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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線装置における方法であって、
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）動作のために前記無線装置によって使用されるＤ２Ｄ信号の電力
を測定すること（２１２）と、
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力と物理デバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）との間
の電力差を判断すること（２１４）と、
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力および前記判断された電力差を使用してＤ２ＤＳ
Ｓの電力を推定すること（２１６）と、
　前記Ｄ２ＤＳＳの前記推定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うこと（２１８）と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記Ｄ２Ｄ信号は物理デバイス間共有チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ）の信号を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＰＤ２ＤＳＣＨの前記信号は復調参照信号（ＤＭＲＳ）である、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記ＰＤ２ＤＳＣＨの前記信号は物理リソースである、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
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　前記Ｄ２Ｄ信号は、スケジューリング割り当て（ＳＡ）用のＤＭＲＳ、またはＤ２Ｄデ
ータ送信用のＤＭＲＳである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｄ２Ｄ信号は、ＳＡ用の物理リソース、またはＤ２Ｄデータ送信用の物理リソース
である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＡおよび前記Ｄ２Ｄデータ送信のために開ループ電力制御を無効にすることをさ
らに含む、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力と前記Ｄ２ＤＳＳとの間の電力差を判断すること
（２１４）は、ＰＤ２ＤＳＣＨ用のＤＭＲＳと前記物理Ｄ２ＤＳＳとの間の電力差を判断
することを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　無線装置における方法であって、
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）データ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセ
ットを特定すること（３１２）と、
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている前記特定された無線装置によ
って送信されるデバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）のセットを特定すること（３１４）と
、
　前記特定されたＤ２ＤＳＳのセットからＤ２ＤＳＳの電力を測定すること（３１６）と
、
　前記Ｄ２ＤＳＳの前記測定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うこと（３１８）と、
を含む、方法。
【請求項１０】
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定する
こと（３１２）は、
　　複数のデバイス間共有チャネル（Ｄ２ＤＳＣＨ）リソースの電力レベルを測定するこ
とと、
　　前記複数のＤ２ＤＳＣＨリソースの前記測定された電力レベルを使用して、前記複数
のＤ２ＤＳＣＨリソースのそれぞれに関連付けられた無線装置がＤ２Ｄデータ通信または
Ｄ２Ｄディスカバリを行っているかどうかを判断することと、を含み、
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている前記特定された無線装置によ
って送信されるＤ２ＤＳＳのセットを特定すること（３１４）は、Ｄ２Ｄデータ通信また
はＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置に関連付けられると判断される前記ＰＤ２Ｄ
ＳＣＨのそれぞれとペアリングされるＤ２ＤＳＳを特定することを含む、請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定する
こと（３１２）は、
　複数のＤ２ＤＳＳリソースの電力レベルを測定することと、
　前記複数のＤ２ＤＳＳリソースの前記測定された電力レベルの統計的分布を使用して、
前記複数のＤ２ＤＳＳリソースのそれぞれに関連付けられた無線装置がＤ２Ｄデータ通信
またはＤ２Ｄディスカバリを行っているかどうかを判断することと、を含む、請求項９に
記載の方法。
【請求項１２】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）動作のために前記無線装置によって使用されるＤ２Ｄ信号の電力
を測定し、
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力と物理デバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）との間
の電力差を判断し、
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力および前記判断された電力差を使用してＤ２ＤＳ
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Ｓの電力を推定し、
　前記Ｄ２ＤＳＳの前記推定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うように、動作可能で
あるプロセッサ（４２０）を含む、無線装置。
【請求項１３】
　前記Ｄ２Ｄ信号は物理デバイス間共有チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ）の信号を含む、請求
項１２に記載の無線装置。
【請求項１４】
　前記ＰＤ２ＤＳＣＨの前記信号は復調参照信号（ＤＭＲＳ）である、請求項１３に記載
の無線装置。
【請求項１５】
　前記ＰＤ２ＤＳＣＨの前記信号は物理リソースである、請求項１３に記載の無線装置。
【請求項１６】
　前記Ｄ２Ｄ信号は、スケジューリング割り当て（ＳＡ）用のＤＭＲＳ、またはＤ２Ｄデ
ータ送信用のＤＭＲＳである、請求項１２に記載の無線装置。
【請求項１７】
　前記Ｄ２Ｄ信号は、ＳＡ用の物理リソース、またはＤ２Ｄデータ送信用の物理リソース
である、請求項１２に記載の無線装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記ＳＡおよび前記Ｄ２Ｄデータ送信のために開ループ電力制御を
無効にするようにさらに動作可能である、請求項１６または１７に記載の無線装置。
【請求項１９】
　前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力と前記Ｄ２ＤＳＳとの間の電力差を判断するよう
に動作可能である前記プロセッサは、ＰＤ２ＤＳＣＨ用のＤＭＲＳと前記物理Ｄ２ＤＳＳ
との間の電力差を判断するように動作可能である、請求項１２から１８のいずれか一項に
記載の無線装置。
【請求項２０】
　デバイス間（Ｄ２Ｄ）データ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセ
ットを特定し、
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている前記特定された無線装置によ
って送信されるデバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）のセットを特定し、
　前記特定されたＤ２ＤＳＳのセットからＤ２ＤＳＳの電力を測定し、
　前記Ｄ２ＤＳＳの前記測定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うように、動作可能で
あるプロセッサ（４２０）を含む、無線装置。
【請求項２１】
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定する
ように動作可能である前記プロセッサは、
　複数のデバイス間共有チャネル（Ｄ２ＤＳＣＨ）リソースの電力レベルを測定し、
　前記複数のＤ２ＤＳＣＨリソースの前記測定された電力レベルを使用して、前記複数の
Ｄ２ＤＳＣＨリソースのそれぞれに関連付けられた無線装置がＤ２Ｄデータ通信またはＤ
２Ｄディスカバリを行っているかどうかを判断するように動作可能であり、
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている前記特定された無線装置によ
って送信されるＤ２ＤＳＳのセットを特定するように動作可能な前記プロセッサは、Ｄ２
Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置に関連付けられると判断さ
れる前記ＰＤ２ＤＳＣＨのそれぞれとペアリングされるＤ２ＤＳＳを特定するように動作
