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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークシステムによって実行される通信方法であって、
　（i）基地局により、セル中のユーザ装置からアップ－基地局－ダウンモードで通信す
るための呼出し要求を受信するステップと（請求項１及び請求項１に直接的又は間接的に
従属する請求項において、前記呼出し要求を行う前記ユーザ装置を要求ユーザ装置と呼ぶ
）、
　（ii）前記基地局により、いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて適切なリンク
タイムスロットが存在するかどうかを判断するステップであって、前記適切なタイムスロ
ットは、前記要求ユーザ装置が、当該適切なタイムスロットにおいて通信するとき、当該
適切なタイムスロットを割り当てられてピアツーピア通信を行うP2Pユーザ装置により送
信されるピアツーピア信号によって干渉されることを回避するためのタイムスロットであ
り、前記適切なタイムスロットが存在するかどうかを、前記セルにおける前記要求ユーザ
装置及び前記P2Pユーザ装置の相対的な位置により判断するステップと、
　（iii）前記適切なタイムスロットが利用可能である場合、前記基地局により、前記要
求ユーザ装置からの前記呼出し要求を承認すると共に、前記適切なタイムスロットを前記
要求ユーザ装置に割り当てるステップと
を有する方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ii）が、
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　（ａ）前記要求ユーザ装置及び前記P2Pユーザ装置の前記位置情報により、前記要求ユ
ーザ装置と前記P2Pユーザ装置との間の距離を計算するステップを含み、
　前記ステップ（iii）が、
　（ｂ）前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおける少なくとも一つのタイムスロ
ットに関して、前記タイムスロットにおいて割り当てられる前記要求ユーザ装置と前記P2
Pユーザ装置との間の距離が所定の閾値を超える場合、適切なタイムスロットとして前記
タイムスロットを前記要求ユーザ装置に割り当てるステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記P2Pユーザ装置は、前記要求ユーザ装置からの距離がある一定の範囲内に入るP2Pユ
ーザ装置を少なくとも含む請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて前記適切なリンクタイムスロットは
存在しないことが、前記ステップ（ii）において決定される場合、前記要求ユーザ装置か
らの呼出し要求は拒否される、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークシステムによって実行される通信方法であって、
　（I）基地局により、セル中のユーザ装置からピアツーピア通信モードで他のユーザ装
置と通信するための呼出し要求を受信するステップと（請求項５及び請求項５に直接的又
は間接的に従属する請求項において、前記呼出し要求を行う前記ユーザ装置を要求P2Pユ
ーザ装置と呼び、前記他のユーザ装置を他のP2Pユーザ装置と呼ぶ）、
　（II）前記基地局により、いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて少なくとも二
つの適切なタイムスロットが存在するかどうかを判断するステップであって、前記適切な
タイムスロットは、前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置が、当該適切なタ
イムスロットにおいてピアツーピアモードで通信するとき、当該適切なタイムスロットに
おける無線リソースを割り当てられるユーザ装置にピアツーピア信号の干渉をもたらすこ
とを回避するためのタイムスロットであり、前記適切なタイムスロットが存在するかどう
かを、無線リソースを割り当てられる前記ユーザ装置と、前記要求P2Pユーザ装置及び前
記他のP2Pユーザ装置との相対的な位置により判断するステップと、
　（III）前記適切なタイムスロットが存在する場合、前記基地局により、前記要求P2Pユ
ーザ装置からの前記呼出し要求を承認すると共に、前記適切なタイムスロットを前記要求
P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置に割り当てるステップと、
を有する方法。
【請求項６】
　前記ステップ（II）が、
　（Ａ）前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置の位置情報と、前記セルにお
いて無線リソースが割り当てられる前記ユーザ装置の位置情報とにより、前記要求P2Pユ
ーザ装置と前記ユーザ装置との間の距離と、前記他のP2Pユーザ装置と前記ユーザ装置と
の間の距離とをそれぞれ計算するステップを含み、
　前記ステップ（III）が、
　（Ｂ）前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおける少なくとも二つのタイムスロ
ットに関して、前記二つのタイムスロットにおける無線リソースが割り当てられる前記ユ
ーザ装置と前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置との間の距離がある一定の
閾値を超える場合、前記適切なタイムスロットとして前記二つのタイムスロットを前記要
求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置に割り当てるステップを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記セルにおいて無線リソースを割り当てられる前記ユーザ装置は、前記要求P2Pユー
ザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置からの距離がある一定の範囲内に入る、無線リソース
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を割り当てられるユーザ装置を少なくとも含む請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステップ（II）において前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて前記適
切なタイムスロットが存在しない場合、前記要求P2Pユーザ装置からのピアツーピア通信
のための呼出し要求は拒否される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ネットワークシステムによって実行される通信方法であって、
　基地局により、セル中のユーザ装置からピアツーピア通信モードで他のユーザ装置と通
信するための呼出し要求を受信するステップと（請求項９において、前記呼出し要求を行
う前記ユーザ装置を要求P2Pユーザ装置と呼び、前記他のユーザ装置を他のP2Pユーザ装置
と呼ぶ）、
　前記基地局により、前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置の情報により、
前記要求P2Pユーザ装置と前記他のP2Pユーザ装置との間にピアツーピア通信がもたらされ
得るかどうかを判断するステップと、
　前記ピアツーピア通信設定のための要求仕様が満たされ得る場合、前記基地局により、
順方向リンク及び逆方向リンクのためのタイムスロットを前記要求P2Pユーザ装置及び前
記他のP2Pユーザ装置に割り当てるステップであって、前記順方向リンク及び前記逆方向
リンクによってそれぞれ占有される前記タイムスロットは、前記要求P2Pユーザ装置及び
前記他のP2Pユーザ装置によって排他的に占有されるステップと、
を有する方法。
【請求項１０】
　基地局を有するネットワークシステムであって、
　セル中のユーザ装置からアップ－基地局－ダウンモードで通信するための呼出し要求を
前記基地局が受信し（請求項１０及び請求項１０に直接的又は間接的に従属する請求項に
おいて、前記呼出し要求を行う前記ユーザ装置を要求ユーザ装置と呼ぶ）、
　いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて適切なリンクタイムスロットが存在する
かどうかを前記基地局が判断し、前記適切なタイムスロットは、前記要求ユーザ装置が、
