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(57)【要約】
　本発明は情報伝送方法を開示し、該方法は第１端末装
置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することを
含み、前記第１指示情報は第１情報を含み、前記第１情
報は肯定応答／否定応答情報、ビームインデックス情報
、チャネル品質指標情報、チャネル状態指標情報、プリ
コーディング行列指標情報、ランク指示情報、電力指示
情報のうちの少なくとも１つを含む。本発明は更に他の
情報伝送方法、第１端末装置、ネットワーク装置及び記
憶媒体を開示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報伝送方法であって、
　第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することを含み、
　前記第１指示情報は第１情報を含み、前記第１情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）情報、ビームインデックス情報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状
態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーディング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電
力指示情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリ
ンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る情報伝送方法。
【請求項２】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１指示情報を含むアップリンク制御チャネルを前記ネットワ
ーク装置に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は更に、
　前記第１端末装置は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を受信し、前記第２指示
情報は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを決定することに用いられることを
含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１指示情報を含むアップリンクデータチャネルを前記ネット
ワーク装置に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１指示情報はレートマッチング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送さ
れる請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１情報を搬送するアップリンク無線リソース制御シグナリン
グを前記ネットワーク装置に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することは、
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　前記第１端末装置は前記第１指示情報を含むスケジューリング要求をネットワーク装置
に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１指示情報を含むバッファ状態報告をネットワーク装置に送
信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識別子情報、第１
識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１指示情報は更に、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）、参照信号受信品質（ＲＳＲ
Ｑ）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、干渉指示情報、経路損失情報のうちの少なくとも
１つを含む請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法は更に、
　前記第１端末装置は前記第２端末装置から送信された、前記第１指示情報を含む第１サ
イドリンクチャネルを受信することを含む請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記方法は更に、
　前記第１端末装置が前記第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネル及び／
又は測定信号を受信し、前記第１端末装置が前記第２サイドリンクチャネル及び／又は測
定信号に基づいて前記第１指示情報を取得することを含む請求項１～１２のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１５】
　情報伝送方法であって、
　ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、第１情報を含む第１指示情報を受信
し、前記第１情報は前記ネットワーク装置が伝送パラメータを設定し又はリソースを割り
当てることに用いられることを含み、
　前記第１情報は、肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス
情報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーデ
ィング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つ
を含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリ
ンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る情報伝送方法。
【請求項１６】
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　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアップ
リンク制御チャネルを受信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記方法は更に、
　前記ネットワーク装置は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を前記第１端末装置
に送信し、前記第２指示情報は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを決定する
ことに用いられることを含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアップ
リンクデータチャネルを受信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１指示情報はレートマッチング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送さ
れる請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１情報を搬送するアップ
リンク無線リソース制御シグナリングを受信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むスケジ
ューリング要求を受信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むバッフ
ァ状態報告を受信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識別子情報、第１
識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である請求項１５～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１指示情報は更に、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）、参照信号受信品質（ＲＳＲ
Ｑ）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、干渉指示情報、経路損失情報のうちの少なくとも
１つを含む請求項１５～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　第１端末装置であって、第１送信ユニットを備え、
　前記第１送信ユニットは、第１情報を含む第１指示情報をネットワーク装置に送信する
ように設定され、
　前記第１情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーディ
ング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを
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含み、
　前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報は前記第１端末装置から第２端末装
置に送信されたサイドリンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示
すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る第１端末装置。
【請求項２８】
　前記第１送信ユニットは、前記第１指示情報を含むアップリンク制御チャネルを前記ネ
ットワーク装置に送信するように設定される請求項２７に記載の第１端末装置。
【請求項２９】
　第１受信ユニットを更に備え、
　前記第１受信ユニットは、第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を受信するように
設定され、前記第２指示情報は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを決定する
ことに用いられる請求項２８に記載の第１端末装置。
【請求項３０】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項２９に記載の第１端末装置。
【請求項３１】
　前記第１送信ユニットは、前記第１指示情報を含むアップリンクデータチャネルを前記
ネットワーク装置に送信するように設定される請求項２７に記載の第１端末装置。
【請求項３２】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される請求項３１に記載の第１端末装置。
【請求項３３】
　前記第１指示情報はレートマッチング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送さ
れる請求項３１に記載の第１端末装置。
【請求項３４】
　前記第１送信ユニットは、前記第１情報を搬送するアップリンク無線リソース制御シグ
ナリングを前記ネットワーク装置に送信するように設定される請求項２７に記載の第１端
末装置。
【請求項３５】
　前記第１送信ユニットは、前記第１指示情報を含むスケジューリング要求をネットワー
ク装置に送信するように設定される請求項２７に記載の第１端末装置。
【請求項３６】
　前記第１送信ユニットは、前記第１指示情報を含むバッファ状態報告をネットワーク装
置に送信するように設定される請求項２７に記載の第１端末装置。
【請求項３７】
　前記第２端末装置から送信された、前記第１指示情報を含む第１サイドリンクチャネル
を受信するように設定される第２受信ユニットを更に備える請求項２７～３６のいずれか
１項に記載の第１端末装置。
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【請求項３８】
　第３受信ユニットを更に備え、
　前記第３受信ユニットは、前記第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネル
及び／又は測定信号を受信するように設定され、前記第１端末装置は前記第２サイドリン
クチャネル及び／又は測定信号に基づいて前記第１指示情報を取得する請求項２７～３６
のいずれか１項に記載の第１端末装置。
【請求項３９】
　前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識別子情報、第１
識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である請求項２７～３８のいずれか１項に記載の第１端末装置。
【請求項４０】
　前記第１指示情報は更に、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）、参照信号受信品質（ＲＳＲ
Ｑ）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、干渉指示情報、経路損失情報のうちの少なくとも
１つを含む請求項２７～３９のいずれか１項に記載の第１端末装置。
【請求項４１】
　ネットワーク装置であって、第４受信ユニットを備え、
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、第１情報を含む第１指示情報
を受信するように設定され、前記第１情報は前記ネットワーク装置が伝送パラメータを設
定し又はリソースを割り当てることに用いられ、
