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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス間（D2D）通信におけるデバイスであって、
　D2D通信における第1のデバイスによって送信される第1のD2D同期情報を受信するよう構
成される受信ユニットであって、前記第1のD2D同期情報が同期元識別子および転送ホップ
カウントを備える、受信ユニットと、
　前記第1のD2D同期情報内の前記同期元識別子に対応する同期元と同期し、前記第1のD2D
同期情報内の前記転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合に、第2のD2D
同期情報を取得するために、前記第1のD2D同期情報内の前記転送ホップカウントを更新す
るよう構成される、処理ユニットと、
　前記第2のD2D同期情報を送信するよう構成される、送信ユニットと、
　を備える、デバイス間D2D通信におけるデバイスであって、
　前記受信ユニットによって受信された前記第1のD2D同期情報が、前記第1のデバイスに
よって送信されるD2D同期信号で搬送され、
　または、
　前記受信ユニットによって受信された前記第1のD2D同期情報が、第1部分D2D同期情報お
よび第2部分D2D同期情報を備え、前記第1部分D2D同期情報が、前記第1のデバイスによっ
て送信されるD2D同期信号で搬送され、前記第2部分D2D同期情報が、物理的D2D同期チャネ
ルPD2DSCHを介して前記第1のデバイスによって送信され、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、設定量の送信
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サイクル内で前記D2D同期信号のみを送信するよう特に構成され、
　前記受信ユニットが、前記設定量の送信サイクル内で何らのD2D同期信号も受信しない
、
　デバイス。
【請求項２】
　前記処理ユニットが、
　前記受信ユニットが2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合、前記受信
した第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを別々に取得し、前記取得した転
送ホップカウントの最小値を判断し、前記最小値が前記設定閾値未満であると判断した場
合、前記最小値に対応する前記第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同
期するようさらに構成される
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記処理ユニットが、
　前記最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、前記最小値に対応する
前記第1のD2D同期情報の信号強度を判断し、前記信号強度の最大値に対応する前記第1のD
2D同期情報に従って同期を実行するよう特に構成される、
　請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記受信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために
使用される無線フレームに備えられる、任意のリソースを使用することによってD2D同期
信号を受信し、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、前記無線フレームに備えられ
る、他のリソースのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう特に
構成され、D2D同期信号を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各
送信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレー
ムにおいて、D2D同期信号のために使用される2つ以上のリソースが構成される、
　請求項２または３に記載のデバイス。
【請求項５】
　デバイス間（D2D）通信におけるデバイスであって、
　同期元識別子と転送ホップカウントとを判断して、前記判断された同期元識別子と転送
ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するよう構成される、メッセージ処理
ユニットと、
　前記メッセージ処理ユニットによって処理された前記第1のD2D同期情報を送信するよう
構成される、送信ユニットとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記デバイスが、検出ユニットおよび受信ユニットをさらに備え、
　前記検出ユニットが、ネットワークによって送信されるダウンリンク同期信号を検出す
るよう構成され、
　前記メッセージ処理ユニットが、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、前記
送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示し、または、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出したと判断すると、前記受信ユニ
ットが別のデバイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、前記第3
のD2D同期情報内の同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判
断し、前記送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示する、ようさらに
構成され、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報を搬送し、
　または、



(3) JP 6356818 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、前記送信ユニットが、物理的D2
D同期チャネル（PD2DSCH）を介して前記第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信す
るようさらに構成され、前記第1部分D2D同期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第
1のD2D同期情報に組み合わされ、
　前記D2D同期信号が、一次D2D同期信号（PD2DSS）および／または二次D2D同期信号（SD2
DSS）を備え、
　前記メッセージ処理ユニットが、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応
するSD2DSSを取得し、
　前記SD2DSSを前記D2D同期信号に加え、前記D2D同期信号を、前記第1のD2D同期情報とし
て使用する、
　よう特に構成される、デバイス。
【請求項６】
　デバイス間（D2D）通信におけるデバイスであって、
　同期元識別子と転送ホップカウントとを判断して、前記判断された同期元識別子と転送
ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するよう構成される、メッセージ処理
ユニットと、
　前記メッセージ処理ユニットによって処理された前記第1のD2D同期情報を送信するよう
構成される、送信ユニットとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記デバイスが、検出ユニットおよび受信ユニットをさらに備え、
　前記検出ユニットが、ネットワークによって送信されるダウンリンク同期信号を検出す
るよう構成され、
　前記メッセージ処理ユニットが、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、前記
送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示し、または、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出したと判断すると、前記受信ユニ
ットが別のデバイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、前記第3
のD2D同期情報内の同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判
断し、前記送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示する、ようさらに
構成され、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報を搬送し、
　または、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、前記送信ユニットが、物理的D2
D同期チャネル（PD2DSCH）を介して前記第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信す
るようさらに構成され、前記第1部分D2D同期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第
1のD2D同期情報に組み合わされ、
　前記D2D同期信号が、一次D2D同期信号（PD2DSS）および／または二次D2D同期信号（SD2
DSS）を備え、
　前記メッセージ処理ユニットが、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、前
記判断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するよう特に構成さ
れ、各PD2DSS－SD2DSSグループは、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを備え、
　前記メッセージ処理ユニットが、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された
対応関係に従って、前記判断された転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、前記
取得されたSD2DSSを備える、前記取得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSお
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よびSD2DSSの組み合わせを判断し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの前記判断された組み合わせを、前記D2D同期信号に加え、前記D2D
同期信号を、前記第1のD2D同期情報として使用する、
　よう特に構成される、デバイス。
【請求項７】
　デバイス間（D2D）通信におけるデバイスであって、
　同期元識別子と転送ホップカウントとを判断して、前記判断された同期元識別子と転送
ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するよう構成される、メッセージ処理
ユニットと、
　前記メッセージ処理ユニットによって処理された前記第1のD2D同期情報を送信するよう
構成される、送信ユニットとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記デバイスが、検出ユニットおよび受信ユニットをさらに備え、
　前記検出ユニットが、ネットワークによって送信されるダウンリンク同期信号を検出す
るよう構成され、
　前記メッセージ処理ユニットが、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、前記
送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示し、または、
　前記検出ユニットが前記ダウンリンク同期信号を検出したと判断すると、前記受信ユニ
ットが別のデバイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、前記第3
のD2D同期情報内の同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判
断し、前記送信ユニットに、前記第1のD2D同期情報を送信するよう指示する、ようさらに
構成され、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報を搬送し、
　または、
　前記送信ユニットが、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、前記D2D同期信号が
、前記第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、前記送信ユニットが、物理的D2
D同期チャネル（PD2DSCH）を介して前記第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信す
るようさらに構成され、前記第1部分D2D同期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第
1のD2D同期情報に組み合わされ、
　前記送信ユニットが、
　D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、設定量の送信サイクル内で前記D2D同
期信号のみを送信するよう特に構成され、
　前記受信ユニットが、前記設定量の送信サイクル内で何らのD2D同期信号も受信しない
、
　デバイス。
【請求項８】
　デバイス間（D2D）通信で同期情報を送信する方法であって、
　D2D通信における第1のデバイスによって、同期元識別子と転送ホップカウントとを判断
して、前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセ
ル化するステップと、
　前記第1のデバイスによって、前記第1のD2D同期情報を送信するステップとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップの前に、前記方法が、
　前記第1のデバイスによって、ネットワークにより送信されるダウンリンク同期信号を
検出して、前記ダウンリンク同期信号が検出されなかったと判断した場合、前記第1のD2D
同期情報を送信するステップ、
　を備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップが、