当該適切なタイムスロットにおいて通信するとき、当該適切なタイムスロットを割り当て
られてピアツーピア通信を行うP2Pユーザ装置により送信されるピアツーピア信号によっ
て干渉されることを回避するためのタイムスロットであり、前記基地局は、前記適切なタ
イムスロットが存在するかどうかを、前記セルにおける前記要求ユーザ装置及び前記P2P
ユーザ装置の相対的な位置により判断し、
　適切なタイムスロットが存在するとき、前記基地局が、前記要求ユーザ装置からの呼出
し要求を承認すると共に、前記適切なタイムスロットを前記要求ユーザ装置に割り当てる
、ネットワークシステム。
【請求項１１】
　前記基地局が、
　前記要求ユーザ装置及び前記P2Pユーザ装置の位置情報により、前記要求ユーザ装置と
前記P2Pユーザ装置との間の距離を計算するための計算手段、及び
　前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおける少なくとも一つのタイムスロットに
関して、前記タイムスロットにおいて割り当てられる前記P2Pユーザ装置と前記要求ユー
ザ装置との間の距離が所定の閾値を超えるとき、適切なタイムスロットとして前記タイム
スロットを前記要求ユーザ装置に割り当てるための割り当て手段と
を含む請求項１０に記載のネットワークシステム。
【請求項１２】
　前記P2Pユーザ装置は、前記要求ユーザ装置からの距離がある一定の範囲内に入るP2Pユ
ーザ装置を少なくとも含む請求項１０又は１１に記載のネットワークシステム。
【請求項１３】
　基地局を有するネットワークシステムであって、
　セル中のユーザ装置からピアツーピア通信モードで他のユーザ装置と通信するための呼
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出し要求を前記基地局が受信し（請求項１３及び請求項１３に直接的又は間接的に従属す
る請求項において、前記呼出し要求を行う前記ユーザ装置を要求P2Pユーザ装置と呼び、
前記他のユーザ装置を他のP2Pユーザ装置と呼ぶ）、
　いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて少なくとも二つの適切なタイムスロット
が存在するかどうかを前記基地局が判断し、前記適切なタイムスロットは、当該適切なタ
イムスロットにおいてピアツーピア通信する前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユー
ザ装置が、当該適切なタイムスロットにおける無線リソースを割り当てられるユーザ装置
にピアツーピア信号の干渉をもたらすことを回避するためのタイムスロットであり、前記
基地局は、前記適切なタイムスロットが存在するかどうかを、前記セルにおける無線リソ
ースを割り当てられる前記ユーザ装置と、前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ
装置との相対的な位置により判断し、
　適切なタイムスロットが存在するとき、前記基地局が、前記要求P2Pユーザ装置からの
前記呼出し要求を承認すると共に、前記適切なタイムスロットを前記要求P2Pユーザ装置
及び前記他のP2Pユーザ装置に割り当てる、ネットワークシステム。
【請求項１４】
　前記基地局が、
　前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置の位置情報と、前記セルにおいて無
線リソースが割り当てられる前記ユーザ装置の位置情報とにより、前記要求P2Pユーザ装
置及び前記他のP2Pユーザ装置と、無線リソースを割り当てられる前記ユーザ装置との間
の各距離を計算するための計算手段と、
　前記いくつかの利用可能なタイムスロットにおける少なくとも二つのタイムスロットに
関して、前記二つのタイムスロットにおいて無線リソースを割り当てられる前記ユーザ装
置と前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置との間の距離がある一定の閾値を
超える場合、適切なタイムスロットとして前記二つのタイムスロットを前記要求P2Pユー
ザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置に割り当てるための割り当て手段と
を含む請求項１３に記載のネットワークシステム。
【請求項１５】
　前記セルにおいて無線リソースを割り当てられる前記ユーザ装置は、前記要求P2Pユー
ザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置からの距離がある一定の範囲内に入る、無線リソース
を割り当てられるユーザ装置を少なくとも含む請求項１３又は１４に記載のネットワーク
システム。
【請求項１６】
　基地局を有するネットワークシステムであって、
　セル中のユーザ装置からピアツーピア通信モードで他のユーザ装置と通信するための呼
出し要求を前記基地局が受信し（請求項１６において、前記呼出し要求を行う前記ユーザ
装置を要求P2Pユーザ装置と呼び、前記他のユーザ装置を他のP2Pユーザ装置と呼ぶ）、
　前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装置の情報により、前記要求P2Pユーザ
装置と前記他のP2Pユーザ装置との間にピアツーピア通信がもたらされ得るかどうかを前
記基地局が判断し、
　前記ピアツーピア通信をもたらすための要求仕様が満たされ得る場合、前記基地局が、
順方向リンク及び逆方向リンクのためのタイムスロットを前記要求P2Pユーザ装置及び前
記他のP2Pユーザ装置に割り当て、前記順方向リンク及び前記逆方向リンクによってそれ
ぞれ占有される前記タイムスロットは、前記要求P2Pユーザ装置及び前記他のP2Pユーザ装
置によって排他的に占有される、ネットワークシステム。
【請求項１７】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の方法において用いられるユーザ装置であ
って、前記適切なタイムスロットが割り当てられるユーザ装置。
【請求項１８】
　請求項９に記載の方法において用いられるユーザ装置であって、前記順方向リンク及び
前記逆方向リンクのためのタイムスロットが割り当てられるユーザ装置。
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【請求項１９】
　請求項１０から請求項１５のいずれか一項に記載のネットワークシステムにおいて用い
られるユーザ装置であって、前記適切なタイムスロットが割り当てられるユーザ装置。
【請求項２０】
　請求項１６に記載のネットワークシステムにおいて用いられるユーザ装置であって、前
記順方向リンク及び前記逆方向リンクのためのタイムスロットが割り当てられるユーザ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＴＤＤ　ＣＤＭＡ（時分割復信符号分割多元接続（Time-Division-Duplex C
ode Division Multiple Access））通信システムにおいてＰ２Ｐ通信をサポートするため
の方法及び装置、更に特定すると、ＴＤＤ－ＳＣＤＭＡ通信システムにおいてＰ２Ｐ通信
プロセスの間にＵＥ（ユーザ装置（設備）（user equipment））にもたらされる信号干渉
（signal interference）を低減するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯（セルラ）通信システムにおいて、ＵＥ（ユーザ装置）は、二つの通信する
ＵＥの距離にもかかわらず基地局の中継（リレー）を通じてのみ他のＵＥと通信しなけれ
ばならない。図１は、ＵＥ１とＵＥ２とが、基地局トランシーバ（すなわちノード（Ｎｏ
ｄｅ）Ｂ）及びＲＮＣ（ラジオリソースコントローラ（Radio Resource controller））
から構成されるＵＴＲＡＮを通じて相互に対話（通信）する従来（慣用）の通信モード（
コンベンショナルコミュニケーションモード（conventional communication mode））を
示しており、この通信モードはＵＰ－ＵＴＲＡＮ－ＤＯＷＮ（アップ－ＵＴＲＡＮ－ダウ
ン）モードとも称される。しかしながら、同じセル内にキャンプインしている（とどまっ
ている）二つのＵＥの間の距離が非常に近くなる場合、当該二つのＵＥは、基地局の中継
器を通じてではなく、直接通信する方がより適当な態様となり得る。当該方法は、Ｐ２Ｐ
と略記されるいわゆるピアツーピア（peer-to-peer）通信である。
【０００３】
　図２は、Ｐ２Ｐ通信モードを示している。図２に示されているように、破線は信号リン
