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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク（100）においてランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）手順を処理するための、基地局（110）における方法であって、
　前記ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨメッセージで第１のユー
ザ装置（121）から受信するステップ（202,302）と、
　前記指標に基づいて、前記第１のユーザ装置（121）に対してＤ２Ｄリンクをスケジュ
ーリングするステップ（203,303）と、を含み、
　前記指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むバッファ状態報告（ＢＳＲ）で
ある、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記指標は、特定のＤ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）であり、当該特定
のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、前記Ｄ２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記Ｄ２Ｄリンクは、前記第１のユーザ装置（121）と第２のユーザ装置（122）との間
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のＤ２Ｄ通信のためのものであり、
　前記方法は、前記特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた前記スケジューリングされ
たＤ２Ｄリンクを含む情報を、ＲＡＣＨメッセージで前記第１のユーザ装置（121）及び
前記第２のユーザ装置（122）へ送信するステップ（204,304）を更に含む、
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　情報を送信する前記ステップ（204,304）は、任意の物理下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）メッセージを前記第１のユーザ装置（121）へ送信するステップを更に含み、
当該ＰＤＣＣＨメッセージは、前記第１のユーザ装置（121）の無線ネットワーク一時識
別子（ＲＮＴＩ）に宛てられている場合、前記第１のユーザ装置（121）内のアクティブ
時間解決タイマーを停止させるための、前記第１のユーザ装置（121）への指標として解
釈される、
　ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク（100）においてランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）手順を処理するための、第１のユーザ装置（121）における方法であって、
　前記ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨメッセージで、前記セル
ラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク内の基地局（110）へ送信するステップ（202,602）と、
　前記指標に基づいて前記第１のユーザ装置（121）に対してスケジューリングされたＤ
２Ｄリンクについての情報を、前記基地局（110）から受信するステップ（204,603）と、
を含み、
　前記指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むバッファ状態報告（ＢＳＲ）で
ある、
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求である、
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記指標は、特定のＤ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）であり、当該特定
のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、前記Ｄ２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である、
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記Ｄ２Ｄリンクは、前記第１のユーザ装置（121）と第２のユーザ装置（122）との間
のＤ２Ｄ通信のためのものであり、
　前記基地局（110）からの前記スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての前記情
報は、前記特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた前記スケジューリングされたＤ２Ｄ
リンクを含む、
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　情報を受信する前記ステップ（204,603）は、任意の物理下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）メッセージを前記基地局（110）から受信するステップを更に含み、当該ＰＤ
ＣＣＨメッセージは、前記第１のユーザ装置（121）の無線ネットワーク一時識別子（Ｒ
ＮＴＩ）に宛てられている場合、前記第１のユーザ装置（121）内のアクティブ時間解決
タイマーを停止させるための、前記第１のユーザ装置（121）への指標として解釈される
、
　ことを特徴とする請求項６から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク（100）においてランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）手順を処理するための基地局（110）であって、
　前記ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨメッセージで第１のユー
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ザ装置（121）から受信する受信ユニット（510）と、
　前記指標に基づいて、前記第１のユーザ装置（121）に対してＤ２Ｄリンクをスケジュ
ーリングするスケジューラ（520）と、を備え、
　前記指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むバッファ状態報告（ＢＳＲ）で
ある、
　ことを特徴とする基地局。
【請求項１２】
　前記ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求である、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記指標は、特定のＤ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）であり、当該特定
のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、前記Ｄ２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記Ｄ２Ｄリンクは、前記第１のユーザ装置（121）と第２のユーザ装置（122）との間
のＤ２Ｄ通信のためのものであり、
　前記基地局（110）は、前記特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた前記スケジュー
リングされたＤ２Ｄリンクを含む情報を、ＲＡＣＨメッセージで前記第１のユーザ装置（
121）及び前記第２のユーザ装置（122）へ送信する送信ユニット（530）を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記送信ユニット（530）は、更に、任意の物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）メッセージを前記第１のユーザ装置（121）へ送信し、当該ＰＤＣＣＨメッセージは、
前記第１のユーザ装置（121）の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）に宛てられて
いる場合、前記第１のユーザ装置（121）内のアクティブ時間解決タイマーを停止させる
ための、前記第１のユーザ装置（121）への指標として解釈される、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【請求項１６】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク（100）においてランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）手順を処理するための第１のユーザ装置（121）あって、
　前記ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨメッセージで、前記セル
ラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク内の基地局（110）へ送信する送信ユニット（710）と、
　前記指標に基づいて前記第１のユーザ装置（121）に対してスケジューリングされたＤ
２Ｄリンクについての情報を、前記基地局（110）から受信する受信ユニット（720）と、
を備え、
　前記指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むバッファ状態報告（ＢＳＲ）で
ある、
　ことを特徴とする第１のユーザ装置。
【請求項１７】