可能である、請求項２０に記載の無線装置。
【請求項２２】
　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定する
ように動作可能な前記プロセッサは、
　複数のＤ２ＤＳＳリソースの電力レベルを測定し、
　前記複数のＤ２ＤＳＳリソースの前記測定された電力レベルの統計的分布を使用して、
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前記複数のＤ２ＤＳＳリソースのそれぞれに関連付けられた無線装置がＤ２Ｄデータ通信
またはＤ２Ｄディスカバリを行っているかどうかを判断するように動作可能である、請求
項２０に記載の無線装置。
【請求項２３】
　測定モジュール（５４０）、判断モジュール（５５０）、推定モジュール（５６０）、
およびＤ２Ｄ通信モジュール（５７０）を含む無線装置（１１０）であって、
　前記測定モジュール（５４０）は、デバイス間（Ｄ２Ｄ）動作のために前記無線装置に
よって使用されるＤ２Ｄ信号の電力を測定するように動作可能であり、
　前記判断モジュール（５５０）は、前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力と物理デバイ
ス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）との間の電力差を判断するように動作可能であり、
　前記推定モジュール（５６０）は、前記Ｄ２Ｄ信号の前記測定された電力および前記判
断された電力差を使用してＤ２ＤＳＳの電力を推定するように動作可能であり、
　前記Ｄ２Ｄ通信モジュール（５７０）は、前記Ｄ２ＤＳＳの前記推定された電力を使用
してＤ２Ｄ動作を行うように動作可能である、無線装置。
【請求項２４】
　特定モジュール（５８０）、測定モジュール（５４０）、およびＤ２Ｄ通信モジュール
（５７０）を含む無線装置（１１０）であって、
　前記特定モジュール（５８０）は、
　　デバイス間（Ｄ２Ｄ）データ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置の
セットを特定し、
　　Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている前記特定された無線装置に
よって送信されるデバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）のセットを特定するように動作可能
であり、
　前記測定モジュール（５４０）は、前記特定されたＤ２ＤＳＳのセットからＤ２ＤＳＳ
の電力を測定するように動作可能であり、
　前記Ｄ２Ｄ通信モジュール（５７０）は、前記Ｄ２ＤＳＳの前記測定された電力を使用
してＤ２Ｄ動作を行うように動作可能である、無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　特定の実施形態は、一般に、無線通信ネットワークにおけるデバイス間（Ｄ２Ｄ）通信
に関し、より詳細には、Ｄ２Ｄ通信およびディスカバリに使用される信号品質測定に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　デバイス間通信（Ｄ２Ｄ）は、アドホックおよびセルラーネットワークを含む既存の無
線技術の構成要素である。例として、ブルートゥース、およびＷｉＦｉダイレクトなど、
ＩＥＥＥ８０２．１１規格スイートのいくつかの変形体を含む。これらのシステムは、典
型的には、無免許スペクトルにおいて動作する。Ｄ２Ｄ通信は、通信装置が近傍にあるこ
とを利用するとともに、干渉制御された環境において装置が動作できるようにする手段と
して、セルラーネットワークに対するアンダーレイ（ｕｎｄｅｒｌａｙ）として動作する
こともできる。このようなデバイス間通信は、例えば、デバイス間目的のためのセルラー
アップリンクリソースの一部を予約することによって、セルラーシステムと同じスペクト
ルを共有することができる。しかしながら、デバイス間目的のために専用のスペクトルを
割り当てることは、スペクトルが希少なリソースであるため、望ましい解決法ではない。
デバイス間サービスとセルラーサービスとの間で共有する動的なスペクトルは、柔軟性、
およびより高いスペクトル効率をもたらす。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ通信は、ピア装置にさまざまなサービスを与えることができる。このようなサー
ビスのいくつかの非限定的な例は、公共の安全および災害救助（国家安全保障および公共
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の安全（ＮＳＰＳ）としても知られている）、カバレッジ拡大のための中継機能、近傍性
に基づくソーシャルネットワーキング、および協調位置決めなどを含む。Ｄ２Ｄ適用例は
、ダイレクトディスカバリおよびダイレクト通信を含むことができる。両方のケースにお
いて、送信機は、少なくとも、対象とする受信機によって直接受信されるＤ２Ｄ信号を送
る。Ｄ２Ｄ装置は、セルラーおよび／またはＤ２Ｄが複数のキャリア上で動作するように
構成されるマルチキャリアシナリオで動作してよい。このようなキャリアは必ずしも単一
のオペレータに属するとは限らず、また必ずしも協調および同期されるとは限らない。Ｄ
２Ｄ装置は、該装置のサービングセルのキャリアではないキャリア上で動作することがあ
る。
【０００４】
　Ｄ２Ｄ装置は、それ自体の能力を広く知らせ、かつ／またはＤ２Ｄ通信が可能な他の装
置を検索することができる、Ｄ２Ｄディスカバリプロセスを使用することができる。信号
品質測定は、Ｄ２Ｄ通信およびディスカバリのために使用可能である。例えば、信号品質
測定は同期信号を選択するために使用されてよい。
【０００５】
　Ｄ２Ｄ通信は、装置間のダイレクト通信を指し得る。Ｄ２Ｄ装置は無線アクセスネット
ワーク内で動作する。セルラーネットワークによるデバイス間通信（セルラーアンダーレ
イとしてのＤ２Ｄ通信とも呼ばれる）では、互いに近いユーザ機器（ＵＥ）は直接無線リ
ンク（Ｄ２Ｄベアラ）を確立できる。ＵＥは、Ｄ２Ｄ「ダイレクトな」ベアラ上で通信す
る間、対応するサービング基地局（ｅＮＢ）とのセルラー接続も維持する。
【０００６】
　このように、セルラー無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）は、Ｄ２Ｄベアラに対して
時間、周波数、およびコードリソースを割り当てる際にＵＥを支援かつ監督することがで
きる。また、セルラーネットワークは、Ｄ２Ｄペアがダイレクトリンクを使用するべきで
あるかどうか、またはｅＮＢを介して通信が行われるべきかどうかを判断することができ
る。ネットワークは、Ｄ２ＤペアがＤ２Ｄベアラに対して使用可能である最大電力レベル
を設定することもできる。よって、ネットワークによるＤ２Ｄ通信は、装置間の短距離を
利用し、かつ、セルラースペクトルを再利用する一方、同時に、Ｄ２Ｄリンクによって生
じた場合によっては有害である干渉からセルラー層を保護することができる。
【０００７】
　Ｄ２Ｄ通信を確立する前に、Ｄ２Ｄ装置は、Ｄ２Ｄ通信が可能な近くの装置を検出する
ことができる。Ｄ２Ｄ装置は、他のＤ２Ｄ装置によって検出可能であるディスカバリ信号
を送信することができる。
【０００８】
　Ｄ２Ｄ通信は、マルチキャリアまたはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）ネットワーク
において動作可能である。マルチキャリアまたはキャリアアグリゲーションネットワーク
では、ＵＥは、データを、２つ以上のサービングセルに対して受信および／または送信す
ることができる（すなわち、ＣＡ対応ＵＥは２つ以上のサービングセルで動作可能である
）。
【０００９】
　それぞれのサービングセルのキャリアは、コンポーネントキャリア（ＣＣ）と言われる
場合がある。コンポーネントキャリアは、一般に、マルチキャリアシステムにおける個々
のキャリアを指す。キャリアアグリゲーションは「マルチキャリアシステム」、「マルチ
セル動作」、「マルチキャリア動作」、または「マルチキャリア」送信および／もしくは
受信と言われる場合もある。
【００１０】
　キャリアアグリゲーションは、アップリンク（ＵＬ）方向およびダウンリンク（ＤＬ）
方向両方においてシグナリングおよびデータを送信することができる。コンポーネントキ
ャリアのうちの１つはプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）（プライマリキャリ
アまたはアンカーキャリアとも言われる）である。残りのキャリアは、セカンダリコンポ
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ーネントキャリア（ＳＣＣ）（セカンダリキャリアまたは補助キャリアとも言われる）と
呼ばれる。サービングセルは、区別なく、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）またはプライマ
リサービングセル（ＰＳＣ）と言われる場合がある。同様に、セカンダリサービングセル
は、区別なく、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）またはセカンダリサービングセル（ＳＳＣ
）と言われる場合がある。
【００１１】
　一般に、プライマリまたはアンカーコンポーネントキャリアは、本質的なＵＥ特有のシ
グナリングを伝える。キャリアアグリゲーションでは、プライマリコンポーネントキャリ
ア（例えば、ＰＣＣまたはＰＣｅｌｌ）は、アップリンク方向とダウンリンク方向の両方
に存在する。単一のアップリンクコンポーネントキャリアのシナリオでは、単一のアップ
リンクはＰＣｅｌｌである。ネットワークは、種々のプライマリキャリアを同じセクター