　前記第１情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーディ
ング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを
含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリ
ンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
るネットワーク装置。
【請求項４２】
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアッ
プリンク制御チャネルを受信するように設定される請求項４１に記載のネットワーク装置
。
【請求項４３】
　第２送信ユニットを更に備え、前記第２送信ユニットは第２指示情報を含むダウンリン
ク制御情報を前記第１端末装置に送信するように設定され、前記第２指示情報は前記アッ
プリンク制御チャネルの伝送リソースを決定することに用いられる請求項４２に記載のネ
ットワーク装置。
【請求項４４】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
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ることに用いられる請求項４３に記載のネットワーク装置。
【請求項４５】
　前記ネットワーク装置が第１指示情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアップ
リンクデータチャネルを受信することを含む請求項４１に記載のネットワーク装置。
【請求項４６】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される請求項４５に記載のネットワーク装置。
【請求項４７】
　前記第１指示情報はレートマッチング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送さ
れる請求項４５に記載のネットワーク装置。
【請求項４８】
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、前記第１情報を搬送するアッ
プリンク無線リソース制御シグナリングを受信するように設定される請求項４１に記載の
ネットワーク装置。
【請求項４９】
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むスケ
ジューリング要求を受信するように設定される請求項４１に記載のネットワーク装置。
【請求項５０】
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むバッ
ファ状態報告を受信するように設定される請求項４１に記載のネットワーク装置。
【請求項５１】
　前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識別子情報、第１
識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である請求項４１～５０のいずれか１項に記載のネットワーク装置。
【請求項５２】
　前記第１指示情報は更に、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）、参照信号受信品質（ＲＳＲ
Ｑ）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、干渉指示情報、経路損失情報のうちの少なくとも
１つを含む請求項４１～５１のいずれか１項に記載のネットワーク装置。
【請求項５３】
　端末装置であって、プロセッサと、プロセッサにおいて実行できるコンピュータプログ
ラムを記憶することに用いられるメモリと、を備え、
　前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、請求項１～１４のいず
れか１項に記載の情報フィードバック方法におけるステップを実行することに用いられる
端末装置。
【請求項５４】
　ネットワーク装置であって、プロセッサと、プロセッサにおいて実行できるコンピュー
タプログラムを記憶することに用いられるメモリと、を備え、
　前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、請求項１５～２６のい
ずれか１項に記載の情報フィードバック方法におけるステップを実行することに用いられ
るネットワーク装置。
【請求項５５】
　実行可能プログラムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行され
るとき、請求項１～１４のいずれか１項に記載の情報フィードバック方法を実現する記憶
媒体。
【請求項５６】
　実行可能プログラムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行され
るとき、請求項１５～２６のいずれか１項に記載の情報フィードバック方法を実現する記
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憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信技術分野に関し、特に情報伝送方法、装置及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第５世代（５Ｇ、５ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）新無線（ＮＲ、Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ
）システムにおける車両とモノの通信（Ｖ２Ｘ、Ｖｅｈｉｃｌｅ　ｔｏ　Ｅｖｅｒｙｔｈ
ｉｎｇ）において、自動運転をサポートする必要があるため、車両間のデータ交換に対し
てより高い要件、例えばより高いスループット、より低い遅延、より高い信頼性、より広
いカバレッジ範囲、より柔軟なリソース割り当てが提案された。
【０００３】
　ＮＲ　Ｖ２Ｘにおいて、サイドリンクデータを送信する伝送リソースはネットワークに
より割り当てられてもよく、サイドリンクユニキャスト通信において、サイドリンクデー
タの送信端が受信端にサイドリンクデータを送信するとき、サイドリンクデータ受信端は
データ送信端にフィードバック情報を送信する必要があるが、データ送信端は該フィード
バック情報をネットワーク装置に送信する必要があり、それによりネットワーク装置は該
フィードバック情報に基づいて伝送パラメータを設定し又はリソースを割り当てることが
できる。しかしながら、データ送信端がどのようにフィードバック情報をネットワーク装
置に送信するかについては、現在有効な解決案がまだ存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記技術的問題を解決するために、本発明の実施例はデータ送信端がデータ受信端から
送信されたフィードバック情報をネットワーク装置に送信することのできる情報伝送方法
、装置及び記憶媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１態様では、本発明の実施例は情報伝送方法を提供し、前記方法は第１端末装置がネ
ットワーク装置に第１指示情報を送信することを含み、前記第１指示情報は第１情報を含
み、前記第１情報は肯定応答／否定応答情報、ビームインデックス情報、チャネル品質指
標情報、チャネル状態指標情報、プリコーディング行列指標情報、ランク指示情報、電力
指示情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記肯定応答／否定応答情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイド
リンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記チャネル品質指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品
質を示すことに用いられ、
　前記チャネル状態指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状
態を示すことに用いられ、
　前記プリコーディング行列指標情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリ
ンクデータを送信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る。
【０００６】
　第２態様では、本発明の実施例は情報伝送方法を提供し、前記方法は、ネットワーク装
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置が第１端末装置から送信された、第１情報を含む第１指示情報を受信し、前記第１情報
は前記ネットワーク装置が伝送パラメータを設定し又はリソースを割り当てることに用い
られることを含み、
　前記第１情報は肯定応答／否定応答情報、ビームインデックス情報、チャネル品質指標
情報、チャネル状態指標情報、プリコーディング行列指標情報、ランク指示情報、電力指
示情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記肯定応答／否定応答情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイド
リンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記チャネル品質指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品
質を示すことに用いられ、
　前記チャネル状態指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状
態を示すことに用いられ、
　前記プリコーディング行列指標情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリ
ンクデータを送信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る。
【０００７】
　第３態様では、本発明の実施例は第１端末装置を提供し、前記第１端末装置は第１送信
ユニットを備え、
　前記第１送信ユニットは、第１情報を含む第１指示情報をネットワーク装置に送信する
ように設定され、前記第１情報は肯定応答／否定応答情報、ビームインデックス情報、チ
ャネル品質指標情報、チャネル状態指標情報、プリコーディング行列指標情報、ランク指
示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記肯定応答／否定応答情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイド
リンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記チャネル品質指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品
質を示すことに用いられ、
　前記チャネル状態指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状
態を示すことに用いられ、
　前記プリコーディング行列指標情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリ
ンクデータを送信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る。
【０００８】
　第４態様では、本発明の実施例はネットワーク装置を提供し、前記ネットワーク装置は
第４受信ユニットを備え、
　前記第４受信ユニットは、第１端末装置から送信された、第１情報を含む第１指示情報
を受信するように設定され、前記第１情報は前記ネットワーク装置が伝送パラメータを設
定し又はリソースを割り当てることに用いられ、前記第１情報は肯定応答／否定応答情報
、ビームインデックス情報、チャネル品質指標情報、チャネル状態指標情報、プリコーデ
ィング行列指標情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記肯定応答／否定応答情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイド
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リンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記チャネル品質指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品
質を示すことに用いられ、
　前記チャネル状態指標情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状
態を示すことに用いられ、
　前記プリコーディング行列指標情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリ
ンクデータを送信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る。
【０００９】
　第５態様では、本発明の実施例は端末装置を提供し、前記端末装置はプロセッサと、プ
ロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメモリ
と、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記第１端