(5) JP 6356818 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　D2D同期信号を送信するステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報
を搬送する、ステップ、
　または、
　D2D同期信号を送信ステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報の第
1部分D2D同期信号を搬送する、ステップと、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して前記
第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するステップであって、前記第1部分D2D同
期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第1のD2D同期情報に組み合わされる、ステッ
プとを備え、
　前記D2D同期信号が、一次D2D同期信号（PD2DSS）および／または二次D2D同期信号（SD2
DSS）を備え、
　前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化
する前記ステップが、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応
するSD2DSSを取得するステップと、
　前記SD2DSSを前記D2D同期信号に加えるステップと、前記D2D同期信号を前記第1のD2D同
期情報として使用するステップとを備える、
　方法。
【請求項９】
　デバイス間（D2D）通信で同期情報を送信する方法であって、
　D2D通信における第1のデバイスによって、同期元識別子と転送ホップカウントとを判断
して、前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセ
ル化するステップと、
　前記第1のデバイスによって、前記第1のD2D同期情報を送信するステップとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップの前に、前記方法が、
　前記第1のデバイスによって、ネットワークにより送信されるダウンリンク同期信号を
検出して、前記ダウンリンク同期信号が検出されなかったと判断した場合、前記第1のD2D
同期情報を送信するステップ、
　を備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップが、
　D2D同期信号を送信するステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報
を搬送する、ステップ、
　または、
　D2D同期信号を送信ステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報の第
1部分D2D同期信号を搬送する、ステップと、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して前記
第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するステップであって、前記第1部分D2D同
期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第1のD2D同期情報に組み合わされる、ステッ
プとを備え、
　前記D2D同期信号が、一次D2D同期信号（PD2DSS）および／または二次D2D同期信号（SD2
DSS）を備え、
　前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化
する前記ステップが、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、前
記判断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するステップであっ
て、各PD2DSS－SD2DSSグループが、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを備える、ス
テップと、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、前記判断され
た転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得するステップと、前記取得されたSD2DSSを
備える、前記取得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合
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わせを判断するステップと、
　PD2DSSおよびSD2DSSの前記判断された組み合わせを、前記D2D同期信号に加えるステッ
プと、前記D2D同期信号を、前記第1のD2D同期情報として使用するステップとを備える、
　方法。
【請求項１０】
　デバイス間（D2D）通信で同期情報を送信する方法であって、
　D2D通信における第1のデバイスによって、同期元識別子と転送ホップカウントとを判断
して、前記判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセ
ル化するステップと、
　前記第1のデバイスによって、前記第1のD2D同期情報を送信するステップとを備え、
　前記第1のD2D同期情報が、同期元タイプをさらに備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップの前に、前記方法が、
　前記第1のデバイスによって、ネットワークにより送信されるダウンリンク同期信号を
検出して、前記ダウンリンク同期信号が検出されなかったと判断した場合、前記第1のD2D
同期情報を送信するステップ、
　を備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップが、
　D2D同期信号を送信するステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報
を搬送する、ステップ、
　または、
　D2D同期信号を送信ステップであって、前記D2D同期信号が、前記第1のD2D同期情報の第
1部分D2D同期信号を搬送する、ステップと、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して前記
第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するステップであって、前記第1部分D2D同
期情報と前記第2部分D2D同期情報とが、前記第1のD2D同期情報に組み合わされる、ステッ
プとを備え、
　前記第1のD2D同期情報を送信する前記ステップが、
　D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、前記第1のデバイスによって、設定さ
れた量の送信サイクル内で前記D2D同期信号のみを送信するステップと、前記設定された
量の送信サイクル内で任意のD2D同期信号を受信することをスキップするステップと、
　を備える、方法。
【請求項１１】
　D2D通信における第2のデバイスによって、第1のデバイスにより送信される第1のD2D同
期情報を受信するステップであって、前記第1のD2D同期情報が同期元識別子と転送ホップ
カウントとを備える、ステップと、
　前記第1のD2D同期情報内の前記同期元識別子に対応する同期元と同期するステップと、
前記第1のD2D同期情報内の前記転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合
に、第2のD2D同期情報を取得するために、前記第1のD2D同期情報内の前記転送ホップカウ
ントを更新するステップと、
　前記第2のD2D同期情報を送信するステップと、
　を備える、デバイス間D2D通信におけるデバイス同期方法であって、
　前記第1のD2D同期情報が、前記第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送さ
れるか、
　または、
　前記第1のD2D同期情報が、第1部分D2D同期情報および第2部分D2D同期情報を備え、前記
第1部分D2D同期情報が、前記第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送され、
前記第2部分D2D同期情報が、物理的D2D同期チャネル（PD2DSCH）を介して前記第1のデバ
イスによって送信される、
　方法であって、
　D2D同期信号を送信する必要があると前記第2のデバイスが判断すると、設定された量の
送信サイクル内で前記D2D同期信号のみを送信するステップと、前記設定された量の送信
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サイクル内で任意のD2D同期信号を受信することをスキップするステップとを備える、
　方法。
【請求項１２】
　第1のD2D同期情報を受信する前記ステップと、前記第1のD2D同期情報内の前記同期元識
別子に対応する同期元と同期するステップとが、
　前記第1のD2D同期情報を受信するステップと、2つ以上の第1のD2D同期情報を受信した
と判断した場合、前記受信した第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを別々
に取得するステップと、前記取得した転送ホップカウントの最小値を判断するステップと
、前記最小値が前記設定閾値未満であると判断した場合、前記最小値に対応する第1のD2D
同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップとを備える、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記最小値に対応する第1のD2D同期情報に従って同期を実行する前記ステップが、
　前記最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、前記最小値に対応する
前記複数の第1のD2D同期情報の信号強度を判断するステップと、前記信号強度の最大値に
対応する前記第1のD2D同期情報に従って同期を実行するステップと、
　を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項８から１０のいずれか一項に記載のステップをコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項１５】
　請求項１１から１３のいずれか一項に記載のステップをコンピュータに実行させるため
のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、デバイス間（D2D）通信におけるデバイスお
よびデバイス同期方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイス間（Device－to－Device、D2D）通信方式では、デバイスは、基地局によって
中継されることなく特定のメカニズムを使用することによって互いと通信することができ
、したがって、通信は、ネットワーク設備が不充分であるか、または何らのネットワーク
も利用できない場所で実施することができる。しかしながら、D2D通信の間、各デバイス
は、通信を開始するための権利および機会を有するが、ユーザ機器（UE）の時間および周
波数の安定性は、基地局のものより乏しく、さまざまなUEが、さまざまな時間および周波
数基準を適用する。各UEが同期信号をランダムに送信する場合、受信側UEは、同期基準を
判断することができず、結果的に、通信を確立することができない。
【０００３】
　ロング・ターム・エボリューション（LTE）システムでは、2ステップ法に基づく同期メ
カニズムが提供される。本同期メカニズムは、1つの一次同期信号（PSS）および1つの二
次同期信号（SSS）を含む。セル識別子が基地局に割り当てられ、PSSおよびSSSを使用し
て、セル識別子を指示する。UEは、起動後にサービングセルを選択し、PSSおよびSSSを使
用することによって、選択したサービングセルに同期する。すなわち、異なるセルに属す
るUEは、異なる基地局に同期する。同期方法は、UEが、受信器を使用することによって、
基地局により送信されたPSSおよびSSSを受信して、PSSおよびSSSを追跡し、時間および周
波数を、UEに対してサービスを提供する基地局のものと合わせる。基地局は、全地球測位
システム（GPS）などを使用することによって、統一同期元に時間および周波数を同期す
る。
【０００４】
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　LTEダウンリンク通信メカニズムでは、セルにおいて、1つの送信器のみが同期信号を送
信し、全てのUEが、そのセルに同期する。しかしながら、D2D状況では、各UEが同期信号
を送信することができ、LTE2ステップ同期メカニズムは、D2Dのそのような分散ネットワ
ーク構造に適合しない。D2D通信でデバイス間の同期を実現する方法は、解決すべき問題
であることが理解されよう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、D2D通信におけるデバイスおよびデバイス同期方法を提供し、D2D
通信におけるデバイス間の同期を実現する。
【０００６】
　本発明の実施形態で提供される具体的な技術的解決策は、以下の通りである。
【０００７】
　第1の態様によれば、デバイス間D2D通信におけるデバイスは、
　D2D通信における第1のデバイスによって送信された第1のD2D同期情報を受信するよう構
成されて、第1のD2D同期情報が同期元識別子および転送ホップカウントを含む、受信ユニ
ットと、
　第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期し、第1のD2D同期情報内の
転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合に、第2のD2D同期情報を取得す
るために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新するよう構成される、処理ユ
ニットと、
　第2のD2D同期情報を送信するよう構成される、送信ユニットと、を含んで提供される。
【０００８】
　第1の態様を参照すると、第1の可能な実装態様において、受信ユニットによって受信さ
れた第1のD2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送されるか
、
　または、
　受信ユニットによって受信された第1のD2D同期情報は、第1部分D2D同期情報および第2
部分D2D同期情報を含み、第1部分D2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D
同期信号で搬送され、第2部分D2D同期情報は、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して第
1のデバイスによって送信される。
【０００９】
　第1の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第2の可能な実装態様において、D2D同
期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは異なる。
【００１０】
　第1の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第3の可能な実装態様において、D2D同
期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む。
【００１１】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第4の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、受信ユニットによって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判断し
、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送された、受信ユニットによって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカウ
ントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信ユニットによって受信されたD2D同期信号内のPD2DSSが、判断され
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たPD2DSSと置き換えられると、置き換えられたPD2DSSを伴うD2D同期信号を、第2のD2D同
期情報として使用するよう特に構成される。
【００１２】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第5の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、同期元識別子の指示情報に従っ
て同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカウ
ントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信したD2D同期信号内のPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き換えられ
ると、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてPD2DSS置き換え後に取得されたD2D
同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信されて、第2のD2D同期情報である第2部分D2D同
期情報として同期元識別子の指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得するよう特に
構成される。
【００１３】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第6の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、受信ユニットによって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判断し
、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、転送ホップカウントの、指示情
報に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満
である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウ
ントとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として、SD2DSSを搬送するD2
D同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信されて、第2のD2D同期情報である第2部分D2D同
期情報として現在の転送ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得
するよう特に構成される。
【００１４】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第7の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信され
た、SD2DSSに対応している同期元識別子と転送ホップカウントとを判断し、判断された同
期元識別子に対応する同期元と同期し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、SD2DSSと同期元識別子
との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対応関係に従っ
て、同期元識別子および現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを判断し、D2D同期
信号内のSD2DSSを判断されたSD2DSSで置き換え、第2のD2D同期情報としてSD2DSS置き換え
後に取得されたD2D同期信号を使用するよう特に構成される。
【００１５】
　第1の態様の第7の可能な実装態様を参照すると、第8の可能な実装態様において、SD2DS
Sと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定され
た対応関係は、
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【数１】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数２】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数３】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数４】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【００１６】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第9の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、D2D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSおよびSD2DS
Sの組み合わせに対応している同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応す
る同期元と同期し、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、転送ホップカウントの、指示情
報に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満
である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウ
ントとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてD2D同期信号を使用し
、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報である、第2部分D2D同期情報として現
在の転送ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得するよう特に構
成される。
【００１７】
　第1の態様の第9の可能な実装態様を参照すると、第10の可能な実装態様において、同期
元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、
【数５】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
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【数６】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数７】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数８】

であり、
【数９】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【００１８】
　第1の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第11の可能な実装態様において、処理
ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、D2
D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSおよびSD2DSSの組み
合わせが属するPD2DSS－SD2DSSグループに対応している同期元識別子を判断し、判断され
た同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、受信したD2D
同期で搬送されるPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせにおけるSD2DSSに対応している転送ホ
ップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断
された転送ホップカウントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、
SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホッ
プカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD2DSSに対応していて、D2D同期信号
で搬送された、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが属するPD2DSS－SD2DSSグループに含ま
れるPD2DSSとSD2DSSの組み合わせを判断し、D2D同期信号内のPD2DSSおよびSD2DSSの組み
合わせを、PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせと置き換え、PD2DSSおよびSD2DSS
の組み合わせの置き換え後に取得されたD2D同期信号を、第2のD2D同期情報として使用す
るよう特に構成される。
【００１９】
　第1の態様の第11の可能な実装態様を参照すると、第12の可能な実装態様において、PD2
DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【００２０】
　第1の態様の第12の可能な実装態様を参照すると、第13の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、

【数１０】
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を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１１】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、

【数１２】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１３】

であり、
【数１４】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【００２１】
　第1の態様から第1の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第14の
可能な実装態様において、処理ユニットは、
　受信ユニットが2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合、受信した第1の
D2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを別々に取得し、取得した転送ホップカウ
ントの最小値を判断し、最小値が設定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する
第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するようさらに構成される。
【００２２】
　第1の態様の第14の可能な実装態様を参照すると、第15の可能な実装態様において、処
理ユニットは、
　最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、最小値に対応する第1のD2D
同期情報の信号強度を判断し、信号距度の最大値に対応する第1のD2D同期情報に従って同
期を実行するよう特に構成される。
【００２３】
　第1の態様から第1の態様の第14の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第16の
可能な実装態様において、第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに搬送し、
　処理ユニットは、
　受信ユニットが2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合、第1のD2D同期
情報で搬送された同期元タイプに従って、同期元がネットワークである第1のD2D同期情報
を判断し、判断された第1のD2D同期情報に従って同期を実行するよう特に構成される。
【００２４】
　第1の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第17の可能な実装態様において、処
理ユニットは、同期元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断した後、同期元がネ
ットワークである判断された第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを取得し
、転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、同期元がネットワークであ
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る判断された第1のD2D同期情報に従って同期を実行するか、または、
　転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断した場合、他の第1のD2D同期情報で
搬送された転送ホップカウントを取得し、取得した転送ホップカウントの最小値を判断し
、最小値が設定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する第1のD2D同期情報内の
同期元識別子によって示された同期元と同期するよう特に構成される。
【００２５】
　第1の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第18の可能な実装態様において、処
理ユニットは、
　転送ホップカウントの最大値を更新するよう特に構成され、ここで、更新後に取得され
た転送ホップカウントの最大値は、更新前に存在した転送ホップカウントの最大値より大
きく、さらに処理ユニットは、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが更新
後に取得された転送ホップカウントの最大値未満であると判断した場合、第1のD2D同期情
報内の転送ホップカウントを更新し、第2のD2D同期情報を取得するよう特に構成され、こ
こで、送信ユニットは、第2のD2D同期情報を送信し、送信ユニットは、更新後に取得され
た転送ホップカウントの最大値を送信する。
【００２６】
　第1の態様の第1の可能な実装態様から第14の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第19の可能な実装態様において、送信ユニットは、
　受信ユニットがD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを
使用することによってD2D同期信号を受信した場合、D2D同期信号を送信するために使用さ
れた他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう
特に構成され、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送
信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレーム
において、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【００２７】
　第1の態様の第1の可能な実装態様から第14の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第20の可能な実装態様において、送信ユニットは、
　受信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用
された無線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を
受信した場合、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他のリソー
スのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう特に構成され、D2D
同期信号を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクル
に対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D
2D同期信号のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【００２８】
　第1の態様の第1の可能な実装態様から第14の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第21の可能な実装態様において、送信ユニットは、D2D同期信号を送信する必要があ
ると判断すると、設定された量の送信サイクル内でD2D同期信号のみを送信するよう特に
構成され、
　受信ユニットは、設定された量の送信サイクル内で何らのD2D同期信号も受信しない。
【００２９】
　第2の態様によれば、デバイス間D2D通信におけるデバイスは、
　同期元識別子と転送ホップカウントとを判断して、判断された同期元識別子と転送ホッ
プカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するよう構成される、メッセージ処理ユニ
ットと、
　メッセージ処理ユニットによって処理された第1のD2D同期情報を送信するよう構成され
る、送信ユニットとを含んで、提供される。
【００３０】
　第2の態様を参照すると、第1の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報は、同期元
タイプをさらに含み、
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　デバイスは、検出ユニットおよび受信ユニットをさらに含み、
　検出ユニットは、ネットワークによって送信されたダウンリンク同期信号を検出するよ
う構成され、
　メッセージ処理ユニットは、
　検出ユニットがダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、送信ユニット
に、第1のD2D同期情報を送信するよう指示するか、または、
　検出ユニットがダウンリンク同期信号を検出したと判断すると、受信ユニットが別のデ
バイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、第3のD2D同期情報内の
同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判断し、送信ユニット
に、第1のD2D同期情報を送信するよう指示するようさらに構成される。
【００３１】
　第2の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第2の可能な実装態様において、送信
ユニットによって送信された第1のD2D同期情報によって占められる時間周波数は、ネット
ワークによって送信されて、受信ユニットによって受信されたダウンリンク同期信号によ
って占められる時間周波数リソースとは異なる。
【００３２】
　第2の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第3の可能な実装態様において、送信
ユニットは、
　D2D同期信号を送信するよう特に構成され、ここで、D2D同期信号は、第1のD2D同期情報
を搬送し、
　または、
　送信ユニットは、D2D同期信号を送信するよう特に構成され、ここで、D2D同期信号は、
第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、送信ユニットは、物理的D2D同期チャ
ネルPD2DSCHを介して第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するよう特に構成さ
れ、ここで、第1部分D2D同期情報と第2部分D2D同期情報とは、第1のD2D同期情報に組み合
わされる。
【００３３】
　第2の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第4の可能な実装態様において、D2D同
期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは異なる。
【００３４】
　第2の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第5の可能な実装態様において、D2D同
期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む。
【００３５】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第6の可能な実装態様において、メッ
セージ処理ユニットは、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホ
ップカウントに対応するPD2DSSを取得し、SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された
対応関係に従って、判断された同期元識別子に対応するSD2DSSを取得し、取得したPD2DSS
とSD2DSSとをD2D同期信号に加え、PD2DSSとSD2DSSとを搬送するD2D同期信号を、第1のD2D
同期情報として使用するよう特に構成される。
【００３６】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第7の可能な実装態様において、メッ
セージ処理ユニットは、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得し、取得したPD2DSSをD2D同期信号に加え、PD2
DSSを搬送するD2D同期信号を、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、判
断された同期元識別子の指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の
、第2部分D2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【００３７】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第8の可能な実装態様において、メッ
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セージ処理ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、判断された同期元識
別子に対応するSD2DSSを取得し、
　取得したSD2DSSと事前設定されたPD2DSSとを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第
1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として使用する
よう特に構成され、ここで、全ての同期元に対して事前設定されたPD2DSSは、D2D通信に
おいて同じである。
【００３８】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第9の可能な実装態様において、メッ
セージ処理ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定
された対応関係に従って、判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応するSD
2DSSを取得し、
　SD2DSSをD2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第1のD2D同期情報として使用するよう特
に構成される。
【００３９】
　第2の態様の第9の可能な実装態様を参照すると、第10の可能な実装態様において、SD2D
SSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定され
た対応関係は、
【数１５】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数１６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数１７】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数１８】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【００４０】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第11の可能な実装態様において、メッ
セージ処理ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、判断された同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを取得し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの取得した組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第
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1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として使用する
よう特に構成される。
【００４１】
　第2の態様の第11の可能な実装態様を参照すると、第12の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、
【数１９】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数２０】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数２１】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数２２】