またはセルにおいて動作する種々のＵＥに割り当てることができる。
【００１２】
　サービング無線ネットワークノード（例えば、ＬＴＥにおけるｅＮｏｄｅＢ）は、１つ
または複数のＳＣｅｌｌ（ＤＬのＳＣｅｌｌ、ＵＬのＳＣｅｌｌ、またはそれら両方）に
よるキャリアアグリゲーションＵＥを構成するための構成手順を使用することができる。
ｅＮｏｄｅＢは、１つまたは複数の既に構成されたＳＣｅｌｌ（ＤＬのＳＣｅｌｌ、ＵＬ
のＳＣｅｌｌ、またはそれら両方）を構成解除するまたは除去するための構成解除手順を
使用することができる。構成または構成解除手順は、（例えば、ＳＣｅｌｌの数を増加ま
たは減少させるために、または既存のＳＣｅｌｌを新しいＳＣｅｌｌと入れ替えるために
）現在のマルチキャリア構成を変更するために使用されてもよい。
【００１３】
　Ｄ２ＤのＵＥは、スペクトルのアップリンク部分におけるＤ２Ｄ信号またはチャネルを
送信する。Ｄ２ＤのＵＥは半二重モードで動作可能である（すなわち、ＵＥはＤ２Ｄ信号
／チャネルの送信またはＤ２Ｄ信号／チャネルの受信のどちらかを行うことができる）。
Ｄ２Ｄ中継ＵＥはいくつかの信号を他のＤ２ＤのＵＥに中継することができる。Ｄ２Ｄ信
号は、制御情報を含むことができ、この情報の一部はＤ２ＤのＵＥによって送信され、一
部はｅＮｏｄｅＢによって送信される（例えば、Ｄ２Ｄ通信のためのＤ２Ｄリソースグラ
ントはセルラーダウンリンク制御チャネルを介して送信されてよい）。Ｄ２Ｄ送信は、ネ
ットワークによって構成される、または、Ｄ２ＤのＵＥによって自律的に選択されるリソ
ース上で行われてよい。
【００１４】
　Ｄ２Ｄ通信は、Ｄ２ＤデータのＤ２Ｄ受信機を補助するために、Ｄ２Ｄ送信機によって
、スケジューリング割り当て（ＳＡ）によるＤ２ＤデータおよびＤ２Ｄ制御情報を送信す
ることを指す。Ｄ２Ｄデータは構成されたパターンに従って送信されてよく、比較的頻繁
に送信されてよい。スケジューリング割り当ては周期的に送信されてよい。動作のいくつ
かの例では、ネットワークカバレッジ内にあるＤ２Ｄ送信機は、これら送信機のＤ２Ｄ通
信の送信を行うためのｅＮｏｄｅＢリソースを要求し、かつ、それに応じてスケジューリ
ング割り当ておよびＤ２ＤデータのためのＤ２Ｄリソースグラントを受信することができ
る。動作の他の例では、ｅＮｏｄｅＢは、Ｄ２Ｄ通信のためのＤ２Ｄリソースプールをブ
ロードキャストしてよい。
【００１５】
　Ｄ２Ｄディスカバリメッセージは、比較的少ない周期のサブフレームで送信されてよい
。ｅＮｏｄｅＢは、受信および送信両方について、Ｄ２ＤディスカバリのためにＤ２Ｄリ
ソースプールをブロードキャストすることができる。
【００１６】
　電力制御は、Ｄ２Ｄ通信にとって考慮すべき事項である。ＬＴＥでは、アップリンク電
力制御は指定される。アップリンク電力制御動作を有効にするために、ＵＥは１つまたは
複数のパラメータで構成可能である。例えば、ＵＥは、動作するサービングセル上でセル
参照信号（ＣＲＳ）電力および参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定に基づくパスロス（Ｐ
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Ｌ）を導き出す場合がある。
【００１７】
　キャリアアグリゲーションＵＥは、種々の制御チャネルについてそれぞれのサービング
セル（すなわち、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ）において電力制御を独立して行うことが
できる。パスロスは、電力制御が行われるアップリンクサービングセル（すなわちＵＬの
ＣＣ）にリンクされるダウンリンクサービングセル（すなわちＤＬのＣＣ）のＲＳＲＰに
基づいて導き出される場合がある。ダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアとの間
のリンケージは上位層によってＵＥに信号送信されてよい。
【００１８】
　Ｄ２Ｄ同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）は、Ｄ２Ｄ通信およびディスカバリに使用されてよい。
Ｄ２Ｄ無線装置は、ｅＮＢによって構成されるＤ２ＤＳＳリソースにおけるＤ２ＤＳＳを
送信することができる。Ｄ２Ｄリソースは、ある特定の条件が満たされる場合、Ｄ２Ｄ無
線装置がＤ２ＤＳＳを送信できる、周期的に生じるサブフレームを含むことができる。
【００１９】
　特定の例として、カバレッジ内のＵＥは、以下の条件、（ａ）サブフレームが、ＳＡ内
にある、または、ＳＡまたはデータが送信されるＤ２Ｄデータ期間内にある場合、ＵＥは
ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄであり、ｅＮＢはＤ２ＤＳＳ送信を開始するように（例えば
、専用シグナリングによって）ＵＥに命令している、または、（ｂ）ＤＳＤＳＳ送信を通
信するためのＲＳＲＰ閾値が構成される場合、ＵＥのＲＳＲＰ値は閾値未満であり、ｅＮ
ＢはＤ２ＤＳＳ送信を停止するように（例えば、専用シグナリングによって）ＵＥに命令
していない、のどちらかが満たされる場合、Ｄ２ＤＳＳリソースにおけるＤ２ＤＳＳを送
信できる。Ｄ２ＤＳＳは、サイドリンク同期信号（ＳＬＳＳ）と言われる場合もある。Ｓ
Ａは、物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）と言われる場合もある。
【００２０】
　Ｄ２ＤのＵＥは、同期判断、リンク適合、電力制御、および／または、他の無線リソー
ス管理（ＲＲＭ）もしくは無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）機能についてのＤ２ＤＳＳ
信号品質測定を行うことができる。しかしながら、上述されるように、Ｄ２ＤＳＳは、特
定の条件を満たすＵＥの特定のグループによってのみ送信可能である。よって、Ｄ２ＤＳ
Ｓ測定への依存は、Ｄ２ＤＳＳが常に存在しない恐れがある時困難である場合がある。例
えば、Ｄ２ＤのＵＥは、十分なＤ２ＤＳＳ測定サンプルが得られることができない場合、
精確な測定値を得ることができない場合がある。
【発明の概要】
【００２１】
　いくつかの実施形態によると、無線装置における方法は、デバイス間（Ｄ２Ｄ）動作の
ために無線装置によって使用されるＤ２Ｄ信号の電力を測定することと、Ｄ２Ｄ信号の測
定された電力と物理デバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）との間の電力差を判断することと
、Ｄ２Ｄ信号の測定された電力および判断された電力差を使用してＤ２ＤＳＳの電力を推
定することと、Ｄ２ＤＳＳの推定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うことと、を含む
。
【００２２】
　特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ信号は、復調参照信号（ＤＭＲＳ）または物理リソースと
いった、物理デバイス間共有チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ）の信号を含む。Ｄ２Ｄ信号は、
スケジューリング割り当て（ＳＡ）用のＤＭＲＳもしくは物理リソース、またはＤ２Ｄデ
ータ送信用のＤＭＲＳを含むことができる。特定の実施形態は、ＳＡおよびＤ２Ｄデータ
送信のために開ループ電力制御を無効にすることをさらに含む。
【００２３】
　特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ信号の測定された電力とＤ２ＤＳＳとの間の電力差を判断
することは、ＰＤ２ＤＳＣＨ用のＤＭＲＳと物理Ｄ２ＤＳＳとの間の電力差を判断するこ
とを含む。
【００２４】
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　いくつかの実施形態によると、無線装置における方法は、デバイス間（Ｄ２Ｄ）データ
通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定することと、Ｄ２Ｄ
データ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている特定された無線装置によって送信され
るデバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）のセットを特定することと、特定されたＤ２ＤＳＳ
のセットからＤ２ＤＳＳの電力を測定することと、Ｄ２ＤＳＳの測定された電力を使用し
てＤ２Ｄ動作を行うことと、を含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無
線装置のセットを特定することは、複数のデバイス間共有チャネル（Ｄ２ＤＳＣＨ）リソ
ースの電力レベルを測定することと、複数のＤ２ＤＳＣＨリソースの測定された電力レベ
ルを使用して、複数のＤ２ＤＳＣＨリソースのそれぞれに関連付けられた無線装置がＤ２
Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っているかどうかを判断することとを含む。
さらに、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている特定された無線装置に
よって送信されるＤ２ＤＳＳのセットを特定することは、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄ
ディスカバリを行っている無線装置に関連付けられると判断されるＰＤ２ＤＳＣＨのそれ
ぞれとペアリングされるＤ２ＤＳＳを特定することを含む。いくつかの実施形態では、Ｄ
２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定すること