ク（シグナリングリンク（signaling link））を表しており、実線はデータリンクに対す
るものであり、矢印は情報の流れ（インフォメーションフロー（information flow））の
方向に対するものである。データリンクのみは二つの通信するＵＥの間に存在している一
方、信号リンクのみはＵＴＲＡＮとＵＥとの間に存在している。基本通信（basic commun
ication）を維持（保守）するためのリソース（資源）のみが必要とされることは仮定さ
れる。直接リンク（ダイレクトリンク（direct link））が、（固定周波数、タイムスロ
ット、及び拡散符号（スプレッドコード（spread code）を備える）一つの無線リソース
ユニット（単位）とされる場合、Ｐ２Ｐ通信モードは、基本通信を維持するために二つの
無線リソースユニットのみを必要とすることが容易に推論され得る。管理のための更なる
信号送出コストが無視される場合、Ｐ２Ｐ通信は、従来の通信モードに比べて、約５０％
の無線リソースを節減し得る。更に、ＵＴＲＡＮは依然Ｐ２Ｐ通信の制御、特に無線リソ
ースを使用する方法を保有しているので、ワイヤレスネットワークオペレータは、Ｐ２Ｐ
通信によって使用される無線リソースを容易に課金（チャージ）し得る。
【０００４】
　時分割複信（Time Division Duplex (TDD)）空中（air）インタフェースが、異なるア
ップリンク及びダウンリンクトラヒック要求仕様に対してより高い柔軟性のある（フレキ
シブルな）適応性を提供する通信標準規格であることは通常認められている。ＴＤＤ通信
モードに基づく既存の３Ｇシステムの間で、TD-SCDMA（時分割同期復信符号分割多元接続
 (Time Division - Synchronization Code Division Multiple Access)）システムは、同
じ搬送（キャリア）周波数がアップリンク通信とダウンリンク通信との両方に適用され、
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これによりＵＥのRF (無線周波数（高周波）（Radio Frequency)）モジュールが簡略化さ
れ得るため、Ｐ２Ｐ通信の従来の通信モードとの組み合わせに対して最も適切なシステム
になる。
【０００５】
　２００３年３月７日にコーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ヴ
ィ（KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.）社によって出願された"ワイヤレス通信ネ
ットワークでＰ２Ｐ通信をもたらすための方法及び装置（A Method and Apparatus for E
stablishing P2P Communication in Wireless Communication Networks）"という名称（
表題）の特許出願（代理人整理番号第ＣＮ０３０００３号、出願番号第０３１１９８９２
．９号）に記載されているように、ワイヤレス通信ネットワークでＰ２Ｐ通信をもたらす
（設ける）ための方法及び装置は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムを含むいかなるＴＤＤ　Ｃ
ＤＭＡ通信システムにも適しており、参照としてここに含まれている。
【０００６】
　２００３年３月７日にコーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ヴ
ィ社によって出願された"ワイヤレス通信ネットワークにおけるＰ２Ｐ通信との無線リン
ク（接続路）設定及び維持（メンテナンス）のための方法及び装置（A Method and Appar
atus for Radio Link Establishment and Maintenance with P2P Communication in Wire
less Communication Networks）"という名称の特許出願（代理人整理番号第ＣＮ０３００
０５号、出願番号第０３１１９８９５．３号）に記載されているように、ワイヤレス通信
ネットワークにおけるＰ２Ｐ通信との無線リンク設定及び維持のための方法及び装置は、
ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムを含むいかなるワイヤレス通信システムにも適しており、参照
としてここに含まれている。
【０００７】
　既存のＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムと同じランダムアクセスプロシージャを通じてＵＴＲ
ＡＮとのアップリンク同期がもたらされた後、ＵＥは、出願番号が第０３１１９８９２．
９号である出願文献に記載の方法及び装置によって他のＵＥとのＰ２Ｐ直接リンクをもた
らし、すなわち二つのＰ２Ｐ　ＵＥのために、関連する専用リソースを割り当て得る。そ
れから、二つのＰ２Ｐ　ＵＥの間の直接リンクは、出願番号が第０３１１９８９５．３号
である出願文献に記載の方法及び装置によりもたらされると共に維持され得るので、二つ
のＵＥはそれぞれ、割り当てられたスロットにおいてＰ２Ｐ信号を受信すると共に送信す
ることが可能であり、従って二つのＵＥの間のＰ２Ｐ通信が実現され得る。
【０００８】
　Ｐ２Ｐ通信モードを使用し得るＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおいて、従来のＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡシステムに規定されているように二つの他の動作モード、すなわちアイドルモード
（IDLE mode）及び接続モード（CONNECT mode）のほかに二つのＵＥの間の直接通信（dir
ect communication）を記述するために直接モード（DIRECT mode）が導入される。直接モ
ードにおける通信リンクは、一つのＵＥが他のＵＥに信号を送信するか、又は他のＵＥか
ら信号を受信するために情報の流れの方向によって識別される順方向リンク（FORWARD li
nk）（例えば、ＵＥ１からＵＥ２へのリンク）及び逆方向リンク（BACKWARD link）（例
えば、ＵＥ２からＵＥ１へのリンク）として規定されることが可能である。Ｐ２Ｐ通信モ
ードは、既存のＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムと共にもたらされるため、同じタイムスロット
に割り当てられるＵＴＲＡＮ、Ｐ２Ｐ通信するＵＥ、及び他の従来ＵＥは、順方向リンク
又は逆方向リンクに転送される情報をオーバヒアし得る。すなわち、Ｐ２Ｐ通信は、従来
のＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおいてUP-UTRAN-DOWNモードを変更する。ＵＴＲＡＮから
みて、たとえＵＥがＵＴＲＡＮと接続されていなくても、順方向リンク及び逆方向リンク
は、あるアップリンクタイムスロット及び／又はダウンリンクスロットと関連付けられる
（順方向リンク及び逆方向リンクは、異なるリソース割り当て方式に依存して異なるアッ
プリンクタイムスロット及び／又はダウンリンクスロットに対応し得る）。それ故に、Ｐ
２Ｐ通信は、従来の通信に信号干渉をもたらすであろう。同様に、二つのＰ２Ｐ通信する
ＵＥは、Ｐ２Ｐ通信の間、自身の順方向リンク又は逆方向リンクと関連付けられるアップ
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リンクタイムスロット又はダウンリンクスロットにおいて転送される情報もオーバヒアし
得る。それ故に、従来のリンクが同じタイムスロットをＰ２Ｐリンクと共有するとき、従
来のアップリンク又はダウンリンク通信はＰ２Ｐ順方向リンク又は逆方向リンク通信と干
渉するであろう。このことは、Ｐ２Ｐによりイネーブルされた（P2P-enabled）ＴＤＤ　
ＣＤＭＡ通信システムの性能を低下させる。
【０００９】
　Ｐ２ＰによりイネーブルされたＴＤＤ　ＣＤＭＡ通信システムの性能を改善するために
、Ｐ２Ｐ通信モードをＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムに導入することによってもたらされる信
号干渉を効果的に低減することが必要になる。
【００１０】
　まず最初に、Ｐ２Ｐ通信モードを導入することによってもたらされる干渉信号に対する
分析が以下に行われ、それから干渉信号を低減する方法が記載されるであろう。簡略化の
ために、一つのＵＥが上記の順方向リンク又は逆方向リンクを通じて他のＵＥに信号を送
信するタイムスロットは送信（Ｔｘ）タイムスロット（Tx timeslot）と称される一方、