であり、
【数２３】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【００４２】
　第2の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第13の可能な実装態様において、メッ
セージ処理ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、判
断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するよう特に構成され、
ここで、各PD2DSS－SD2DSSグループは、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを含み、
　メッセージ処理ユニットは、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係に従って、判断された転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD
2DSSを含む、取得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合
わせを判断し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、
第1のD2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【００４３】
　第2の態様の第13の可能な実装態様を参照すると、第14の可能な実装態様において、PD2
DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【００４４】
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　第2の態様の第14の可能な実装態様を参照すると、第15の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数２４】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数２５】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数２６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数２７】

であり、
【数２８】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【００４５】
　第2の態様の第3の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第16の可能な実装態様において、メッセージ処理ユニットは、
　設定サイクルに従って、第1のD2D同期情報で搬送された同期元識別子を変換するようさ
らに構成される。
【００４６】
　第2の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第17の可能な実装態様において、メ
ッセージ処理ユニットは、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変換するか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換して、設定サイクルに
従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変更するようさらに構成される。
【００４７】
　第2の態様の第17の可能な実装態様を参照すると、第18の可能な実装態様において、メ
ッセージ処理ユニットは、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
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【数２９】

であるようさらに構成され、ここで、
【数３０】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nframe（m）が、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSが第mの時
間の間に変更された場合にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表し、Nsが、PD
2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表す。
【００４８】
　第2の態様の第17の可能な実装態様を参照すると、第19の可能な実装態様において、メ
ッセージ処理ユニットは、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数３１】

であるようさらに構成され、ここで、
　mが0である場合、
【数３２】

であり、

【数３３】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nsが、PD2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表
し、aが、ゼロ以外の整数を表し、Nframe（0）が、D2D同期信号が最初に送信されたとき
にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表す。
【００４９】
　第2の態様の第3の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第20の可能な実装態様において、送信ユニットは、
　受信ユニットがD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを
使用することによってD2D同期信号を受信した場合、D2D同期信号を送信するために使用さ
れた他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう
特に構成され、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送
信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレーム
において、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【００５０】
　第2の態様の第3の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第21の可能な実装態様において、送信ユニットは、
　受信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用
された無線フレームに含まれる任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を受
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信した場合、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他のリソース
のいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう特に構成され、D2D同
期信号を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに
対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D
同期信号のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【００５１】
　第2の態様の第3の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第22の可能な実装態様において、送信ユニットは、
　D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、設定された量の送信サイクル内でD2D
同期信号のみを送信するよう特に構成され、
　受信ユニットは、設定された量の送信サイクル内で何らのD2D同期信号も受信しない。
【００５２】
　第3の態様によれば、デバイス間D2D通信で同期情報を送信する方法は、
　D2D通信における第1のデバイスによって、同期元識別子と転送ホップカウントとを判断
するステップと、判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報に
カプセル化するステップと、
　第1のD2D同期情報を送信するステップとを含んで提供され、D2D通信における第2のデバ
イスが、第1のD2D同期情報を受信し、第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期
元と同期し、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した
場合に第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新し、転送ホップカウントの更新後
に取得された第2のD2D同期情報を送信する。
【００５３】
　第3の態様を参照すると、第1の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報は、同期元
タイプをさらに含み、
　第1のD2D同期情報を送信するステップの前に、本方法は、
　第1のデバイスによって、ネットワークにより送信されたダウンリンク同期信号を検出
するステップと、ダウンリンク同期信号が検出されなかったと判断するステップ、または
、
　第1のデバイスによって、ネットワークにより送信されたダウンリンク同期信号を検出
するステップと、ダウンリンク同期信号が検出されたと判断した後、別のデバイスにより
送信された第3のD2D同期情報を受信するステップと、第3のD2D同期情報内の同期元タイプ
に従って、同期元がネットワークデバイスではないと判断するステップとを含む。
【００５４】
　第3の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第2の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報によって占められる時間周波数は、ネットワークによって送信されたダウン
リンク同期信号によって占められる時間周波数とは異なる。
【００５５】
　第3の態様を参照すると、第3の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を送信する
ステップは、
　D2D同期信号を送信するステップであって、D2D同期信号が、第1のD2D同期情報を搬送す
る、ステップ、
　または、
　D2D同期信号を送信するステップであって、D2D同期信号が、第1のD2D同期情報の第1部
分D2D同期信号を搬送する、ステップと、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して第1のD2
D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するステップであって、第1部分D2D同期情報と第2
部分D2D同期情報とが、第1のD2D同期情報に組み合わされるステップと、を含む。
【００５６】
　第3の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第4の可能な実装態様において、D2D同
期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは異なる。
【００５７】
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　第3の態様の第4の可能な実装態様を参照すると、第5の可能な実装態様において、D2D同
期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む。
【００５８】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第6の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得するステップと、SD2DSSと同期元識別子との間
の事前設定された対応関係に従って、判断された同期元識別子に対応するSD2DSSを取得す
るステップと、取得したPD2DSSとSD2DSSとをD2D同期信号に加えるステップと、D2D同期信
号を第1のD2D同期情報として使用するステップとを含む。
【００５９】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第7の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得するステップと、取得したPD2DSSをD2D同期信
号に加えるステップと、D2D同期信号を、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として
使用するステップと、判断された同期元識別子の指示情報を、PD2DSCHに基づいて送信さ
れる、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として使用するステップとを含む。
【００６０】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第8の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、判断された同期元識
別子に対応するSD2DSSを取得するステップと、
　取得したSD2DSSと事前設定されたPD2DSSとをD2D同期信号に加えるステップと、D2D同期
信号を第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用するステップと、判断された転
送ホップカウントの指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2
部分D2D同期情報として使用するステップとを含み、全ての同期元に対して事前設定され
たPD2DSSは、D2D通信において同じである。
【００６１】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第9の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応するSD
2DSSを取得するステップと、SD2DSSをD2D同期信号に加えるステップと、D2D同期信号を第
1のD2D同期情報として使用するステップとを含む。
【００６２】
　第3の態様の第9の可能な実装態様を参照すると、第10の可能な実装態様において、SD2D
SSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定され
た対応関係は、
【数３４】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
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【数３５】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数３６】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数３７】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【００６３】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第11の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、判断された同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを取得するス
テップと、
　PD2DSSおよびSD2DSSの取得した組み合わせをD2D同期信号に加えるステップと、D2D同期
信号を第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用するステップと、判断された転
送ホップカウントの指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2
部分D2D同期情報として使用するステップとを含む。
【００６４】
　第3の態様の第11の可能な実装態様を参照すると、第12の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、
【数３８】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数３９】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、

【数４０】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
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【数４１】

であり、
【数４２】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【００６５】
　第3の態様の第5の可能な実装態様を参照すると、第13の可能な実装態様において、判断
された同期元識別子と転送ホップカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するステッ
プは、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、判
断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するステップであって、
各PD2DSS－SD2DSSグループが、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを含む、ステップ
と、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得するステップと、取得されたSD2DSSを含む、取
得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを判断する
ステップと、
　PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせを、D2D同期信号に加えるステップと、D2D
同期信号を、第1のD2D同期情報として使用するステップとを含む。
【００６６】
　第3の態様の第13の可能な実装態様を参照すると、第14の可能な実装態様において、PD2
DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【００６７】
　第3の態様の第14の可能な実装態様を参照すると、第15の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数４３】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数４４】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、

【数４５】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
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【数４６】

であり、
【数４７】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【００６８】
　第3の態様の第5の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第16の可能な実装態様において、同期元識別子を判断するステップは、
　設定サイクルに従って、第1のD2D同期情報で搬送された同期元識別子を変換するステッ
プを含む。
【００６９】
　第3の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第17の可能な実装態様において、設
定サイクルに従って、第1のD2D同期情報で搬送される同期元識別子を変換するステップは
、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップと、設定
サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変更するステップを含む。
【００７０】
　第3の態様の第17の可能な実装態様を参照すると、第18の可能な実装態様において、設
定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSを変換するステップが、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数４８】

であることを含み、ここで、
【数４９】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nframe（m）が、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSが第mの時
間の間に変更された場合にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表し、Nsが、PD
2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表す。
【００７１】
　第3の態様の第17の可能な実装態様を参照すると、第19の可能な実装態様において、設
定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSを変換するステップが、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
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【数５０】

であることを含み、ここで、
　mが0である場合、
【数５１】

であり、
【数５２】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nsが、PD2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表
し、aが、ゼロ以外の整数を表し、Nframe（0）が、D2D同期信号が最初に送信されたとき
に第1のデバイスが位置していた無線フレームの番号を表す。
【００７２】
　第3の態様の第5の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第20の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を送信するステップが、
　D2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを使用することに
よってD2D同期信号を受信した場合、D2D同期信号を送信するために使用された他の無線フ
レームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するステップを含み、D2
D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サイクルに対し
て構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期
信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【００７３】
　第3の態様の第5の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第21の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を送信するステップが、
　D2D同期信号に対して使用されて、D2D同期信号を送信するために使用される無線フレー
ムに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を受信した場合、D2D
同期信号に対して使用されて、無線フレームに含まれる、別のリソースを使用することに
よってD2D同期信号を送信するステップを含み、D2D同期信号を送信するために使用される
1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信
するために使用される各無線フレームにおいて、D2D同期信号に対して使用される2つ以上
のリソースが構成される。
【００７４】
　第3の態様の第5の可能な実装態様から第15の可能な実装態様のいずれか1つを参照する
と、第22の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を送信するステップが、
　D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、第1のデバイスによって、設定された
量の送信サイクル内でD2D同期信号のみを送信するステップと、設定された量の送信サイ
クル内で任意のD2D同期信号を受信することをスキップするステップとを含む。
【００７５】
　第4の態様によれば、デバイス間D2D通信におけるデバイス同期方法は、
　D2D通信における第2のデバイスによって、第1のデバイスにより送信された第1のD2D同
期情報を受信するステップであって、第1のD2D同期情報が同期元識別子と転送ホップカウ
ントとを含む、ステップと、
　第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップと、第1のD2D
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同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合に、第2のD2D同期
情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新するステップと
、
　第2のD2D同期情報を送信するステップとを含んで、提供される。
【００７６】
　第4の態様を参照すると、第1の可能な実装態様において、第1のD2D同期情報は、第1の
デバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送されるか、
　または、
　第1のD2D同期情報は、第1部分D2D同期情報および第2部分D2D同期情報を含み、第1部分D
2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送され、第2部分D2D同
期情報は、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して第1のデバイスによって送信される。
【００７７】
　第4の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第2の可能な実装態様において、D2D同
期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは異なる。
【００７８】
　第4の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第3の可能な実装態様において、D2D同
期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む。
【００７９】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第4の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップが、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、SD2DSSに対応してい
て、受信したD2D同期信号で搬送される、同期元識別子を判断するステップと、判断され
た同期元識別子に対応する同期元と同期するステップとを含み、
　第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、第2
のD2D同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新する
ステップが、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、PD2DSSに対応
していて、受信したD2D同期信号で搬送される、転送ホップカウントを判断するステップ
と、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用するステップと、PD2DSSと
転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウン
トに対応するPD2DSSを判断するステップと、受信したD2D同期信号内のPD2DSSを、判断さ
れたPD2DSSと置き換えた後、置き換えたPD2DSSを伴うD2D同期信号を、第2のD2D同期情報
として使用するステップとを含む。
【００８０】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第5の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップが、
　PD2DSCHに基づいて、同期元識別子の指示情報を受信するステップと、同期元識別子の
指示情報に従って同期元識別子を判断するステップと、判断された同期元識別子に対応す
る同期元と同期するステップとを含み、
　第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが閾値未満であると判断した場合、第2のD2D
同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新するステッ
プが、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、PD2DSSに対応
していて、受信したD2D同期信号で搬送される、転送ホップカウントを判断するステップ
と、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用するステップと、PD2DSSと
転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウン
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れたPD2DSSと置き換えるステップと、PD2DSSの置き換え後に取得したD2D同期信号を、第2
のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用するステップと、同期元識別子の指示情
報を、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報として、第2
のD2D同期情報を取得するために使用するステップとを含む。
【００８１】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第6の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップが、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、SD2DSSに対応してい
て、受信したD2D同期信号で搬送される、同期元識別子を判断するステップと、判断され
た同期元識別子に対応する同期元と同期するステップとを含み、
　第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、第2
のD2D同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新する
ステップが、
　PD2DSCHに基づいて、転送ホップカウントの指示情報を受信するステップと、転送ホッ
プカウントの指示情報に従って転送ホップカウントを判断するステップと、判断された転
送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値と
の合計を現在の転送ホップカウントとして使用するステップと、SD2DSSを搬送する同期信
号を第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用するステップと、現在の転送ホッ
プカウントの指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2
D同期情報として、第2のD2D同期情報を取得するために使用するステップとを含む。
【００８２】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第7の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップと、第1のD2D同期情
報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、第2のD2D同期情報を取
得するため、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新するステップとが、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、受信したD2D同期信号で搬送されたSD2DSSに対応している同
期元識別子と転送ホップカウントとを判断し、判断された同期元識別子に対応する同期元
と同期するステップと、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用するステップと、SD2DSSと
同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対
応関係に従って、同期元識別子および現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを判断
するステップと、D2D同期信号内のSD2DSSを、判断されたSD2DSSと置き換えるステップと
、SD2DSS置き換え後に取得したD2D同期信号を、第2のD2D同期情報として使用するステッ
プとを含む。
【００８３】
　第4の態様の第7の可能な実装態様を参照すると、第8の可能な実装態様において、SD2DS
Sと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定され
た対応関係は、
【数５３】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
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がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数５５】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数５６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【００８４】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第9の可能な実装態様において、第1の
D2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップが、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせならびに受信したD2D同期信号で搬送されるSD2SS
に対応している同期元識別子を判断するステップと、判断された同期元識別子に対応する
同期元と同期するステップとを含み、
　第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、第2
のD2D同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新する
ステップが、
　PD2DSCHに基づいて、転送ホップカウントの指示情報を受信するステップと、転送ホッ
プカウントの指示情報に従って転送ホップカウントを判断するステップと、判断された転
送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値と
の合計を現在の転送ホップカウントとして使用するステップと、にD2D同期信号を第2のD2
D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用するステップと現在の転送ホップカウントの
指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報と
して、第2のD2D同期情報を取得するために使用するステップとを含む。
【００８５】
　第4の態様の第9の可能な実装態様を参照すると、第10の可能な実装態様において、同期
元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、
【数５７】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数５８】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
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【数５９】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数６０】