は、複数のＤ２ＤＳＳリソースの電力レベルを測定することと、複数のＤ２ＤＳＳリソー
スの測定された電力レベルの統計的分布を使用して、複数のＤ２ＤＳＳリソースのそれぞ
れに関連付けられた無線装置がＤ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている
かどうかを判断することとを含む。
【００２６】
　コンピュータプログラム製品も開示されている。コンピュータプログラム製品は、プロ
セッサによって実行される時、デバイス間（Ｄ２Ｄ）動作のために無線装置によって使用
されるＤ２Ｄ信号の電力を測定することと、Ｄ２Ｄ信号の測定された電力と物理デバイス
間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）との間の電力差を判断することと、Ｄ２Ｄ信号の測定された電
力および判断された電力差を使用してＤ２ＤＳＳの電力を推定することと、Ｄ２ＤＳＳの
推定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うことと、を行う非一時的なコンピュータ可読
媒体上に記憶される命令を含む。
【００２７】
　別のコンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行される時、デバイス間（
Ｄ２Ｄ）データ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装置のセットを特定する
ことと、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている特定された無線装置に
よって送信されるデバイス間同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）のセットを特定することと、特定さ
れたＤ２ＤＳＳのセットからＤ２ＤＳＳの電力を測定することと、Ｄ２ＤＳＳの測定され
た電力を使用してＤ２Ｄ動作を行うことと、を行う非一時的なコンピュータ可読媒体上に
記憶される命令を含む。
【００２８】
　特定の実施形態は、以下の技術的利点のいくつかを呈示することができる。いくつかの
実施形態では、信号品質測定は、Ｄ２Ｄ通信およびディスカバリに使用されてよい。特定
の実施形態は、ＵＥが、リンク適合、電力制御、または他のＲＲＭ／ＲＬＭ機能性を判断
できる測定値を得る効率的かつ精確な方法を開示する。特定の実施形態は、複数の信号の
うちの少なくとも１つに対する測定を改善するために、複数の信号に対する測定を既知の
電力関係と組み合わせることを開示する。他の技術的利点は、以下の図、明細書、および
特許請求の範囲から当業者には容易に明らかとなろう。
【００２９】
　本発明、ならびにこの特徴および利点をさらに詳しく理解するために、ここで、添付の
図面と併せて以下の説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】特定の実施形態による無線ネットワークの例を示すブロック図である。
【図２】特定の実施形態による、Ｄ２Ｄ動作のためのＤ２Ｄ信号を測定する無線装置にお
ける方法のフロー図である。
【図３】特定の実施形態による、Ｄ２Ｄ動作のためのＤ２Ｄ信号を測定する無線装置にお
ける方法の別のフロー図である。
【図４Ａ】無線装置の実施形態の例を示すブロック図である。
【図４Ｂ】無線通信装置の構成要素の例を示すブロック図である。
【図５】ネットワークノードの実施形態の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　上述されるように、常時、特定の条件を満たす無線装置の特定のグループのみがＤ２Ｄ
ＳＳを送信していることが可能である。よって、Ｄ２Ｄ動作を試みる無線装置について、
Ｄ２ＤＳＳ測定への依存は、Ｄ２ＤＳＳが常に存在しない恐れがある時困難である場合が
ある。本開示の目的は、少なくともこれらの不利点を未然に防ぎ、複数の信号のうちの少
なくとも１つに対する測定を改善するために、それぞれに対する既知の電力関係によって
複数の信号に対する測定を行うことである。
【００３２】
　図面のうちの図１～図５を参照して、特定の実施形態が説明される。これら図面におい
て、同様の数表示は、さまざまな図面の同様のおよび対応する部分に対して使用される。
セルラーシステムの例としてこの開示を通してＬＴＥが使用されるが、本明細書に提示さ
れる発想は同様に他の無線通信システムに該当する。
【００３３】
　図１は、特定の実施形態による無線ネットワークの例を示すブロック図である。無線ネ
ットワーク１００は、（携帯電話、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレ
ットコンピュータ、ＭＴＣ装置、または無線通信を行うことができる任意の他の装置など
の）１つまたは複数の無線装置１１０、および複数の無線ネットワークノードを含む。ネ
ットワークノードは、（基地局またはｅＮｏｄｅＢなどの）ネットワークノード１２０、
およびコアネットワークノード１３０を含む。無線ネットワークノード１２０は、カバレ
ッジエリア１１５（セル１１５とも言われる）をサーブする。
【００３４】
　一般に、無線ネットワークノード１２０のカバレッジ内（例えば、ネットワークノード
１２０によってサーブされるセル１１５内）にある無線装置１１０は、無線信号１４０を
送信および受信することによって無線ネットワークノード１２０と通信する。例えば、無
線装置１１０および無線ネットワークノード１２０は、音声トラフィック、データトラフ
ィック、および／または制御信号を含有する無線信号１４０を通信することができる。音
声トラフィック、データトラフィック、および／または制御信号を無線装置１１０に通信
するネットワークノード１２０は、無線装置１１０に対するサービングネットワークノー
ド１２０と言われる場合がある。
【００３５】
　無線信号１４０は、（無線ネットワークノード１２０から無線装置１１０までの）ダウ
ンリンク送信、および（無線装置１１０から無線ネットワークノード１２０までの）アッ
プリンク送信の両方を含むことができる。無線信号１４０は、（システム情報ブロック（
ＳＩＢ）において送信される）システム情報などのブロードキャスト情報を含むことがで
きる。無線信号１４０は参照信号を含んでよい。無線装置１１０は、チャネル推定、デー
タ復調、電力制御などを行うために参照信号を検出することができる。
【００３６】
　特定の実施形態は、単一のキャリア、マルチキャリア、またはキャリアアグリゲーショ
ンシステムに適用可能である。キャリアアグリゲーションの例として、ネットワークノー
ド１２０ａは、無線装置１１０ａのためのプライマリサービングセルのネットワークノー
ドであってよく、ネットワークノード１２０ｂは、無線装置１１０ａのためのセカンダリ
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サービングセルのネットワークノードであってよい。プライマリサービングセルおよびセ
カンダリサービングセルは異なるキャリア周波数で動作してよい。
【００３７】
　無線装置１１０は、無線信号１５０を送信および受信することによって互いに通信する
こと（すなわちＤ２Ｄ動作）ができる。例えば、無線装置１１０ａは無線信号１５０を使
用して無線装置１１０ｂと通信できる。無線信号１５０はまた、サイドリンク１５０と言
われる場合もある。特定の実施形態では、無線信号１５０は、無線信号１４０のキャリア
周波数と異なったキャリア周波数を使用できる。例えば、無線装置１１０ａは第１の周波
数帯を使用してネットワークノード１２０ａと通信できる。無線装置１１０ｂは第２の周
波数帯を使用してネットワークノード１２０ｂと通信できる。無線装置１１０ａは、第１
の周波数帯、第２の周波数帯、または、無線装置１１０ａおよび１１０ｂに利用可能な任
意の他の適した周波数帯におけるキャリアを使用して、無線装置１１０ｂと通信できる。
【００３８】
　無線信号１５０はディスカバリ信号および参照信号を含むことができる。例えば、特定
の実施形態では、無線信号１５０は、物理Ｄ２Ｄ同期チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ）（ＰＳ
ＢＣＨとも言われる）およびＤ２Ｄ同期信号（Ｄ２ＤＳＳ）（ＳＬＳＳとも言われる）な
どの同期チャネル、ディスカバリチャネル（ＰＳＤＣＨとも言われる）、データチャネル
（ＰＳＳＣＨとも言われる）、および、スケジューリング割り当てまたは制御チャネル（
ＰＳＣＣＨとも言われる）を含むことができる。
【００３９】
　コアネットワークノード１３０は、無線ネットワークのカバレッジ（または部分カバレ
ッジ）内の無線通信装置１１０のための通信セッションおよびさまざまな他の機能性の確
立を管理する。ネットワークノードは、オーディオ、ビデオ、信号、データ、メッセージ
、または前述の任意の組み合わせを送信することができる任意の相互接続システムを指す
相互接続ネットワーク１２５を通して接続する。
【００４０】
　それぞれのネットワークノード１２０は、信号１４０を無線装置１１０に送信するため
の単一の送信機または複数の送信機を有することができる。いくつかの実施形態では、ネ
ットワークノード１２０は、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを含むことができる。同
様に、それぞれの無線装置１１０はネットワークノード１２０から信号１４０を受信する
ための単一の受信機または複数の受信機を有することができる。
【００４１】
　無線ネットワーク１００では、それぞれの無線ネットワークノード１２０は、Ｌｏｎｇ
－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＵＭＴＳ、Ｈ
ＳＰＡ、ＧＳＭ、ｃｄｍａ２０００、ＷｉＭａｘ、ＷｉＦｉ、および／または他の適した