末装置の実行する情報フィードバック方法におけるステップを実行することに用いられる
。
【００１０】
　第６態様では、本発明の実施例はネットワーク装置を提供し、前記ネットワーク装置は
プロセッサと、プロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに
用いられるメモリと、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行する
とき、上記ネットワーク装置の実行する情報フィードバック方法におけるステップを実行
することに用いられる。
【００１１】
　第７態様では、本発明の実施例は記憶媒体を提供し、前記記憶媒体に実行可能プログラ
ムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行されるとき、上記第１端
末装置の実行する情報フィードバック方法を実現する。
【００１２】
　第８態様では、本発明の実施例は記憶媒体を提供し、前記記憶媒体に実行可能プログラ
ムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行されるとき、上記ネット
ワーク装置の実行する情報フィードバック方法を実現する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の実施例に係る情報フィードバック方法、装置及び記憶媒体によれば、第１端末
装置はネットワーク装置に第１指示情報を送信し、前記第１指示情報は第１情報を含み、
前記第１情報は第１端末装置と第２端末装置との間に伝送されるサイドリンクデータに対
するフィードバック情報である。このように、ＮＲ　Ｖ２Ｘにおいて、データ送信端はサ
イドリンクデータに対するフィードバック情報をネットワーク装置に送信し、それにより
前記ネットワーク装置は前記第１情報に基づいてリソースをスケジューリングし又は伝送
パラメータを設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明の実施例の通信システムの要部構成模式図である。
【図２】図２は本発明のモード３におけるデータ伝送の処理プロセスの模式図である。
【図３】図３は本発明のモード４におけるデータ伝送の処理プロセスの模式図である。
【図４】図４は本発明の実施例の第１端末装置に適用される情報伝送方法の選択可能な処
理プロセスの模式図である。
【図５】図５は本発明の実施例のネットワーク装置に適用される情報伝送方法の選択可能



(11) JP 2022-500906 A 2022.1.4

10

20

30

40

50

な処理プロセスの模式図である。
【図６】図６は本発明の実施例の第１端末装置の要部構成模式図である。
【図７】図７は本発明の実施例のネットワーク装置の要部構成模式図である。
【図８】図８は本発明の実施例の電子装置のハードウェアの要部構成模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施例の特徴及び技術的内容をより明確に理解できるために、以下に図面を参
照しながら本発明の実施例の実現を詳しく説明する。添付の図面は参照・説明のためのも
のであって、本発明の実施例を制限するためのものではない。
【００１６】
　本願の実施例に係る情報伝送方法は様々な通信システム、例えば、モバイル通信用グロ
ーバル（ＧＳＭ、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ）システム、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ、Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ、Ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システ
ム、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム、ＬＴＥ時分割複信（ＦＤＤ、Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）システム、ＬＴＥ時分割複信（ＴＤＤ、Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（
ＵＭＴＳ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍ）、マイクロ波利用アクセスに関する世界的な相互運用（ＷｉＭＡＸ、Ｗｏ
ｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）通信システム又は５Ｇシステム等に適用されてもよい。
【００１７】
　例示的に、本願の実施例に適用される通信システム１００は図１に示される。該通信シ
ステム１００はネットワーク装置１１０を備えてもよく、ネットワーク装置１１０は端末
装置１２０（通信端末、端末とも称される）と通信する装置であってもよい。ネットワー
ク装置１１０は特定の地理的領域に通信カバレッジを提供することができ、且つ該カバレ
ッジ領域内の端末装置と通信することができる。選択肢として、該ネットワーク装置１１
０はＧＳＭシステム又はＣＤＭＡシステムにおける基地局（ＢＴＳ、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎ
ｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）であってもよく、ＷＣＤＭＡシステムにおける基地局
（ＮＢ、ＮｏｄｅＢ）であってもよく、ＬＴＥシステムにおける発展型基地局（ｅＮＢ又
はｅＮｏｄｅＢ、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であってもよく、新無線シス
テムにおける基地局ｇＮＢであってもよく、クラウド無線アクセスネットワーク（ＣＲＡ
Ｎ、Ｃｌｏｕｄ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）における無線制御装置で
あってもよい。又は、該ネットワーク装置は移動交換局、中継局、アクセスポイント、車
載装置、ウェアラブル装置、ハブ、スイッチ、ブリッジ、ルーター、５Ｇネットワークに
おけるネットワーク側装置又は将来発展する公衆陸上移動網（ＰＬＭＮ、Ｐｕｂｌｉｃ　
Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）におけるネットワーク装置等であってもよい
。
【００１８】
　該通信システム１００は更にネットワーク装置１１０のカバレッジ範囲内の少なくとも
１つの端末装置１２０を備える。ここで使用される「端末装置」は、有線回線を介して接
続するもの、例えば公衆電話交換網（ＰＳＴＮ、Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅ
ｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、デジタル加入者回線（ＤＳＬ、Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）、デジタルケーブル、直接ケーブルを介して接続する
もの、及び／又は他のデータ接続／ネットワーク、及び／又は無線インターフェース、例
えばセルラーネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）例えばＤＶＢ－Ｈネットワークに対する
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デジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、ＡＭ－ＦＭ放送送信機を介するもの、
及び／又は他の端末装置の通信信号を送受信するように設定される装置、及び／又はモノ
のインターネット（ＩｏＴ、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）装置を含むが、そ
れらに限らない。無線インターフェースを介して通信するように設定される端末装置は「
無線通信端末」、「無線端末」又は「モバイル端末」と称されてもよい。モバイル端末の
例は衛星又はセルラー方式の電話、セルラー無線電話及びデータ処理、ファックス及びデ
ータ通信機能を組み合わせることのできるパーソナル通信システム（ＰＣＳ、Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）端末、無線電話、ポケットベル
、インターネット／イントラネットアクセス、Ｗｅｂブラウザ、メモ帳、カレンダー及び
／又は全地球測位システム（ＧＰＳ、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）受信機を備えてもよいＰＤＡ、及び通常のラップトップ及び／又はパームトップ受
信機又は無線電話送受信機を備える他の電子装置を含むが、それらに限らない。端末装置
とはアクセス端末、ユーザー装置（ＵＥ、Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ユーザー要
素、加入者局、移動局、トラバーサー、遠隔局、遠隔端末、モバイルデバイス、ユーザー
端末、端末、無線通信装置、ユーザーエージェント又はユーザーデバイスを指してもよい
。アクセス端末はセルラー電話、コードレスホン、セッション確立プロトコル（ＳＩＰ、
Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話、ワイヤレスローカル
ループ（ＷＬＬ、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ）局、パーソナルデジタルア
シスタント（ＰＤＡ、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線
通信機能を有する携帯端末、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続される他
の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、５Ｇネットワークにおける端末装置又は将来
発展するＰＬＭＮにおける端末装置等であってもよい。
【００１９】
　選択肢として、端末装置１２０同士は装置対装置（Ｄ２Ｄ、Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ）通信を行うことができる。
【００２０】
　選択肢として、５Ｇシステム又は５Ｇネットワークは更に新無線（ＮＲ、Ｎｅｗ　Ｒａ
ｄｉｏ）システム又はＮＲネットワークと称されてもよい。
【００２１】
　図１には１つのネットワーク装置及び２つの端末装置を例示する。選択肢として、該通
信システム１００は複数のネットワーク装置を備えてもよく、且つ各ネットワーク装置の
カバレッジ範囲内に他の数の端末装置が含まれてもよく、本願の実施例は制限しない。
【００２２】
　選択肢として、該通信システム１００は更にネットワーク制御装置、モビリティ管理エ
ンティティ等の他のネットワークエンティティを備えてもよく、本願の実施例は制限しな
い。
【００２３】
　理解されるように、本願の実施例では、ネットワーク／システムにおける通信機能を持
つ装置が通信装置と称されてもよい。図１に示される通信システム１００を例として、通
信装置は通信機能を持つネットワーク装置１１０及び端末装置１２０を含んでもよく、ネ
ットワーク装置１１０と端末装置１２０は上記の具体的な装置であってもよく、ここで詳
細な説明は省略する。通信装置は更に通信システム１００における他の装置、例えばネッ
トワーク制御装置、モビリティ管理エンティティ等の他のネットワークエンティティを含
んでもよく、本願の実施例は制限しない。
【００２４】
　本発明の実施例を詳しく説明する前に、まず車とモノの通信システムを簡単に説明する
。
【００２５】
　車とモノの通信システムは装置対装置（Ｄ２Ｄ、Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ）
通信に基づくサイドリンク（ＳＬ、Ｓｉｄｅ　Ｌｉｎｋ）伝送技術であり、従来のＬＴＥ
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システムにおける通信データが基地局により送受信される方式と異なり、車とモノの通信
システムにおける通信データが装置対装置の直接通信を用いるため、より高いスペクトル
効率及びより低い伝送遅延を有する。
【００２６】
　３ＧＰＰ　Ｒｅｌ－１４においてＶ２Ｘを標準化したが、モード３及びモード４の２つ
の伝送モードを定義した。
【００２７】
　モード３において、データ伝送プロセスは図２に示され、車載端末のサイドリンク伝送
リソースは基地局により割り当てられたものであり、車載端末は基地局が割り当てたリソ
ースに基づいてサイドリンクにおいてデータを送信し、基地局は１回伝送するリソースを
端末に割り当ててもよく、半静的に伝送するリソースを端末に割り当ててもよい。
【００２８】
　モード４において、データ伝送プロセスは図３に示され、車載端末はセンシング（ｓｅ
ｎｓｉｎｇ）及び予約（ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ）の伝送方式を用いる。車載端末はリソ
ースプールにおいてセンシング方式で利用可能な伝送リソースセットを取得し、端末は該
セットから１つのリソースをランダムに選択してサイドリンクデータの伝送を行う。車と
モノの通信システムにおけるサービスが周期的特徴を有するため、端末は一般的に半静的
伝送方式を用い、即ち端末は１つの伝送リソースを選択した後、複数の伝送周期において
該リソースを持続的に使用することとなり、これによってリソース再選択及びリソース衝
突の確率を低下させる。端末は今回伝送された制御情報に次回の伝送リソースの情報を含