　前記ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求である、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の第１のユーザ装置。
【請求項１８】
　前記指標は、特定のＤ２Ｄ無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）であり、当該特定
のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、前記Ｄ２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である、
　ことを特徴とする請求項１６又は１７に記載の第１のユーザ装置。
【請求項１９】
　前記Ｄ２Ｄリンクは、前記第１のユーザ装置（121）と第２のユーザ装置（122）との間
のＤ２Ｄ通信のためのものであり、
　前記基地局（110）からの前記スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての前記情
報は、前記特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた前記スケジューリングされたＤ２Ｄ
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リンクを含む、
　ことを特徴とする請求項１８に記載の第１のユーザ装置。
【請求項２０】
　前記受信ユニット（720）は、更に、任意の物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）メッセージを前記基地局（110）から受信し、当該ＰＤＣＣＨメッセージは、前記第１
のユーザ装置（121）の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）に宛てられている場合
、前記第１のユーザ装置（121）内のアクティブ時間解決タイマーを停止させるための、
前記第１のユーザ装置（121）への指標として解釈される、
　ことを特徴とする請求項１６から１９のいずれか１項に記載の第１のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書の実施形態は、基地局、ユーザ装置及びそれらの方法に関するものである。特
に、セルラ及びデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ：Device to Device）混在ネットワー
クにおけるランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ：Random Access Channel）手順の処理
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　端末等の通信デバイスは、例えば、ユーザ装置（ＵＥ）、移動端末、無線端末、及び／
又は移動局としても知られている。端末は、セルラ無線システム又はセルラネットワーク
とも称されることもあるセルラ通信ネットワーク又は無線通信ネットワークにおいて無線
での通信が可能となっている。当該通信は、例えば、セルラ通信ネットワーク内に含まれ
る、２つの端末間で、端末と通常の電話との間で、及び／又は、無線アクセスネットワー
ク（ＲＡＮ）及び場合によっては１つ以上のコアネットワークを介して端末とサーバとの
間で行われうる。
【０００３】
　いくつかの別の例に言及すると、端末は更に、無線機能を有する、携帯電話、セルラ電
話、ラップトップ、又はサーフプレート（surf plate）とも称されうる。本コンテキスト
における端末は、例えば、ＲＡＮを介して音声及び／又はデータを他の端末又はサーバ等
の他のエンティティと通信可能な、ポータブル型、ポケット収納型、ハンドヘルド型、コ
ンピュータ内蔵型又は車載型の携帯デバイスであってもよい。
【０００４】
　セルラ通信ネットワークは、複数のセルエリアに分割された地理的エリアをカバーし、
各セルエリアは、基地局（例えば、使用される技術及び用語に依存して、「ｅＮＢ」、「
ｅＮｏｄｅＢ」、「ＮｏｄｅＢ」、「Ｂ ｎｏｄｅ」、基地局（ＢＴＳ）、又はＡＰ（ア
クセスポイント）等と称されることもある、無線基地局（ＲＢＳ））によってサービスが
行われる。基地局は、送信電力及びそれによるセルサイズにも基づいて、例えば、マクロ
ｅＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、又はピコ基地局等の、異なるクラスの基地局であっ
てもよい。セルは、基地局サイトにある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。基地局サイトに位置している１つの基地局は、１つ又は複数のセルにサ
ービスを行いうる。更に、各基地局は、１つ又は複数の通信技術をサポートしうる。基地
局は、無線周波数で動作する無線インタフェースを介して、当該基地局のレンジ内の端末
と通信する。本開示との関連では、下りリンク（ＤＬ）との表現は、基地局から移動局へ
の伝送パスに対して使用される。上りリンク（ＵＬ）との表現は、逆方向の（即ち、移動
局から基地局への）伝送パスに対して使用される。
【０００５】
　第３世代パートナシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）のロング・ターム・エボリューシ
ョン（ＬＴＥ）では、ｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢとも称されうる基地局は、１つ以上のコ
アネットワークと直接に接続されうる。
【０００６】
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　ＵＭＴＳは、ＧＳＭ（登録商標）から発展した第３世代移動通信システムであり、広帯
域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ（登録商標））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が意図されている。ＵＴＭＳ地上無線アクセスネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ）は、本質的には、端末用の広帯域符号分割多重アクセスを使用した
無線アクセスネットワークである。３ＧＰＰは、ＵＴＲＡＮ及びＧＳＭベースの無線アク
セスネットワーク技術を更に発展させることに取り組んでいる。
【０００７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線アクセス標準規格は、上りリンクのトラフィック及び下りリンク
のトラフィックの両方に対して高ビットレート及び低遅延をサポートするために記述され
ている。ＬＴＥでは、全てのデータ伝送が無線基地局によって制御される。
【０００８】
　＜Ｄ２Ｄ通信＞
　３ＧＰＰのロングタームエボリューション（ＬＴＥ）の近年の発展は、ホーム環境、オ
フィス環境、公共のホットスポット環境、又は更には屋外環境におけるローカルＩＰベー
スのサービスへのアクセスを容易にしている。ローカルＩＰアクセス及びローカル接続性
についての重要な使用例の１つには、（典型的には、数十メートル未満であるが最大で数
百メートルになることもある）互いに近接した、ユーザ装置等の無線デバイス間の直接通
信が含まれる。
【０００９】
　この直接モード又はＤ２Ｄは、基地局等のセルラアクセスポイントを介して２つのデバ
イスが通信する従来のセルラ技術に対して、多くの潜在的な利得を与える。これは、Ｄ２
Ｄデバイスが、セルラアクセスポイントを介して通信しなければならないセルラデバイス
と比較して、互いに非常に近接していることが多いためである。
【００１０】
　１つの利得は、再利用利得及びホップ利得を含みうるキャパシティ利得である。再利用
利得については、Ｄ２Ｄ通信は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）リソースブロックの再
利用利得等の、無線リソースの再利用を提供しうる。ホップ利得については、Ｄ２Ｄ通信
は、セルラアクセスポイントを介する２ホップとは対照的に、送信機ポイントと受信機ポ
イントとの間で単一ホップを提供するＤ２Ｄリンクを提供する。
【００１１】
　他の利得は、最大達成可能レート利得であり、これは、近接利得を含みうる。Ｄ２Ｄ通
信は、更に、近接度及び潜在的に好ましい伝搬に起因した、高ピークレートを提供しうる
。
【００１２】
　更なる利得は、遅延利得である。ＵＥがＤ２Ｄリンクを介して通信する場合、基地局転
送はショートカットされ、エンド・ツー・エンド遅延が減少しうる。
【００１３】
　＜セルラネットワークにおけるランダムアクセス手順＞
　ＭＳＧ１．送信すべき新たなデータを有し、それ故にリソースを必要とするユーザ装置
は、基地局へ第１のメッセージを送信する。当該第１のメッセージは、ＭＳＧ１、プリア
ンブル、又はランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとも称されうる。ＭＳ
Ｇは、ＭｅＳｓａＧｅの略語である。第１のメッセージにおいて、ユーザ装置は、当該装
置のリソース要求について、ネットワークへ指標（indication）を提供する。第１のメッ
セージは、プリアンブル識別子（ＩＤ）を含む。ユーザ装置は、当該プリアンブルの送信
後、基地局が当該プリアンブルを受け取ったかどうかを確認するために、ＲＡ－ＲＮＴＩ
に関連付けられたランダムアクセス応答（ＲＡＲ：Random Access Response）を待つ。Ｒ
Ａ－ＲＮＴＩは、ユーザ装置が＋１で送信したサブフレーム番号を含む。
【００１４】
　ＭＳＧ２．基地局は、プリアンブルを受け取った場合、ＭＳＧ２又はＲＡＲとも称され
る第２のメッセージをユーザ装置へ送信することによって当該プリアンブルに応答する。
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当該第２のメッセージは、タイミング・アドバンス（ＴＡ：Timing Advanced）、プリア