ＵＥが上記の順方向リンク又は逆方向リンクを通じて他のＵＥから信号を受信するタイム
スロットは受信（Ｒｘ）タイムスロット（Rx timeslot）と称され、Ｔｘタイムスロット
及びＲｘタイムスロットはそれぞれ、従来の通信におけるサブフレームにおいてアップリ
ンクタイムスロット及び／又はダウンリンクタイムスロットと関連している。
【００１１】
　１．Ｐ２Ｐリンクと従来のリンクとの間のアップリンクタイムスロットと関連付けられ
る干渉
【００１２】
　図３は、Ｐ２Ｐリンクがアップリンクタイムスロットと関連しているときの、Ｐ２Ｐで
イネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおけるＰ２Ｐリンクと従来のリンクとの間
の干渉を示している。図３に示されているように、ＵＥ１及びＵＥ２はＰ２Ｐモードで動
作し、ＵＥ３は従来モードで動作し、ＵＥ１のＴｘタイムスロットはＵＥ３のアップリン
クタイムスロットと関連付けられ、すなわちＵＥ１及びＵＥ３は、ＵＥ２及びＵＴＲＡＮ
にそれぞれ信号を送信するように同じアップリンクタイムスロットにおいて割り当てられ
ることが仮定される。Ｓ１は、（順方向リンクとされる）直接リンクを通じたＵＥ１から
ＵＥ２への情報であり、Ｓ２は、ＵＥ３からアップリンクを介してＵＴＲＡＮに送信され
るアップリンク情報であり、更には、Ｓ１とＳ２との両方は、異なる拡散符号ではなく同
じアップリンクタイムスロットに関連している。
【００１３】
　ＴＤ－ＳＣＤＭＡ通信システムにおいて、最も重要な特徴の一つはアップリンク動作を
維持することにあり、このことは、異なるＵＥの主経路（メインパス（main path））か
らの信号の拡散符号の直交性を保証するように、異なるＵＥからの信号が同時にＵＴＲＡ
Ｎに達するべきであることを意味する。このように、システム性能はいくつかの高度受信
器（レシーバ）アルゴリズム（advanced receiver algorithm）によって非常に改善され
ることが可能であり、アルゴリズムに対する計算の複雑性が非常に軽減され得る。
【００１４】
　従来の通信システムに対して、ＵＴＲＡＮは、情報供給元、情報供給先、又は中継器と
して全ての進行中の通信プロシージャに含まれるので、ＵＴＲＡＮは、接続モードで特定
のトラヒックバースト構造体によりＵＥのアップリンク送信時間をモニタ（監視）すると
共に制御することが可能であり、それ故に各々のＵＥに対してアップリンク同期を維持す
ることが可能である。しかしながら、Ｐ２Ｐ通信モードにおいて、ＵＴＲＡＮはリンク設
定プロシージャに含まれるだけであり、その後、Ｐ２Ｐ通信プロシージャに含まれない。
それ故に、Ｐ２Ｐ通信の間、ＵＴＲＡＮと二つのＰ２Ｐ　ＵＥとの間に専用チャネルは存
在せず、たとえＵＴＲＡＮが二つのＰ２Ｐ　ＵＥのアップリンク同期シフトをオーバヒア
すると共に推定しても、ＵＴＲＡＮは、アップリンク同期を維持するように特定のトラヒ
ックバーストを使用することによって信号を送信する二つのＰ２Ｐ　ＵＥの同期進行（sy
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nchronization advance）を調整し得ない。
【００１５】
　図３を参照すると、ＵＥ１及びＵＥ３が同じアップリンクタイムスロットにおいて信号
を送信するとき、ＵＴＲＡＮは、ＵＥ１からＵＥ２に転送される情報Ｓ１（ＵＴＲＡＮに
とって、Ｓ１は干渉信号Ｉ１とみなされる）をオーバヒアし得る。しかしながら、上記の
ように、ＵＴＲＡＮとＵＥ１との間に専用のチャネルが存在しないので、たとえＵＴＲＡ
Ｎが情報Ｓ１をオーバヒアし得ると共にＵＥ１の同期シフト情報を推定し得ても、ＵＴＲ
ＡＮは、従来の通信モードでトラヒックバーストを使用することによってＵＥ１の送信時
間を調整し得ず、このことは、Ｐ２Ｐモードで動作するＵＥ１が、ＵＴＲＡＮとのアップ
リンク同期を失ってもよいことを意味する（従来モードで動作するＵＥ３は従来態様でＵ
ＴＲＡＮとのアップリンク同期を維持し得る）。すなわち、Ｉ１及びＳ２は、ＵＴＲＡＮ
に非同期に達する可能性があり、このことはことによるとアップリンク同期を損ない、そ
れ故にシステム性能を低下させるであろう。
【００１６】
　同様に、ＵＥ１及びＵＥ３が、同じ割り当てられたアップリンクタイムスロットにおい
て信号を送信するとき、ＵＥ２は、ＵＥ３からＵＴＲＡＮに転送される信号Ｓ２をオーバ
ヒアすることも可能であり（ＵＥ２にとって、Ｓ２は干渉Ｉ２とみなされる）、干渉信号
Ｉ２は、Ｓ１を受信するためにＵＥ２にも強い影響をもたらし、このことはことによると
Ｐ２Ｐ通信の特性（質）を害し得る。
【００１７】
　２．Ｐ２Ｐリンクと従来リンクとの間のダウンリンクタイムスロットに関連する干渉
【００１８】
　図４は、Ｐ２Ｐリンクがダウンリンクタイムスロットと関連しているときの、Ｐ２Ｐで
イネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおける従来のリンクとＰ２Ｐリンクとの間
の干渉を示している。図４に示されているように、ＵＥ１及びＵＥ２はＰ２Ｐモードで動
作し、ＵＥ３は従来モードで動作し、ＵＥ１のＲｘタイムスロットはＵＥ３のダウンリン
クタイムスロットと関連しており、すなわちＵＥ１及びＵＥ３は、ＵＥ２及びＵＴＲＡＮ
からそれぞれ信号を送信するように同じダウンリンクタイムスロットにおいて割り当てら
れることが仮定される。Ｓ３は、（逆方向リンクとされる）直接リンクを介したＵＥ２か
らＵＥ１へのＰ２Ｐリンク情報であり、Ｓ４は、ダウンリンクを介したＵＴＲＡＮからＵ
Ｅ３へのダウンリンク情報であり、更には、Ｓ３とＳ４との両方は、異なる拡散符号では
なく同じダウンリンクタイムスロットに関連している。
【００１９】
　図４において、ＵＴＲＡＮからＵＥ３に送信されるダウンリンク情報Ｓ４は、ＵＥ３と
同じダウンリンクタイムスロットを共有するが、信号を受信するために異なる拡散符号を
使用する他のＵＥに干渉をもたらし得る。当該干渉は、マルチアクセス（多元接続）干渉
（multi-access interference (MAI)）と称される。
【００２０】
　図４を参照すると、ＵＥ１及びＵＥ３が、信号を受信するために同じダウンリンクタイ
ムスロットにおいて割り当てられるとき、ＵＥ１は、ダウンリンクを介してＵＴＲＡＮか
らＵＥ３に転送される情報Ｓ４（ＵＥ１にとって、Ｓ４は干渉信号Ｉ４とみなされる）を
オーバヒアすることが可能であり、通常、ＵＴＲＡＮからの信号の送信電力は比較的強く
なるので、干渉信号Ｉ４は直接通信の特性（質）を深刻に害する可能性がある。
【００２１】
　同様に、ＵＥ１及びＵＥ３が、信号を受信するために同じダウンリンクタイムスロット
において割り当てられるとき、ＵＥ３は、ＵＥ２からＵＥ１に転送される情報Ｓ３もオー
バヒアすることが可能であり（ＵＥ３にとって、Ｓ３は干渉Ｉ３とみなされ、同時にＵＥ
２は擬似ＵＴＲＡＮ（pseudo-UTRAN）とみなされ得る）、干渉信号Ｉ３は、信号を受信す
るためにＵＥ３と同じタイムスロットにおける他のＵＥとＵＥ２の近くのＵＥ３との通信
特性を害するであろう。
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【００２２】
　３．Ｐ２Ｐ直接リンク対の間の干渉
【００２３】
　図５は、二つのＰ２Ｐリンク対のうちの一方におけるＵＥが、他方のＰ２Ｐリンク対に
おけるＵＥへの信号を受信すると共に送信する、Ｐ２ＰでイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤ
ＭＡシステムにおける二つのＰ２Ｐ直接リンク対の間の干渉を示している。ＵＥ１及びＵ
Ｅ２は一方のＰ２Ｐリンク対において動作するが、ＵＥ３及びＵＥ４は他方のＰ２Ｐリン
ク対において動作する。
【００２４】
　Ｐ２Ｐリンク対は対称的であるため、ＵＥ１からＵＥ２への信号Ｓ５又はＳ６は、関連
するタイムスロットにおいてＵＥ３から信号を受信しているＵＥ４に対する干渉Ｉ５又は
Ｉ６になるであろう。明らかなことに、干渉Ｉ５又はＩ６は直接通信の特性を著しく害し
得る。
【００２５】
　上記で注意されるように、Ｐ２Ｐリンクが従来のＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおいて導
入された後、六つの可能な干渉信号I1, I2, I3, I4, I5,　及びI6が存在する。ＵＴＲＡ
Ｎが含まれるかどうかに依存して、上記六つの干渉信号は二つの形式に分割され得る。第
一の形式は、I2, I3, I5, 及びI6のようなＵＥの間の干渉を含み、第二の形式は、I1及び
I4のような、含まれるＵＴＲＡＮとの干渉を含む。
【００２６】