ませて予約させることとなり、これによって他の端末は該ユーザーの制御情報を検出する
ことで、このリソースが該ユーザーに予約・使用されたかどうかを判断することを可能に
して、リソース衝突を低下させるという目的を実現する。
【００２９】
　ＮＲ－Ｖ２Ｘにおいて、自動運転をサポートする必要があるため、車両間のデータ交換
に対してより高い要件、例えばより高いスループット、より低い遅延、より高い信頼性、
より広いカバレッジ範囲、より柔軟なリソース割り当て等は提案された。
【００３０】
　ＮＲ－Ｖ２Ｘにおいて、更に複数の伝送方式、例えばユニキャスト（ｕｎｉｃａｓｔ）
、グループキャスト（ｇｒｏｕｐｃａｓｔ）、ブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）
をサポートする必要がある。ユニキャスト伝送を行うとき、データ受信端末装置はデータ
送信端末装置にフィードバック情報、例えば肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）情報等を送信する必要があり、データ送信端末装置はデータ受信端末装置のフィードバ
ック情報に基づいて変調符号化方式（ＭＣＳ、Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）レベルを調整して、再送信等を行う必要があるかどうかを判断する
ことができる。
【００３１】
　ＮＲ－Ｖ２Ｘにおいて、サイドリンク伝送リソースはネットワーク装置により割り当て
られたものであってもよい。サイドリンクにおいて、データ受信端末装置はデータ送信端
末装置にフィードバック情報を送信し、フィードバック情報はＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ
、チャネル状態情報（ＣＳＩ、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
、電力調整情報等を含み、ネットワーク装置によるリソーススケジューリング及び伝送パ
ラメータの設定を補助するために、送信端末装置は前記フィードバック情報をネットワー
ク装置に送信する必要がある。ネットワーク装置はデータ送信端末装置がフィードバック
した情報に基づいて、サイドリンクにおけるデータがデータ受信端末装置に正しく受信さ
れたかどうかを判断し、それによりデータ送信端末装置に新たなデータ伝送又は再送信の
ためのリソースを割り当てる。又は、データ送信端末装置はＣＳＩ／ＣＱＩ等の情報をネ
ットワーク装置に送信して、ネットワーク装置による伝送パラメータの設定、例えばサイ
ドリンクが使用するＭＣＳ等の設定を補助する。しかしながら、データ送信端末装置がど
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のようにフィードバック情報をネットワーク装置に送信するかについては、現在有効な解
決案がまだ存在しない。
【００３２】
　上記問題に基づいて、本発明の実施例に係る端末装置に適用される情報伝送方法の選択
可能な処理プロセスは図４に示されるように、第１端末装置がネットワーク装置に第１指
示情報を送信するステップＳ２０１を含む。
【００３３】
　いくつかの実施例では、前記第１指示情報は第１情報を含み、前記第１情報は少なくと
も下記情報のうちの少なくとも１つを含む。
【００３４】
　１）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
　該ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリン
クデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられる。
【００３５】
　２）ビームインデックス情報
　該ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデー
タを送信する際に使用するビームを示すことに用いられる。
【００３６】
　３）ＣＱＩ情報
　該ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこと
に用いられる。
【００３７】
　４）ＣＳＩ情報
　該ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこと
に用いられる。
【００３８】
　５）プリコーディング行列指標（ＰＭＩ、Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）情報
　該プリコーディング行列指標情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリン
クデータを送信する際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられる。
【００３９】
　６）ランク指示情報
　該ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信
する際に使用するランク情報を示すことに用いられる。
【００４０】
　７）電力指示情報
　該電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられる
。
【００４１】
　８）候補リソースセット
　前記候補リソースセットは前記第１端末装置がサイドリンクにおいてセンシングにより
取得した利用可能な伝送リソースセットである。例えば、ネットワーク装置が第１リソー
スプールにおいて第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て、ネットワーク装
置が伝送リソースを前記第１端末装置に割り当てる前に、前記第１端末装置は前記第１リ
ソースプールにおいてセンシング方式で前記候補リソースセットを決定し、前記候補リソ
ースセットにおける各リソースはいずれも前記第１端末装置によるサイドリンクデータの
伝送に使用可能な伝送リソースである。例えば、前記候補リソースセットは１つのリソー
ス選択ウィンドウにおけるエネルギーの最も低いＮ個の伝送リソースからなる集合である
。前記第１端末装置は前記候補リソースセットをネットワーク装置に送信して、ネットワ
ーク装置によるリソーススケジューリングを補助する。
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【００４２】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１指示情報を送信する具体的な実現方式は少
なくとも、
　前記第１端末装置が、前記第１指示情報を含むアップリンク制御チャネルを前記ネット
ワーク装置に送信すること、又は、
　前記第１端末装置が、前記第１指示情報を含むアップリンクデータチャネルを前記ネッ
トワーク装置に送信すること、又は、
　前記第１端末装置が、前記第１情報を搬送するアップリンク無線リソース制御（ＲＲＣ
、Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングを前記ネットワーク装
置に送信すること、又は、
　前記第１端末装置が、前記第１指示情報を含むスケジューリング要求（ＳＲ、Ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をネットワーク装置に送信すること、又は、
　前記第１端末装置が、前記第１指示情報を含むバッファ状態報告（ＢＳＲ、Ｂｕｆｆｅ
ｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ）をネットワーク装置に送信することを含む。
【００４３】
　前記第１端末装置がアップリンク制御チャネルの送信を介して前記第１指示情報を前記
ネットワーク装置に送信するとき、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ、Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）により前記第１指示情報
を搬送してもよい。そして、異なるＰＵＣＣＨフォーマットで伝送できる情報のビット数
が異なるため、第１指示情報に含まれる異なる内容は、対応するＰＵＣＣＨフォーマット
で搬送されてもよい。
【００４４】
　例えば、前記第１指示情報に含まれるビット数が２ビット以下である場合、第１ＰＵＣ
ＣＨフォーマットで前記第１指示情報を搬送してもよい。前記第１指示情報に含まれるビ
ット数が２ビットより大きい場合、第２ＰＵＣＣＨフォーマットで前記第１指示情報を搬
送してもよい。
【００４５】
　選択肢として、前記第１端末装置がアップリンク制御チャネルの送信を介して前記第１
指示情報を前記ネットワーク装置に送信するとき、前記第１端末装置は更に前記ネットワ
ーク装置から送信されたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ、Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信し、前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装
置にサイドリンク伝送リソースを割り当てることに用いられ、前記ダウンリンク制御情報
は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを決定するための第２指示情報を含む。
【００４６】
　例えば、ネットワーク装置はＰＵＣＣＨの伝送リソースセットを設定するための設定情
報を第１端末装置に送信する。ネットワーク装置はＤＣＩによって第１端末装置にサイド
リンク伝送リソースを割り当て、該ＤＣＩは第２指示情報を含んでもよく、前記第２指示
情報は上記設定情報と組み合わせてＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられ
る。具体的に、例えば、前記第２指示情報は１つのインデックス情報を含み、ネットワー
クに設定された複数のＰＵＣＣＨ伝送リソースから１つの伝送リソースを決定することに
用いられる。又は、前記第２指示情報はＰＵＣＣＨと該ＤＣＩとの時間間隔を示すことに
用いられ、更に、ＰＵＣＣＨの周波数領域リソースを示してもよい。従って、フィードバ
ック情報を伝送するために用いたＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することができる。
【００４７】
　以上は設定情報がＰＵＣＣＨの伝送リソースセットを設定することに用いられる場合を
例として説明したが、具体的に実施するとき、設定情報は更にＰＵＳＣＨの伝送リソース
セットを設定することに用いられてもよい。具体的に、ネットワーク装置はＤＣＩによっ
て第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て、該ＤＣＩは第２指示情報を含ん
でもよく、前記第２指示情報は上記設定情報と組み合わせてＰＵＳＣＨの伝送リソースを
決定することに用いられる。具体的に、例えば、前記第２指示情報は１つのインデックス
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情報を含み、ネットワークに設定された複数のＰＵＳＣＨ伝送リソースから１つの伝送リ
ソースを決定することに用いられる。又は、前記第２指示情報はＰＵＳＣＨと該ＤＣＩと
の時間間隔を示すことに用いられ、更に、ＰＵＳＣＨの周波数領域リソースを示してもよ
い。従って、フィードバック情報を伝送するために用いたＰＵＳＣＨの伝送リソースを決
定することができる。
【００４８】
　選択肢として、前記第１端末装置がアップリンクデータチャネルの送信を介して前記第
１指示情報を前記ネットワーク装置に送信するとき、前記第１指示情報は前記アップリン
クデータチャネルをパンクチャリング（ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）することにより前記アッ
プリンクデータチャネルに搬送される。前記第１指示情報がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を含む
場合を例として、ネットワーク装置に送信する必要のあるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を符号化
してもよく、符号化後のビットでＰＵＳＣＨチャネルのリソースをパンクチャリングし、
即ちＡＣＫ／ＮＡＣＫ符号化後のシンボルでＰＵＳＣＨのデータシンボルを代替する。
【００４９】
　例えば、ＬＴＥシステムにおいて、ＰＵＳＣＨのフレーム構造は、サブフレームにおけ
る４番目及び１１番目の時間領域シンボルが復調参照信号（ＤＭＲＳ、ｄｅｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を伝送することに用いられ、４番目及び
１１番目の時間領域シンボル以外の他の時間領域シンボルがＰＵＳＣＨを伝送することに
用いられてもよいということである。ネットワークが第１端末装置に割り当てたＰＵＳＣ
Ｈを伝送するための周波数領域リソースは４つの物理リソースブロック（ＰＲＢ、ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）であれば、該第１端末装置はまずＰＵＳＣ
ＨのデータをＤＭＲＳシンボル以外のすべての伝送リソースにマッピングし、次にＡＣＫ
／ＮＡＣＫ符号化後のシンボルでＰＵＳＣＨのデータシンボルを代替し、即ちＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫシンボルを利用してＰＵＳＣＨデータをパンクチャリングする。例えば、符号化後
のＡＣＫ／ＮＡＣＫシンボルで１番目のＤＭＲＳ時間領域シンボルの次のシンボル（即ち
、５番目の時間領域シンボル）におけるＰＵＳＣＨデータを代替する。