であり、
【数６１】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【００８６】
　第4の態様の第3の可能な実装態様を参照すると、第11の可能な実装態様において、第1
のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップが、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、受
信したD2D同期信号で搬送されたPD2DSSとSD2DSSとの組み合わせが属するPD2DSS－SD2DSS
グループに対応している同期元識別子を判断するステップと、判断された同期元識別子に
対応する同期元と同期するステップとを含み、
　第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、第2
のD2D同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新する
ステップが、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、受信したD2D
同期信号で搬送されたPD2DSSとSD2DSSとの組み合わせ内のSD2DSSに対応している転送ホッ
プカウントを判断するステップと、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を現
在の転送ホップカウントとして使用するステップと、SD2DSSと転送ホップカウントとの間
の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得
するステップと、取得したSD2DSSに対応していて、受信したD2D同期信号で搬送されたPD2
DSSとSD2DSSとの組み合わせに属するPD2DSS－SD2DSSグループに含まれる、PD2DSSとSD2DS
Sとの組み合わせを判断するステップと、D2D同期信号内のPD2DSSとSD2DSSとの組み合わせ
を、PD2DSSとSD2DSSとの判断された組み合わせと置き換えるステップと、およびPD2DSSと
SD2DSSとの組み合わせの置き換え後に取得したD2D同期信号を、第2のD2D同期情報として
使用するステップとを含む。
【００８７】
　第4の態様の第11の可能な実装態様を参照すると、第12の可能な実装態様において、PD2
DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【００８８】
　第4の態様の第12の可能な実装態様を参照すると、第13の可能な実装態様において、同
期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数６２】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
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【数６３】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数６４】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数６５】

であり、
【数６６】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【００８９】
　第4の態様から第4の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第14の
可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を受信するステップと、第1のD2D同期情報内
の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップとが、
　第1のD2D同期情報を受信するステップと、2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判
断した場合、受信した第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを別々に取得す
るステップと、取得した転送ホップカウントの最小値を判断するステップと、最小値が設
定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する第1のD2D同期情報内の同期元識別子
に対応する同期元と同期するステップとを含む。
【００９０】
　第4の態様の第14の可能な実装態様を参照すると、第15の可能な実装態様において、最
小値に対応する第1のD2D同期情報に従って同期を実行するステップが、
　最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、最小値に対応する複数の第1
のD2D同期情報の信号強度を判断するステップと、信号強度の最大値に対応する第1のD2D
同期情報に従って同期を実行するステップとを含む。
【００９１】
　第4の態様から第4の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第16の
可能な実装態様において、第1のD2D同期情報を受信するステップと、第1のD2D同期情報内
の同期元識別子に対応する同期元と同期するステップとが、
　第1のD2D同期情報を受信するステップと、2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判
断した場合、第1のD2D同期信号で搬送された同期元タイプに従って、同期元がネットワー
クである第1のD2D同期情報を判断するステップと、判断された第1のD2D同期情報に従って
同期を実行するステップとを含む。
【００９２】
　第4の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第17の可能な実装態様において、同
期元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断した後、本方法は、
　同期元がネットワークである判断された第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウ
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ントを取得するステップと、転送ホップカウントが設定閾値未満と判断した場合、同期元
がネットワークである判断された第1のD2D同期情報に従って同期を実行するステップ、ま
たは、
　転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断した場合、他の第1のD2D同期情報で
搬送された転送ホップカウントを取得するステップと、取得した転送ホップカウントの最
小値を判断するステップと、最小値が設定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応
する第1のD2D同期情報内の同期元識別子によって示された同期元と同期するステップとを
さらに含む。
【００９３】
　第4の態様の第16の可能な実装態様を参照すると、第18の可能な実装態様において、同
期元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断するステップと、判断された第1のD2D
同期情報に従って同期を実行するステップとが、
　転送ホップカウントの最大値を更新するステップであって、更新後に取得された転送ホ
ップカウントの最大値が、更新前に存在した転送ホップカウントの最大値より大きい、ス
テップと、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが更新後に取得された転送ホップカ
ウントの最大値未満であると判断した場合、第2のD2D同期情報を取得するよう、第1のD2D
同期情報内の転送ホップカウントを更新するステップと、第2のD2D同期情報を送信するス
テップと、更新後に取得された転送ホップカウントの最大値を送信するステップとをさら
に含む。
【００９４】
　第4の態様の第1の可能な実装態様から第4の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つ
を参照すると、第19の可能な実装態様において、本方法は、
　D2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを使用することに
よってD2D同期信号を受信した場合、D2D同期信号を送信するために使用された他の無線フ
レームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するステップをさらに含
み、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サイクル
に対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D
2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【００９５】
　第4の態様の第1の可能な実装態様から第4の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つ
を参照すると、第20の可能な実装態様において、本方法は、
　D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用された無線フレー
ムに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を受信した場合、D2D
同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他のリソースのいずれか1つを
使用することによってD2D同期信号を送信するステップをさらに含み、D2D同期信号を送信
するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して構成さ
れ、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信号のた
めに使用される2つ以上のリソースが構成される。
【００９６】
　第4の態様の第1の可能な実装態様から第4の態様の第13の可能な実装態様のいずれか1つ
を参照すると、第21の可能な実装態様において、本方法は、
　D2D同期信号を送信する必要があると第2のデバイスが判断すると、設定された量の送信
サイクル内でD2D同期信号のみを送信するステップと、設定された量の送信サイクル内で
任意のD2D同期信号を受信することをスキップするステップとをさらに含む。
【００９７】
　上記の技術的解決策に基づいて、本発明の実施形態において、D2D通信におけるデバイ
スは、別のデバイスによって送信されたD2D同期情報を受信し、およびD2D同期情報で搬送
された同期元識別子に対応する同期元と同期して、デバイスと別のデバイスとの間の同期
を実施し、D2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが設定閾値を超過しないと判断
した場合、D2D同期情報内の転送ホップカウントを更新し、更新されたD2D同期情報を送信
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し、その結果、そのデバイスに隣接するデバイスが、そのデバイスと同期することができ
、それにより、D2D通信におけるデバイス間の同期を実施することができる。さらに、デ
バイス間の通信の複雑度を、転送ホップカウントを制限することによって、効率的に制御
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の実施形態1によるD2D通信におけるデバイスの概略構造図である。
【図２】本発明の実施形態2によるD2D通信におけるデバイスの概略構造図である。
【図３】本発明の実施形態3によるD2D通信におけるデバイスの概略構造図である。
【図４】本発明の実施形態4によるD2D通信におけるデバイスの概略構造図である。
【図５ａ】本発明の一実施形態による、D2D通信におけるデバイスにより同期情報を送信
する模式的なフローチャートである。
【図５ｂ】本発明の一実施形態による、ネットワークカバレッジ状態に従ってUEにより同
期を実行する模式的なフローチャートである。
【図５ｃ】本発明の一実施形態による、部分的ネットワークカバレッジの状況の概略図で
ある。
【図５ｄ】本発明の一実施形態による、ネットワークカバレッジ領域外のUEの間の同期を
示す概略図である。
【図５ｅ】本発明の一実施形態による、ネットワークカバレッジ領域外のUEと、ネットワ
ークカバレッジ領域内のUEとの間の同期を示す概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による、PD2DSSを使用して、転送ホップカウントを表す、同
期処理の一例を示す図である。
【図７】データ伝送で使用されるPD2DSCHおよびD2D同期信号の概略図である。
【図８ａ】既存のD2D同期信号の概略構造図である。
【図８ｂ】2つのD2D同期信号伝送フレームが各T0サイクルで構成される概略構造図である
。
【図８ｃ】2つの独立伝送窓の全体が、各D2D同期信号伝送フレームに含まれる、概略構造
図である。
【図８ｄ】D2D同期信号を送信するための伝送フレームが、受信するための沈黙時間とし
て使用される、概略構造図である。
【図９】本発明の実施形態6による、D2D通信におけるデバイス同期方法の概略図である。
【図１０】本発明の一実施形態による、複数のD2D同期信号を同期的に受信する一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９９】
　本発明の目的、技術的解決策、および利点を明確にするために、以下に、添付図面を参
照して、詳細に本発明をさらに説明する。明らかに、説明する実施形態は、本発明の実施
形態の単なる一部であり、全てではない。創造的努力無しに本発明の実施形態に基づいて
当業者によって得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内にある。
【０１００】
　本発明におけるD2D通信でのデバイスの間の同期を実行する核となる概念は、D2D通信に
おけるいくつかのデバイスが、同期元として働き、D2D情報をカプセル化して、送信し、
同期元として働くデバイスに隣接する別のデバイスが、D2D同期情報を受信し、D2D同期情
報によって指示された同期元と同期し、同期元を示すD2D同期情報内の転送ホップカウン
トが設定閾値に到達しない場合、別の隣接デバイスに、同期元を示すD2D同期情報を転送
し、デバイス間の同期を実施することである。
【０１０１】
　以下の実施形態は、同期信号で搬送される一次D2D同期シーケンス（PD2DSS）が、LTEネ
ットワーク内の同期チャネルにおける一次同期シーケンス（PSS）のものと同じ生成方法
を使用して生成され、二次D2D同期シーケンス（SD2DSS）が、LTEの同期チャネルにおける
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二次同期シーケンス（SSS）のものと同じ生成方法を使用して生成される、一例を使用す
ることによって説明する。本発明の実施形態において、PSSは、PD2DSSとして使用するこ
とができ、SSSは、SD2DSSとして使用することができ、またはPD2DSSおよびSD2DSSの生成
方法は、再定義することができ、またはPD2DSSおよびSD2DSSは、別の既存のシーケンス生
成方式で生成することができる。要するに、本発明の保護範囲は、PD2DSSおよびSD2DSSの
生成方式によって限定されない。
【０１０２】
　実施形態1では、図1に示すように、D2D通信におけるデバイスを提供する。デバイスは
、受信ユニット101、処理ユニット102、および送信ユニット103を含む。
【０１０３】
　受信ユニット101は、D2D通信における第1のデバイスによって送信された第1のD2D同期
情報を受信し、第1のD2D同期情報は、同期元識別子および転送ホップカウントを含む。
【０１０４】
　処理ユニット102は、受信ユニット101によって受信された第1のD2D同期情報内の同期元
識別子に従って同期元を判断し、同期元と同期し、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウ
ントが設定閾値未満であると判断した場合、第2のD2D同期情報を取得するために、第1のD
2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを更新する。
【０１０５】
　送信ユニット103は、第2のD2D同期情報を、各隣接デバイスに送信する。
【０１０６】
　好ましくは、第1のD2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬
送され、
　または、
　第1のD2D同期情報は、第1部分D2D同期情報および第2部分D2D同期情報を含み、第1部分D
2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送され、第2部分D2D同
期情報は、物理的D2D同期チャネル（PD2DSCH）を介して第1のデバイスによって送信され
る。
【０１０７】
　特定の実装態様において、D2D同期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは
、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【０１０８】
　D2D同期信号は、一次D2D同期信号（PD2DSS）または二次D2D同期信号（SD2DSS）を含む
ことができ、またはPD2DSSおよびSD2DSSの両方を含むことができる。
【０１０９】
　本発明のこの実施形態において、第1のD2D同期情報が同期元識別子および転送ホップカ
ウントを搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオプションの実装方式が存
在し得る。
【０１１０】
　方式1：処理ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、受信ユニットによって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判断し
、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送された、受信ユニットによって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカウ
ントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信したD2D同期信号におけるPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き換え
られると、置き換えられたPD2DSSを伴うD2D同期信号を、第2のD2D同期情報として使用す



