガされるコンテンションフリーリソース割り当てスキームとｅＮＢにより決定さ
れるリソース解放メカニズム及びＵＥにより要求されるリソース解放メカニズムとの組合
せも同様に実現され得る。



(22) JP 6316880 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

【００７５】
　さらに、Ｄ２Ｄディスカバリのためのリソースは、アクティブなＰｒｏＳｅ対応ＵＥの
存在に応じて、セルレベル／セル－クラスタレベル又はネットワークレベルで予約されな
くてもよい（すなわち、ディスカバリゾーンが構成されない）。そのような状況において
、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、ＲＲＣレイヤ又はア
プリケーションレイヤを介して、Ｄ２Ｄディスカバリリソースの割り当てを求める要求を
送信することができる。アプリケーションレイヤを介して要求される場合、この要求は、
Ｄ２Ｄサーバに送信され、次いで、Ｄ２Ｄサーバが、ディスカバリゾーンをオンにするよ
うに、あるいは、必要に応じてコンテンションフリーディスカバリのためのさらなるリソ
ースを割り当てるように、ｅＮＢに要求する。また、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードにあるＰｒ
ｏＳｅ対応ＵＥは、ディスカバリリソース要求を送信するために、接続モードに遷移する
ことができる。しかしながら、これは、ＲＲＣ接続セットアップを必要としないこともあ
る。例えば、ＵＥは、ディスカバリゾーン要求のみを示すＲＲＣ接続要求を送信すること
ができる。代替的に、ＵＥは、ｅＮＢが、ディスカバリ要求メッセージに対するアクノレ
ッジメントメッセージ（又はディスカバリ無線リソース構成メッセージ）を送信したとき
に、自律的にアイドルモードになる。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、Ｄ２Ｄディスカバリリソースは、静的にプロビジョニン
グされ得る。ネットワークカバレッジ外又は部分的ネットワークカバレッジのシナリオに
おける国家安全保障及び公安（ＮＳＰＳ：national　security　and　public　safety）
のユースケースのためのＤ２Ｄディスカバリのサポートに関して、所定の周期的時間－周
波数リソースが、Ｄ２Ｄディスカバリリソースとして、公安（ＰＳ）ＰｒｏＳｅ対応ＵＥ
のために予め構成されてもよい。そのようなリソースは、低デューティサイクルを有する
よう構成され得、適切な条件下では、正確なＤ２Ｄディスカバリプロトコルに応じて、さ
らなるリソースが、ネットワークカバレッジ外又は部分的ネットワークカバレッジのシナ
リオのためにＵＥを調整することにより、予め構成されているＤ２Ｄディスカバリゾーン
を補足するよう構成され得る。さらなるリソースの構成は、静的に予め構成されているデ
フォルトＤ２Ｄディスカバリゾーンの存在を考慮して、上記で概説した原理に従うことが
できる。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、ジオメトリベースのセル内Ｄ２Ｄディスカバリゾーン分
割に関して、ＵＥは、サービングｅＮＢから、セルの中心にある（cell-center）Ｄ２Ｄ
　ＵＥ及びセルのエッジにある（cell　edge）Ｄ２Ｄ　ＵＥのうちの少なくとも１つのた
めに使用されるＤ２Ｄディスカバリゾーンのディスカバリリソースを含む、１以上の隣接
ｅＮＢのＤ２Ｄディスカバリゾーン構成情報を示すシグナリングを受信することができる
。ＵＥは、サービングｅＮＢの基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に少なくとも部分的に基づ
いて、Ｄ２Ｄディスカバリ信号送信のために、セルの中心にあるＤ２Ｄ　ＵＥ又はセルの
エッジにあるＤ２Ｄ　ＵＥのために示されたリソースを選択することができる。これらの
実施形態において、ＵＥは、ＵＥジオメトリに基づいて、ディスカバリリソースを選択す
ることができる。ディスカバリゾーンは、分割され得、ディスカバリリソースが、隣接セ
ルにおける通常のＵＬスケジューリングのために使用される場合、ディスカバリリソース
の一部は、セルの中心にあるＵＥのために主に使用される。何らかの予め定められた閾値
又は設定された閾値を超える比率ＲＳＲＰｓｅｒｖｉｎｇ／ＲＳＲＰｓｔｒｏｎｇｅｓｔ
＿ｎｅｉｇｈｂｏｒを有するＰｒｏＳｅ対応ＵＥは、セルの中心にあるＰｒｏＳｅ対応Ｕ
Ｅのために予約されたディスカバリゾーンにおいてＤ２Ｄディスカバリパケットを送信す
ることができる。上記において、ＲＳＲＰｓｅｒｖｉｎｇは、サービングセルのＲＳＲＰ
であり、ＲＳＲＰｓｔｒｏｎｇｅｓｔ＿ｎｅｉｇｈｂｏｒは、最大ＲＳＲＰ値を有する、
隣接セルリスト内のセルに対するリンクのＲＳＲＰに対応する。ＷＡＮトラフィックを伴
うセルにおけるＰＵＳＣＨ送信の注意深いスケジューリングと組み合わせたこのジオメト
リベースのセル内Ｄ２Ｄディスカバリゾーン分割は、Ｄ２Ｄディスカバリゾーンと、隣接
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セルにおけるＬＴＥ　ＵＬ送信と、の共存を可能にし得る。ｅＮＢは、セルの中心にある
Ｄ２Ｄ　ＵＥ又はセルのエッジにあるＤ２Ｄ　ＵＥのために使用されるディスカバリリソ
ースに関する情報を交換することができる。これらの実施形態のいくつかにおいて、ＵＥ
は、上記比率の代わりにＲＳＲＰｓｅｒｖｉｎｇに基づいてディスカバリリソースを選択