【００５０】
　選択肢として、前記第１端末装置がアップリンクデータチャネルの送信を介して前記第
１指示情報を前記ネットワーク装置に送信するとき、前記第１指示情報はレートマッチン
グ方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送される。
【００５１】
　例えば、端末装置はパラメータ設定（例えば、ＭＣＳ等）に基づいてフィードバック対
象の情報の占有したリソース数を決定し、符号化後のフィードバック情報を対応の伝送リ
ソースにマッピングし、ＰＵＳＣＨのデータ及び参照信号を他のリソースにマッピングす
る。ＰＵＳＣＨのデータが使用できるリソースはネットワークにより割り当てられた伝送
リソースのうちの、フィードバック情報の占有したリソース及びパイロット信号等の占有
したリソース以外の伝送リソースである。
【００５２】
　選択肢として、前記第１端末装置がＳＲの送信を介して前記第１指示情報を前記ネット
ワーク装置に送信するとき、第１指示情報がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報である場合を例として
、ネットワーク装置は第１端末装置に２セットのＳＲリソースを設定し、第１端末装置が
１セット目のＳＲリソースにおいてＳＲを送信すれば、第１端末装置の送信したものがＡ
ＣＫ情報であることを示し、第１端末装置が２セット目のＳＲリソースにおいてＳＲを送
信すれば、第１端末装置の送信したものがＮＡＣＫ情報であることを示す。上記実施形態
によって、第１端末装置はネットワーク装置にＡＣＫ情報又はＮＡＣＫ情報を暗黙的に送
信することができる。
【００５３】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識
別子情報、第１識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
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第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である。
【００５４】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ、Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）、参照信号受信品質（ＲＳＲＱ
、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）、受信信号
強度指標（ＲＳＳＩ、Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）、干渉指示情報、経路損失情報のうちの少なくとも１つを含む。
【００５５】
　理解されるように、上記解決手段におけるＲＳＲＰはサイドリンクＲＳＲＰであり、Ｒ
ＳＲＱはサイドリンクＲＳＲＱであり、ＲＳＳＩはサイドリンクＲＳＳＩであり、干渉指
示情報はサイドリンクの干渉を示すことに用いられ、経路損失情報は前記第１端末と前記
第２端末との間のサイドリンクの経路損失を示す。
【００５６】
　他の実施例では、第１端末装置がステップＳ２０１を実行する前に、前記方法は更に、
　第１端末装置は第２端末装置から送信された、第１指示情報を含む第１サイドリンクチ
ャネルを受信するステップＳ２００を含む。
【００５７】
　前記第１サイドリンクチャネルは物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ、Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理サイドリンク
共有チャネル（ＰＳＳＣＨ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）又はサイドリンクフィードバックチャネル等を伝送することに用いられても
よい。
【００５８】
　例えば、第２端末装置は第１端末装置から送信されたサイドリンクデータを受信し、前
記第１端末装置にフィードバック情報、例えばＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報又はＣＳＩ／ＣＱＩ
情報等を送信する。
【００５９】
　選択肢として、第２端末装置は第１端末装置から送信されたサイドリンクチャネル又は
測定信号を受信し、第１指示情報におけるＣＳＩ、ＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩ等の情報を取得
し、又は、第２端末装置は測定によって第１指示情報に含まれるＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、Ｒ
ＳＳＩ、経路損失情報、干渉情報等の情報を取得する。第２端末装置は上記２つの方式の
うちのいずれか１つ又は２つで取得した第１指示情報を前記第１サイドリンクチャネルに
搬送して第１端末装置に送信し、第１端末装置は第１指示情報をネットワーク装置に送信
する。
【００６０】
　更なる実施例では、第１端末装置がステップＳ２０１を実行する前に、前記方法は更に
、
　第１端末装置が前記第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネル及び／又は
測定信号を受信し、前記第１端末装置が前記第２サイドリンクチャネル及び／又は測定信
号に基づいて前記第１指示情報を取得するステップＳ２００’を含む。
【００６１】
　前記第２サイドリンクチャネルはＰＳＣＣＨ、ＰＳＳＣＨ、サイドリンクフィードバッ
クチャネル、物理サイドリンク発見チャネル（ＰＳＤＣＨ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｉｄｅ
ｌｉｎｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ）又は参照信号であってもよい。前記参
照信号はチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）又はサウンディング参照信号
（ＳＲＳ、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）等であってもよい。
【００６２】
　前記測定信号は少なくとも、復調参照信号（ＤＭＲＳ、Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒ
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ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ、Ｃｈａ
ｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、サ
ウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、位相
追従参照信号（ＰＴ－ＲＳ、Ｐｈａｓｅ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ）のうちの少なくとも１つを含む。
【００６３】
　具体的に実施するとき、前記第１端末装置は前記第２端末装置から送信された第２サイ
ドリンクチャネル及び／又は測定信号に基づいて、第１指示情報におけるＣＳＩ、ＣＱＩ
、ＲＩ、ＰＭＩ等の情報を取得する。又は、前記第１端末装置は前記第２端末装置から送
信された第２サイドリンクチャネル及び／又は測定信号に基づいて、前記第１指示情報に
含まれるＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、ＲＳＳＩ、経路損失情報、干渉情報等の情報を取得する。
ネットワーク装置が効果的で合理的なリソースのスケジューリングを行うために、前記第
１端末装置は取得された第１指示情報をネットワーク装置に送信する。
【００６４】
　本発明の実施例に係るネットワーク装置に適用される情報伝送方法の選択可能な処理プ
ロセスは図５に示されるように、
　ネットワーク装置が第１端末装置から送信された第１指示情報を受信するステップＳ３
０１を含む。
【００６５】
　具体的に実施するとき、ネットワーク装置が第１端末装置から送信された第１指示情報
を受信する具体的な実現方式は少なくとも、
　前記ネットワーク装置が第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアップ
リンク制御チャネルを受信すること、又は、
　前記ネットワーク装置が第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むアップ
リンクデータチャネルを受信すること、又は、
　前記ネットワーク装置が第１端末装置から送信された、前記第１情報を搬送するアップ
リンクＲＲＣシグナリングを受信すること、又は、
　前記ネットワーク装置が第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むＳＲを
受信すること、又は、
　前記ネットワーク装置が第１端末装置から送信された、前記第１指示情報を含むＢＳＲ
を受信することを含む。
【００６６】
　ここで、前記第１指示情報についての関連説明はステップＳ２０１における前記第１指
示情報についての関連説明と同様であり、ネットワーク装置が第１指示情報を取得する方
式はステップＳ２０１における第１端末装置が第１指示情報を送信する方式と同様であり
、ここで詳細な説明は省略する。
【００６７】
　なお、本発明の実施例では、前記第１端末装置は車とモノの通信システムにおけるデー
タ伝送を行う際のデータ送信端であってもよく、前記第２端末装置は車とモノの通信シス
テムにおけるデータ伝送を行う際のデータ受信端であってもよい。
【００６８】
　本発明の実施例は更に通信システムに適用される情報フィードバック方法を提供する。
前記通信システムは第１端末装置、第２端末装置及びネットワーク装置を備える。前記第
１端末装置は車とモノの通信システムにおけるデータ送信端であり、前記第２端末装置は
車とモノの通信システムにおけるデータ受信端である。前記方法は以下のステップを含む
。
【００６９】
　ステップ１、第２端末装置は第１端末装置に第１指示情報を送信する。
【００７０】
　いくつかの実施例では、第２端末装置は前記第１指示情報を含む第１サイドリンクチャ
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ネルを第１端末装置に送信する。
【００７１】
　他の実施例では、第２端末装置は第１端末装置に第２サイドリンクチャネルを送信し、
前記第１端末装置は前記第２サイドリンクチャネルに基づいて前記第１指示情報を取得す
る。
【００７２】
　ここで、前記第１サイドリンクチャネルと前記第２サイドリンクチャネルはＰＳＣＣＨ
、ＰＳＳＣＨ又はサイドリンクフィードバックチャネル等であってもよい。
【００７３】
　ステップ２、第１端末装置はネットワーク装置に前記第１指示情報を送信する。
【００７４】
　ステップ３、ネットワーク装置は第１指示情報を受信する。
【００７５】
　本発明の実施例では、ネットワーク装置は受信された第１指示情報に基づいて伝送パラ
メータを設定し又はリソースを割り当てる。
【００７６】
　本発明の実施例は更に第１端末装置を提供し、前記第１端末装置の構造は図６に示され
るように、
　ネットワーク装置に第１指示情報を送信するように設定される第１送信ユニット４０１
を備える。
【００７７】
　いくつかの実施例では、前記第１情報は少なくとも下記情報のうちの少なくとも１つを
含む。
【００７８】
　１）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
　該ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリン
クデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられる。
【００７９】
　２）ビームインデックス情報
　該ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデー
タを送信する際に使用するビームを示すことに用いられる。
【００８０】
　３）ＣＱＩ情報
　該ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこと
に用いられる。
【００８１】
　４）ＣＳＩ情報
　該ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこと
に用いられる。
【００８２】
　５）ＰＭＩ情報
　該ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信する
際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられる。
【００８３】
　６）ランク指示情報
　該ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信
する際に使用するランク情報を示すことに用いられる。
【００８４】
　７）電力指示情報
　該電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられる
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。
【００８５】
　８）候補リソースセット
　前記候補リソースセットは前記第１端末装置がサイドリンクにおいてセンシングにより
取得した利用可能な伝送リソースセットである。例えば、ネットワーク装置は第１リソー
スプールにおいて第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て、ネットワーク装