無線アクセス技術などの任意の適した無線アクセス技術を使用してよい。無線ネットワー
ク１００は、１つまたは複数の無線アクセス技術の任意の適した組み合わせを含むことが
できる。例示の目的で、さまざまな実施形態は、ある特定の無線アクセス技術の文脈の中
で説明可能である。しかしながら、本開示の範囲はこれらの例に限定されず、他の実施形
態は種々の無線アクセス技術を使用可能である。
【００４２】
　上述されるように、無線ネットワークの実施形態は、１つまたは複数の無線装置、およ
び、無線装置と通信可能な１つまたは複数の異なるタイプの無線ネットワークノードを含
むことができる。ネットワークは、無線装置間、または、無線装置と（固定電話などの）
別の通信装置との間の通信をサポートするのに適した任意の追加の要素を含むこともでき
る。無線装置は、ハードウェアおよび／またはソフトウェアの任意の適した組み合わせを
含んでよい。例えば、特定の実施形態では、無線装置１１０などの無線装置は、下記の図
４Ａに関して説明される構成要素を含むことができる。同様に、ネットワークノードはハ
ードウェアおよび／またはソフトウェアの任意の適した組み合わせを含むことができる。
例えば、特定の実施形態では、ネットワークノード１２０などのネットワークノードは、
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下記の図５に関して説明される構成要素を含むことができる。
【００４３】
　特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ通信、ディスカバリ、またはそれら両方が可能であるＤ２
Ｄ無線装置は、Ｄ２ＤＳＳリソースにおいてＤ２ＤＳＳ送信に基づいて信号品質を測定で
きる。このような測定値は、ＲＳＲＰ、または任意の他の信号品質もしくは強度関連測定
値を得るなど、さまざまな目的のために使用可能である。無線装置は、このような測定に
応じて特定のビヘイビアを規定することができる。例えば、ＵＥは、同期ソースを、少な
くとも、当該ソースのそれぞれに関連付けられた同期信号品質に基づいて、候補同期ソー
スのセットから選択できる。別の例として、このような測定は、ＵＥが同期信号を送信す
るべきかどうかを判断するために使用可能である。別の例として、このような測定は、Ｕ
Ｅが外部の同期ソースに同期するべきではないかどうかを判断するために使用可能である
。別の例として、このような測定は、ＵＥが別の装置の無線カバレッジ内にあるかどうか
を判断するために使用可能である。
【００４４】
　ＬＴＥでは、同期リソースは装置が同期信号を送信可能とされる無線リソースの周期シ
ーケンスとして規定される。種々の装置または装置のセットは、ネットワークノードに既
知である場合がある、ある特定の規則および周期性に従って、同期リソースのそれぞれの
インスタンスで送信可能である。例えば、種々のサービス（例えば、ディスカバリ、通信
）に参加している無線装置のみならず、種々のカバレッジ状態（例えば、カバレッジ内、
カバレッジ外、物理Ｄ２Ｄ同期チャネル（ＰＤ２ＤＳＣＨ）のカバレッジ下など）におけ
る無線装置は、Ｄ２ＤＳＳを送信するために同期リソースと異なる時間インスタンスを使
用できる。所定の時間インスタンスにおいて、ディスカバリリソースは、複数の無線装置
によって送信される同期信号の組み合わせである信号を伝えることができる。このような
信号は、（例えば、装置が同じシーケンスを送信する場合）互いに区別できない場合があ
る。
【００４５】
　ある特定の規則に従って周期的な無線シーケンスでも送信されるＰＤ２ＤＳＣＨに対し
て、同様の考察が成り立つ。従って、ＰＤ２ＤＳＣＨを送信する無線装置のセットは、Ｐ
Ｄ２ＤＳＣＨリソース内で経時的に変化する。このような規則の例として、通信に参加す
るＵＥがＤ２ＤＳＳを送信する場合、ＵＥはまた、Ｄ２ＤＳＳにペアリングされるリソー
ス上でＰＤ２ＤＳＣＨを送信するべきである。別の例として、ディスカバリに参加し、通
信に参加しないＵＥがＤ２ＤＳＳを送信する場合、ＵＥはＰＤ２ＤＳＣＨを送信するべき
ではない。特定の実施形態は追加の規則を含むことができる。例えば、実施形態は、カバ
レッジ内およびカバレッジ外の無線装置の送信リソースを差別化するための規則を含んで
よい。ＰＤ２ＤＳＣＨはまた、物理サイドリンクブロードキャストチャネル（ＰＳＢＣＨ
）と言われる場合がある。
【００４６】
　特定の実施形態では、ある特定のＤ２ＤＳＳ測定値について、Ｄ２Ｄ無線装置は、通信
に参加しているＵＥに関連付けられた、受信されたＤ２ＤＳＳ電力（または任意の他のメ
トリック）に関連付けられた測定値を判断することにのみ関心がある場合がある。特定の
実施形態では、同様の測定値は無線装置の種々のグループに関連付けられてよい。Ｄ２Ｄ
通信に参加している装置によって使用される時間インスタンスは受信機には未知である場
合があるため、受信機が、Ｄ２Ｄ通信に参加している無線装置によって使用される電力の
測定値を精確に判断することができない恐れがある。受信機は、Ｄ２ＤＳＳの時間インス
タンスが測定プロセスに対して使用されるべきであることを、知らない場合がある。
【００４７】
　特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ通信に参加している無線装置は、Ｄ２ＤＳＳおよびＰＤ２
ＤＳＣＨ信号／チャネルを送信することができる。ディスカバリに参加しいている無線装
置は、Ｄ２ＤＳＳを送信することができるがＰＤ２ＤＳＣＨを送信できない。ＰＤ２ＤＳ
ＣＨはデータシンボルおよび参照シンボルを含む。特定の実施形態では、ＰＤ２ＤＳＣＨ
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の送信電力は、既知の規則に従って、Ｄ２ＤＳＳ（またはＤ２ＤＳＳにおけるシンボルの
うちの少なくとも１つ）の送信電力にリンクされてよい。
【００４８】
　特定の実施形態はネットワークノード（例えばサービングｅＮＢ）において実装可能で
あり、他の実施形態は無線装置（例えばＵＥ）において実装可能である。特定の実施形態
は互いに組み合わせられてよい。ネットワークノード実施形態は以下の実施形態の例を含
む。
【００４９】
　特定の実施形態では、ネットワークノードは、Ｄ２ＤＳＳ送信基準の構成を指示するＳ
ＩＢ情報を読み出すことによって、全てのＤ２ＤＳＳリソースにおけるＤ２ＤＳＳ送信を
構成することができる（例えば、ＲＳＲＰ閾値を－ｉｎｆｉｎｉｔｙに設定する）。Ｄ２
Ｄ無線装置は、Ｄ２ＤＳＳが全てのＤ２ＤＳＳリソースにおいて送信されることになるこ
と、および、信号品質測定が全てのＤ２ＤＳＳリソースにおいて行われてよいことを知っ
ている場合がある。
【００５０】
　例えば、図１に関して、ネットワークノード１２０ｃは、－ｉｎｆｉｎｉｔｙのＲＳＲ
Ｐ閾値によって無線装置１１０ｃおよび１１０ｄを構成することができる。これによって
、無線装置１１０ｃおよび１１０ｄにＤ２ＤＳＳを送信させることができる。無線装置１
１０ｃ、１１０ｄ、およびネットワークノード１２０ｃによってサーブされる任意の他の
無線装置は、Ｄ２ＤＳＳが全てのＤ２ＤＳＳリソースにおいて送信されており、全てのＤ
２ＤＳＳリソースにおいて測定を行うことができることを知っている。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、ネットワークノードは、Ｄ２ＤＳＳ送信基準の構成を指示す
るＳＩＢ情報を読み出すことによって、いずれのＤ２ＤＳＳリソースにおけるＤ２ＤＳＳ
送信も構成しない場合がある（例えば、ＲＳＲＰ閾値をｉｎｆｉｎｉｔｙに設定する）。
Ｄ２ＤのＵＥは、Ｄ２ＤＳＳがいずれのＤ２ＤＳＳリソースにおいても送信されない恐れ
があること、および、信号品質測定がＤ２ＤＳＳリソースのいずれにおいても行われない
恐れがあることを知っている場合がある。この実施形態の例では、ＵＥは、他のＤ２Ｄ信
号／チャネルの測定に依存する場合がある。
【００５２】
　例えば、ネットワークノード１２０ｃは、ｉｎｆｉｎｉｔｙのＲＳＲＰ閾値によって無
線装置１１０ｃおよび１１０ｄを構成することができる。これによって、無線装置１１０
ｃおよび１１０ｄにＤ２ＤＳＳを送信させないようにすることができる。無線装置１１０
ｃ、１１０ｄ、およびネットワークノード１２０ｃによってサーブされる任意の他の無線
装置は、Ｄ２ＤＳＳがいずれのＤ２ＤＳＳリソースにおいても送信されておらず、Ｄ２Ｄ
ＳＳリソース以外の信号について測定が行われるべきであることを知っている。
【００５３】
　特定の実施形態は、無線装置（例えばＵＥ）において実装可能である。無線装置の実施
形態は以下の実施形態の例を含む。
【００５４】
　特定の実施形態では、Ｄ２ＤＳＳを送信するＵＥのサブセットによって送信されるＤ２
ＤＳＳ信号の測定は、対象となっている無線装置のサブセットによってのみ送信される別
の信号（例えばＰＤ２ＤＳＣＨ）についての他の測定値の使用によって助けられてよい。
このような追加の測定値は、Ｄ２ＤＳＳについての測定値と任意のやり方で置き換えまた
は組み合わせが可能である。例えば、いくつかの実施形態では、無線装置は、ＰＤ２ＤＳ
ＣＨの、復調参照信号（ＤＭＲＳ）または任意の他の適したシンボルに基づいてＤ２ＤＳ
Ｓ信号電力を測定できる。ＰＤ２ＤＳＣＨのためのＤＭＲＳと物理Ｄ２ＤＳＳとの間の電
力差は、受信機に既知である場合があり、ＰＤ２ＤＳＣＨに基づいてＤ２ＤＳＳ電力を推
定する時に補償されてよい。
【００５５】
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　特定の実施形態では、無線装置は、ＰＤ２ＤＳＣＨ（ＰＳＢＣＨとしても知られている
）物理リソースについての電力測定値に基づいてＤ２ＤＳＳ信号電力を測定することがで
きる。ＰＤ２ＤＳＣＨのためのＤＭＲＳと物理Ｄ２ＤＳＳとの間の電力差は、受信機に既
知である場合があり、ＰＤ２ＤＳＣＨに基づいてＤ２ＤＳＳ電力を推定する時に補償され