してもよく、特に同様の送信電力を有するｅＮＢを含むＮＷにおいて（例えばマクロのみ
のネットワークに関して）、同様に機能する。
【００７８】
　図８は、いくつかの実施形態に従った無線通信デバイスの機能ブロック図を示している
。無線通信デバイス（ＷＣＤ）８００は、ＵＥ１０２（図１）又はｅＮＢ１０４（図１）
として使用するのに適したものであり得る。ＷＤＣ８００は、１以上のアンテナ８０１を
用いて他のＷＤＣ（ｅＮＢ及びＵＥ）との間で信号を送受信するとともに、他のＵＥとＤ
２Ｄ通信するための物理レイヤ（ＰＨＹ）回路８０２を含み得る。ＷＤＣ８００はまた、
無線媒体へのアクセスを制御するための媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）回路８０４を
含み得る。ＷＤＣ８００はまた、本明細書で説明した様々なオペレーションを実行するよ
うにＷＤＣ８００の様々な要素を構成するよう構成された処理回路８０６及びメモリ８０
８を含み得る。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、モバイルデバイスは、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線通
信能力を有するラップトップコンピュータ若しくはポータブルコンピュータ、ウェブタブ
レット、無線電話機、スマートフォン、無線ヘッドセット、ページャ、インスタントメッ
セージングデバイス、デジタルカメラ、アクセスポイント、テレビジョン、医用デバイス
（例えば、心拍数モニタ、血圧モニタ等）、又は、情報を無線で送信及び／又は受信する
ことができる他のデバイス等のポータブル無線通信デバイスの一部であり得る。いくつか
の実施形態において、モバイルデバイスは、キーボード、ディスプレイ、不揮発性メモリ
ポート、複数のアンテナ、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ス
ピーカ、及び他のモバイルデバイス要素のうちの１以上を含み得る。ディスプレイは、タ
ッチスクリーンを含むＬＣＤスクリーンであってよい。
【００８０】
　アンテナ８０１は、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテ
ナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又はＲＦ信号の送信に適した他のタ
イプのアンテナを含む１以上の指向性アンテナ又は全方向性アンテナを含み得る。いくつ
かの複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）の実施形態において、アンテナは、空間ダイバーシチ
と、生じ得る様々なチャネル特性と、を利用するために、効果的に分離され得る。
【００８１】
　モバイルデバイスが、複数の別々の機能要素を有するものとして図示されているが、そ
れら機能要素のうちの１以上は、組み合わされてもよく、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）を含む処理要素等のソフトウェア構成型要素及び／又は他のハードウェア要素の組合
せにより実装されてもよい。例えば、いくつかの要素は、１以上のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回路（ＲＦＩＣ）、及び、本明細書で説明した機能を少なく
とも実行するための、様々なハードウェアと論理回路との組合せを含んでもよい。いくつ
かの実施形態において、これら機能要素は、１以上の処理要素上で動作する１以上のプロ
セスを指してもよい。
【００８２】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアのうちの１つにより実
装されてもよいし、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアの組合せにより実
装されてもよい。実施形態はまた、コンピュータ読み取り可能な記憶デバイスに記憶され
た命令として実装されてもよく、この命令は、少なくとも１つのプロセッサにより読み出
されて実行されたときに、本明細書で説明したオペレーションを実行することができる。
コンピュータ読み取り可能な記憶デバイスは、マシン（例えば、コンピュータ）により読
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み取り可能な形式で情報を記憶する任意の非一時的なメカニズムを含み得る。例えば、コ
ンピュータ読み取り可能な記憶デバイスは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイ
ス、並びに、他の記憶デバイス及び記憶媒体を含み得る。いくつかの実施形態は、１以上
のプロセッサを含んでもよく、コンピュータ読み取り可能な記憶デバイスに記憶された命
令を有するよう構成されてもよい。
【００８３】
　読者が技術的な開示内容の本質及び主旨を確認できるようにする要約を求める３７Ｃ．
Ｆ．Ｒセクション１．７２（ｂ）に従うよう要約が提供されている。請求項の範囲又は意
味を限定又は解釈するためには使用されないという理解の下で、要約は提出されている。
請求項は、発明を実施するための形態に組み込まれ、各請求項は、それ自身、別々の実施
形態として独立している。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】
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