置が前記第１端末装置に伝送リソースを割り当てる前に、前記第１端末装置は前記第１リ
ソースプールにおいてセンシング方式で前記候補リソースセットを決定し、前記候補リソ
ースセットにおける各リソースはいずれも前記第１端末装置によるサイドリンクデータの
伝送に使用可能な伝送リソースであり、例えば、前記候補リソースセットは１つのリソー
ス選択ウィンドウにおけるエネルギーの最も低いＮ個の伝送リソースからなる集合である
。前記第１端末装置は前記候補リソースセットをネットワーク装置に送信して、ネットワ
ーク装置によるリソーススケジューリングを補助する。
【００８６】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識
別子情報、第１識別子情報のうちの少なくとも１つを含む。前記グループ識別子情報は前
記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記第１識別子情報は前記第１端末
と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情報である。
【００８７】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、ＲＳＳＩ、干渉指示情
報及び経路損失情報のうちの少なくとも１つを含む。
【００８８】
　一実施例では、前記第１送信ユニット４０１は、前記第１指示情報を含むアップリンク
制御チャネルを前記ネットワーク装置に送信するように設定される。
【００８９】
　このとき、前記第１端末装置は更に第１受信ユニット４０２を備え、前記第１受信ユニ
ット４０２は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を受信するように設定され、前記
第２指示情報は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを決定することに用いられ
、前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる。
【００９０】
　一実施例では、前記第１送信ユニット４０１は、前記第１指示情報を含むアップリンク
データチャネルを前記ネットワーク装置に送信するように設定される。
【００９１】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される。又は、前記第１指示情報はレートマッ
チング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送される。
【００９２】
　一実施例では、前記第１送信ユニット４０１は、前記第１情報を搬送するアップリンク
無線リソース制御シグナリングを前記ネットワーク装置に送信するように設定される。
【００９３】
　一実施例では、前記第１送信ユニット４０１は、前記第１指示情報を含むスケジューリ
ング要求をネットワーク装置に送信するように設定される。
【００９４】
　一実施例では、前記第１送信ユニット４０１は、前記第１指示情報を含むバッファ状態
報告をネットワーク装置に送信するように設定される。
【００９５】
　一実施例では、前記第１端末装置は更に、前記第２端末装置から送信された、前記第１
指示情報を含む第１サイドリンクチャネルを受信するように設定される第２受信ユニット
４０３を備える。
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【００９６】
　一実施例では、前記第１端末装置は更に第３受信ユニット４０４を備え、前記第３受信
ユニット４０４は前記第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネル及び／又は
測定信号を受信するように設定され、前記第１端末装置は前記第２サイドリンクチャネル
及び／又は測定信号に基づいて前記第１指示情報を取得する。
【００９７】
　前記第１サイドリンクチャネルと前記第２サイドリンクチャネルはＰＳＣＣＨ、ＰＳＳ
ＣＨ又はサイドリンクフィードバックチャネル等であってもよい。
【００９８】
　本発明の実施例は更にネットワーク装置を提供し、前記ネットワーク装置の構造は図７
に示されるように、第４受信ユニット５０１を備え、
　前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、第１情報を含む第１指
示情報を受信するように設定され、前記第１情報は前記ネットワーク装置が伝送パラメー
タを設定し又はリソースを割り当てることに用いられる。
【００９９】
　いくつかの実施例では、前記第１情報は少なくとも下記情報のうちの少なくとも１つを
含む。
【０１００】
　１）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
　該ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリン
クデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられる。
【０１０１】
　２）ビームインデックス情報
　該ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデー
タを送信する際に使用するビームを示すことに用いられる。
【０１０２】
　３）ＣＱＩ情報
　該ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこと
に用いられる。
【０１０３】
　４）ＣＳＩ情報
　該ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこと
に用いられる。
【０１０４】
　５）ＰＭＩ情報
　該ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信する
際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられる。
【０１０５】
　６）ランク指示情報
　該ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信
する際に使用するランク情報を示すことに用いられる。
【０１０６】
　７）電力指示情報
　該電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられる
。
【０１０７】
　８）候補リソースセット
　前記候補リソースセットは前記第１端末装置がサイドリンクにおいてセンシングにより
取得した利用可能な伝送リソースセットである。例えば、ネットワーク装置は第１リソー
スプールにおいて第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て、ネットワーク装
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置が前記第１端末装置に伝送リソースを割り当てる前に、前記第１端末装置は前記第１リ
ソースプールにおいてセンシング方式で前記候補リソースセットを決定し、前記候補リソ
ースセットにおける各リソースはいずれも前記第１端末装置によるサイドリンクデータの
伝送に使用可能な伝送リソースであり、例えば、前記候補リソースセットは１つのリソー
ス選択ウィンドウにおけるエネルギーの最も低いＮ個の伝送リソースからなる集合である
。前記第１端末装置は前記候補リソースセットをネットワーク装置に送信して、ネットワ
ーク装置によるリソーススケジューリングを補助する。
【０１０８】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識
別子情報、第１識別子情報のうちの少なくとも１つを含む。
【０１０９】
　前記グループ識別子情報は前記第１端末が位置するグループの識別子情報であり、前記
第１識別子情報は前記第１端末と前記第２端末がユニキャスト通信を行うリンク識別子情
報である。
【０１１０】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、ＲＳＳＩ、干渉指示情
報及び経路損失情報のうちの少なくとも１つを含む。
【０１１１】
　一実施例では、前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、前記第
１指示情報を含むアップリンク制御チャネルを受信するように設定される。
【０１１２】
　このとき、前記ネットワーク装置は更に第２送信ユニット５０２を備え、前記第２送信
ユニット５０２は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を前記第１端末装置に送信す
るように設定され、前記第２指示情報は前記アップリンク制御チャネルの伝送リソースを
決定することに用いられる。前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリン
ク伝送リソースを割り当てることに用いられる。
【０１１３】
　一実施例では、前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、前記第
１指示情報を含むアップリンクデータチャネルを受信するように設定される。
【０１１４】
　前記第１指示情報は前記アップリンクデータチャネルをパンクチャリングすることによ
り前記アップリンクデータチャネルに搬送される。又は、前記第１指示情報はレートマッ
チング方式で前記アップリンクデータチャネルに搬送される。
【０１１５】
　一実施例では、前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、前記第
１情報を搬送するアップリンク無線リソース制御シグナリングを受信するように設定され
る。
【０１１６】
　一実施例では、前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、前記第
１指示情報を含むＳＲを受信するように設定される。
【０１１７】
　一実施例では、前記第４受信ユニット５０１は、第１端末装置から送信された、前記第
１指示情報を含むＢＳＲを受信するように設定される。
【０１１８】
　本発明の上記実施例では、第１情報はいずれも第１端末装置と第２端末装置との間に伝
送されるサイドリンクデータに対するフィードバック情報であり、第２端末装置はフィー
ドバック情報を第１端末装置に送信し、第１端末装置はフィードバック情報をネットワー
ク装置に送信する。それにより、ＮＲ　Ｖ２Ｘにおいて、データ送信端はサイドリンクデ
ータに対するフィードバック情報をネットワーク装置に送信することで、ネットワーク装
置はフィードバック情報に基づいてリソースをスケジューリングし又は伝送パラメータを
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設定することができる。
【０１１９】
　本発明の実施例は更に端末装置を提供し、該端末装置はプロセッサと、プロセッサにお
いて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメモリと、を備え、
前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記第１端末装置の実行
する情報フィードバック方法におけるステップを実行することに用いられる。
【０１２０】
　本発明の実施例は更にネットワーク装置を提供し、該ネットワーク装置はプロセッサと
、プロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメ
モリと、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記ネ
ットワーク装置の実行する情報フィードバック方法におけるステップを実行することに用
いられる。
【０１２１】
　図８は本発明の実施例の電子装置（ネットワーク装置又は第１端末装置）のハードウェ
アの要部構成の模式図である。電子装置７００は少なくとも１つのプロセッサ７０１、メ
モリ７０２及び少なくとも１つのネットワークインターフェース７０４を備える。電子装
置７００の各コンポーネントはバスシステム７０５により一体に結合される。理解される
ように、バスシステム７０５はこれらのコンポーネント同士の接続通信を実現することに
用いられる。バスシステム７０５はデータバスのほか、更に電源バス、制御バス及び状態
信号バスを含むが、明確に説明するために、図８において様々なバスはいずれもバスシス
テム７０５と記される。
【０１２２】
　理解されるように、メモリ７０２は揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよく、
又は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含んでもよい。不揮発性メモリはＲＯＭ
、プログラム可能読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ
－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
、Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ、Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、強磁性ランダムアクセスメモリ（ＦＲＡＭ、ｆｅｒｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ（Ｆｌａｓｈ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、磁気メモリ、光ディスク、又はコンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－