　Ｐ２ＰでイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムの通信特性を保証するために、上
記六つの干渉信号を打ち消すために効果的な方法が研究されることは必要とされる（既存
の通信システムの物理層（レイヤ）構造体を変化させることなく、このことが達成される
ことはより望ましい）。
【００２７】
　第一の形式の干渉信号Ｉ１に関して、干渉信号Ｉ１を打ち消すための二つの方法及び装
置が、２００３年３月７日にコーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ
　ヴィ（KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.）社によって出願された"ワイヤレス通
信ネットワークにおけるＰ２Ｐ通信とのアップリンク同期維持のための方法及び装置（A 
Method and Apparatus for Uplink Synchronization Maintenance with P2P Communicati
on in Wireless Communication Networks）"という名称の特許出願文献（代理人整理番号
第ＣＮ０３０００４号、出願番号第０３１１９８９４．５号）と、２００３年３月７日に
コーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ヴィ社によって出願された
"ワイヤレス通信ネットワークにおけるＰ２Ｐ通信とのアップリンク同期維持のための方
法及び装置（A Method and Apparatus for Uplink Synchronization Maintenance with P
2P Communication in Wireless Communication Networks）"という名称の他の同時係属中
の特許出願文献（代理人整理番号第ＣＮ０３０００４号）とに記載されていると共に参照
としてここに含まれている。
【００２８】
　第一の形式の干渉信号Ｉ４に関して、干渉信号Ｉ４を打ち消すための二つの方法及び装
置が、２００３年４月１４日にコーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エ
ヌ　ヴィ社によって出願された"ＴＤＤ　ＣＤＭＡ通信システムにおいてＰ２Ｐ通信をサ
ポートするための方法及び装置（A Method and Apparatus for Supporting P2P Communic
ation in TDD CDMA Communication Systems）"という名称の特許出願文献（代理人整理番
号第ＣＮ０３０００９号、出願番号第０３１１０４１５．０号）に詳細に記載されている
と共に参照としてここに含まれている。
【００２９】
　第二の形式の干渉信号I2, I3, I5, 及びI6（まとめてＩａｊと称される）に関して、当
該信号は、Ｐ２Ｐ通信によってサポートされる無線帯域（範囲）（radio range）を効果
的に制限すると共に、無線リソース制御方式（radio resource control scheme）を採用
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することによって低減され得るか、又は打ち消され得る。制限されたＰ２Ｐ無線帯域を考
慮して、本発明は干渉信号Ｉａｊを打ち消すための方式を提案する。当該方式は、同じセ
ルにおいてＰ２Ｐ　ＵＥと他のＵＥとの間の相互の干渉状態を（例えば位置情報を通じて
）得ることによって、並びに異なるタイムスロットをＰ２Ｐ　ＵＥ及びその隣接するＵＥ
に割り当てることによって干渉信号Ｉａｊを低減し得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　本発明の目的は、Ｐ２Ｐ通信モードをＴＤＤ　ＣＤＭＡ通信システムに導入することに
よってもたらされる干渉を低減するように、ＴＤＤ　ＣＤＭＡ通信システムにおいてＰ２
Ｐ通信をサポートするための方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の目的を達成するために、本発明によりワイヤレス通信システムにおけるネット
ワークシステムによって実行される、Ｐ２Ｐ（ピアツーピア（Peer to Peer））通信を導
入することによってもたらされる干渉信号を打ち消すための方法であって、（i）セルに
おいてアップ－ＵＴＲＡＮ－ダウンモードで通信するためにＵＥから呼出し要求（コール
リクエスト（ｃａｌｌ　ｒｅｑｕｅｓｔ））を受信するステップと、（ii）セルにおいて
ＵＥと通信する選択されたＰ２Ｐ及びＵＥの相対的な位置により、ＵＥが適切なタイムス
ロットにおいて通信するとき、ＵＥは前記適切なタイムスロットにおいて割り当てられる
前記選択されたＵＥによって送信されるＰ２Ｐ信号によって干渉されることを回避するた
めに、いくつかの利用可能なタイムスロットにおいて少なくとも一つの好適なリンクタイ
ムスロットは存在するかどうかを判断するステップと、（iii）ＵＥからの前記呼出し要
求を承認（許可）すると共に、前記適切なタイムスロットが利用可能である場合、前記適
切なタイムスロットを前記ユーザ装置に割り当てるステップとを有する方法が提供される
。
【００３２】
　上記の目的を達成するために、本発明によりワイヤレス通信システムにおけるネットワ
ークシステムによって実行される、Ｐ２Ｐ通信を導入することによってもたらされる干渉
信号を打ち消すための他の方法であって、（I）セルにおけるユーザ装置からＰ２Ｐ通信
モードで他のユーザ装置と通信するための呼出し要求を受信するステップと、（II）セル
において無線リソースが既に割り当てられている選択されたＵＥ並びに前記ＵＥ及び前記
他のＵＥの相対的な位置により、前記ＵＥ及び前記他のＵＥは前記適切なタイムスロット
においてＰ２Ｐモードで通信しているとき、前記ＵＥ及び前記他のＵＥが、前記適切なタ
イムスロットにおいて無線リソースが既に割り当てられている前記選択されたＵＥへのＰ
２Ｐ信号の干渉をもたらすことを回避するために、いくつかの利用可能なタイムスロット
において少なくとも二つの適切なタイムスロットは存在するかどうかを判断するステップ
と、（III）前記ＵＥからの前記呼出し要求を承認すると共に、前記適切なタイムスロッ
トが存在する場合、前記適切なタイムスロットを前記ＵＥ及び前記他のＵＥに割り当てる
ステップとを有する他の方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　Ｐ２ＰによりイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡ通信システムにおける干渉信号の上記
分析によれば、本発明は主に、干渉信号Ｉａｊを低減すること、すなわち、Ｐ２Ｐ通信モ
ードが導入された後のＵＥの間の干渉信号の問題に注目する。
【００３４】
　Ｉａｊは、同じセル内、且つＰ２Ｐ　ＵＥの無線帯域内に割り当られるＰ２Ｐ　ＵＥと
他のＵＥとの間に存在する。干渉信号Ｉａｊを低減するために、当該ＵＥの間の帯域は増
大させられ得るので、Ｐ２Ｐ　ＵＥと同じタイムスロットにおいて割り当てられる他のＵ
Ｅは、Ｐ２Ｐ　ＵＥの無線帯域から外れ、それ故にＰ２Ｐ信号によって干渉されることを
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回避する。しかしながら、通信時間及び位置の不規則性（乱雑さ（randomicity））ため
に、実際の通信においてある帯域内で二つのＵＥの間の距離を制御することは、多くの場
合、非常に困難となる。従って、ある帯域内に入るＵＥにとって、異なるタイムスロット
を割り当てることによって干渉信号Ｉａｊを低減することはより効果的な解決策となる。
【００３５】
　ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムを例にとり、添付図面に関して、干渉信号Ｉａｊを低減する
ために本発明においてもたらされる方法に対して詳細な記載が以下にもたらされるであろ
う。
【００３６】
　図６は、本発明における第一の方法を採用することによって干渉信号Ｉａｊを低減する
ためのタイムスロット割り当てマップ（timeslot allocation map）を示している。図６
に示されている例において、Ｐ２Ｐ　ＵＥの対、Ｐ１及びＰ２と、従来のアップ－ＵＴＲ
ＡＮ－ダウン通信モードを使用する四つのＵＥ、ＵＥａ、ＵＥｂ、ＵＥｃ、及びＵＥｄと
がもたらされている。タイムスロット割り当てが図６に示されている。５ｍｓの時間長（
time length）を備えると共に６４００チップから構成されるサブフレームにおいて、Ｔ
ｓ０はダウンリンク通信トラヒックに対するものであり、Ｔｓ１はＰ２Ｐ　ＵＥの順方向