(33) JP 6356818 B2 2018.7.11

10

20

30

40

るよう特に構成される。
【０１１１】
　方式2：処理ユニットは、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、同期元識別子の指示情報に従っ
て同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカウ
ントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信したD2D同期信号内のPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き換えられ
ると、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてPD2DSS置き換え後に取得されたD2D
同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期
情報として同期元識別子の指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得するよう特に構
成される。
【０１１２】
　方式3：処理ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、受信ユニットによって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判断し
、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、転送ホップカウントの、指示情
報に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満
である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウ
ントとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として、SD2DSSを搬送するD2
D同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期
情報として現在の転送ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得す
るよう特に構成される。
【０１１３】
　送信ユニットは、
　第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報を送信し、PD2DSCHに基づいて、第2のD2D同期
情報の第2部分D2D同期情報を送信するよう特に構成される。
【０１１４】
　方式4：処理ユニットは、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信され
た、SD2DSSに対応している同期元識別子と転送ホップカウントとを判断し、判断された同
期元識別子に対応する同期元と同期し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、SD2DSSと同期元識別子
との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対応関係に従っ
て、同期元識別子および現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを判断し、D2D同期
信号内のSD2DSSを判断されたSD2DSSで置き換え、第2のD2D同期情報としてSD2DSS置き換え
後に取得されたD2D同期信号を使用するよう特に構成される。
【０１１５】
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係は、
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【数６７】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数６８】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数６９】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数７０】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０１１６】
　方式5：処理ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、D2D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSおよびSD2DS
Sの組み合わせに対応している同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応す
る同期元と同期し、
　PD2DSCHに基づいて受信ユニットによって受信された、転送ホップカウントの、指示情
報に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満
である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウ
ントとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてD2D同期信号を使用し
、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として現在の
転送ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得するよう特に構成さ
れる。
【０１１７】
　送信ユニットは、
　第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報を送信し、PD2DSCHに基づいて、第2のD2D同期
情報の第2部分D2D同期情報を送信するよう特に構成される。
【０１１８】
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、

【数７１】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
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【数７２】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数７３】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数７４】

であり、
【数７５】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０１１９】
　方式6：処理ユニットは、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、D2
D同期信号で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSとSD2DSSの組み合わ
せが属するPD2DSS－SD2DSSグループに対応している同期元識別子を判断し、判断された同
期元識別子に対応する同期元と同期し、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期で搬
送されて、受信ユニットによって受信される、PD2DSSとSD2DSSとの組み合わせにおけるSD
2DSSに対応している転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定
閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を現在の転送ホッ
プカウントとして使用し、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係
に従って、現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD2DSSに対
応していて、受信したD2D同期信号で搬送されたPD2DSSとSD2DSSの組み合わせが属するPD2
DSS－SD2DSSグループに含まれるPD2DSSとSD2DSSの組み合わせを判断し、D2D同期信号内の
PD2DSSとSD2DSSとの組み合わせを、PD2DSSとSD2DSSとの判断された組み合わせと置き換え
、PD2DSSとSD2DSSの組み合わせの置き換え後に取得されたD2D同期信号を、第2のD2D同期
情報として使用するよう特に構成される。
【０１２０】
　PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０１２１】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、

【数７６】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
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【数７７】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数７８】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数７９】

であり、
【数８０】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSとSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2DSS
グループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０１２２】
　特定の実装態様において、D2D通信におけるデバイスは、複数の第1のD2D同期情報を同
時に受信することができる。この場合、第1のD2D同期情報の1つは、事前設定された選択
規則に従って選択される必要があり、同期が実行される。
【０１２３】
　第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに搬送する。本発明のこの実施形態において
、同期元タイプは、ネットワーク、デバイス、または全地球測位システム（GPS）などと
することができる。
【０１２４】
　複数の第1のD2D同期情報を受信した場合、第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプ
に従って、以下の2つの処理方式が存在する。
【０１２５】
　方式1：複数の第1のD2D同期情報が受信され、複数の第1のD2D同期情報で搬送された同
期元タイプに従って、複数の第1のD2D同期情報が同じ同期元タイプのものであると判断さ
れる。例えば、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報が、D2D通信における異なるデ
バイスから来たと判断し、または同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報がネットワー
ク側から来たと判断する。
【０１２６】
　好ましくは、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントに従って選択を実行す
るステップは、
　受信ユニットが2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合、受信した第1の
D2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを、処理ユニットによって、別々に取得す
るステップと、取得した転送ホップカウントの最小値を判断するステップと、最小値が設
定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する第1のD2D同期情報内の同期元識別子
に対応する同期元と同期するステップとを含む。
【０１２７】
　さらに、最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、処理ユニットは、
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最小値に対応する第1のD2D同期情報の信号強度を判断し、信号距度の最大値に対応する第
1のD2D同期情報に従って同期を実行する。
【０１２８】
　同様に、この特定の実施形態において、受信ユニットによって受信された第1のD2D同期
情報で搬送された転送ホップカウントが同じであり、転送ホップカウントが設定閾値未満
であると判断した場合、処理ユニットは、第1のD2D同期情報の信号強度を判断し、信号強
度の最大値に対応する第1のD2D同期情報に従って同期を実行する。
【０１２９】
　好ましくは、この特定の実施形態において、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップ
カウントが取得された後、転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断された場合
、処理ユニットは、全ての第1のD2D同期情報を破棄する。任意選択的に、受信ユニットは
、設定期間内で、別のデバイスによって送信された第1のD2D同期情報を受信する。受信ユ
ニットが設定期間内に第1のD2D同期情報を受信しなかったと判断した場合、処理ユニット
は、デバイスを同期元として、デバイスの識別子を同期元識別子として使用することによ
って、および現在の転送ホップカウントを初期値に設定することによって、第2のD2D同期
情報を生成し、送信ユニットに、第2のD2D同期情報を送信するよう指示し、その結果、別
の隣接デバイスおよびそのデバイスが、時間的および周波数的に同期する。
【０１３０】
　方式2：複数の第1のD2D同期情報が受信され、複数の第1のD2D同期情報で搬送された同
期元タイプに従って、複数の第1のD2D同期情報が異なる同期元タイプのものであると判断
される。例えば、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報の1つがネットワーク側から
来たと判断し、または他の第1のD2D同期情報が、それぞれ、D2D通信内の他のデバイスか
ら来たと判断する。
【０１３１】
　好ましくは、受信ユニットが、2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合
、処理ユニットが、第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプに従って、同期元がネッ
トワークである第1のD2D同期情報を判断し、判断された第1のD2D同期情報に従って同期を
実行する。
【０１３２】
　好ましくは、同期元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断すると、処理ユニッ
トは、同期元がネットワークである判断された第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップ
カウントを取得し、転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、同期元が
ネットワークである判断された第1のD2D同期情報に従って同期を実行し、または、
　転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断した場合、上記第1の処理方式にお
ける他の第1のD2D同期情報から1つの第1のD2D同期情報を選択し、同期を実行する。
【０１３３】
　事前設定閾値を前もって設定する。実際の用途において、事前設定された閾値は、ネッ
トワーク側での同期精度、およびデバイスの間の（転送ホップカウントの）毎回の転送に
起因する同期精度の低減値に従って判断することができ、すなわち、事前設定された閾値
に対応する同期精度が閾値より高いことを確実にし、D2D通信におけるデバイス間の同期
精度を保証し、さらに、過剰なデバイスが同じ同期元と同期した場合に起こる安定性の低
減を避ける。
【０１３４】
　任意選択的に、D2D通信における任意のデバイスが、同期元タイプがネットワークであ
る第1のD2D同期情報を受信した後、デバイスが以前に別の同期元タイプ（例えば、D2D通
信における別のデバイス）と同期していた場合、デバイスは、ネットワークと同期するよ
うになる。好ましくは、デバイスがネットワークと同期するようになった後、転送ホップ
カウントの最大値がリセットされ、同期元タイプがネットワークである第1のD2D同期情報
が、変更された転送ホップカウントに従って転送される。
【０１３５】
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　具体的には、同期元がネットワークである判断された第1のD2D同期情報に従って同期を
実行した後、処理ユニットは、転送ホップカウントの最大値を更新し、ここで、更新後に
取得された転送ホップカウントの最大値は、更新前に存在した転送ホップカウントの最大
値より大きく、さらに処理ユニットは、現在の転送ホップカウントが更新後に取得された
転送ホップカウントの最大値未満であると判断した場合、第2のD2D同期情報を取得するよ
う、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新する。送信ユニットは、第2のD2D同
期情報を送信し、送信ユニットは、更新後に取得された転送ホップカウントの最大値を送
信する。
【０１３６】
　実際の用途では、送信器での信号は、受信器での信号をサブマージするので、デバイス
は、同時リソースで信号を送受信できない。デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送
受信することを避けるために、以下の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０１３７】
　方式1：受信ユニットがD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれ
か1つを使用することによってD2D同期信号を受信した場合、送信ユニットは、D2D同期信
号を送信するために使用された他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD
2D同期信号を送信し、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが
、各送信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フ
レームにおいて、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０１３８】
　方式2：受信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するた
めに使用された無線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同
期信号を受信した場合、送信ユニットは、D2D同期信号のために使用されて、無線フレー
ムに含まれる、他のリソースのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信し
、D2D同期信号を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイ
クルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおい
て、D2D同期信号のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【０１３９】
　方式3：D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、送信ユニットは、設定量の送
信サイクル内でD2D同期信号のみを送信し、受信ユニットは、設定量の送信サイクル内で
何らのD2D同期信号も受信しない。
【０１４０】
　実施形態2において、図2に示すように、D2D通信における別の構造のデバイスが提供さ
れ、デバイスは、トランシーバ201およびプロセッサ202を含む。
【０１４１】
　トランシーバ201は、D2D通信における第1のデバイスによって送信された第1のD2D同期
情報を受信し、第1のD2D同期情報は、同期元識別子および転送ホップカウントを含む。
【０１４２】
　プロセッサ202は、トランシーバ201によって受信した第1のD2D同期情報内の同期元識別
子に従って同期元を判断し、その同期元と同期し、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウ
ントが設定閾値未満であると判断した場合、第2のD2D同期情報を取得するために、第1のD
2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを更新し、トランシーバ201に、第2のD2D同
期情報を送信する。
【０１４３】
　好ましくは、第1のD2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬
送され、
　または、
　第1のD2D同期情報は、第1部分D2D同期情報および第2部分D2D同期情報を含み、第1部分D
2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送され、第2部分D2D同
期情報は、物理的D2D同期チャネル（PD2DSCH）を介して第1のデバイスによって送信され
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る。
【０１４４】
　特定の実装態様において、D2D同期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは
、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【０１４５】
　D2D同期信号は、一次D2D同期信号または二次D2D同期信号（SD2DSS）を含むことができ
、またはPD2DSSおよびSD2DSSの両方を含むことができる。
【０１４６】
　本発明のこの実施形態において、同期情報が、同期元識別子および転送ホップカウント
を搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオプションの実装方式が存在し得
る。
【０１４７】
　方式1：プロセッサ202は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、トランシーバ201によって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判
断し、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送され、トランシーバ201によって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカ
ウントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信したD2D同期信号におけるPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き換え
られると、置き換えられたPD2DSSを伴うD2D同期信号を、第2のD2D同期情報として使用し
、トランシーバ201に、第2のD2D同期情報を送信するよう指示するように特に構成される
。
【０１４８】
　方式2：プロセッサ202は、
　PD2DSCHに基づいてトランシーバ201によって受信された、同期元識別子の指示情報に従
って同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号
で搬送されて、受信ユニットによって受信された、PD2DSSに対応している転送ホップカウ
ントを判断し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、PD2DSSと転送ホップカ
ウントとの間の事前設定された対応関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応する
PD2DSSを判断し、受信したD2D同期信号内のPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き換えられ
ると、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてPD2DSS置き換え後に取得されたD2D
同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期
情報として同期元識別子の指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得し、トランシー
バ201に、第2のD2D同期情報を送信するよう指示するように特に構成される。
【０１４９】
　方式3：プロセッサ202は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送
されて、トランシーバ201によって受信された、SD2DSSに対応している同期元識別子を判
断し、判断された同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　転送ホップカウントのPD2DSCHに基づいてトランシーバ201によって受信された、指示情
報に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満
である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウ
ントとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として、SD2DSSを搬送するD2
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D同期信号を使用し、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期
情報として現在の転送ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得し
、トランシーバに、第2のD2D同期情報を送信するよう指示するように特に構成される。
【０１５０】
　方式4：プロセッサ202は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、D2D同期信号で搬送されて、トランシーバ201によって受信さ
れた、SD2DSSに対応している同期元識別子と転送ホップカウントとを判断し、判断された
同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計を現在の転送ホップカウントとして使用し、SD2DSSと同期元識別子
との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対応関係に従っ
て、同期元識別子と現在の転送ホップカウントとに対応するSD2DSSを判断し、D2D同期信
号内のSD2DSSを判断されたSD2DSSで置き換え、第2のD2D同期情報としてSD2DSS置き換え後
に取得されたD2D同期信号を使用し、トランシーバ201に、第2のD2D同期情報を送信するよ
う指示するように特に構成される。
【０１５１】
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係は、
【数８１】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数８２】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数８３】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、