ンブルＩＤ、及び一時セル無線ネットワーク一時識別子（ＴＣ－ＲＮＴＩ：Temporary Ce
ll Radio Network Temporary Identifier）についての情報を含む。ＴＣ－ＲＮＴＩは、
セル内のユーザ装置の識別子として使用される、基地局によって生成される番号である。
【００１５】
　ＭＳＧ３．ユーザ装置は、適切なＲＡＲを検出した場合、特定のプリアンブル識別子が
含まれているかどうかを確認しようとする。含まれている場合、ユーザ装置は、肯定的な
確認応答を基地局から受信したとみなし、基地局へのその後のシグナリングにＴＣ－ＲＮ
ＴＩを使用する。ユーザ装置は、肯定的な確認応答を基地局から受信したとみなした場合
、ＲＲＣ接続要求（必ずしも含まれているとは限らず、例えば、ユーザ装置がＲＲＣ接続
モードである場合、ユーザ装置は、単にＲＡＣＨを使用してリソースグラントを要求する
。）と、バッファ状態報告（ＢＳＲ：Buffer Status Report）制御エレメント（ＣＥ）と
を、基地局によって与えられるリソースを使用するＭＳＧ３とも称される第３のメッセー
ジで送信する。バッファ状態報告（ＢＳＲ）制御エレメント（ＣＥ）は、送信すべき新た
なデータの量を示す。ユーザ装置は、更に、競合を解決するために（即ち、他のユーザ装
置が同一のＲＡＣＨを使用する場合に）使用される、一時モバイル加入者識別子（ＴＭＳ
Ｉ：Temporary Mobile Subscriber Identity）等の識別子を、基地局へ送信する。なお、
ＲＡ－ＲＮＴＩは、ユーザ装置のプリアンブル送信から判定され、一時Ｃ－ＲＮＴＩは、
基地局によって割り当てられる。
【００１６】
　ＭＳＧ４．基地局は、ユーザ装置のＣ－ＲＮＴＩに宛てられた、物理下りリンク制御チ
ャネル（ＰＤＣＣＨ） ＵＬグラント又はＤＬ割り当てを、ＭＳＧ４とも称される第４の
メッセージでユーザ装置へ送信する。本ステップでは、Ｃ－ＲＮＴＩを受信したユーザ装
置は、ＲＲＣ接続の確立を継続する。しかし、ＲＡＣＨは、ＲＲＣ接続されたユーザ装置
のためにも使用されうる。他のユーザ装置が同一のＲＡＣＨを使用していた場合、それら
はプリアンブルの送信を再び試みる。
【００１７】
　現在のＬＴＥプロトコルによれば、セルラユーザ装置用の従来のＲＡＣＨ手順では、ユ
ーザ装置は、ＭＳＧ２の受信のための、応答ウィンドウサイズ（ResponseWindowSize）と
も称されるウィンドウと、ＭＳＧ４の受信のための、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）‐
競合解決タイマー（Medium Access Control (MAC)-ContentionResolutionTimer）とも称
されるタイマーと、を維持する。当該ウィンドウの取りうる値は、２サブフレームから１
０サブフレームであり、当該タイマーの値は、８サブフレームから６４サブフレームであ
る。当該ウィンドウがアクティブである場合、ユーザ装置は、ＤＬにおける可能性のある
ＭＳＧ２について物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のモニタリングし続ける必
要があるだろう。当該タイマーがアクティブである場合、ユーザ装置は、ＤＬにおける可
能性のあるＭＳＧ４についてＰＤＣＣＨをモニタリングし続ける必要があるだろう。当該
ウィンドウ又はタイマーの範囲内でグラントが受信されない場合、このＲＡＣＨ試行は失
敗する。
【００１８】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークでは、アドレス指定されたＲＡＣＨ手順は、ユーザ
装置における新たなデータ（即ち、基地局へ送信するためのＵＬデータ、又は相手先へ送
信するためのＤ２Ｄデータ）によってトリガされるように限定され、その場合、ユーザ装
置は、非同期であるがＲＲＣ接続され続けている。ここで、非同期（out-of-sync）とは
、基地局へのＵＬ同期が失われていることを意味する。現在のＲＡＣＨ手順では、基地局
は、ＵＬ　ＭＳＧ３におけるＣ－ＲＮＴＩ及びＢＳＲ　ＣＥの受信によって、ＲＡＣＨ手
順を実行し、かつ、ＵＬで送信すべきデータを有するユーザ装置の識別子を知ることにな
る。その後、基地局は、ＵＬデータ送信のために物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）上でユーザ装置をスケジューリングし、それにより、ユーザ装置がそのＣ－ＲＮＴＩ
に宛てられたＰＤＣＣＨ　ＵＬグラント（即ち、ＭＳＧ４）を受信した場合、ＲＡＣＨ手
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順は、成功したものとみなされ、競合解決タイマー（ContentionResolutionTimer）が停
止される。しかし、Ｄ２ＤデータによってトリガされるＲＡＣＨの場合、Ｃ－ＲＮＴＩ及
びＧＳＲをＭＳＧ３で受信する基地局には、それがセルラデータに起因しているのかＤ２
Ｄデータに起因しているかが分からず、たとえ、ユーザ装置が実際に望んでいるものがＤ
２Ｄリンクのスケジューリングであっても、セルラＵＬリンクにおいてユーザ装置をスケ
ジューリングし続ける。
【発明の概要】
【００１９】
　したがって、本明細書の実施形態の目的は、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークの性能
を改善する方法を提供することである。
【００２０】
　実施形態の第１の態様によれば、本目的は、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおい
てランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を処理するための、基地局における方法に
よって達成される。基地局は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨ
メッセージで第１のユーザ装置から受信する。基地局は、その結果、当該指標に基づいて
、第１のユーザ装置に対してＤ２Ｄリンクをスケジューリングする。
【００２１】
　実施形態の第２の態様によれば、本目的は、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおい
てランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を処理するための、第１のユーザ装置にお
ける方法によって達成される。第１のユーザ装置は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連するこ
との指標を、ＲＡＣＨメッセージで、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク内の基地局へ送
信する。第１のユーザ装置は、ジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情報を、基地
局から受信する。Ｄ２Ｄリンクは、当該指標に基づいて第１のユーザ装置に対してスケジ
ューリングされる。
【００２２】
　実施形態の第３の態様によれば、本目的は、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおい
てランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を処理するための基地局によって達成され
る。基地局は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨメッセージで第
１のユーザ装置から受信する受信ユニットを備える。基地局は、当該指標に基づいて、第
１のユーザ装置に対してＤ２Ｄリンクをスケジューリングするスケジューラを更に備える
。
【００２３】
　実施形態の第４の態様によれば、本目的は、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおい
てランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を処理するための第１のユーザ装置によっ
て達成される。第１のユーザ装置は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、Ｒ
ＡＣＨメッセージで、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク内の基地局へ送信する送信ユニ
ットを備える。第１のユーザ装置は、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情
報を、基地局から受信する受信ユニットを更に備える。Ｄ２Ｄリンクは、当該指標に基づ
いて第１のユーザ装置に対してスケジューリングされる。
【００２４】
　基地局は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、第１のユーザ装置から受信
する。基地局は、その結果、ＲＡＣＨがセルラ通信ではなくＤ２Ｄ通信に関連すること知
ることになり、それ故に、不必要なセルラ・リンクの代わりに、Ｄ２Ｄリンクを第１のユ
ーザ装置に対してスケジューリングすることができる。このようにして、セルラ及びＤ２
Ｄ混在ネットワークの性能が改善される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　以下の添付図面を参照して、本明細書の実施形態の例について更に詳しく説明する。
【００２６】
【図１】図１は、セルラネットワークにおける実施形態を図示する概略的なブロック図で
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ある。
【図２】図２は、方法の実施形態を示すフローチャート及びシグナリング図の組み合わせ
である。
【図３】図３は、基地局における方法の実施形態を示すフローチャートである。
【図４】図４は、いくつかのシナリオに係る実施形態を図示するブロック図である。