てよい。特定の実施形態では、無線装置は、ＳＡまたはＤ２Ｄデータ送信のためのＤＭＲ
Ｓに基づいて測定を行うことができる。この実施形態の例では、ＳＡまたはＤ２Ｄデータ
のための開ループ電力制御は有効とされなくてよい（例えば、パスロス補償係数はゼロに
設定される）。
【００５６】
　特定の実施形態では、無線装置は、ＳＡ、データ、または両方の物理リソースに基づい
て信号品質を測定することができる。この実施形態の例では、ＳＡ、Ｄ２Ｄデータ、およ
び物理Ｄ２ＤＳＳの間の電力差は、有効とされなくてよい（例えば、パスロス補償係数は
ゼロに設定される）。
【００５７】
　これらの実施形態は、Ｄ２ＤＳＳ信号が弱いまたは利用不可能である時でも、特定のＤ
２ＤＳＳ信号の推定を容易にすることによる利点を無線装置にもたらす。特定のＤ２ＤＳ
Ｓに関連付けられた信号を測定することによって、無線装置は、特定のＤ２ＤＳＳを推定
し、かつ、推定された信号を使用してＤ２Ｄ動作を行うことができる。いくつかの実施形
態では、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳのために推定された測定値と実際の測定値を組み合わせ
ることができる。
【００５８】
　特定の実施形態では、無線装置は、ＰＤ２ＤＳＣＨリソースを検出して、通信およびデ
ィスカバリ無線装置によってＤ２ＤＳＳ送信に使用されるペアリングされたリソースを特
定することができる。ＰＤ２ＤＳＣＨ検出は、例えば、ブラインド検出またはエネルギー
測定によって行われてよい。無線装置がＰＤ２ＤＳＣＨ検出に基づいて対象となっている
Ｄ２ＤＳＳインスタンスを特定した後、無線装置はＤ２ＤＳＳリソースについての測定を
行うことができる。
【００５９】
　特定の実施形態では、無線装置は、ＰＤ２ＤＳＣＨリソースを検出して、通信およびデ
ィスカバリ無線装置によってＤ２ＤＳＳ送信に使用されるペアリングされたリソースを特
定することができる。ＰＤ２ＤＳＣＨ検出は、例えば、ブラインド検出またはエネルギー
測定によって行われてよい。ＰＤ２ＤＳＣＨの種々の時間スタンスの電力レベルを判断す
ることによって、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳの時間インスタンスが通信無線装置によって使
用されること、および、時間インスタンスがディスカバリ無線装置によって（または、無
線装置の両方のグループによって）使用されることを判断することができる。
【００６０】
　例えば、図１に関して、無線装置１１０ｃは無線装置１１０ａと通信するＤ２Ｄであっ
てよい。この例では、無線装置１１０ｃは通信無線装置である。無線装置１１０ｄはディ
スカバリを行っていてよい。この例では、無線装置１１０ｄはディスカバリ無線装置であ
る。無線装置１１０ｂは、無線装置１１０ｃおよび１１０ｄに対応するＰＤ２ＤＳＣＨの
種々の時間インスタンスの電力レベルを判断することができる。判断された電力レベルに
基づいて、無線装置１１０ｂは、無線装置１１０ｃが通信無線装置であること、および、
無線装置１１０ｄがディスカバリ無線装置であることを判断することができる。無線装置
１１０ｂは、通信無線装置１１０ｃが最も強い参照信号をもたらすことを判断することが
でき、かつ、通信無線装置１１０ｃから送信されるＤ２ＤＳＳおよび／または他の参照信
号を測定することができる。無線装置１１０ｂは、測定された参照信号を使用して、無線
装置１１０ｃが適した参照ソースであることを判断することができる。
【００６１】
　特定の実施形態では、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳリソースの電力を測定することができ、
Ｄ２ＤＳＳ測定値の統計的分布に基づいて、無線装置は、どのＤ２ＤＳＳリソースが通信
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無線装置によって使用されるか、および、ディスカバリ無線装置によって（または、無線
装置の両方のグループによって）使用されるかを判断することができる。例えば、無線装
置はＤ２ＤＳＳの２つの電力レベルを検出することができる。第１の電力レベルは、ディ
スカバリおよび通信無線装置によって送信されるＤ２ＤＳＳインスタンスに関連付けられ
てよい。第２の電力レベルは、より低い電力を表すことができ、ディスカバリ無線装置の
みによる送信に関連付けられてよい。無線装置がＰＤ２ＤＳＣＨ検出に基づいて対象とな
っているＤ２ＤＳＳインスタンスを特定した後、無線装置はこのようなＤ２ＤＳＳリソー
スについての測定を行うことができる。
【００６２】
　特定の実施形態では、通信およびディスカバリ両方が可能な無線装置は、機能性がアク
ティブ化されない場合でも、通信またはディスカバリのどちらかのためにＤ２ＤＳＳリソ
ースに基づいて信号品質測定を行うことができる。例えば、通信およびディスカバリ両方
が可能な無線装置は、ディスカバリ機能性のためにアクティブ化されなくてよいが、ディ
スカバリのために使用されるＤ２ＤＳＳリソースにおいて信号品質測定を行ってよく、逆
もまた同様である。
【００６３】
　これらの実施形態は、Ｄ２ＤＳＳ信号が弱いまたは利用不可能である時でも、特定のＤ
２ＤＳＳ信号の推定を容易にすることによる利点を無線装置にもたらす。特定のＤ２ＤＳ
Ｓに関連付けられた信号を測定することによって、無線装置は、特定のＤ２ＤＳＳを推定
し、かつ、推定された信号を使用してＤ２Ｄ動作を行うことができる。通信またはディス
カバリ無線装置に関連付けられた信号を測定することによって、関連付けられたＤ２ＤＳ
Ｓを精確に推定するほど十分な品質を測定値が有する可能性が大きくなる。
【００６４】
　図２は、特定の実施形態による、Ｄ２Ｄ動作のためのＤ２Ｄ信号を測定する無線装置に
おける方法のフロー図である。特定の実施形態では、方法２００の１つまたは複数のステ
ップは、図１～図５を参照して説明される無線ネットワーク１００の構成要素によって行
われてよい。
【００６５】
　方法は、無線装置がＤ２Ｄ動作のために無線装置によって使用されるＤ２Ｄ信号の電力
を測定するステップ２１２で開始する。例えば、無線装置１１０ａは無線装置１１０ｂか
ら送信されたＰＤ２ＤＳＣＨのＤＭＲＳを測定することができる。特定の実施形態では、
無線装置１１０ａは、ＰＤ２ＤＳＣＨの任意の他の適した信号、ＰＤ２ＤＳＣＨの任意の
適した物理リソース、ＳＡもしくはＤ２Ｄデータ送信に関連付けられた任意の信号、また
は、無線装置１１０ｂもしくは任意の他の適した無線装置から送信された任意の他の適し
た信号を測定することができる。
【００６６】
　ステップ２１４では、無線装置は、Ｄ２Ｄ信号の測定された電力とＤ２ＤＳＳとの間の
電力差を判断する。例えば、ＰＤ２ＤＳＣＨのＤＭＲＳとＤ２ＤＳＳとの間の電力差は既
知数であって良い。特定の実施形態では、電力差は無線装置１１０ａに既知であってよい
。いくつかの実施形態では、ネットワークノード１２０ａは電力差を無線装置１１０ａに
信号送信できる。同様に、電力差は、Ｄ２ＤＳＳと、ＰＤ２ＤＳＣＨの任意の他の適した
信号、ＰＤ２ＤＳＣＨの任意の適した物理リソース、ＳＡまたはＤ２Ｄデータ送信に関連
付けられた任意の信号、または、無線装置１１０ｂまたは任意の他の適した無線装置から
送信された任意の他の適した信号などの他の参照信号との間で既知であってよい。いくつ
かの実施形態では、無線装置１１０ａは電力差を動的に計算できる。
【００６７】
　ステップ２１６では、無線装置は、Ｄ２Ｄ信号の測定された電力、および判断された電
力差を使用してＤ２ＤＳＳの電力を推定する。例えば、無線装置１１０ａは無線装置１１
０ｂによって送信されたＰＤ２ＤＳＣＨのＤＭＲＳの測定値を知っている。無線装置１１
０はまた、ＤＭＲＳとＤ２ＤＳＳとの間の電力差を知っている。少なくともこれらの２つ
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の情報を使用して、無線装置１１０ａは、無線装置１１０ｂによって送信された（または
送信されることになる可能性がある）Ｄ２ＤＳＳの電力を推定することができる。特定の
実施形態では、上述される他の適した参照信号のいずれかに基づいて、同様の推定が行わ
れてよい。
【００６８】
　ステップ２１８では、無線装置はＤ２ＤＳＳの推定された電力を使用してＤ２Ｄ動作を
行う。例えば、無線装置１１０ｂから受信されたＤ２ＤＳＳの推定された電力に基づいて
、無線装置１１０ａは無線装置１１０ａの同期ソースとして無線装置１１０ｂを使用する
ように判断することができる。無線装置１１０ｂから受信されたＤ２ＤＳＳの推定された
電力に基づいたＤ２Ｄ動作の別の例として、無線装置１１０ａは、無線装置１１０ａ自体
のＤ２ＤＳＳを送信するべきであることを判断すること、任意の外部ソースに同期するべ
きではないと判断すること、無線装置１１０ｂの無線カバレッジ内に無線装置１１０ａが
あるかどうかを判断すること、または、任意の他の適したＤ２Ｄ動作を行うことができる
。
【００６９】
　方法２００には、修正、追加、または省略が行われてよい。さらに、図２の方法２００
における１つまたは複数のステップは、並列に、または任意の適した順序で行われてよい
。
【００７０】
　図３は、特定の実施形態による、Ｄ２Ｄ動作のためのＤ２Ｄ信号を測定する無線装置に
おける方法の別のフロー図である。特定の実施形態では、方法３００の１つまたは複数の
ステップは、図１～図５を参照して説明される無線ネットワーク１００の構成要素によっ
て行われてよい。
【００７１】
　方法は、無線装置が、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている無線装
置のセットを特定するステップ３１２で開始する。例えば、無線装置１１０ａおよび１１
０ｂが両方とも、Ｄ２Ｄデータ通信を行っており、無線装置１１０ｄはＤ２Ｄディスカバ