【数８４】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０１５２】
　方式5：プロセッサ202は、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、D2D同期信号で搬送されて、トランシーバ201によって受信された、PD2DSSおよびSD
2DSSの組み合わせに対応している同期元識別子を判断し、判断された同期元識別子に対応
する同期元と同期し、
　転送ホップカウントのPD2DSCHに基づいてトランシーバによって受信された、指示情報
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に従って転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが設定閾値未満で
ある場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を、現在の転送ホップカウン
トとして使用し、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報としてD2D同期信号を使用し、P
D2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として現在の転送
ホップカウントの指示情報を使用して、第2のD2D同期情報を取得し、トランシーバ201に
、第2のD2D同期情報を送信するよう指示するように特に構成される。
【０１５３】
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係は、
【数８５】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数８６】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数８７】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数８８】

であり、
【数８９】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０１５４】
　方式6：処理ユニット202は、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、D2
D同期信号で搬送されて、トランシーバ201によって受信された、PD2DSSとSD2DSSの組み合
わせが属するPD2DSS－SD2DSSグループに対応している同期元識別子を判断し、判断された
同期元識別子に対応する同期元と同期し、
　SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、D2D同期で搬
送されて、トランシーバ201によって受信される、PD2DSSとSD2DSSとの組み合わせにおけ
るSD2DSSに対応している転送ホップカウントを判断し、判断された転送ホップカウントが
設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計を現在の転送
ホップカウントとして使用し、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係に従って、現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD2DSS
に対応していて、受信したD2D同期信号で搬送されたPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが
属するPD2DSS－SD2DSSグループに含まれるPD2DSSとSD2DSSの組み合わせを判断し、D2D同
期信号内のPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを、PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合
わせと置き換え、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせの置き換え後に取得されたD2D同期信
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号を、第2のD2D同期情報として使用し、トランシーバ201に、第2のD2D同期情報を送信す
るよう指示するように特に構成される。
【０１５５】
　PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０１５６】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数９０】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数９１】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数９２】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数９３】

であり、
【数９４】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０１５７】
　特定の実装態様において、D2D通信におけるデバイスは、複数の第1のD2D同期情報を同
時に受信することができる。この場合、第1のD2D同期情報の1つは、事前設定された選択
規則に従って選択される必要があり、同期が実行される。
【０１５８】
　複数の第1のD2D同期情報を受信した場合、第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプ
に従って、以下の2つの処理方式が存在する。
【０１５９】
　方式1：トランシーバ201は、複数の第1のD2D同期情報を受信し、プロセッサ202は、ト
ランシーバ201によって受信された複数の第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプに
従って、複数の第1のD2D同期情報が、同じ同期元タイプのものであると判断する。例えば
、プロセッサ202は、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報が、D2D通信における異な
るデバイスから来たと判断し、または同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報がネット
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ワーク側から来たと判断する。
【０１６０】
　好ましくは、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントに従って選択を実行す
るステップは、
　トランシーバ201が2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判断した場合、受信した第
1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを、プロセッサ202によって、別々に取
得するステップと、取得した転送ホップカウントの最小値を判断するステップと、最小値
が設定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する第1のD2D同期情報内の同期元識
別子に対応する同期元と同期するステップとを含む。
【０１６１】
　さらに、最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、プロセッサ202は、
最小値に対応する第1のD2D同期情報の信号強度を判断し、信号距度の最大値に対応する第
1のD2D同期情報に従って同期を実行する。
【０１６２】
　同様に、この特定の実施形態において、トランシーバ201によって受信された第1のD2D
同期情報で搬送された転送ホップカウントが同じであり、転送ホップカウントが設定閾値
未満であると判断した場合、プロセッサ202は、第1のD2D同期情報の信号強度を判断し、
信号強度の最大値に対応する第1のD2D同期情報に従って同期を実行する。
【０１６３】
　好ましくは、この特定の実施形態において、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップ
カウントが取得された後、転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断された場合
、プロセッサ202は、全ての第1のD2D同期情報を破棄する。任意選択的に、トランシーバ2
01は、設定期間内で、別のデバイスによって送信された第1のD2D同期情報を受信する。受
信ユニットが設定期間内に第1のD2D同期情報を受信しなかったと判断した場合、プロセッ
サ202は、デバイスを同期元として、デバイスの識別子を同期元識別子として使用するこ
とによって、および現在の転送ホップカウントを初期値に設定することによって、第2のD
2D同期情報を生成し、送信ユニットに、第2のD2D同期情報を送信するよう指示し、その結
果、別の隣接デバイスおよびそのデバイスが、時間的および周波数的に同期する。
【０１６４】
　方式2：トランシーバ201は、複数の第1のD2D同期情報を受信し、プロセッサ202は、ト
ランシーバ201によって受信された複数の第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプに
従って、複数の第1のD2D同期情報が、異なる同期元タイプのものであると判断する。例え
ば、プロセッサ202が、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報の1つがネットワーク側
から来たと判断し、または他の第1のD2D同期情報が、それぞれ、D2D通信内の他のデバイ
スから来たと判断する。
【０１６５】
　好ましくは、トランシーバ201が、1つより多くの第1のD2D同期情報を受信したと判断し
た場合、プロセッサ202が、第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプに従って、同期
元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断し、判断された第1のD2D同期情報に従っ
て同期を実行する。
【０１６６】
　好ましくは、同期元がネットワークである第1のD2D同期情報を判断すると、プロセッサ
202は、同期元がネットワークである判断された第1のD2D同期情報で搬送された転送ホッ
プカウントを取得し、転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合、同期元
がネットワークである判断された第1のD2D同期情報に従って同期を実行し、または
　転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断した場合、上記第1の処理方式にお
ける他の第1のD2D同期情報から1つの第1のD2D同期情報を選択し、同期を実行する。
【０１６７】
　事前設定閾値を前もって設定する。実際の用途において、事前設定された閾値は、ネッ
トワーク側での同期精度、およびデバイスの間の（転送ホップカウントの）毎回の転送に
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起因する同期精度の低減値に従って判断することができ、すなわち、事前設定された閾値
に対応する同期精度が閾値より高いことを確実にし、D2D通信におけるデバイス間の同期
精度を保証し、さらに、過剰なデバイスが同じ同期元と同期した場合に起こる安定性の低
減を避ける。
【０１６８】
　任意選択的に、D2D通信におけるデバイスが、同期元タイプがネットワークである第1の
D2D同期情報を受信した後、デバイスが以前に別の同期元タイプ（例えば、D2D通信におけ
る別のデバイス）と同期していた場合、デバイスは、ネットワークと同期するようになる
。好ましくは、デバイスがネットワークと同期するようになった後、転送ホップカウント
の最大値がリセットされ、同期元タイプがネットワークである第1のD2D同期情報が、変更
された転送ホップカウントに従って転送される。
【０１６９】
　具体的には、同期元がネットワークである判断された第1のD2D同期情報に従って同期を
実行した後、プロセッサ202は、転送ホップカウントの最大値を更新し、ここで、更新後
に取得された転送ホップカウントの最大値は、更新前に存在した転送ホップカウントの最
大値より大きく、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが更新後に取得され
た転送ホップカウントの最大値未満であると判断した場合、プロセッサ202は、第2のD2D
同期情報を取得するために、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントを更新し、トラン
シーバ201に、第2のD2D同期情報を送信するよう指示し、トランシーバ201に、更新後に取
得された転送ホップカウントの最大値を送信するよう指示する。
【０１７０】
　実際の用途では、送信器での信号は、受信器での信号をサブマージするので、デバイス
は、同時リソースで信号を送受信できない。デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送
受信することを避けるために、以下の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０１７１】
　方式1：D2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを使用す
ることによってD2D同期信号を受信した場合、トランシーバ201は、D2D同期信号を送信す
るために使用された他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号
を送信し、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サ
イクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにお
いて、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０１７２】
　方式2：D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用された無
線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を受信した
場合、トランシーバ201は、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、
他のリソースのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信し、D2D同期信号
を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して
構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信
号のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【０１７３】
　方式3：D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、トランシーバ201は、設定量
の送信サイクル内でD2D同期信号のみを送信し、トランシーバ201は、設定量の送信サイク
ル内で何らのD2D同期信号も受信しない。
【０１７４】
　実施形態3において、図3に示すように、D2D通信における別のデバイスが提供され、デ
バイスは、
　同期元識別子と転送ホップカウントとを判断して、判断された同期元識別子と転送ホッ
プカウントとを第1のD2D同期情報にカプセル化するよう構成される、メッセージ処理ユニ
ット301と、
　メッセージ処理ユニット301によって処理された第1のD2D同期情報を送信するよう構成
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される、送信ユニット302とを含む。
【０１７５】
　デバイスが同期元として働く場合、メッセージ処理ユニット301によって判断された同
期元識別子は、デバイスの識別子である。ネットワークデバイス（例えば、基地局）が同
期元として働く場合、メッセージ処理ユニット301によって判断された同期元識別子は、
デバイスが同期するネットワークデバイスの識別子である。
【０１７６】
　第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに含むことが好ましい。
【０１７７】
　第1のデバイスが、検出ユニット303と受信ユニット304とをさらに含むことが好ましい
。
【０１７８】
　検出ユニット303は、ネットワークによって送信されたダウンリンク同期信号を検出す
るよう構成される。
【０１７９】
　検出ユニット303がダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、メッセー
ジ処理ユニット301は、送信ユニットに、第1のD2D同期情報を送信するよう指示し、また
は、
　検出ユニット303がダウンリンク同期信号を検出したと判断した後、受信ユニット304が
別のデバイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、第3のD2D同期情
報内の同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判断し、送信ユ
ニットに、第1のD2D同期情報を送信するよう指示する。
【０１８０】
　特定の実装態様において、送信ユニット302によって送信された第1のD2D同期情報は、
ネットワークによって送信されて、受信ユニット303によって受信されるダウンリンク同
期信号が位置付けられる時間－周波数リソースとは異なってもよいし、または同じでもよ
い。
【０１８１】
　任意選択的に、送信ユニット302は、
　D2D同期信号を送信するようさらに構成され、ここで、D2D同期信号は、第1のD2D同期情
報を搬送し、
　または、
　送信ユニットは、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、ここで、D2D同期信号は
、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、送信ユニットは、物理的D2D同期チ
ャネルPD2DSCHを介して第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するようさらに構
成され、ここで、第1部分D2D同期情報と第2部分D2D同期情報とは、第1のD2D同期情報に組
み合わされる。
【０１８２】
　実際の用途では、D2D同期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは、異なっ
ていてもよいし、または同じであってもよい。
【０１８３】
　D2D同期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む
ことが好ましい。
【０１８４】
　実施形態1に対応して、この実施形態において、同期情報が、同期元識別子および転送
ホップカウントを搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオプションの実装
方式が存在し得る。
【０１８５】
　方式1：メッセージ処理ユニット301は、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
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れた対応関係に従って、判断された同期元識別子に対応するSD2DSSを取得し、取得したPD
2DSSとSD2DSSとをD2D同期信号に加え、PD2DSSとSD2DSSとを搬送するD2D同期信号を、第1
のD2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０１８６】
　方式2：メッセージ処理ユニット301は、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得し、取得したPD2DSSをD2D同期信号に加え、PD2
DSSを搬送するD2D同期信号を、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、判
断された同期元識別子の指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の
第2部分D2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０１８７】
　方式3：メッセージ処理ユニット301は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、判断された同期元識
別子に対応するSD2DSSを取得し、
　取得したSD2DSSと事前設定されたPD2DSSとを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第
1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として使用する
よう特に構成され、ここで、全ての同期元に対して事前設定されたPD2DSSは、D2D通信に
おいて同じである。
【０１８８】
　方式4：メッセージ処理ユニット301は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設
定された対応関係に従って、判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応する
SD2DSSを取得し、
　SD2DSSをD2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第1のD2D同期情報として使用するよう特
に構成される。
【０１８９】
　具体的には、SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの
間の、事前設定された対応関係は、
【数９５】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、

【数９６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数９７】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
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【数９８】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０１９０】
　方式5：メッセージ処理ユニット301は、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、判断された同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを取得し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの取得した組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第
1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として使用する
よう特に構成される。
【０１９１】
　具体的には、同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された
対応関係は、

【数９９】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１００】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、