【図５】図５は、基地局の実施形態を図示する概略的なブロック図である。
【図６】図６は、第１のユーザ装置における方法の実施形態を示すフローチャートである
。
【図７】図７は、第１のユーザ装置の実施形態を図示する概略的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本明細書において展開している実施形態の一部として、まず、課題について特定及び議
論する。上述のように、基地局がユーザ装置に対して何をスケジューリングすべきかを知
るために、ユーザ装置に関連するセルラＲＡＣＨとＤ２Ｄ　ＲＡＣＨとを区別する必要が
ある。スケジューリング動作の他に、更に、基地局が、例えば異なるエクスペリエンス品
質（ＱｏＥ：Quality of Experience）を提供するために、セルラ通信及びＤ２Ｄ通信に
ついての異なるＲＡＣＨ応答性能を改善する必要がある。
【００２８】
　ユーザ装置は、適切な方法でＤ２Ｄ　ＲＡＣＨのＭＳＧ４をモニタリングする必要があ
り、それ故に、それを実現する方法が必要となる。現在のセルラネットワークでは、非同
期のユーザ装置のＵＬデータによってＲＡＣＨがトリガされると、ＭＳＧ４が、ＵＬグラ
ントとして定義され、即ち、競合解決タイマー（ContentionResolutionTimer）は、ユー
ザ装置のＣ－ＲＮＴＩについて新たなＵＬグラントが受信された場合にのみ停止される。
セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークのシナリオでは、Ｄ２Ｄ送信のＲＡＣＨ手順について
は、送信及び受信の両方がＤ２Ｄコネクションに対して準備できていることを保証するた
めに、Ｄ２Ｄリソース割当て情報が、両方のＤ２Ｄユーザ装置に同時に到達しなければな
らない。Ｄ２Ｄリンクにおける２つのＤ２Ｄユーザ装置については、第１のユーザ装置に
おける、送信すべき新たなＤ２ＤデータによってトリガされたＲＡＣＨが存在する場合に
、当該第１のユーザ装置は、他方のユーザ装置の現在の状態を知らない。他方のユーザ装
置は、第２のユーザ装置とも称される。例えば、第２のユーザ装置は、連続したセルラリ
ンク・アクティビティに起因して同期したままであるか、又は同様に非同期であるか、又
はネットワークによってアイドル状態へ解放されている、というように、様々な状態にあ
りうる。
【００２９】
　ネットワークとのＵＬ同期によって、ユーザ装置の送信についての基地局における受信
タイミングを、基地局のタイミングに合わせることが可能になる。
【００３０】
　第１のユーザ装置は、同期している（in-sync）ユーザ装置（ＲＡＣＨユーザ装置）に
ついてＰＤＣＣＨを継続的にモニタリングしなければならず、即ち、第１のユーザ装置は
、最大限でもリソースグラント（即ち、ＭＳＧ４）を受信するために間欠受信（ＤＲＸ：
Discontinuous Reception）サイクルを待ち受たなければならない。
【００３１】
　更に、第１のユーザ装置は、非同期のユーザ装置（ＲＡＣＨユーザ装置）についてＰＤ
ＣＣＨを継続的にモニタリングしなければならず、即ち、第１のユーザ装置は、第２のユ
ーザ装置を同期させるために、少なくとも、ネットワーク開始の（network-initiated）
ＲＡＣＨ手順を待たなければならない。
【００３２】
　更に、第１のユーザ装置は、アイドル状態のユーザ装置（ＲＡＣＨユーザ装置）を継続
的にモニタリングしなければならず、即ち、第１のユーザ装置は、第２のユーザ装置を同
期させるために、ネットワーク開始のＲＣＣ接続再確立の手順を待たなければならない。
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したがって、同期しているユーザ装置についての最良のケースにおけるような、６４ｍｓ
である競合解決タイマー（ContentionResolutionTimer）の最大長より長い、３２０ｍｓ
程度でありうる、第２のユーザ装置のＤＲＸサイクルを待つために、ユーザ装置は、ＲＡ
ＣＨ手順で電力を浪費させられるであろう。このため、第１のユーザ装置は、より電力効
率の良い方法でＭＳＧ４をモニタリングする必要がある。
【００３３】
　本明細書の実施形態は、Ｄ２Ｄ通信のためのＲＡＣＨ手順を設計する方法を提供する。
【００３４】
　本明細書の実施形態によれば、ＲＡＣＨ手順は、セルラ及びＤ２Ｄバッファを明示的又
は黙示的に区別するために提供される。本明細書の実施形態は、例えば、ＭＳＧ１用のＲ
ＡＣＨリソースのフレーム内における、分離されたプリアンブル／ＰＲＡＣＨ位置、又は
、ＭＳＧ３における新たなＲＮＴＩ及び／又はＢＳＲ定義を含む。
【００３５】
　本明細書の実施形態は、Ｃ－ＲＮＴＩ又はＤ２Ｄ－ＲＮＴＩ等の、ユーザ装置のＲＮＴ
Ｉに宛てられた任意のＰＤＣＣＨがＭＳＧ４とみなされうることを、更に含みうる。
【００３６】
　図１は、本明細書の実施形態が実現されうるセルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００
を示す。セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００は、セルラ通信ネットワークとＤ２Ｄ
通信ネットワークとを含む。セルラ通信ネットワークは、ＬＴＥ、ＷＣＤＭＡ、ＧＳＭネ
ットワーク、任意の３ＧＰＰセルラネットワーク、Ｗｉｍａｘ、又は任意のセルラネット
ワーク若しくはシステム等の、無線通信ネットワークである。Ｄ２Ｄ通信ネットワークは
、例えば数十から数百メートルの範囲の、互いに近接したユーザ装置のような無線デバイ
ス間の直接通信である。
【００３７】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００は、複数の基地局を含み、それらの１つであ
る基地局１１０が図１に示されている。基地局１１０は、例えば、ｅＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ
、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、又は、セルラ通信ネットワーク内のユーザ装
置若しくはマシンタイプの通信デバイスにサービスを行うことが可能な、他の任意のノー
ド等の、無線基地局であってもよい。基地局１００は、セル１１５にサービスを行ってい
る。
【００３８】
　複数のユーザ装置が、基地局１１０によってサービスが行われるセル１１５内に位置し
ている。図１のシナリオ例では、２つのユーザ装置（第１のユーザ装置１２１及び第２の
ユーザ装置１２２）のみがセル１１５内に示されている。第１のユーザ装置１２１及び第
２のユーザ装置１２２は、Ｄ２Ｄ通信を使用して互いに通信可能である。第１のユーザ装
置１２１及び第２のユーザ装置１２２は、更に、セル１１５内に位置している場合、基地
局１１０を介してセルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００内のセルラ通信ネットワーク
にアクセス可能である。第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２は、例えば
、無線機能を有する、移動端末若しくは無線端末、携帯電話、時にはサーフプレートとも
称されるラップトップ、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）若しくはタブレ
ットコンピュータ等のコンピュータ、又は、セルラ通信ネットワーク内の無線リンク１３
１若しくはＤ２Ｄリンク通信ネットワーク内のＤ２Ｄリンク１３２を介して通信可能な他
の任意の無線ネットワークユニットであってもよい。
【００３９】
　次に、図２に示すフローチャート及びシグナリング図の組み合わせを参照して、セルラ
及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおけるＲＡＣＨ手順を処理するための方法の実施形態の例
について説明する。以下では、基地局１１０の観点から見た方法の実施形態（図３）、及
びユーザ装置１２１の観点から見た方法の実施形態（図５）について説明する。
【００４０】
　本方法は、以下の動作を含み、それらの動作は任意の適切な順序を取りうる。
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【００４１】
　＜動作２０１＞
　これは、オプションの動作である。基地局１１０は、基地局１１０によってサービスが
行われる、第１のユーザ装置１２１と、場合によっては第２のユーザ装置とを含む複数の
ユーザ装置に対して、情報を送信しうる。当該情報は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨ
プリアンブルと、セルラ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとが分割されていること
を含む。これは、ＲＡＣＨプリアンブルがセルラ通信を示すのかＤ２Ｄ通信を示すのかを
基地局１１０が認識できるようにするためのものである。この情報は、例えばブロードキ
ャストされうる。
【００４２】
　複数のＲＡＣＨプリアンブルは、異なるグループ（Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリ
アンブルの１つ以上のグループと、セルラ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルの１つ以
上のグループと）に分割されうる。代替として、複数のＲＡＣＨリソースは、ＲＡＣＨリ
ソースのフレーム内の異なる時間及び／又は周波数位置（Ｄ２Ｄ通信に関連付けられたＲ
ＡＣＨの時間及び／又は周波数位置と、セルラ通信に関連付けられたＲＡＣＨの時間及び
／又は周波数位置と）に分割されうる。これについては、以下で更に議論する。
【００４３】
　＜動作２０２＞
　シナリオ例では、第１のユーザ装置１２１は、第２のユーザ装置１２２へ送信すること
を必要とするデータのバッファを有する。第１のユーザ装置１２１は、第２のユーザ装置
１２２の近くにあるため、データのバッファを送信するためにＤ２Ｄリンク１３２を確立