リを行っていると仮定する。Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている装
置のセットを特定するために、特定の実施形態では、無線装置１１０ｃはブラインド検出
またはエネルギー測定のうちの少なくとも１つを行うことができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、無線装置１１０ｃはＰＤ２ＤＳＣＨの種々の時間インスタン
スに対する電力レベルを判断することができる。例えば、最高電力レベルは、通信無線装
置１１０ａおよび１１０ｂに関連付けられてよく、電力レベルの次に高いグループはディ
スカバリ無線装置１１０ｄに関連付けられてよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、無線装置１１０ｃは、どの無線装置が通信無線装置であるか
、および、Ｄ２ＤＳＳ電力レベルの統計的分布に基づいてディスカバリ無線装置であるか
を判断することができる。例えば、最高電力レベルは、通信無線装置１１０ａおよび１１
０ｂのＤ２ＤＳＳに関連付けられてよく、電力レベルの次に高いグループはディスカバリ
無線装置１１０ｄのＤ２ＤＳＳに関連付けられてよい。
【００７４】
　ステップ３１４では、無線装置は、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っ
ている特定された無線装置によって送信されるＤ２ＤＳＳのセットを特定する。例えば、
特定の実施形態では、無線装置１１０ｃは、ＰＤ２ＤＳＣＨの種々の時間インスタンスを
測定することによって、通信無線装置１１０ａおよび１１０ｂのセットを特定する。ＰＤ
２ＤＳＣＨのそれぞれの時間インスタンスは、特定のＤ２ＤＳＳとペアリングされてよい
。このペアリングに基づいて、無線装置１１０ｃは、どのＤ２ＤＳＳが無線装置１１０ａ
および１１０ｂによって送信されるかを特定することができる。
【００７５】
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　いくつかの実施形態では、無線装置１１０ｃは、Ｄ２ＤＳＳ電力レベルの統計的分布に
基づいて通信無線装置１１０ａおよび１１０ｂのセットを特定する。これらの実施形態で
は、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳは開始するセットを特定する際に使用されたため、どのＤ２
ＤＳＳが無線装置１１０ａおよび１１０ｂに関連付けられるかを既に知っている。
【００７６】
　ステップ３１６では、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳの特定されたセットからＤ２ＤＳＳの電
力を測定する。例えば、無線装置１１０ｃは無線装置１１０ａおよび１１０ｂのうちの少
なくとも１つのＤ２ＤＳＳを測定することができる。いくつかの実施形態では、特定の無
線装置から送信されたＤ２ＤＳＳは、ステップ３１２または３１４において先に測定され
ていてよく、その測定値は、再び測定を行わずにステップ３１６において再び使用されて
よい。
【００７７】
　ステップ３１８では、無線装置は、Ｄ２ＤＳＳの測定された電力を使用してＤ２Ｄ動作
を行う。例えば、無線装置１１０ｂから受信されたＤ２ＤＳＳの推定された電力に基づい
て、無線装置１１０ｃは無線装置１１０ｃの同期ソースとして無線装置１１０ｂを使用す
るように判断することができる。無線装置１１０ｂから受信されたＤ２ＤＳＳの推定され
た電力に基づいたＤ２Ｄ動作の別の例として、無線装置１１０ｃは、無線装置１１０ｃ自
体のＤ２ＤＳＳを送信するべきであることを判断すること、任意の外部ソースに同期する
べきではないと判断すること、無線装置１１０ｃの無線カバレッジ内にあるかどうかを判
断すること、または、任意の他の適したＤ２Ｄ動作を行うことができる。
【００７８】
　方法３００には、修正、追加、または省略が行われてよい。さらに、図３の方法３００
における１つまたは複数のステップは、並列に、または任意の適した順序で行われてよい
。
【００７９】
　図４Ａは、無線装置の実施形態の例を示すブロック図である。無線装置は、図１に示さ
れる無線装置１１０の例である。特定の例には、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ（携
帯情報端末）、ポータブルコンピュータ（例えば、ラップトップ、タブレット）、センサ
、モデム、マシン型（ＭＴＣ）装置／マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）装置、ラップトップ埋
め込み機器（ＬＥＥ）、ラップトップに装着された機器（ＬＭＥ）、ＵＳＢドングル、デ
バイス間対応装置、または、無線通信を行うことができる任意の他の装置を含む。無線装
置は、トランシーバ４１０、プロセッサ４２０、およびメモリ４３０を含む。いくつかの
実施形態では、トランシーバ４１０は、（例えば、アンテナを介して）無線ネットワーク
ノード１２０への無線信号の送信および無線ネットワークノード１２０からの無線信号の
受信を容易にし、プロセッサ４２０は、無線装置によって提供されるような、本明細書に
記載される機能性の一部または全てを提供するための命令を実行し、メモリ４３０はプロ
セッサ４２０によって実行される命令を記憶する。
【００８０】
　プロセッサ４２０は、無線装置の記載された機能の一部または全てを果たすように命令
を実行しかつデータを操作するために、１つまたは複数の集積回路もしくはモジュールに
おいて実装されるハードウェアおよびソフトウェアの任意の適した組み合わせを含む。い
くつかの実施形態では、プロセッサ４２０は、例えば、１つまたは複数のコンピュータ、
１つまたは複数のプログラマブル論理装置、１つまたは複数の中央処理装置（ＣＰＵ）、
１つまたは複数のマイクロプロセッサ、１つまたは複数のアプリケーション、および／も
しくは、他の論理回路、ならびに／または、前述の任意の適した組み合わせを含むことが
できる。プロセッサ４２０は、無線装置１１０の記載された機能の一部または全てを果た
すように構成されるアナログおよび／またはデジタル回路構成要素を含むことができる。
例えば、プロセッサ４２０は、抵抗器、コンデンサ、誘電子、トランジスタ、ダイオード
、および／または任意の他の適した回路構成要素を含むことができる。
【００８１】
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　メモリ４３０は一般に、コンピュータ実行可能コードおよびデータを記憶するように動
作可能である。メモリ４３０の例は、コンピュータメモリ（例えば、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）または読み取り専用メモリ（ＲＯＭ））、大容量記憶媒体（例えば、ハー
ドディスク）、リムーバブル記憶媒体（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）またはデジ
タルビデオディスク（ＤＶＤ））、ならびに／または、情報を記憶する、任意の他の揮発
性もしくは不揮発性、非一時的コンピュータ可読、および／もしくはコンピュータ実行可
能メモリ装置を含む。
【００８２】
　特定の実施形態では、トランシーバ４１０と通信するプロセッサ４２０は、無線ネット
ワークノード１２０または他の無線装置１１０から参照信号を受信する。無線装置の他の
実施形態は、上述される機能性のいずれか、および／または（上述される解決法をサポー
トするのに必要な任意の機能性を含む）任意の追加の機能性を含む、無線装置の機能性の
ある側面をもたらすことを担う（図４Ａに示されるもの以外の）追加の構成要素を含むこ
とができる。
【００８３】
　図４Ｂは、無線通信装置１１０の構成要素の例を示すブロック図である。構成要素は、
測定モジュール５４０、判断モジュール５５０、推定モジュール５６０、Ｄ２Ｄ通信モジ
ュール５７０、および特定モジュール５８０を含むことができる。
【００８４】
　測定モジュール５４０は、無線装置１１０の測定機能を果たすことができる。例えば、
測定モジュール５４０は、他の無線装置１１０から参照信号などの信号を測定することが
できる。ある特定の実施形態では、測定モジュール５４０はプロセッサ５２０を含むこと
ができるまたはこれに含まれてよい。測定モジュール５４０は無線信号を測定するように
構成される回路構成要素を含んでよい。特定の実施形態では、測定モジュール５４０は、
測定値を判断モジュール５５０および推定モジュール５６０に通信できる。
【００８５】
　判断モジュール５５０は、測定された信号とＤ２ＤＳＳとの間の電力差を判断すること
に関連した無線装置１１０の処理機能を果たすことができる。ある特定の実施形態では、
判断モジュール５５０はプロセッサ５２０を含むことができるまたはこれに含まれてよい
。判断モジュール５５０は、判断モジュール５５０および／またはプロセッサ５２０の機
能のいずれかを果たすように構成されるアナログおよび／またはデジタル回路構成要素を
含んでよい。特定の実施形態では、判断モジュール５５０は測定モジュール５４０から測
定値を受信することができ、Ｄ２Ｄ通信モジュール５７０および推定モジュール５６０に
判断を通信できる。
【００８６】
　推定モジュール５６０は、Ｄ２ＤＳＳを推定するための無線装置１１０の推定機能を果
たすことができる。ある特定の実施形態では、推定モジュール５６０はプロセッサ５２０
を含むことができるまたはこれに含まれてよい。推定モジュール５６０は、推定モジュー
ル５６０および／またはプロセッサ５２０の機能のいずれかを果たすように構成されるア
ナログおよび／またはデジタル回路構成要素を含んでよい。特定の実施形態では、推定モ
ジュール５６０は測定モジュール５４０から測定値を受信することができ、Ｄ２Ｄ通信モ
ジュール５７０に推定を通信できる。
【００８７】