トラヒック（Ｐ１が送信し、Ｐ２が受信する）に対するものであり、Ｔｓ２はＰ２Ｐ　Ｕ
Ｅの逆方向トラヒック（Ｐ２が送信し、Ｐ１が受信する）に対するものであり、Ｔｓ３は
、従来のアップ－ＵＴＲＡＮ－ダウン通信モードを使用するＣＤＭＡモードによるＵＥａ
、ＵＥｂ、ＵＥｃ、及びＵＥｄのアップリンクトラヒックに対するものであり、Ｔｓ４は
、従来通信モードを使用するＵＥａのダウンリンクトラヒックに対するものであり、Ｔｓ
５は、従来通信モードを使用するＵＥｂのダウンリンクトラヒックに対するものであり、
Ｔｓ６は、従来の通信モードを使用するＣＤＭＡモードによるＵＥｃ及びＵＥｄのダウン
リンクトラヒックに対するものである。図６に示されている方法において、本方法の骨子
は、図６におけるＴｓ１及びＴｓ２のようなＰ２Ｐ　ＵＥの対によって占有される二つの
タイムスロットに対して、従来の通信モードを使用する他のＵＥ及びＰ２Ｐ　ＵＥの他の
対が割り当てられないことにある。すなわち、Ｐ２Ｐリンクの順方向リンク及び逆方向リ
ンクによって占有されるタイムスロットは、二つのＰ２Ｐ通信するＵＥによって排他（独
占）的に占有される。
【００３７】
　図６に示されているようなタイムスロット割り当て方法は容易に実現され得る。しかし
ながら、Ｐ２Ｐ　ＵＥによって占有されるタイムスロットは、ＣＤＭＡモードを採用する
ことによって他のＵＥと共有され得ないので、全システムは実際、ピュア（純）ＴＤＭＡ
（pure TDMA）との通信モードに変化させられており、これにより、通信システムの性能
が非常に低減させられる。それ故に、同じタイムスロットにおいて割り当てられるＵＥの
間の干渉信号Ｉａｊを低減すると共にＣＤＭＡモードを使用し続け、それ故にシステム性
能を効果的に拡張させるのに、より高性能（高機能）のタイムスロット割り当て方法が必
要とされる。
【００３８】
　図７は、本発明における第二の方法を採用することによって干渉信号Ｉａｊを低減する
ためのタイムスロット割り当てマップを示している。第二の方法において、Ｐ２Ｐ ＵＥ
は、ＣＤＭＡモードによって他のＵＥとタイムスロットを共有し得るが、無線信号干渉は
、同じタイムスロットにおいて割り当てられる他のＵＥとＰ２Ｐ ＵＥとの間にもたらさ
れないことが保証されるべきであり、さもなければ、前記共有は達成され得ない。このこ
とを更に明確にするために、Ｐ２Ｐ ＵＥＰｙがＣＤＭＡモードによって、従来の通信モ
ードにおけるＵＥ又はＰ２Ｐ通信モードを使用するＵＥになり得るＵＥｘとタイムスロッ
トを共有し得る場合、Ｐｙ及びＵＥｘのうちの一方は信号を送信しているが他方が信号を
受信しているとき、信号を送信するＵＥは、正確に信号を受信するように信号を受信して
いる他のＵＥに対して干渉をもたらさないであろう。すなわち、当該タイムスロットにお
いて、ＰｙがＴｘ状態にあり、ＵＥｘがＲｘ状態にある場合、ＵＥｘは、信号を受信する



(12) JP 4594313 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

ときにＰｙによって干渉されないであろう。同様に、当該タイムスロットにおいて、ＵＥ
ｘがＴｘ状態にあり、ＰｙがＲｘ状態にある場合、Ｐｙは、信号を受信するときにＵＥｘ
によって干渉されないであろう。
【００３９】
　要するに、本発明における第二の方法の骨子は、ＵＥが他のＰ２Ｐ　ＵＥの無線帯域内
に入る場合、Ｐ２Ｐ通信によってもたらされる干渉Ｉａｊを低減するためにＵＥは異なる
タイムスロットにおいて割り当てられなければならず、ＵＥが他のＰ２Ｐ　ＵＥから離れ
ている場合、ＵＥはＰ２Ｐ　ＵＥによって干渉されないという条件で、二つのＵＥはＣＤ
ＭＡモードによって同じタイムスロットを共有する（すなわち、一方のＵＥはＴｘ状態に
あるが、他方のＵＥはＲｘ状態にある）ことが可能であり、それ故にシステム性能が向上
させられることにある。
【００４０】
　第二の方法におけるタイムスロット割り当て要求によれば、セルにキャンプインしてい
るＵＥが呼出し要求（本要求は、Ｐ２Ｐモードで通信するためのものであるか、又は従来
のアップ－ＵＴＲＡＮ－ダウンモードで通信するためのものである）を基地局に送信する
とき、基地局システムは要求に含まれる呼び出されたＵＥに関する情報に依存して、呼び
出されたＵＥにページングメッセージを送信し、その後、呼び出されたＵＥからＡＣＫメ
ッセージを受信する。当該プロセスの間、基地局システムは、ＡＣＫメッセージ及び呼出
し要求に含まれる情報により、呼び出すＵＥ及び呼び出されたＵＥに関する位置情報を得
ることが可能であり、呼び出すＵＥ及び呼び出されたＵＥをテスト（検査）することも可
能であり、呼び出すＵＥ及び呼び出されたＵＥからの情報により、呼び出すＵＥ及び呼び
出されたＵＥに関する位置情報を得ることが可能である。
【００４１】
　それから、基地局システムは、各々のＵＥの位置情報により、当該距離はＰ２Ｐ　ＵＥ
がＰ２Ｐ信号を送信するための無線帯域を超えるかどうかを決定するために、各々のＰ２
Ｐ通信するＵＥと他の通信するＵＥとの間の距離を計算する。当該距離はＰ２Ｐ無線帯域
を超えることが決定される場合、ＵＥ及びＰ２Ｐ　ＵＥは、それらの各通信を実行するた
めに同じタイムスロットを共有し得る。当該距離はＰ２Ｐ無線帯域を超えないことが決定
される場合、ＵＥ及びＰ２Ｐ　ＵＥは、各々の通信を実行するために異なるタイムスロッ
トにおいて割り当てられなければならない。
【００４２】
　明らかなことに、第二の方法におけるタイムスロット割り当ては、第一の方法における
タイムスロット割り当てよりも複雑になる。しかしながら、第二の方法の場合、間の距離
はＰ２Ｐ無線帯域を超えるＰ２Ｐ　ＵＥと他のＵＥとは、ＣＤＭＡモードを採用すること
によってそれらの各通信を実行するために同じタイムスロットを利用し得る。従って、タ
イムスロットを割り当てるために第二の方法を採用する無線システムは、第一の方法を採
用する無線システムよりも著しく高い性能を実現し得る。
【００４３】
　記載されているように上記の第二の方法において、ＵＥは、ＵＥとＰ２Ｐ　ＵＥ　Ｐｉ

との間の距離がＰ２Ｐ　ＵＥの無線帯域を超えるかどうかにより二つのセットに分類され
得る。二つのＵＥの間の距離がＰ２Ｐ　ＵＥの無線帯域を超える場合、ＵＥは、Ｐ２Ｐ干
渉の影響を受けることなく複数のＵＥに属し、Ｐｉと同じタイムスロットを共有し得る共
有可能なセットＹｐｉに分類（カテゴリ分け）され得る。さもなければ、ＵＥは、Ｐ２Ｐ
干渉の影響を受けながら複数のＵＥに属し、Ｐｉと同じタイムスロットを共有し得ない非
共有のセットＸｐｉに分類されるべきである。当然のことながら、ＸｐｉとＹｐｉとの両
方は、ＰｉとＰ２Ｐ通信を行っている他のＰ２Ｐ　ＵＥ　Ｐｉ＋１を含まない。
【００４４】
　図７は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡサブフレームにおけるタイムスロット割り当てを示しており
、各々のタイムスロットは、上記の第二の方法の要求により、Ｐ２Ｐ干渉がない場合のＵ
Ｅ及びＰ２Ｐ干渉がある場合のＵＥを示している。図７が示しているように、６４００チ
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ップから構成され、５ｍｓの時間長を備えるサブフレームにおいて、Ｐ２Ｐ　ＵＥ　Ｐ１
及びＰ２の一対のみと、四つの従来のUE、UEa, UEb, UEc, 及びUedと、更にXP1＝{UEa}, 
YP1＝{ UEb，UEc，UEd}, XP2＝{UEa，UEb }, 及びYP2＝{UEc，UEd}とが存在することが仮
定される。タイムスロットは、P1が送信し、P2が受信し、UEbがダウンリンク受信するた
めのTs5、P1が受信し、P2が送信し、UEc及びUEdがダウンリンク受信するためのTs6、UEa
がダウンリンク受信するためのTs4、ダウンリンク共通トラヒックのためのTs0、UEa及びU
EbのアップリンクトラヒックのためのTs1、UEcのアップリンクトラヒックのためのTs2、U
EdのアップリンクトラヒックのためのTs3として割り当てられ得る。
【００４５】
　以下、図４を例にとることによって、上記の第二の方法におけるタイムスロット割り当
てに対して更なる記載がもたらされるであろう。上記のように、図４において、ＵＥ１及
びＵＥ２はＰ２Ｐモードで通信するＰ２Ｐ　ＵＥの対である一方、ＵＥ３は従来モードで
通信する従来ＵＥである。ＵＥ２及びＵＥ３についての位置情報により、ＵＥ２とＵＥ３
との間の距離は、ＵＥ２がＰ２Ｐ信号を送信するための無線帯域を超えるかどうかを基地
局システムは計算する。ＵＥ２とＵＥ３との間の距離は、ＵＥ２がＰ２Ｐ信号を送信する
ための無線帯域を超える場合、ＵＥ１及びＵＥ３は、ＵＥ２からの情報Ｓ３及び基地局シ