しようとする。したがって、第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨメッセージを基地局１
１０へ送信する。本明細書の実施形態によれば、ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨがＤ２
Ｄ通信に関連することの指標を含む。これにより、Ｄ２Ｄ通信のためにスケジューリング
されるリソースを第１のユーザ装置が要求していることが、基地局１１０に伝えられる。
【００４４】
　ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨリソースの位置で送信されるＲＡＣＨプリアンブル（
即ち、ＲＡＣＨ手順におけるＭＳＧ１）であってもよい。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、指標は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩであってもよいし、ＲＡＣ
Ｈ手順におけるＭＳＧ３に含まれてもよい。当該特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、Ｄ２Ｄリン
クの送信及び受信に共通である。それによりどのユーザ装置がＤ２Ｄリンクの相手先であ
るのかが基地局１１０に知らされるため、これは利点である。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザ装置１２１は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣ
Ｈプリアンブルと、セルラ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとが分割されているこ
とについての情報を受信している。これらの実施形態では、基地局１１０へ送信され、か
つ、基地局１１０によって受信される指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブ
ルのグループに含まれるＲＡＣＨプリアンブルであってもよいし、又は、ＲＡＣＨリソー
スのフレーム内における特定の時間及び／又は周波数位置で受信されるＲＡＣＨプリアン
ブルであってもよく、当該特定の時間及び／又は周波数位置は、Ｄ２Ｄ通信に関連してい
る。以下では、これについて更に説明する。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むバッファ
状態報告（ＢＳＲ）である。これは、ＲＡＣＨ手順のＭＳＧ３に含まれうる。以下では、
これについても更に説明する。
【００４８】
　＜動作２０３＞
　基地局１１０は、Ｄ２Ｄ通信の指標を含むＲＡＣＨメッセージを受信している。これに
より、基地局は、ＲＡＣＨメッセージがＤ２Ｄ通信に関連することを知り、それ故に、当
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該指標に基づいて、第１のユーザ装置１２１に対してＤ２Ｄリンクをスケジューリングす
る。このようにして、不必要なセルラ・リンクのスケジューリングが避けられる。
【００４９】
　＜動作２０４＞
　これは、オプションの動作であり、いくつかの実施形態で実行される。Ｄ２Ｄリンクは
、第１のユーザ装置１２１と第２のユーザ装置１２２との間のＤ２Ｄ通信のためのもので
あるため、基地局１１０は、情報を、ＰＤＣＣＨのＲＡＣＨメッセージで、同一のＲＡＣ
Ｈメッセージを使用して第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２へ同時に送
信してもよい。この情報は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた、スケジューリン
グされたＤ２Ｄリンクを含むとともに、ＲＡＣＨ手順におけるＭＳＧ４に関連するＰＤＣ
ＣＨメッセージであってもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザ装置１２１は、アクティブ時間解決タイマー（
active time resolution timer）を有してもよい。このタイマーでは、第１のユーザ装置
１２１は、Ｄ２Ｄ通信のために当該ユーザ装置が要求したリソースについてのグラント等
の、任意のリソースをモニタリングする。アクティブ時間解決タイマーは、いくつかの実
施形態では、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた、スケジューリングされたＤ２Ｄ
リンクを含むＲＡＣＨメッセージの受信に応じて、第１のユーザ装置によって停止されて
もよい。
【００５１】
　しかし、場合によっては、第１のユーザ装置１２１へ送信される特定のグラントメッセ
ージは存在しなくてもよい。これは、例えば、第２のユーザ装置１２２ではグラントを受
信する準備ができておらず、かつ、ネットワークが第２のユーザ装置１２２を起動させる
のにより多くの時間がかかるという理由により、タイマーの長さが、基地局１１０にとっ
て、Ｄ２Ｄペアの第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２の両方に対してグ
ラントを送信するのに十分ではないためでありうる。したがって、いくつかの実施形態で
は、基地局１１０は、任意のＰＤＣＣＨメッセージを第１のユーザ装置１２１へ送信しう
る。このＰＤＣＣＨメッセージが、例えば、第１のユーザ装置１２１のＣ－ＲＮＴＩ又は
Ｄ２Ｄ－ＲＮＴＩ等のＲＮＴＩを宛先としている場合、当該メッセージは、第１のユーザ
装置１２１内のアクティブ時間解決タイマーを停止させるための、第１のユーザ装置１２
１への指標として解釈される。例えば、当該メッセージは、第１のユーザ装置１２１によ
って、ＭＳＧ４のようなスケジューリンググラントとして解釈されうる。
【００５２】
　＜動作２０５＞
　これは、オプションの動作であり、いくつかの実施形態で実行される。この動作では、
第１のユーザ装置１２１は、アクティブ時間解決タイマーを、上記の動作に従って停止す
る。
【００５３】
　＜動作２０６＞
　その後、スケジューリングされたＤ２Ｄリンク１３２を使用して、第１のユーザ装置と
第２のユーザ装置１２２との間にＤ２Ｄ通信が確立される。
【００５４】
＜基地局１１０の観点から見た方法の実施形態＞
　次に、図３に示すフローチャートを参照して、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１０
０においてランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）手順を処理するための、基地局１１０
における方法の実施形態の例について説明する。本方法は、以下の動作を含み、それらの
動作は任意の適切な順序を取りうる。図３のいくつかのボックスについての破線は、その
動作が必須ではないことを示す。
【００５５】
　＜動作３０１＞
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　これは、オプションの動作である。いくつかの実施形態では、基地局１１０は、基地局
１１０によってサービスが行われる複数のユーザ装置へ情報を送信する。当該複数のユー
ザ装置は、例えば、第１のユーザ装置１２１と、いくつかの実施形態では第２のユーザ装
置と、を含む。当該情報は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルと、セルラ通
信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとが分割されていることを含む。いくつかの実施形
態では、複数のＲＡＣＨプリアンブルは、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルの
グループと、セルラ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループという、異なるグル
ープに分割される。代替又は組み合わせとして、複数のＲＡＣＨプリアンブルは、Ｄ２Ｄ
通信に関連付けられたＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置と、セルラ通信に関連付けら
れたＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置という、ＲＡＣＨリソースのフレーム内の異な
る時間及び／又は周波数位置に分割される。例えば、フレーム内に多数のＲＡＣＨリソー
ス位置が存在し、（複数の）特定のリソース位置が、Ｄ２Ｄ固有として予め定義されてい
てもよい（即ち、ＲＡＣＨ　ＭＳＧ１がそれらの位置で送信される場合に、それはＤ２Ｄ
　ＲＡＣＨのためのものである）。このことは、Ｄ２Ｄ通信に関連付けられた特定の時間
及び／又は周波数位置でプリアンブルが受信された場合、基地局１００は、これがＤ２Ｄ
プリアンブルであると知ることになり、また、セルラ通信に関連付けられた特定の時間及
び／又は周波数位置でプリアンブルが受信された場合、基地局１００は、これがセルラ・
プリアンブルであると知ることになる、ということを意味する。
【００５６】
　この動作は、上記の動作２０１と対応している。
【００５７】
　＜動作３０２＞
　基地局１１０は、ＲＡＣＨメッセージを第１のユーザ装置１２１から受信する。当該Ｒ
ＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を含む。
【００５８】
　ＲＡＣＨ手順は、このようにして、第１のユーザ装置から第２のユーザ装置１２２へ送
信される、セルラ用及びＤ２Ｄ用データバッファを区別することによって改善される。セ
ルラ又はＤ２ＤによってトリガされるＲＡＣＨを区別するために、この指標は、例えばＭ
ＳＧ１又はＭＳＧ３によって、第１のユーザ装置１２１から明示的に又は黙示的に受信さ
れうる。
【００５９】
　ＲＡＣＨメッセージは、例えば、ＲＡＣＨ手順のＭＳＧ１又はＭＳＧ３に含まれうる、
ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求であってもよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、当該指標は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩである。特定のＤ２Ｄ
　ＲＮＴＩは、Ｄ２Ｄリンクの送信及び受信で共通である。ＲＮＴＩの新たな定義（例え
ば、Ｄ２Ｄ－ＲＮＴＩ）が、Ｄ２Ｄ通信に対して適用されてもよい。このＲＮＴＩは、Ｄ
２Ｄ送信及び／又は受信（Ｔｘ／Ｒｘ）に共通であり、それにより、Ｄ２Ｄ－ＲＮＴＩに
宛てられたＤＬ情報が、特定のＤ２Ｄリンクで（例えば、Ｄ２Ｄリンクについての、ＰＤ
ＣＣＨ上のスケジューリング情報及びＰＤＳＣＨ上のＲＲＣ設定情報として）、第１のユ
ーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２の両方によって、受信されることになろう。
ＲＮＴＩは、例えばセルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００内の基地局１１０によって
、第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２に対して割り当てられるため、基
地局１１０は、この特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩを受信した際に、セルラ又はＤ２Ｄトリガの
ＲＡＣＨであることを知ることになる。特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩを用いる本実施形態は、
マルチホップのＤ２Ｄシナリオに拡張されてもよく、即ち、第１のユーザ装置１２１のよ
うな、Ｄ２Ｄが可能な１つのユーザ装置が、異なるＤ２Ｄ－ＲＮＴＩによって区別される
、Ｄ２Ｄモードの多数のユーザ装置と通信できる。
【００６１】
　他のいくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルの
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グループに含まれるＲＡＣＨプリアンブルである。セルラＲＡＣＨとＤ２Ｄ　ＲＡＣＨと
に対して、分離されたプリアンブルグループが定義されうる。基地局１１０では、異なる
グループのプリアンブルを検出することによって、当該基地局は、セルラＲＡＣＨである
かＤ２Ｄ　ＲＡＣＨであるかを知ることになる。プリアンブル分割は、例えば、上記の動
作３０１で基地局１１０によって、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１００において事
前にブロードキャストされてもよい。これは、例えば、セルカバレッジ内の全てのユーザ
装置に対して、システム内で定期的にブロードキャストされるシステム情報ブロック（Ｓ
ＩＢ：System Information Block）で、ブロードキャストされてもよい。このプリアンブ
ル分割は、例えば、Ｄ２Ｄ　ＲＡＣＨ負荷に対するセルラＲＡＣＨ負荷の比率がｘ：ｙで
ある場合に、セルラＲＡＣＨ及びＤ２Ｄ　ＲＡＣＨのプリアンブル分割も、ｘ：ｙとなる
というように、セルラのユーザ装置及びＤ２Ｄのユーザ装置のそれぞれのＲＡＣＨ負荷に
依存して調整されてもよい。
【００６２】
　他のいくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連する、ＲＡＣＨリソースのフ
レーム内の特定の時間及び／又は周波数位置で受信されるＲＡＣＨプリアンブルである。
分離されたＲＡＣＨ時間及び／又は周波数位置を使用することによって、第１のユーザ装
置１２１は、セルラ通信とＤ２Ｄ通信とを区別するために、そのＲＡＣＨ試行をフレーム
の異なる時間位置に制限することになろう。同様に、このＰＲＡＣＨ位置の分割は、ネッ
トワーク内でブロードキャストされてもよいし、ユーザ装置負荷に基づいて調整されても
よい。
【００６３】
　更に、指標は、例えばＲＡＣＨ手順におけるＭＳＧ３に含まれうる、Ｄ２Ｄ通信に関連
するフォーマットを含むＢＳＲであってもよい。
【００６４】
　Ｄ２Ｄ用のＢＳＲについての特定の定義に、セルラ用のＢＳＲと異なるフォーマットが
適用されてもよい。これは、当該特定のＤ２Ｄ　ＢＳＲを搬送するために、新たなメディ
アアクセス制御（ＭＡＣ）制御エレメント（ＣＥ）に対して新たな論理チャネル識別子（
ＬＣＩＤ：Logical Channel Identity）を定義することによって行われてもよい。したが
って、この新たなＢＳＲを受信することによって、基地局は、セルラ・トリガのＲＡＣＨ
であるかＤ２ＤトリガのＲＡＣＨであるかを知ることになる。
【００６５】
　この動作は、上記の動作２０２と対応している。
【００６６】
　＜動作３０３＞
　基地局１１０は、指標に基づいて、第１のユーザ装置１２１に対してＤ２Ｄリンクをス
ケジューリングする。
【００６７】
　この動作は、上記の動作２０３と対応している。
【００６８】
　＜動作３０４＞
　上述のように、Ｄ２Ｄリンクは、第１のユーザ装置１２１と第２のユーザ装置１２２と
の間のＤ２Ｄ通信のためのものである。基地局１１０は、ＲＡＣＨメッセージで、第１の
ユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２へ情報を送信してもよい。当該情報は、特
定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクを含む。
【００６９】
　この動作は、上記の動作２０４と対応している。
【００７０】
　従来技術によれば、スケジューリング情報の配信（例えば、ＲＡＣＨ手順の下りリンク
制御情報（ＤＣＩ））は、Ｄ２Ｄ送信及びＤ２Ｄ受信の両方のＤＲＸタイミングに従いう
るため、ＤＲＸスリープ・インターバルにおけるＰＤＣＣＨのモニタリングは無意味であ
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り、即ち、この場合における従来のＭＳＧ４の定義は制限されすぎる。この課題を克服す
るために、いくつかの実施形態に係る基地局１１０は、任意のＰＤＣＣＨメッセージを第
１のユーザ装置１２１へ送信する。このＰＤＣＣＨメッセージは、第１のユーザ装置１２
１のＲＮＴＩを宛先としている場合に、第１のユーザ装置１２１内のアクティブ時間解決
タイマーを停止させるための、第１のユーザ装置１２１への指標として解釈されることに
なる。このため、本実施形態によれば、第１のユーザ装置は、このＰＤＣＣＨメッセージ
をＭＳＧ４として解釈しうる。このことは、第１のユーザ装置のＲＮＴＩに宛てられた任
意のＰＤＣＣＨが、ＭＳＧ４とみなされうることを意味する。これは、本明細書の実施形
態に係る、ＭＳＧ４のモニタリング動作を示す図４に示されている。
【００７１】
　図４では、横線を有するボックスは、ＰＤＣＣＨをモニタリングするためにユーザ装置
がアクティブであるもののシグナリング・アクティビティは無いタイムスロットであり、
白色のボックスは、ユーザ装置がＲＲＣアイドルであるタイムスロットであり、縦線を有
するボックスは、ユーザ装置がＲＲＣ接続されているが非アクティブであるタイムスロッ
トである。上方への対角線を有するボックスは、共同スケジューリングされたタイムスロ
ットであり、図４に記載の共同スケジューリング（co-scheduling）ＤＣＩは、両方のＤ
２Ｄ　ＵＥ（即ち、Ｄ２Ｄリソース・スケジューリングについての第１及び第２のユーザ
装置）に到達するＰＤＣＣＨを意味する。これらのタイムスロットでは、例えば、ＭＳＧ
３及びＭＳＧ４のような、ユーザ装置と基地局１１０との間でのシグナリングの交換が存
在する。
【００７２】
　図４の第１のシナリオでは、第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨ４１０を実行し、第
２のユーザ装置１２２は、同期中（in-sync）４２０である。第１のシナリオにおいて第
２のユーザ装置１２２が同期している場合には、基地局１１０は、第２のユーザ装置１２
２のＤＲＸサイクルが十分に短ければ、ＲＡＣＨ手順が終了するとすぐに、スケジューリ
ング情報を第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置の両方へ送信することが可能で
あり、それ故に、このケースでは従来の方法でもうまくいく。しかし、他のケース（即ち
、ＤＲＸサイクルが長い場合）については、ＤＲＸサイクルに起因した遅延によって、タ
イマーの範囲内でスケジューリング情報を送信することが難しくなり、それ故に、このケ
ースでは従来の方法はうまくいかなくなる。これは、４２０として参照される図４に示す
ケースであり、即ち、個別のＭＳＧ４が第１のユーザ装置１２１へ送信された後に、共同
スケジューリングＤＣＩが送信される。
【００７３】
　第２のシナリオでは、第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨ４１０を実行し、第２のユ
ーザ装置１２２は、非同期（out-of-sync）４３０である。第２のシナリオでは、ネット
ワーク開始のＲＡＣＨ手順に起因した追加の遅延が存在し、それにより、タイマーの範囲
内でスケジューリング情報を送信することが難しくなり、その結果、このケースでは従来
の方法はうまくいかなくなる。
【００７４】
　第３のシナリオでは、第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨ４１０を実行し、第２のユ
ーザ装置１２２は、ＲＲＣアイドル（RRC idle）４４０である。第３のシナリオでは、Ｒ
ＲＣ確立手順に起因した追加の遅延が存在し、それにより、タイマーの範囲内でスケジュ
ーリング情報を送信することが難しくなり、その結果、このケースでは従来の方法はうま
くいかなくなる。
【００７５】
　このため、第１のユーザ装置１２１内のアクティブ時間解決タイマーを停止させるため
の第１のユーザ装置１２１への指標として解釈される、任意のＲＡＣＨメッセージを送信