ＲＯＭ、Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）であってもよ
い。磁気メモリはディスクメモリ又は磁気テープメモリであってもよい。揮発性メモリは
外部キャッシュメモリとして使用されるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であってもよい。例示的な説明であって制限的ではない
が、多くの形式のＲＡＭ、例えばスタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ、Ｓｔ
ａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、シンクロナススタティックラ
ンダムアクセスメモリ（ＳＳＲＡＭ、Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ
、Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、シンクロナスダイナ
ミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ、Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ダブルデータレートシンクロナスダイ
ナミックランダムアクセスメモリ（ＤＤＲＳＤＲＡＭ、Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔ
ｅ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、拡張型シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ（ＥＳＤＲＡＭ、Ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、シンクリンクダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＬＤＲＡＭ、
ＳｙｎｃＬｉｎｋ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ダ
イレクトラムバスランダムアクセスメモリ（ＤＲＲＡＭ、Ｄｉｒｅｃｔ　Ｒａｍｂｕｓ　
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Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）は利用可能である。本発明の実施例に説明
されるメモリ７０２はこれらのメモリ及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、そ
れらに限らないように意図されるものである。
【０１２３】
　本発明の実施例では、電子装置７００の操作をサポートするために、メモリ７０２は様
々なタイプのデータを記憶することに用いられる。これらのデータの例は、電子装置７０
０において操作するためのいかなるコンピュータプログラム、例えばアプリケーションプ
ログラム７０２２を含む。本発明の実施例の方法を実現するプログラムはアプリケーショ
ンプログラム７０２２に含まれてもよい。
【０１２４】
　上記本発明の実施例に開示される方法はプロセッサ７０１に適用されてもよく、プロセ
ッサ７０１により実現されてもよい。プロセッサ７０１は信号処理機能を有する集積回路
チップでありうる。実現過程において、上記方法の各ステップはプロセッサ７０１におけ
るハードウェアの集積論理回路又はソフトウェア形式の命令で行われてもよい。上記プロ
セッサ７０１は汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ、Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）又は他のプログラマブルロジックデバイス、個別
ゲート又はトランジスタロジックデバイス、個別ハードウェアコンポーネント等であって
もよい。プロセッサ７０１は本発明の実施例に開示される各方法、ステップ及び論理ブロ
ックを実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサ、又はいか
なる通常のプロセッサ等であってもよい。本発明の実施例に開示される方法のステップは
ハードウェア復号プロセッサで遂行し、又は復号プロセッサにおけるハードウェア及びソ
フトウェアモジュールの組み合わせで遂行するように直接具現されてもよい。ソフトウェ
アモジュールは記憶媒体に位置してもよく、該記憶媒体はメモリ７０２に位置し、プロセ
ッサ７０１はメモリ７０２における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上
記方法のステップを行う。
【０１２５】
　例示的な実施例では、上記方法を実行するために、電子装置７００は１つ又は複数の特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ、
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、複合プログラマブルロジック
デバイス（ＣＰＬＤ、Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ）、ＦＰＧＡ、汎用プロセッサ、コントローラ、ＭＣＵ、ＭＰＵ又は他の電子部品
により実現されてもよい。
【０１２６】
　本願の実施例は更にコンピュータ可読記憶媒体を提供し、該媒体はコンピュータプログ
ラムを記憶することに用いられる。
【０１２７】
　選択肢として、該コンピュータ可読記憶媒体は本願の実施例のネットワーク装置に適用
されてもよく、且つ該コンピュータプログラムによってコンピュータが本願の実施例の各
方法におけるネットワーク装置の実現する対応プロセスを実行する。簡潔のために、ここ
で詳細な説明は省略する。
【０１２８】
　選択肢として、該コンピュータ可読記憶媒体は本願の実施例の端末装置に適用されても
よく、且つ該コンピュータプログラムによってコンピュータが本願の実施例の各方法にお
ける端末装置の実現する対応プロセスを実行する。簡潔のために、ここで詳細な説明は省
略する。
【０１２９】
　理解されるように、上記実施例では、「／」が「又は」を意味し、例えば「Ａ／Ｂ」が
「Ａ又はＢ」を示す。
【０１３０】
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　本発明は本発明の実施例に係る方法、装置（システム）及びコンピュータプログラム製
品のフローチャート及び／又はブロック図を参照して説明したものである。理解されるよ
うに、コンピュータプログラム命令によってフローチャート及び／又はブロック図におけ
る各プロセス及び／又はブロック、並びにフローチャート及び／又はブロック図における
プロセス及び／又はブロックの組み合わせを実現できる。これらのコンピュータプログラ
ム命令を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ又は他のプログラマ
ブルデータ処理装置のプロセッサに提供して、１つのマシンを生成することができる。そ
れにより、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサの実行した
命令によって、フローチャートにおける１つのプロセス又は複数のプロセス及び／又はブ
ロック図における１つのブロック又は複数のブロックにおいて指定された機能を実現する
ための装置を生成する。
【０１３１】
　これらのコンピュータプログラム命令はコンピュータ又は他のプログラマブルデータ処
理装置が特定の方式で動作するように案内できるコンピュータ可読メモリに記憶されても
よい。それにより、該コンピュータ可読メモリに記憶される命令は命令装置を備える製造
品を生成し、該命令装置はフローチャートにおける１つのプロセス又は複数のプロセス及
び／又はブロック図における１つのブロック又は複数のブロックにおいて指定された機能
を実現する。
【０１３２】
　これらのコンピュータプログラム命令は更にコンピュータ又は他のプログラマブルデー
タ処理装置にアップロードされてもよい。それにより、コンピュータ又は他のプログラマ
ブル装置において一連の操作ステップを実行することでコンピュータの実現する処理を生
成し、これにより、コンピュータ又は他のプログラマブル装置において実行される命令は
フローチャートにおける１つのプロセス又は複数のプロセス及び／又はブロック図におけ
る１つのブロック又は複数のブロックにおいて指定された機能を実現するためのステップ
を提供する。
【０１３３】
　以上の説明は本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を制限するためのもの
ではない。本発明の趣旨や原則内に行われるいかなる修正、等価置換及び改良等は、いず
れも本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月9日(2021.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第５態様では、本発明の実施例は端末装置を提供し、前記端末装置はプロセッサと、プ
ロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメモリ
と、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記第１端
末装置の実行する情報伝送方法におけるステップを実行することに用いられる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　第６態様では、本発明の実施例はネットワーク装置を提供し、前記ネットワーク装置は
プロセッサと、プロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに
用いられるメモリと、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行する
とき、上記ネットワーク装置の実行する情報伝送方法におけるステップを実行することに
用いられる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　第７態様では、本発明の実施例は記憶媒体を提供し、前記記憶媒体に実行可能プログラ
ムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行されるとき、上記第１端
末装置の実行する情報伝送方法を実現する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　第８態様では、本発明の実施例は記憶媒体を提供し、前記記憶媒体に実行可能プログラ
ムが記憶され、前記実行可能プログラムがプロセッサにより実行されるとき、上記ネット
ワーク装置の実行する情報伝送方法を実現する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の実施例に係る情報伝送方法、装置及び記憶媒体によれば、第１端末装置はネッ
トワーク装置に第１指示情報を送信し、前記第１指示情報は第１情報を含み、前記第１情
報は第１端末装置と第２端末装置との間に伝送されるサイドリンクデータに対するフィー
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ドバック情報である。このように、ＮＲ　Ｖ２Ｘにおいて、データ送信端はサイドリンク
データに対するフィードバック情報をネットワーク装置に送信し、それにより前記ネット
ワーク装置は前記第１情報に基づいてリソースをスケジューリングし又は伝送パラメータ
を設定することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　ＮＲ－Ｖ２Ｘにおいて、更に複数の伝送方式、例えばユニキャスト（ｕｎｉｃａｓｔ）
、グループキャスト（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ）、ブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）
をサポートする必要がある。ユニキャスト伝送を行うとき、データ受信端末装置はデータ
送信端末装置にフィードバック情報、例えば肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ、Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）情報等を送信する必要があり、データ送信端末装置はデータ受信端末装置のフィードバ
ック情報に基づいて変調符号化方式（ＭＣＳ、Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）レベルを調整して、再送信等を行う必要があるかどうかを判断する
ことができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　例えば、前記第１指示情報に含まれるビット数が２以下である場合、第１ＰＵＣＣＨフ
ォーマットで前記第１指示情報を搬送してもよい。前記第１指示情報に含まれるビット数
が２より大きい場合、第２ＰＵＣＣＨフォーマットで前記第１指示情報を搬送してもよい
。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識
別子情報、第１識別子情報のうちの少なくとも１つを含み、
　前記グループ識別子情報は前記第１端末装置が位置するグループの識別子情報であり、
前記第１識別子情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置がユニキャスト通信を行うリ