ステムからの情報Ｓ４を各々受信するように同じタイムスロットにおいて割り当てられ得
る。ＵＥ２によって送信される信号はＵＥ３に達し得ないので、ＵＥ３は、ＵＥ２からの
Ｐ２Ｐ信号Ｉ３によって干渉されることを回避し得る。
【００４６】
　同様に、Ｐ２Ｐ通信モードを導入するＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムの通信特性を保証する
ように、図３及び図５における干渉信号Ｉ２、Ｉ５、及びＩ６は、第二の方法におけるタ
イムスロット割り当て要求により全て打ち消され（キャンセルされ）得る。
【００４７】
　図８、９、及び１０に関して上記の第二の方法に対して以下更なる詳細な記載がもたら
されるであろう。ここで、Ｄは、Ｐ２Ｐ干渉信号によって達せられ得る無線帯域の閾値で
ある。Ｐ２Ｐ　ＵＥと他のＵＥとの間の距離がＤを超えるとき、当該ＵＥは同じタイムス
ロットにおいて割り当てられることが可能であり、さもなければ、それらは同じタイムス
ロットにおいて割り当てられ得ない。値がネットワークシステムの特定の要求仕様により
セットされ得るある期間Ｔｐ毎に基地局システムによって高機能リソース制御方式（inte
lligent resource control scheme）を実行することを通じて再度割り当てられるように
、タイムスロットの割り当ては一度行われ得る。
【００４８】
　図８が示しているように、最初に、基地局システムは、セルにおける全ての通信するＵ
Ｅの位置情報を含む、セルにおける現在のリソース割り当てステータスを取得し（ステッ
プＳ１）、セルにおけるＰ２Ｐ通信するＵＥの対の数Ｎｐ及び同期モードを取得し（ステ
ップＳ２）、セルにおける現在進行中の従来のＵＥの数Ｎｎを取得する（ステップＳ３）
。ここで、（i）ＵＥについての位置情報は、基地局の測定値又は基地局に対するＵＥの
レポートに含まれることが可能であり、（ii）基地局システムは、セルにおけるＵＥがＰ
２Ｐ通信モードにあるか、又は従来の通信モードにあるかを識別し、Ｐ２Ｐ通信モードに
おけるＵＥの情報を再生（リストア）することが可能であり、（iii）Ｐ２Ｐ通信におけ
るアップリンクタイムスロット／ダウンリンクタイムスロットの占有は、各々のＰ２Ｐ　
ＵＥの同期モードが取得された後にのみ知られ得るため、Ｐ２Ｐ　ＵＥの対の数Ｎｐが取
得されるとき、各々のＰ２Ｐ　ＵＥの同期モードが取得されることも必要である。
【００４９】
　それから、高機能リソース制御方式は最後に実行されるため、従来ＵＥからの従来アッ
プ－ＵＴＲＡＮ－ダウンモードで通信するための新たな呼出し要求が存在するかどうかを
確認する（ステップＳ４）。当該呼出し要求が存在する場合、ＵＥの位置情報により、い
くつかの利用可能なタイムスロットにおいて少なくとも一つの好適なリンクタイムスロッ
トが存在するかどうかを計算し、ここで、リンクタイムスロットはアップリンクタイムス
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ロット又はダウンリンクタイムスロットになることが可能であり、好適なタイムスロット
はなおも、ＵＥに割り当てられた後に通信ネットワークの通信要求仕様を満足することが
可能である。すなわち、ＵＥが前記好適なタイムスロットにおいて従来モードで通信する
とき、ＵＥはセルにおける他のＰ２Ｐ通信するＵＥによって干渉されないであろう（ステ
ップＳ５）。このステップは、図９に関して後に詳細に記載されるであろう。当該好適な
タイムスロットが存在しない場合、従来のＵＥからの新たな呼出し要求は拒否する（ステ
ップＳ７）。このような好適なタイムスロットが存在する場合、従来のＵＥからの新たな
呼出し要求は承認されるであろう（ステップＳ６）。従来のＵＥからの全ての呼出し要求
に対して、要求仕様を満足する全ての従来の呼出し要求を承認するために上記のステップ
Ｓ４乃至Ｓ７を繰り返す。
【００５０】
　従来の呼出し要求が処理された後、高機能リソース制御方式は最後に実現されるため、
ＵＥからＰ２Ｐモードで通信するための新たな呼出し要求が存在するかどうかを確認する
（ステップＳ８）。このような呼出し要求が存在する場合、Ｐ２Ｐ通信に含まれるＵＥ及
び他のＵＥ（すなわち呼び出される方（コーリー（callee）））についての位置情報によ
り、（二つのアップリンクタイムスロット若しくは二つのダウンリンクタイムスロット又
はアップリンク及びダウンリンクタイムスロットになり得る）少なくとも二つの好適なタ
イムスロットがいくつかの利用可能なタイムスロットに存在するかどうかを計算する。こ
こで、二つの好適なタイムスロットは、二つのＵＥに再度割り当てられた後もなお、通信
ネットワークのアップリンク及び／又はダウンリンク通信要求仕様を満足し得る。すなわ
ち、ＵＥが、呼び出されたＵＥとのＰ２Ｐ通信を実行するとき、ＵＥは、他の通信するＵ
Ｅ及び無線リソースが既に割り当てられている他のＵＥ（例えば、従来の呼出し要求がち
ょうど承認された上記のＵＥ）に対してＰ２Ｐ干渉をもたらさないであろう（ステップＳ
９）。当該ステップは、図１０に関して以下詳細に記載されるであろう。このような好適
なタイムスロットが存在しない場合、ＵＥからの新たなＰ２Ｐ呼出し要求を拒否する（ス
テップＳ１０）。このような好適なタイムスロットが存在する場合、ＵＥからの新たなＰ
２Ｐ呼出し要求は承認されるであろう（ステップＳ１１）。ＵＥからの全ての新たなＰ２
Ｐ呼出し要求に対して、要求仕様を満足する全てのＰ２Ｐ呼出し要求を承認するために上
記のステップＳ８乃至Ｓ１１を繰り返す。
【００５１】
　従来の呼出し要求及びＰ２Ｐ呼出し要求が処理された後、上記のステップを通じて承認
された全てのＰ２Ｐ呼出し要求及び全ての従来の呼出し要求により、セルにおいて各々の
Ｐ２Ｐ通信に含まれる二つのＰ２Ｐ　ＵＥ及び従来のＵＥに対してアップリンク及びダウ
ンリンクタイムスロットを再度割り当てるので、各々のＵＥは、割り当てられた好適なタ
イムスロットにおいて従来及びＰ２Ｐ通信を実行し得る（ステップＳ１２）。
【００５２】
　通信リソースが上記の高機能リソース制御方式で再度割り当てられた後、待機状態（ウ
ェイティングステート（waiting state））に入る。無線リソース再割り当てタイマ（rad
io resource reallocation timer）がチャネル割り当ての期間Ｔｐに達するとき、最初に
無線リソース再割り当てタイマをリセットし、タイマを再開（リスタート（restart））
し、それから上記のステップＳ１乃至Ｓ１２におけるプロシージャを繰り返す（ステップ
Ｓ１３）。
【００５３】
　図９において、前記好適なタイムスロットは、上記のステップＳ５としてＵＥについて
の位置情報による計算を通じて決定され得ることが詳細に記載されているので、ＵＥが、
前記好適なタイムスロットにおいて通信するように割り当てられるとき、通信ネットワー
クのアップリンク及びダウンリンク通信要求仕様は満たされ得る。以下、より具体的にさ
れる。
【００５４】
　最初に、従来の呼出し要求を送信するＵＥについての位置情報を取得する。ここで、位
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置情報は、基地局に対するＵＥのレポートに含まれ得るか、又は基地局システムの測定値
によってＵＥからの情報から取得され得る（ステップＳ２０）。
【００５５】
　それから、第一の通信するＰ２Ｐ　ＵＥから開始され（ステップＳ２１）、従来の呼出
し要求を送信するＵＥ（後に従来の要求するＵＥと称される）とセルにおいてそれぞれ相
互にＰ２Ｐ通信するＵＥとの間の距離を計算する（又は従来の要求するＵＥと選択された
Ｐ２Ｐ　ＵＥの一部との間の距離を単に計算し、ここで、選択されたＰ２Ｐ　ＵＥは従来
の要求するＵＥと通信すると共にある帯域内に入るＵＥである）。従来の要求するＵＥと
Ｐ２Ｐ　ＵＥとの間の距離が閾値Ｄを超える場合、従来の要求するＵＥを、Ｐ２Ｐ　ＵＥ
と同じタイムスロットを共有し得るＵＥとしてマーク（記録（mark））し、すなわち、従
来の要求するＵＥをＰ２Ｐ　ＵＥの共有可能なセットに分類する。さもなければ、従来の
要求するＵＥを、Ｐ２Ｐ　ＵＥと同じタイムスロットを共有し得るＵＥとしてマークし、
すなわち、従来の要求するＵＥをＰ２Ｐ　ＵＥの非共有セットに分類する（ステップＳ２
２）。
【００５６】
　セルにおいて各々のＰ２Ｐ通信するＵＥに対して上記のマーキングプロシージャを実行
する（ステップＳ２３）。セルにおいて全てのＰ２Ｐ通信するＵＥに対して上記のマーキ
ングプロシージャが実行された後（ステップＳ２４）、全ての存在するＰ２Ｐ　ＵＥ及び
上記従来の要求するＵＥの動作原理を共有するチャネルを考慮して、従来の通信が追加さ