する実施形態は、例えば、上述の第１、第２及び第３のシナリオにおいて適用可能である
。
【００７６】
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　なお、第２のユーザ装置１２２が非同期又はＲＲＣアイドル状態である場合には、ＰＵ
ＣＣＨ又はＲＲＣ設定が解放され、その結果、このユーザ装置のＣ－ＲＮＴＩに対する、
ＲＡＣＨメッセージであるＲＲＣ再設定シグナリングが、いずれにしても必要であり、当
該シグナリングは、それ故に、図４に示すように、競合解決タイマー（ContentionResolu
tionTimer）を停止させるためのＭＳＧ４とみなされうる。図４では、タイマーは４１０
用であり、当該タイマーは、ＭＳＧ３において開始され、ＭＳＧ４において停止される。
【００７７】
　ＭＳＧ４又はＭＳＧ４と解釈される任意のＰＤＣＣＨメッセージの受信後に、第１のユ
ーザ装置１２１は、ＰＤＣＣＨモニタリング用の通常のＤＲＸタイミングに従うことにな
ろう。両方のＤ２Ｄユーザ装置（即ち、第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１
２２）は、ネットワーク設定によって実現される、同一のＤＲＸタイミングに従うことに
なり、当該Ｄ２Ｄペアに宛てられたネットワーク・スケジューリング情報は、それ故に、
第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２の両方に同時に到達可能であり、こ
れは、図４における「共同スケジューリングＤＣＩ」とみなされる。
【００７８】
　この動作は、上記の動作２０４と対応している。
【００７９】
　これらの実施形態の結果、ＭＳＧ４用のタイマーがアクティブである場合の、ＰＤＣＣ
Ｈモニタリングについてのユーザ装置の消費電力が低減されるとともに、更に、ＭＳＧ４
タイマーについての拡張された長さに起因したＲＡＣＨ遅延が低減される。
【００８０】
　本明細書の実施形態に係るＤ２Ｄ通信のためのＲＡＣＨ手順は、後方互換性を有する。
【００８１】
　図２及び図３に関連した、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおいてＲＡＣＨ手順を
処理するための方法の動作を実行するために、基地局１１０は、図５に示す、以下の構成
を備える。上述のように、Ｄ２Ｄリンクは、第１のユーザ装置１２１と第２のユーザ装置
１２２との間のＤ２Ｄ通信のためのものでありうる。
【００８２】
　基地局１１０は、ＲＡＣＨメッセージを第１のユーザ装置１２１から受信するよう構成
された受信ユニット５１０を備える。当該ＲＡＣＨメッセージは、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信
に関連することの指標を含む。
【００８３】
　ＲＡＣＨメッセージは、例えば、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求であってもよ
い。
【００８４】
　指標は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩであってもよい。当該特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩは、Ｄ
２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である。
【００８５】
　指標は、更に、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループに含まれるＲＡ
ＣＨプリアンブルであってもよいし、又は、Ｄ２Ｄ通信に関連する、ＲＡＣＨリソースの
フレーム内の特定の時間及び／又は周波数位置で受信されるＲＡＣＨプリアンブルであっ
てもよい。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むＢＳＲで
ある。
【００８７】
　基地局１１０は、指標に基づいて、第１のユーザ装置１２１に対してＤ２Ｄリンクをス
ケジューリングするよう構成されたスケジューラ５２０を更に備える。
【００８８】
　基地局１１０は、第１のユーザ装置１２１及び第２のユーザ装置１２２へ、ＲＡＣＨメ
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ッセージで情報を送信するよう構成された送信ユニット５３０を更に備える。当該情報は
、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクを含
む。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、送信ユニット５３０は、基地局によってサービスが行われる
、第１のユーザ装置１２１を含む複数のユーザ装置へ情報を送信するよう構成される。当
該情報は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとセルラ通信に使用されるＲＡ
ＣＨプリアンブルとが、
　‐Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループと、セルラ通信に関連するＲ
ＡＣＨプリアンブルのグループという、異なるグループに分割されている、又は
　‐Ｄ２Ｄ通信に関連付けられたＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置と、セルラ通信に
関連付けられたＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置という、異なる時間及び／又は周波
数位置に分割されている、との情報を含む。
【００９０】
　送信ユニット５３０は、更に、任意のＰＤＣＣＨメッセージを第１のユーザ装置１２１
へ送信するよう構成されていてもよく、当該ＰＤＣＣＨメッセージは、第１のユーザ装置
１２１のＲＮＴＩに宛てられている場合、第１のユーザ装置１２１内のアクティブ時間解
決タイマーを停止させるための、第１のユーザ装置１２１への指標として解釈される。
【００９１】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおいてＲＡＣＨ手順を処理するための、本明細書
の実施形態は、本明細書の実施形態の機能及び動作を実現するためのコンピュータプログ
ラム・コードとともに、図５に示す基地局１１０のプロセッサ５４０のような、１つ以上
のプロセッサを通じて実現されうる。上述のプログラム・コードは、例えば、基地局１１
０にロードされた場合に本明細書の実施形態を実現するためのコンピュータプログラム・
コードを保持するデータ担体の形式のコンピュータプログラム製品として提供されてもよ
い。そのような担体の１つは、ＣＤ－ＲＯＭディスクの形式であってもよい。しかし、メ
モリースティックのような他のデータ担体でも実現可能である。更に、コンピュータプロ
グラム・コードは、サーバ上でピュア・プログラム・コードとして提供され、基地局１１
０へダウンロードされてもよい。
【００９２】
　基地局１１０は、更に、１つ以上のメモリユニットを含むメモリ５５０を備えてもよい
。メモリ５５０は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標、データ、設定、スケジ
ューリング、及び、基地局１１０で実行された場合に本明細書の方法を実行するためのア
プリケーションを格納するために使用されるように構成される。
【００９３】
　上述の受信ユニット５１０、スケジューラ５２０及び受信ユニット５１０は、アナログ
回路とデジタル回路との組み合わせ、及び／又は、プロセッサ５４０等の１つ以上のプロ
セッサによって実行された場合に上述したように実行する（例えば、メモリ５５０に格納
された）ソフトウェア及び／又はファームウェアで構成される１つ以上のプロセッサを示
しうることは、当業者によって更に理解されるだろう。これらのプロセッサの１つ以上及
び他のデジタル・ハードウェアは、単一の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に含まれて
いてもよいし、あるいは、複数のプロセッサ及び種々のデジタル・ハードウェアは、個別
にパッケージ化されているかシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）に組み込まれているかに
関係なく、複数の個別のコンポーネント間に分散されてもよい。
【００９４】
　＜第１のユーザ装置１２１の観点から見た方法の実施形態＞
　次に、図６に示すフローチャートを参照して、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク１０
０においてＲＡＣＨ手順を処理するための、第１のユーザ装置１２１における方法の実施
形態の例について説明する。本方法については、図３及び図４との関連で綿密に上述して
いるため、ここでは簡潔な説明のみ行う。本方法は、以下の動作を含み、それらの動作は
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任意の適切な順序を取りうる。図６のいくつかのボックスについての破線は、その動作が
必須ではないことを示す。
【００９５】
　＜動作６０１＞
　いくつかの実施形態では、第１のユーザ装置１２１は、基地局１１０から情報を受信す
る。当該情報は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルと、セルラ通信に使用さ
れるＲＡＣＨプリアンブルとが分割されていることを含む。いくつかの実施形態では、Ｒ
ＡＣＨプリアンブルは、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループと、セル
ラ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループという、異なるグループに分割される
。代替又は組み合わせとして、複数のＲＡＣＨプリアンブルは、Ｄ２Ｄ通信に関連付けら
れたＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置と、セルラ通信に関連付けられたＲＡＣＨの時
間及び／又は周波数位置という、ＲＡＣＨリソースのフレーム内の異なる時間及び／又は
周波数位置に分割される。
【００９６】
　この動作は、上記の動作２０１と対応している。
【００９７】
　＜動作６０２＞
　第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨメッセージを基地局１１０へ送信する。当該ＲＡ
ＣＨメッセージは、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を含む。
【００９８】
　ＲＡＣＨメッセージは、例えば、ＲＡＣＨプリアンブル又はリソース要求であってもよ
い。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、指標は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩであり、当該特定のＤ２Ｄ
　ＲＮＴＩは、Ｄ２Ｄリンクの送信及び受信で共通である。当該Ｄ２Ｄリンクは、第１の
ユーザ装置１２１と第２のユーザ装置１２２との間のＤ２Ｄ通信のためのものである。こ
れらの実施形態では、基地局１１０からの、スケジューリングされたＤ２Ｄについての情
報は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩと関連付けられた、スケジューリングされたＤ２Ｄリンク
を含みうる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグル
ープの、ＲＡＣＨプリアンブルである。
【０１０１】
　指標は、更に、Ｄ２Ｄ通信に関連する、ＲＡＣＨリソースのフレーム内の特定の時間及
び／又は周波数位置で送信されるＲＡＣＨプリアンブルであってもよい。
【０１０２】
　指標は、更に、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むＢＳＲであってもよい。
【０１０３】
　この動作は、上記の動作２０２と対応している。
【０１０４】
　＜動作６０３＞
　第１のユーザ装置１２１は、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情報を基
地局１１０から受信する。Ｄ２Ｄリンクは、指標に基づいて、第１のユーザ装置１２１に
対してスケジューリングされている。これは、ＰＤＣＣＨメッセージであってもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザ装置１２１は、任意のＰＤＣＣＨメッセージを
基地局１１０から受信する。このＰＤＣＣＨメッセージは、第１のユーザ装置１２１のＲ
ＮＴＩに宛てられた場合、第１のユーザ装置１２１内のアクティブ時間解決タイマーを停
止させるための、第１のユーザ装置１２１への指標として解釈される
【０１０６】
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　この動作は、上記の動作２０４と対応している。
【０１０７】
　図６に関連した、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおいてＲＡＣＨ手順を処理する
ための方法の動作を実行するために、第１のユーザ装置１２１は、図７に示す、以下の構
成を備える。上述のように、及びいくつかの実施形態によれば、Ｄ２Ｄリンクは、第１の
ユーザ装置１２１と第２のユーザ装置１２２との間のＤ２Ｄ通信のためのものである。
【０１０８】
　第１のユーザ装置１２１は、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標を、ＲＡＣＨ
メッセージで、セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワーク内の基地局１１０へ送信するよう構成
された送信ユニット７１０を備える。ＲＡＣＨメッセージは、例えば、ＲＡＣＨプリアン
ブル又はリソース要求であってもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、指標は、特定のＤ２Ｄ　ＲＮＴＩである。当該特定のＤ２Ｄ
　ＲＮＴＩは、Ｄ２Ｄリンクにおける送信及び受信に共通である。指標は、更に、Ｄ２Ｄ
通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループに含まれるＲＡＣＨプリアンブルであっ
てもよい。いくつかの実施形態では、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連する、ＲＡＣＨリソース
のフレーム内の特定の時間及び／又は周波数位置で送信されるＲＡＣＨプリアンブルであ
る。いくつかの実施形態によれば、指標は、Ｄ２Ｄ通信に関連するフォーマットを含むＢ
ＳＲである。
【０１１０】
　第１のユーザ装置は、更に、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情報を、
基地局１１０から受信するよう構成された受信ユニット７２０を備え、Ｄ２Ｄリンクは、
指標に基づいて第１のユーザ装置１２１に対してスケジューリングされている。
【０１１１】
　基地局１１０からの、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情報は、特定の
Ｄ２Ｄ　ＲＮＴＩに関連付けられた、スケジューリングされたＤ２Ｄリンクを含んでもよ
い。
【０１１２】
　受信ユニット７２０は、更に、基地局１１０から情報を受信するよう構成されてもよい
。この情報は、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとセルラ通信に使用される
ＲＡＣＨプリアンブルとが分割されていることを含む。いくつかの実施形態では、ＲＡＣ
Ｈプリアンブルは、Ｄ２Ｄ通信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループと、セルラ通
信に関連するＲＡＣＨプリアンブルのグループという、異なるグループに分割されている
。代替又は組み合わせとしては、ＲＡＣＨプリアンブルは、Ｄ２Ｄ通信に関連付けられた
ＲＡＣＨの時間及び／又は周波数位置と、セルラ通信に関連付けられたＲＡＣＨの時間及
び／又は周波数位置という、異なる時間及び／又は周波数位置に分割されている。
【０１１３】
　受信ユニット７２０は、更に、任意のＰＤＣＣＨメッセージを基地局１１０から受信す
るよう構成されてもよい。当該ＰＤＣＣＨメッセージは、第１のユーザ装置１２１のＲＮ
ＴＩに宛てられている場合、第１のユーザ装置１２１内のアクティブ時間解決タイマーを
停止させるための、第１のユーザ装置１２１への指標として解釈される。
【０１１４】
　セルラ及びＤ２Ｄ混在ネットワークにおいてＲＡＣＨ手順を処理するための、本明細書
の実施形態は、本明細書の実施形態の機能及び動作を実現するためのコンピュータプログ
ラム・コードとともに、図７に示す第１のユーザ装置１２１のプロセッサ７３０のような
、１つ以上のプロセッサを通じて実現されうる。上述のプログラム・コードは、例えば、
第１のユーザ装置１２１にロードされた場合に本明細書の実施形態を実現するためのコン
ピュータプログラム・コードを保持するデータ担体の形式のコンピュータプログラム製品
として提供されてもよい。そのような担体の１つは、ＣＤ－ＲＯＭディスクの形式であっ
てもよい。しかし、メモリースティックのような他のデータ担体でも実現可能である。更
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に、コンピュータプログラム・コードは、サーバ上でピュア・プログラム・コードとして
提供され、第１のユーザ装置１２１へダウンロードされてもよい。
【０１１５】
　第１のユーザ装置１２１は、更に、１つ以上のメモリユニットを含むメモリ７４０を備
えてもよい。メモリ７４０は、例えば、ＲＡＣＨがＤ２Ｄ通信に関連することの指標、ス
ケジューリングされたＤ２Ｄリンクについての情報、Ｄ２Ｄ通信に使用されるＲＡＣＨプ
リアンブルと、セルラ通信に使用されるＲＡＣＨプリアンブルとが分割されているという
情報、データ、設定、スケジューリング、及び、第１のユーザ装置１２１で実行された場
合に本明細書の方法を実行するためのアプリケーションを格納するために使用されるよう
に構成される。
【０１１６】
　上述の送信ユニット７１０及び受信ユニット７２０は、アナログ回路とデジタル回路と
の組み合わせ、及び／又は、プロセッサ７３０等の１つ以上のプロセッサによって実行さ
れた場合に上述したように実行する（例えば、メモリ７４０に格納された）ソフトウェア
及び／又はファームウェアで構成される１つ以上のプロセッサを示しうることは、当業者
によって更に理解されるだろう。これらのプロセッサの１つ以上及び他のデジタル・ハー
ドウェアは、単一の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に含まれていてもよいし、あるい
は、複数のプロセッサ及び種々のデジタル・ハードウェアは、個別にパッケージ化されて
いるかシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）に組み込まれているかに関係なく、複数の個別
のコンポーネント間に分散されてもよい。
【０１１７】
　「備える（含む）」という用語が使用される場合、それは、限定するものとしてではな
く、即ち「から少なくとも構成される」ことを意味するものとして解釈されるべきである
。
【０１１８】
　本発明の実施形態は、上述の好適な実施形態に限定されない。種々の代替例、変形及び
均等物が使用されてもよい。したがって、上述の実施形態は、添付の特許請求の範囲によ
り規定される本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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