【数１０１】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１０２】

であり、
【数１０３】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０１９２】
　方式6：メッセージ処理ユニット301は、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、判
断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するよう特に構成され、
ここで、各PD2DSS－SD2DSSグループは、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを含み、
　メッセージ処理ユニットは、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係に従って、判断された転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD
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2DSSを含む、取得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合
わせを判断し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、
第1のD2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０１９３】
　好ましくは、PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０１９４】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数１０４】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１０５】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、

【数１０６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１０７】

であり、
【数１０８】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０１９５】
　好ましくは、D2D通信での、同期元として働く複数の異なるデバイスが、同じ同期元識
別子を第1のD2D同期情報に加えることを避けるために、本発明のこの実施形態において、
処理ユニットは、設定サイクルに従って、第1のD2D同期情報で搬送される同期元識別子を
変換するようさらに構成される。
【０１９６】
　第1のD2D同期情報が同期元識別子を搬送するさまざまな方式に従って、同期情報で搬送
される同期元識別子を変換する目的は、以下の特定の変更方式で達成することができ、す
なわち、
　処理ユニットによって、設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変
換するステップか、
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　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップと、設定
サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変更するステップとを含む。
【０１９７】
　特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／または
SD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数１０９】

であるようさらに構成され、ここで、

【数１１０】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nframe（m）が、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSが第mの時
間の間に変更された場合にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表し、Nsが、PD
2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表す。
【０１９８】
　別の特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／ま
たはSD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数１１１】

であるようさらに構成され、ここで、
　mが0である場合、
【数１１２】

であり、
【数１１３】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nsは、PD2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表
し、aは、ゼロ以外の整数を表し、Nframe（0）は、D2D同期信号が最初に送信されたとき
にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表す。
【０１９９】
　同期元識別子を示すために使用されて、D2D同期信号内にあるPD2DSSおよび／またはSD2
DSSは、同一チャネル干渉を避けるために、および隣接する同期元識別子の検出を容易に
するために、変換され、複数の隣接同期元が同じ同期元識別子を搬送する問題を避けるこ
とができる。
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【０２００】
　本発明のこの実施形態において、デバイスが同期元として働く場合、第1のD2D同期情報
が送信されると、ネットワークからのダウンリンク同期信号を受信することができ、また
は別の同期元からの同期信号を受信することができる。実際の用途では、送信器での信号
は、受信器での信号をサブマージするので、デバイスは、同時リソースで信号を送受信で
きない。デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送受信することを避けるために、以下
の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０２０１】
　方式1：送信ユニットは、
　受信ユニットがD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを
使用することによってD2D同期信号を受信した場合、D2D同期信号を送信するために使用さ
れた他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう
特に構成され、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送
信サイクルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレーム
において、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０２０２】
　方式2：送信ユニットは、
　受信ユニットが、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用
された無線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を
受信した場合、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他のリソー
スのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信するよう特に構成され、D2D
同期信号を送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクル
に対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D
2D同期信号のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【０２０３】
　方式3：送信ユニットは、
　D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、設定量の送信サイクル内でD2D同期信
号のみを送信するよう特に構成され、受信ユニットは、設定量の送信サイクル内で何らの
D2D同期信号も受信しない。
【０２０４】
　実施形態4において、図4に示すように、D2D通信における別の構造のデバイスが提供さ
れ、デバイスは、プロセッサ401およびトランシーバ402を含む。
【０２０５】
　プロセッサ401は、同期元識別子と転送ホップカウントとを判断し、判断された同期元
識別子と転送ホップカウントとを、第1のD2D同期情報にカプセル化する。
【０２０６】
　トランシーバ402は、プロセッサ401によって処理された第1のD2D同期情報を送信する。
【０２０７】
　第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに含むことが好ましい。
【０２０８】
　トランシーバ402は、ネットワークによって送信されたダウンリンク同期信号を検出す
るようさらに構成される。
【０２０９】
　トランシーバ402がダウンリンク同期信号を検出しなかったと判断した場合、プロセッ
サ401は、トランシーバ402に、第1のD2D同期情報を送信するよう指示し、または、
　トランシーバ402がダウンリンク同期信号を検出したと判断した後、トランシーバ402が
別のデバイスによって送信された第3のD2D同期情報を受信したと判断し、第3のD2D同期情
報内の同期元タイプに従って、同期元がネットワークデバイスではないと判断し、トラン
シーバ402に、第1のD2D同期情報を送信するよう指示する。
【０２１０】
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　特定の実装態様において、トランシーバ402によって送信された第1のD2D同期情報は、
ネットワークによって送信された受信ダウンリンク同期信号が位置付けられる時間－周波
数リソースとは異なってもよいし、または同じでもよい。
【０２１１】
　任意選択的に、トランシーバ402は、
　D2D同期信号を送信するようさらに構成され、ここで、D2D同期信号は、第1のD2D同期情
報を搬送し、
　または、
　トランシーバ402は、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、ここで、D2D同期信
号は、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、トランシーバ402は、物理的D2D
同期チャネルPD2DSCHを介して第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するようさ
らに構成され、ここで、第1部分D2D同期情報と第2部分D2D同期情報とは、D2D同期情報に
組み合わされる。
【０２１２】
　実際の用途では、D2D同期信号のサイクルおよびPD2DSCHのサイクルは、異なっていても
よいし、または同じであってもよい。
【０２１３】
　D2D同期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信号SD2DSSを含む
ことが好ましい。
【０２１４】
　実施形態1および実施形態2に対応して、この実施形態において、同期情報が、同期元識
別子および転送ホップカウントを搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオ
プションの実装方式が存在し得る。
【０２１５】
　方式1：プロセッサ401は、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得し、SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定さ
れた対応関係に従って、判断された同期元識別子に対応するSD2DSSを取得し、取得したPD
2DSSとSD2DSSとをD2D同期信号に加え、PD2DSSとSD2DSSとを搬送するD2D同期信号を、第1
のD2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０２１６】
　任意選択的に、デバイスは、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係を格納するよう構成される、メモリをさらに含む。プロセッサは、メモリから対応関
係を取得する。
【０２１７】
　方式2：プロセッサ401は、
　PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って、判断された転
送ホップカウントに対応するPD2DSSを取得し、取得したPD2DSSをD2D同期信号に加え、PD2
DSSを搬送するD2D同期信号を、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、判
断された同期元識別子の指示情報を、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の
、第2部分D2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０２１８】
　任意選択的に、デバイスは、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係を格納するよう構成される、メモリをさらに含む。プロセッサは、メモリから対応関
係を取得する。
【０２１９】
　方式3：プロセッサ401は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って、判断された同期元識
別子に対応するSD2DSSを取得し、
　取得したSD2DSSと事前設定されたPD2DSSとを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第



(52) JP 6356818 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報として使用するよ
う特に構成され、ここで、全ての同期元に対して事前設定されたPD2DSSは、D2D通信にお
いて同じである。
【０２２０】
　任意選択的に、デバイスは、SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係を
格納するよう構成される、メモリをさらに含む。プロセッサは、メモリから対応関係を取
得する。
【０２２１】
　方式4：プロセッサ401は、
　SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定
された対応関係に従って、判断された同期元識別子と転送ホップカウントとに対応するSD
2DSSを取得し、
　SD2DSSをD2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第1のD2D同期情報として使用するよう特
に構成される。
【０２２２】
　具体的には、SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの
間の、事前設定された対応関係は、
【数１１４】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数１１５】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数１１６】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、

【数１１７】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０２２３】
　任意選択的に、デバイスは、SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホッ
プカウントとの間の、事前設定された対応関係を格納するよう構成される、メモリをさら
に含む。プロセッサは、メモリから対応関係を取得する。
【０２２４】
　方式5：プロセッサ401は、
　同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従
って、判断された同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを取得し、
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　PD2DSSおよびSD2DSSの取得した組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、第
1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用し、転送ホップカウントの指示情報を、
PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報として使用するよ
う特に構成される。
【０２２５】
　具体的には、同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された
対応関係は、
【数１１８】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１１９】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１２０】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１２１】

であり、

【数１２２】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０２２６】
　任意選択的に、デバイスは、同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の
事前設定された対応関係を格納するよう構成される、メモリをさらに含む。プロセッサは
、メモリから対応関係を取得する。
【０２２７】
　方式6：プロセッサ401は、
　同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係に従って、判
断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループを取得するよう特に構成され、
ここで、各PD2DSS－SD2DSSグループは、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを含み、
　プロセッサ401は、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従
って、判断された転送ホップカウントに対応するSD2DSSを取得し、取得されたSD2DSSを含
む、取得されたPD2DSS－SD2DSSグループにおける、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせを判
断し、
　PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせを、D2D同期信号に加え、D2D同期信号を、
第1のD2D同期情報として使用するよう特に構成される。
【０２２８】
　好ましくは、PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
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　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０２２９】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数１２３】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１２４】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１２５】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１２６】

であり、
【数１２７】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０２３０】
　任意選択的に、デバイスは、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定
された対応関係を格納し、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係
を格納するよう構成される、メモリをさらに含む。プロセッサは、メモリから対応関係を
取得する。
【０２３１】
　好ましくは、D2D通信での、同期元として働く複数の異なるデバイスが、同じ同期元識
別子を第1のD2D同期情報に加えることを避けるために、本発明のこの実施形態において、
プロセッサは、設定サイクルに従って、第1のD2D同期情報で搬送される同期元識別子を変
換するようさらに構成される。
【０２３２】
　第1のD2D同期情報が同期元識別子を搬送するさまざまな方式に従って、同期情報で搬送
される同期元識別子を変換する目的は、以下の特定の変更方式で達成することができ、す
なわち、
　プロセッサによって、設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変換
するステップか、
　または、
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　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップと、設定
サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変更するステップとを含む。
【０２３３】
　特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／または
SD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数１２８】

であるようさらに構成され、ここで、
【数１２９】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nframe（m）が、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSが第mの時
間の間に変更された場合にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表し、Nsが、PD
2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表す。
【０２３４】
　別の特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／ま
たはSD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数１３０】