れる場合、システムを再構成した後、再度割り当てられたタイムスロット及びコード等の
ような無線チャネルリソースはなおもアップリンク及びダウンリンク通信要求仕様を満た
し得るかどうかを確認する。すなわち、いくつかの利用可能なタイムスロットにおける一
つ又はそれより多くのアップリンクタイムスロット及び一つ又はそれより多くのダウンリ
ンクタイムスロットに関して、これらのタイムスロットが従来の要求するＵＥに割り当て
られるとき、ＵＥは、これらのタイムスロットにおいて先行して割り当てられている他の
Ｐ２Ｐ　ＵＥとこれらのタイムスロットを共有し得る（ステップＳ２５）。
【００５７】
　図１０において、前記好適なタイムスロットは、上記のステップＳ９としてＵＥについ
ての位置情報による計算を通じて決定され得ることが詳細に記載されているので、ＵＥが
、前記好適なタイムスロットにおいて通信するように割り当てられるとき、通信ネットワ
ークのアップリンク及びダウンリンク通信要求仕様は満たされ得る。以下、より具体的に
される。
【００５８】
　ます最初に、（後にＰ２Ｐ要求ＵＥ（P2P request UE）と称される）Ｐ２Ｐ呼出し要求
を送信するＵＥ、及びＰ２Ｐ通信に含まれる他のＵＥについての位置情報を取得する。位
置情報は、基地局に対するＰ２Ｐ呼出しされたＵＥのレポート及びＵＥの情報に含まれ得
るか、又は基地局システムの測定値によってＰ２Ｐ通信で呼び出されたＵＥからの情報か
ら取得され得る（ステップＳ３０）。
【００５９】
　それから、セルにおいて無線リソースが既に割り当てられている第一のＵＥから開始さ
れ（ステップＳ３１）、Ｐ２Ｐ要求するＵＥと、それぞれ同じセルにおいて無線リソース
が既に割り当てられている各々の他のＵＥとの間の距離を計算する。これらの他のＵＥは
、セルにおける各々の通信するＵＥと、従来の呼出し要求が上記図８におけるステップＳ
４乃至Ｓ６を通じてちょうど承認されている新たな従来のＵＥとを含んでいる。（新たに
承認された従来のＵＥの総数はＮｍとして示される）。（若しくは、Ｐ２Ｐ要求するＵＥ
と選択されたＵＥの一部との間の距離を単に計算する。ここで、選択されたＵＥは無線リ
ソースが割り当てられていると共にＰ２Ｐ要求するＵＥの無線帯域内に入っている）。Ｐ
２Ｐ要求するＵＥと上記ＵＥの何れかとの間の距離が閾値Ｄを超える場合、当該ＵＥを、
Ｐ２Ｐ要求するＵＥと同じタイムスロットを共有し得るＵＥとしてマークし、さもなけれ
ば、当該ＵＥを、Ｐ２Ｐ要求するＵＥと同じタイムスロットを共有し得ないＵＥとしてマ
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ークする（ステップＳ３２）。
【００６０】
　セルにおいて無線リソースが既に割り当てられている各々のＵＥに対して上記のマーキ
ングプロシージャを実行する（ステップＳ３３）。セルにおいて無線リソースが既に割り
当てられている全てのＵＥに対して上記のマーキングプロシージャが実行された後（ステ
ップＳ３４）、セルにおいて無線リソースが割り当てられている第一のＵＥから開始され
（ステップＳ３５）、Ｐ２Ｐ呼出し要求に含まれる呼び出されたＵＥと、同じセルにおい
て無線リソースが既に割り当てられている他のＵＥとの間の距離をそれぞれ計算する。こ
れらの他のＵＥは、セルにおける各々の通信するＵＥと、従来の呼出し要求が上記図８に
おけるステップＳ４乃至Ｓ６を通じてちょうど承認されている新たな従来のＵＥとを含ん
でいる。（新たに承認された従来のＵＥの総数はなおもＮｍによって示される）。（若し
くは、呼び出されたＵＥと選択されたＵＥの一部との間の距離を単に計算する。ここで、
選択されたＵＥは無線リソースが割り当てられていると共に呼び出すＵＥの無線帯域内に
入っている）。Ｐ２Ｐ呼出しされたＵＥと上記ＵＥの何れかとの間の距離が閾値Ｄを超え
る場合、当該ＵＥを、Ｐ２Ｐ呼出しされたＵＥと同じタイムスロットを共有し得るＵＥと
してマークし、さもなければ、当該ＵＥを、Ｐ２Ｐ呼出しされたＵＥと同じタイムスロッ
トを共有し得ないＵＥとしてマークする（ステップＳ３６）。
【００６１】
　セルにおいて無線リソースが既に割り当てられている各々のＵＥに対して上記のマーキ
ングプロシージャを実行する（ステップＳ３６）。セルにおいて無線リソースが既に割り
当てられている全てのＵＥに対して上記のマーキングプロシージャが実行された後（ステ
ップＳ３８）、上記Ｐ２Ｐ要求するＵＥの動作原理を共有するチャネルを考慮して、Ｐ２
Ｐ呼出し要求が追加される場合、システムを再構成した後、再度割り当てられたタイムス
ロット及びコード等のような無線チャネルリソースはなおもアップリンク及び／又はダウ
ンリンク通信要求仕様を満たし得るかどうかを確認する。すなわち、いくつかの利用可能
なタイムスロットにおける少なくとも二つのタイムスロット、Ｐ２Ｐ要求するＵＥ、Ｐ２
Ｐ呼出しされたＵＥは、二つのタイムスロットがＰ２Ｐ要求するＵＥ及びＰ２Ｐ呼出しさ
れたＵＥに割り当てられるとき、タイムスロットにおいて先行して割り当てられている他
のＵＥと二つのタイムスロットを共有し得る（ステップＳ３９）。
【００６２】
　図８、９、及び１０に関して記載される本発明による、ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにお
いてＰ２Ｐ通信をサポートするための上記方法は、コンピュータハードウエア若しくはソ
フトウエア又はソフトウエアとハードウエアとの組み合わせで実現され得る。
【００６３】
　上記のように、本発明によりもたらされるＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおけるＰ２Ｐ通
信をサポートするための方法及び装置において、Ｐ２Ｐ　ＵＥへの距離がＰ２Ｐ　ＵＥの
Ｐ２Ｐ無線帯域を超えるＵＥのみが、Ｐ２Ｐ　ＵＥと同じタイムスロットにおいて割り当
てられ得るので、同じタイムスロットを共有するこれらのＵＥは、Ｐ２Ｐ信号を転送する
ことによって干渉されることなく各通信を実行し得る。
【００６４】
　本発明によりもたらされるＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおけるＰ２Ｐ通信をサポートす
るための方法及び装置は、例示的なＴＤ－ＳＣＤＭＡの実施例に関連して記載されている
と共に示されているが、通信方法及び装置がそれに限定されることはないが、他のＴＤＤ
　ＣＤＭＡシステムに適していることも当業者によって理解されるべきである。
【００６５】
　本発明において開示されているＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおけるＰ２Ｐ通信をサポー
トするための方法及び装置は、請求項によって規定されているように本発明の範囲からほ
ぼ逸脱することなく修正され得ることも当業者によって理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
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【図１】二つのＵＥが基地局の中継器を通じて通信する従来の通信モードを示す概略図で
ある。
【図２】二つのＵＥの間のＰ２Ｐ通信を示す概略図である。
【図３】Ｐ２ＰによりイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおいて通信するため
にアップリンクタイムスロットを使用する従来リンクと直接リンクとの間の干渉信号の発
生を示す概略図である。
【図４】Ｐ２ＰによりイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおいて通信するため
にダウンリンクタイムスロットを使用する従来リンクと直接リンクとの間の干渉信号の発
生を示す概略図である。
【図５】Ｐ２ＰによりイネーブルされたＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムにおける二つの直接リ
ンク対の間の干渉信号の発生を示す概略図である。
【図６】本発明の第一の方法によるタイムスロット割り当てを示す概略図である。
【図７】本発明の第二の方法によるタイムスロット割り当てを示す概略図である。
【図８】本発明の第二の方法によるリソース割り当てを示すフローチャートである。
【図９】従来の通信モードを使用するＵＥが加わるときの図８におけるリソース割り当て
を示すフローチャートである。
【図１０】Ｐ２Ｐ通信モードを使用するＵＥが加わるときの図８におけるリソース割り当
てを示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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