ンク識別子情報である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　理解されるように、上記解決手段におけるＲＳＲＰはサイドリンクＲＳＲＰであり、Ｒ
ＳＲＱはサイドリンクＲＳＲＱであり、ＲＳＳＩはサイドリンクＲＳＳＩであり、干渉指
示情報はサイドリンクの干渉を示すことに用いられ、経路損失情報は前記第１端末装置と
前記第２端末装置との間のサイドリンクの経路損失を示す。
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【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　本発明の実施例は更に通信システムに適用される情報伝送方法を提供する。前記通信シ
ステムは第１端末装置、第２端末装置及びネットワーク装置を備える。前記第１端末装置
は車とモノの通信システムにおけるデータ送信端であり、前記第２端末装置は車とモノの
通信システムにおけるデータ受信端である。前記方法は以下のステップを含む。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　選択肢として、前記第１指示情報は更に、前記第２端末装置の識別子情報、グループ識
別子情報、第１識別子情報のうちの少なくとも１つを含む。前記グループ識別子情報は前
記第１端末装置が位置するグループの識別子情報であり、前記第１識別子情報は前記第１
端末装置と前記第２端末装置がユニキャスト通信を行うリンク識別子情報である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　一実施例では、前記第１端末装置は更に第３受信ユニット４０４を備え、前記第３受信
ユニット４０４は前記第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネル及び／又は
測定信号を受信するように設定され、前記第２サイドリンクチャネル及び／又は測定信号
に基づいて前記第１指示情報を取得する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　前記グループ識別子情報は前記第１端末装置が位置するグループの識別子情報であり、
前記第１識別子情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置がユニキャスト通信を行うリ
ンク識別子情報である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　本発明の実施例は更に端末装置を提供し、該端末装置はプロセッサと、プロセッサにお
いて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメモリと、を備え、
前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記第１端末装置の実行
する情報伝送方法におけるステップを実行することに用いられる。
【手続補正１５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　本発明の実施例は更にネットワーク装置を提供し、該ネットワーク装置はプロセッサと
、プロセッサにおいて実行できるコンピュータプログラムを記憶することに用いられるメ
モリと、を備え、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行するとき、上記ネ
ットワーク装置の実行する情報伝送方法におけるステップを実行することに用いられる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報伝送方法であって、
　第１端末装置が第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネルを受信し、前記
第１端末装置が前記第２サイドリンクチャネルの情報に基づいて第１情報を取得すること
と、
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１情報を送信することと、を含み、
　前記第１情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーディ
ング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを
含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリ
ンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る情報伝送方法。
【請求項２】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１情報を含むアップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を前
記ネットワーク装置に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は更に、
　前記第１端末装置は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を受信し、前記第２指示
情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられることを含む請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記第２指示情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられることは
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、
　前記第２指示情報はインデックス情報を含み、前記インデックス情報はネットワーク装
置に設定された複数のＰＵＣＣＨ伝送リソースから１つの伝送リソースを決定することに
用いられることを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１端末装置がネットワーク装置に第１情報を送信することは、
　前記第１端末装置は前記第１情報を含むアップリンクデータチャネル（ＰＵＳＣＨ）を
前記ネットワーク装置に送信することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２サイドリンクチャネルはサイドリンクフィードバックチャネルを含む請求項１
～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　情報伝送方法であって、
　ネットワーク装置は第１端末装置から送信された第１情報を受信し、第２端末装置から
送信された第２サイドリンクチャネルは前記第１端末装置により受信され、前記第１情報
は前記第１端末装置が前記第２サイドリンクチャネルの情報に基づいて取得され、前記第
１情報は前記ネットワーク装置が伝送パラメータを設定し又はリソースを割り当てること
に用いられることを含み、
　前記第１情報は、肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス
情報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーデ
ィング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つ
を含み、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は前記第１端末装置から第２端末装置に送信されたサイドリ
ンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る情報伝送方法。
【請求項９】
　前記ネットワーク装置が第１情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１情報を含むアップリン
ク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を受信することを含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は更に、
　前記ネットワーク装置は第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を前記第１端末装置
に送信し、前記第２指示情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられ
ることを含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２指示情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられることは
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、
　前記第２指示情報はインデックス情報を含み、前記インデックス情報はネットワーク装
置に設定された複数のＰＵＣＣＨ伝送リソースから１つの伝送リソースを決定することに
用いられることを含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ネットワーク装置が第１情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置は第１端末装置から送信された、前記第１情報を含むアップリン
クデータチャネル（ＰＵＳＣＨ）を受信することを含む請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２サイドリンクチャネルはサイドリンクフィードバックチャネルを含む請求項８
～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　第１端末装置であって、第３受信ユニットと第１送信ユニットを備え、
　前記第３受信ユニットは、第２端末装置から送信された第２サイドリンクチャネルを受
信し、前記第２サイドリンクチャネルの情報に基づいて第１情報を取得するように設定さ
れ、
　前記第１送信ユニットは、第１情報をネットワーク装置に送信するように設定され、
　前記第１情報は肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報、ビームインデックス情
報、チャネル品質指標（ＣＱＩ）情報、チャネル状態指標（ＣＳＩ）情報、プリコーディ
ング行列指標（ＰＭＩ）情報、ランク指示情報、電力指示情報のうちの少なくとも１つを
含み、
　前記肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）情報は前記第１端末装置から第２端末装
置に送信されたサイドリンクデータが前記第２端末装置に正しく受信されたかどうかを示
すことに用いられ、
　前記ビームインデックス情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデ
ータを送信する際に使用するビームを示すことに用いられ、
　前記ＣＱＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル品質を示すこ
とに用いられ、
　前記ＣＳＩ情報は前記第１端末装置と前記第２端末装置との間のチャネル状態を示すこ
とに用いられ、
　前記ＰＭＩ情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送信す
る際に使用するプレコーディング情報を示すことに用いられ、
　前記ランク指示情報は前記第１端末装置が前記第２端末装置にサイドリンクデータを送
信する際に使用するランク情報を示すことに用いられ、
　前記電力指示情報は電力の向上又は低下、あるいは電力残量情報を示すことに用いられ
る第１端末装置。
【請求項１６】
　前記第１送信ユニットは、前記第１情報を含むアップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）を前記ネットワーク装置に送信するように設定される請求項１５に記載の第１端末装置
。
【請求項１７】
　第１受信ユニットを更に備え、
　前記第１受信ユニットは、第２指示情報を含むダウンリンク制御情報を受信するように
設定され、前記第２指示情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられ
る請求項１６に記載の第１端末装置。
【請求項１８】
　前記第２指示情報は前記ＰＵＣＣＨの伝送リソースを決定することに用いられることは
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、
　前記第２指示情報はインデックス情報を含み、前記インデックス情報はネットワーク装
置に設定された複数のＰＵＣＣＨ伝送リソースから１つの伝送リソースを決定することに
用いられることを含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ダウンリンク制御情報は前記第１端末装置にサイドリンク伝送リソースを割り当て
ることに用いられる請求項１７又は１８に記載の第１端末装置。
【請求項２０】
　前記第１送信ユニットは、前記第１情報を含むアップリンクデータチャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）を前記ネットワーク装置に送信するように設定される請求項１５に記載の第１端末装
置。
【請求項２１】
　前記第２サイドリンクチャネルはサイドリンクフィードバックチャネルを含む請求項１
５～２０のいずれか１項に記載の方法。
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