　Ｄ２Ｄ通信モジュール５７０は、別の無線装置１１０と通信するための無線装置１１０
のＤ２Ｄ機能を果たすことができる。ある特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ通信モジュール５
７０はプロセッサ５２０を含むことができるまたはこれに含まれてよい。Ｄ２Ｄ通信モジ
ュール５７０は、Ｄ２Ｄ通信モジュール５７０および／またはプロセッサ５２０の機能の
いずれかを果たすように構成されるアナログおよび／またはデジタル回路構成要素を含ん
でよい。特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ通信モジュール５７０は、データ通信、ディスカバ
リ、同期、および電力制御などのアップリンクキャリア上でＤ２Ｄ通信を行うことができ
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る。特定の実施形態では、Ｄ２Ｄ通信モジュール５７０は、推定モジュール５６０および
／または判断モジュール５５０から情報を受信できる。
【００８８】
　特定モジュール５８０は、Ｄ２Ｄ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている場合があ
る他の無線装置１１０を特定するための無線装置１１０の機能を果たすことができる。特
定モジュール５８０はまた、Ｄ２Ｄデータ通信またはＤ２Ｄディスカバリを行っている特
定された無線装置によって送信されるＤ２ＤＳＳのセットを特定することができる。ある
特定の実施形態では、特定モジュール５８０はプロセッサ５２０を含むことができるまた
はこれに含まれてよい。特定モジュール５８０は、特定モジュール５８０および／または
プロセッサ５２０の機能のいずれかを果たすように構成されるアナログおよび／またはデ
ジタル回路構成要素を含んでよい。特定の実施形態では、特定モジュール５８０は測定モ
ジュール５４０に情報を通信できる。
【００８９】
　図５は、ネットワークノードの実施形態の例を示すブロック図である。ネットワークノ
ード１２０は、ｅＮｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、基地局、無線アクセスポイント（例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉアクセスポイント）、低電力ノード、携帯電話基地局（ＢＴＳ）、送信ポイント
もしくはノード、リモートＲＦユニット（ＲＲＵ）、リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）、ま
たは他の無線アクセスノードとすることができる。ネットワークノード１２０は、少なく
とも１つのトランシーバ５１０、少なくとも１つのプロセッサ５２０、少なくとも１つの
メモリ５３０、および少なくとも１つのネットワークインターフェース５４０を含む。ト
ランシーバ５１０は、（例えば、アンテナを介して）無線装置１１０などの無線装置への
無線信号の送信および無線装置からの無線信号の受信を容易にし、プロセッサ５２０は、
ネットワークノード１２０によって提供されるような、上述される機能性の一部または全
てを提供するための命令を実行し、メモリ５３０はプロセッサ５２０によって実行される
命令を記憶し、ネットワークインターフェース５４０は、ゲートウェイ、スイッチ、ルー
ター、インターネット、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、コントローラ、および／または他
のネットワークノード１２０といったバックエンドネットワーク構成要素に信号を通信す
る。プロセッサ５２０およびメモリ５３０は、上記の図４Ａのプロセッサ４２０およびメ
モリ４３０に関して説明されるのと同じタイプのものとすることができる。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、ネットワークインターフェース５４０は、プロセッサ５２０
に通信可能に結合され、ネットワークノード１２０に対する入力を受信するように、ネッ
トワークノード１２０から出力を送るように、入力、出力、またはその両方の適した処理
を行うように、他の装置に通信するように、または、前述の任意の組み合わせを行うよう
に動作可能である任意の適した装置を指す。ネットワークインターフェース５４０は、ネ
ットワークを通して通信するために、プロトコル変換およびデータ処理能力を含む、適切
なハードウェア（例えば、ポート、モデム、ネットワークインターフェースカードなど）
およびソフトウェアを含む。
【００９１】
　特定の実施形態では、トランシーバ５１０と通信するプロセッサ５２０は、無線装置１
１０にＤ２Ｄ構成情報を送信する。特定の実施形態では、トランシーバ５１０と通信する
プロセッサ５２０は、上述されるようなＤ２Ｄ構成情報を無線装置１１０に送信する。
【００９２】
　ネットワークノード１２０の他の実施形態は、上述される機能性のいずれか、および／
または（上述される解決法をサポートするのに必要な任意の機能性を含む）任意の追加の
機能性を含む、ネットワークノードの機能性のある側面をもたらすことを担う（図５に示
されるもの以外の）追加の構成要素を含む。さまざまな異なるタイプの無線ネットワーク
ノードは、同じ物理的ハードウェアを有する構成要素を含むが種々の無線アクセス技術を
サポートするように（例えばプログラミングによって）構成されてよい、または、種々の
物理的構成要素を部分的にまたは全て表すことができる。
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【００９３】
　本開示のいくつかの実施形態は１つまたは複数の技術的利点をもたらすことができる。
例として、特定の実施形態は、ＵＥが、リンク適合、電力制御、または他のＲＲＭ／ＲＬ
Ｍ機能性を判断できる測定値を得る効率的かつ精確な方法を開示する。特定の実施形態は
、複数の信号のうちの少なくとも１つに対する測定を改善するために、複数の信号に対す
る測定を既知の電力関係と組み合わせることを開示する。
【００９４】
　いくつかの実施形態は、これらの利点のうち、一部または全てから利益を得ることがで
きる、または一切利益を得ることがない場合がある。他の技術的利点については、当業者
は容易に把握できる。
【００９５】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示されたシステムおよび器機に対し
て、修正、追加、または省略が行われてよい。システムおよび器機の構成要素は一体化ま
たは分離可能である。また、システムおよび器機の動作は、より多くの、より少ない、ま
たは他の構成要素によって行われてよい。さらに、システムおよび器機の動作は、ソフト
ウェア、ハードウェア、および／または他の論理回路を含む任意の適した論理回路を使用
して行われてよい。本明細書に使用される場合、「それぞれ」は、あるセットのそれぞれ
の構成要素、またはあるセットのあるサブセットのそれぞれの構成要素に言及する。
【００９６】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示される方法に対して、修正、追加
、または省略が行われてよい。方法は、より多くの、より少ない、または他のステップを
含むことができる。さらに、ステップは任意の適した順序で行われてよい。
【００９７】
　本開示はある特定の実施形態に関して説明されているが、当業者には、実施形態の変形
例および置換例が明らかとなろう。従って、実施形態の上記説明は本開示を制約しない。
本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、以下の特許請求の範囲によって規定され
るように、他の変更、代入、および変形が可能である。
【００９８】
　３ＧＰＰ　第３世代パートナーシッププロジェクト
　ＢＴＳ　携帯電話基地局
　ＣＡ　キャリアアグリゲーション
　ＣＣ　コンポーネントキャリア
　ＣＲＳ　セル固有参照信号
　Ｄ２Ｄ　デバイス間
　Ｄ２ＤＳＣＨ　デバイス間共有チャネル
　Ｄ２ＤＳＳ　デバイス間同期信号
　ＤＬ　ダウンリンク
　ＤＭＲＳ　復調参照信号
　ｅＮＢ　ｅＮｏｄｅＢ
　ＬＴＥ　Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
　Ｍ２Ｍ　マシンツーマシン
　ＭｅＮＢ　マスターｅＮｏｄｅＢ
　ＮＳＰＳ　国家安全保障および公共の安全
　ＰＣＣ　プライマリコンポーネントキャリア
　ＰＣｅｌｌ　プライマリセル
　ＰＤ２ＤＳＣＨ　物理デバイス間共有チャネル
　ＰＳＢＣＨ　物理サイドリンクブロードキャストチャネル
　ＰＳＣｅｌｌ　プライマリＳＣｅｌｌ
　ＰＳＤＣＨ　物理サイドリンクディスカバリチャネル
　ＰＳＣ　プライマリサービングセル
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　ＰＳＣＣＨ　物理サイドリンク制御チャネル
　ＰＳＳＣＨ　物理サイドリンク共有チャネル
　ＲＡＮ　無線アクセスネットワーク
　ＲＬＭ　無線リンクモニタリング
　ＲＲＣ　無線リソース制御
　ＲＲＨ　リモート無線ヘッド
　ＲＲＭ　無線リソース管理
　ＲＲＵ　リモート無線ユニット
　ＲＳＲＰ　参照信号受信電力
　ＳＡ　スケジューリング割り当て
　ＳＣＣ　セカンダリコンポーネントキャリア
　ＳＣｅｌｌ　セカンダリセル
　ＳｅＮＢ　セカンダリｅＮｏｄｅＢ
　ＳＩＢ　システム情報ブロック
　ＳＬＳＳ　サイドリンク同期信号
　ＳＳＣ　セカンダリサービングセル
　ＵＥ　ユーザ機器
　ＵＬ　アップリンク
　ＷＡＮ　無線アクセスネットワーク

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】

【図５】
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