であるようさらに構成され、ここで、
　mが0である場合、
【数１３１】

であり、

【数１３２】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nsは、PD2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表
し、aは、ゼロ以外の整数を表し、Nframe（0）は、D2D同期信号が最初に送信されたとき
にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表す。
【０２３５】
　同期元識別子を示すために使用されて、D2D同期信号内にあるPD2DSSおよび／またはSD2
DSSは、同一チャネル干渉を避けるために、および隣接する同期元識別子の検出を容易に
するために、変換され、複数の隣接同期元が同じ同期元識別子を搬送する問題を避けるこ
とができる。
【０２３６】
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　本発明のこの実施形態において、デバイスが同期元として働く場合、第1のD2D同期情報
が送信されると、ネットワークからのダウンリンク同期信号を受信することができ、また
は別の同期元からの同期信号を受信することができる。実際の用途では、送信器での信号
は、受信器での信号をサブマージするので、デバイスは、同時リソースで信号を送受信で
きない。デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送受信することを避けるために、以下
の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０２３７】
　方式1：D2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれか1つを使用す
ることによってD2D同期信号を受信した場合、トランシーバは、D2D同期信号を送信するた
めに使用された他の無線フレームのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送
信し、D2D同期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サイク
ルに対して構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて
、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０２３８】
　方式2：D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するために使用された無
線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによってD2D同期信号を受信した
場合、トランシーバは、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他
のリソースのいずれか1つを使用することによってD2D同期信号を送信し、D2D同期信号を
送信するために使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して構
成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信号
のために使用される2つ以上のリソースが構成される。
【０２３９】
　方式3：D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、トランシーバは、設定量の送
信サイクル内でD2D同期信号のみを送信し、設定量の送信サイクル内で何らのD2D同期信号
も受信しない。
【０２４０】
　実施形態5では、同じ原理に基づいて、D2D通信におけるデバイスによって同期情報を送
信する方法を提供する。図5aに示すように、本方法は、以下のステップを主に含む。
【０２４１】
　ステップ51：D2D通信における第1のデバイスは、同期元識別子と転送ホップカウントと
を判断し、判断された同期元識別子と転送ホップカウントとを、第1のD2D同期情報にカプ
セル化する。
【０２４２】
　ステップ52：第1のD2D同期情報を送信し、D2D通信における第2のデバイスが、第1のD2D
同期情報を受信し、第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期し、第1
のD2D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、第1のD2D同期情報内
の転送ホップカウントを更新し、転送ホップカウントの更新後に取得した第2のD2D同期情
報を送信する。
【０２４３】
　D2D通信における第1のデバイスは、同期元として働く。
【０２４４】
　任意選択的に、第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに含む。
【０２４５】
　好ましくは、本発明のこの実施形態において、同期元として働くデバイスは、ネットワ
ークカバレッジ領域外にあり、デバイスは、第1のD2D同期情報を生成および送信し、第1
のD2D同期情報で搬送された、判断された同期元識別子は、同期元として働くデバイスの
識別子である。同期元として働くデバイスがネットワークカバレッジ領域内にある場合、
デバイスは、ネットワークとまず同期し、ネットワークカバレッジ領域外にある別の隣接
デバイスと同期する必要があると判断した場合、デバイスは、第1のD2D同期情報を送信し
、第1のD2D同期情報で搬送された、判断された同期元識別子は、同期元として働くデバイ
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スが同期するネットワークデバイスの識別子である。
【０２４６】
　具体的には、第1のD2D同期情報を送信する前に、D2D通信における第1のデバイスは、ネ
ットワークによって送信されたダウンリンク同期信号を検出し、ダウンリンク同期信号が
検出されないと判断し、または、
　第1のデバイスが、ネットワークによって送信されたダウンリンク同期信号を検出し、
ダウンリンク同期信号が検出されたと判断した後、別のデバイスによって送信された第3
のD2D同期情報を受信し、第3のD2D同期情報内の同期元タイプに従って、同期元がネット
ワークデバイスではないと判断する。
【０２４７】
　第1のデバイスによって送信された第1のD2D同期情報により占められる時間－周波数は
、ネットワークによって送信されたダウンリンク同期信号により占められる時間－周波数
リソースと異なる。
【０２４８】
　例えば、図５ｂに示すように、ユーザ機器（UE）がネットワークカバレッジ状態に従っ
て同期を実行する特定の処理は、以下の通りである。
【０２４９】
　ステップ501：UEは、LTEネットワークからのダウンリンク同期信号をスキャンする。
【０２５０】
　ステップ502：UEがダウンリンク同期信号を検出したかどうかを判断し、検出した場合
、ステップ503を実行し、検出しなかった場合、ステップ504を実行する。
【０２５１】
　ステップ503：UEがネットワークカバレッジ領域内にある場合に、別のデバイスのD2D同
期情報が受信された場合、D2D同期情報の同期元はネットワークではないと判断し、同期
元識別子がネットワークであるD2D同期情報を送信する。
【０２５２】
　ステップ504：UEがネットワークカバレッジ領域外にある場合、UEは、D2DリソースでD2
D同期情報をスキャンする。
【０２５３】
　ステップ505：UEがD2D同期情報を検出したかどうかを判断し、検出した場合、ステップ
507を実行し、検出しなかった場合、ステップ506を実行する。
【０２５４】
　ステップ506：UEが、同期元として働き、D2D同期情報を生成し、D2D同期情報を送信す
る。
【０２５５】
　ステップ507：UEが、検出されたD2D同期情報に従って同期を実行し、D2D同期情報を転
送する。
【０２５６】
　好ましくは、同期元タイプがネットワークであるD2D同期情報を受信した後、ネットワ
ークカバレッジ領域外のUEは、代わりにD2D同期情報に従ってネットワークに同期し、転
送ホップカウントの最大値を変更し、変更後に取得された最大値は、同期元がネットワー
クではないD2D同期情報内の転送ホップカウントの最大値より大きい。
【０２５７】
　例えば、図5cに示すように、D2D通信において、一部のUE（例えば、UE1）は、ネットワ
ークカバレッジ領域内にあり、一部のUE（UE2、UE3、およびUE4）は、ネットワークカバ
レッジ領域外にある。D2D通信における全てのUEは、D2DリソースでD2D同期情報を検出す
る。ネットワークカバレッジ領域外のUEから何らのD2D同期情報も検出されなかった場合
、ネットワークカバレッジ領域内のUE1は、何らのD2D同期情報も送信しない。ネットワー
クカバレッジ領域外のUEは、ネットワークカバレッジ領域からのD2D同期情報があるかど
うかを周期的に検出する。ネットワークカバレッジ領域から何らのD2D同期情報も検出さ
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働き、D2D同期情報を生成して、UE2およびUE4に送信し、UE2は、同期元がUE3であるD2D同
期情報をUE1に転送し、UE1は、受信したD2D同期情報に従って、D2D同期情報の同期元がネ
ットワークカバレッジ領域外のUEであると判断し、図5eに示すように、同期元が基地局で
あるD2D同期情報を、UE2に送信する。D2D同期情報の同期元が基地局であると判断した場
合、UE2は、代わりに基地局に同期し、同期元が基地局であるD2D同期情報を、UE3およびU
E4に転送する。
【０２５８】
　任意選択的に、デバイスは、D2D同期信号を送信し、ここで、D2D同期信号は、第1のD2D
同期情報を搬送し、
　または、
　デバイスは、D2D同期信号を送信するようさらに構成され、ここで、D2D同期信号は、第
1のD2D同期情報の第1部分D2D同期信号を搬送し、デバイスは、物理的D2D同期チャネルPD2
DSCHを介して第1のD2D同期情報の第2部分D2D同期情報を送信するようさらに構成され、こ
こで、第1部分D2D同期情報と第2部分D2D同期情報とは、第1のD2D同期情報に組み合わされ
る。
【０２５９】
　任意選択的に、第1のD2D同期情報は、同期元タイプを含み、同期元タイプの指示情報は
、D2D同期信号で搬送および送信することができ、またはPD2DSCHを介して送信することが
できる。
【０２６０】
　実際の用途では、D2D同期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは、同じで
あってもよいし、または異なっていてもよい。
【０２６１】
　任意選択的に、D2D同期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信
号SD2DSSを含む。
【０２６２】
　本発明のこの実施形態において、同期情報が、同期元識別子および転送ホップカウント
を搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオプションの実装方式が存在し得
る。
【０２６３】
　方式1：判断された転送ホップカウントに対応するPD2DSSが、PD2DSSと転送ホップカウ
ントとの間の事前設定された対応関係に従って取得され、判断された同期元識別子に対応
するSD2DSSが、SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係に従って取得され
、取得されたPD2DSSおよびSD2DSSが、D2D同期信号に加えられ、D2D同期信号が、第1のD2D
同期情報として使用される。
【０２６４】
　例えば、M個のPD2DSSがあると仮定すると、UEがD2D同期信号を転送するための転送ホッ
プカウントとM個のPD2DSSとの間のマッピング関係が事前設定される単純マッピング方法
では、同じ同期元からのD2D同期信号に対して、最大K回の転送が可能であり、すなわち、
転送ホップカウントの最大値がKであり、ここで、KはMより大きくなく、第iの転送は、第
iのPD2DSSに対応しており、すなわち、転送ホップカウントiは、第iのPD2DSSに対応して
いる。表1に示すように、表において、Mは3であり、すなわち、PD2DSSの量が3であり、本
明細書における単なる一例であり、本発明に制限を課すために使用されない。同じように
、PD2DSSの数は、0、1、および2とすることができ、対応する転送ホップカウントもまた
、0、1、および2とすることができ、開始点においてのみ表1に示した内容とは異なるが、
表現方法は違いがなく、同じ方法と考えるべきである。また、ルートシーケンス番号25、
29、および34を伴うZCシーケンスのみが、表において例として使用され、一方、実際の用
途では、別のZCシーケンスも使用することができる。



(59) JP 6356818 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

【表１】

【０２６５】
　別の例の場合、さらに上記の例において、特定の同期処理は、次の通りであり、すなわ
ち、UE1がD2D同期信号を検出し、D2D同期信号が第iのPD2DSSを搬送すると仮定し、UE1がU
E1の受信器のタイミングおよび周波数を、受信したD2Dによって示された同期元に同期す
る。UE1は、iとKとを比較する。iがKより大きい場合、UE1は、同期元のD2D同期信号を転
送せず、iがKより大きくない場合、UE1は、D2D同期信号で搬送された第iのPD2DSSを、第
（i＋1）のPD2DSSと置き換え、D2D同期信号を送信する。UE1が何らのD2D同期信号も検出
しなかったと仮定すると、UE1は、D2DリソースでD2D同期信号を送信し、D2D同期信号は、
第1のPD2DSSを搬送する。
【０２６６】
　さらに上記の例において、図6に示すように、UE1が同期元であり、UE1によって送信さ
れたD2D同期信号がPD2DSS1を搬送すると仮定すると、UE2とUE3の両方が、PD2DSS1を搬送
するD2D同期信号を受信し、同期元のD2D同期信号が、UE1からUE2およびUE3に一度転送さ
れる。UE2およびUE3は、それぞれの受信器のタイミングおよび周波数を、UE1に別々に同
期し、UE2およびUE3は、同期元に対して2回目の転送を実行し、D2D同期信号内のPD2DSS1
を、PD2DSS２に置き換える。UE4は、PD2DSS2を搬送するD2D同期信号を受信し、UE4の受信
器のタイミングおよび周波数を同期元UE1に同期し、3度目の転送を実行し、D2D同期信号
内のPD2DSS2をPD2DSS3に置き換える。UE5は、PD2DSS3を搬送するD2D同期信号を受信し、U
E5の受信器のタイミングおよび周波数を、同期元UE1に同期する。この場合では、最大転
送ホップカウント3に達するので、UE5は、同期元がUE1であるD2D同期信号を転送しない。
UE6は、D2D同期信号を受信することができず、新規同期元として働き、D2D同期信号を生
成および送信し、ここで、D2D同期信号は、PD2DSS1を搬送する。UE5およびUE7は、UE6か
らD2D同期信号を受信し、さらに、最大転送ホップカウントに到達するまで、本転送方式
で転送を実行する。
【０２６７】
　この実装態様では、SD2DSSがLTEでSSSにより表される場合、少なくとも167の異なるSD2
DSSが存在する可能性があり、それに対応して、少なくとも167の同期元識別子が存在する
可能性がある。
【０２６８】
　この実装態様において、同じ転送ホップカウントを伴う複数のD2D同期信号が同じ同期
元から来た場合、複数のD2D同期信号は、組み合わせ利得を得るために直接組み合わせる
ことができる。
【０２６９】
　方式2：判断された転送ホップカウントに対応するPD2DSSが、PD2DSSと転送ホップカウ
ントとの間の事前設定された対応関係に従って取得され、取得されたPD2DSSがD2D同期信
号に加えられ、D2D同期信号が第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用され、
判断された同期元識別子の指示情報が、PD2DSCHに基づいて送信される、第1のD2D同期情
報の、第2部分D2D同期情報として使用される。
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【０２７０】
　例えば、図7に示すように、D2D同期信号（D2DSS）の伝送の間、データは、PD2DSCHを介
して送信することができ、データは、同期元識別子の少なくとも指示情報を含むことがで
き、PD2DSCH信号が現れるサイクルは、D2D同期信号が現れるサイクル以上である。すなわ
ち、一部のD2D同期信号付近には何らのPD2DSCHも存在しないが、PD2DSCH信号付近にD2D同
期信号が存在しなければならない。
【０２７１】
　同じ同期元からの同じ転送ホップカウントを伴うD2D同期信号は同じであり、PD2DSCHに
基づいて送信されたコンテンツも同じである。
【０２７２】
　この実装態様において、同期元を選択する段階で、PD2DSCH信号は、構文解析される必
要がなく、PD2DSCH信号は、同期元が選択された後にのみ、構文解析される必要がある。
さらに、同じ転送ホップカウントを伴う複数のD2D同期信号が同じ同期元から来た場合、
複数のD2D同期信号は、組み合わせ利得を得るために直接組み合わせることができる。
【０２７３】
　方式3：判断された同期元識別子に対応するSD2DSSがSD2DSSと同期元識別子との間の事
前設定された対応関係に従って取得され、
　取得されたSD2DSSおよび事前設定PD2DSSがD2D同期信号に加えられ、D2D同期信号が第1
のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用され、判断された転送ホップカウントの
指示情報が、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報と
して使用され、ここで、全ての同期元に対して事前設定されたPD2DSSは、D2D通信におい
て同じである。
【０２７４】
　例えば、異なるSD2DSSは、異なる同期元を示す。合計でN個のSD2DSSが存在すると仮定
すると、N個のSD2DSSは、N個の異なる同期元を示すことができ、転送ホップカウントの指
示情報が、PD2DSCHを介して送信される。
【０２７５】
　この実装態様において、ただ1つのPD2DSSのみが、全てのUEおよび異なる転送ホップカ
ウントに対して事前設定される。UEがPD2DSSを受信した場合、重畳PD2DSSを受信すること
によって、より大きなエネルギを得ることができる。さらに、UEは、ただ1つのPD2DSSの
みを検出すればよく、検出の複雑さが低減する。UEの受信器は、複数のPD2DSS同期位置を
発見した後、その同期位置でSD2DSSを復調すればよい。
【０２７６】
　方式4：判断された同期元識別子および転送ホップカウントに対応するSD2DSSが、SD2DS
Sと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定され
た対応関係に従って取得され、
　SD2DSSは、D2D同期信号に加えられ、D2D同期信号は、第1のD2D同期情報として使用され
る。
【０２７７】
　例えば、SD2DSSは、M個のグループに分割され、グループの番号は、転送ホップカウン
トに対応しており、グループ内のPD2DSSのシーケンス番号は、同期元識別子に対応してい
る。
【０２７８】
　具体的には、SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの
間の、事前設定された対応関係は、
【数１３３】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
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送ホップカウントを表し、
【数１３４】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、

【数１３５】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数１３６】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０２７９】
　例えば、検出されたD2D同期信号で搬送されたSD2DSSのシーケンス番号が125であり、転
送ホップカウントの事前設定された最大値は3であると仮定すると、転送ホップカウント
は2であり、同期元識別子は41であると算出することができる。
【０２８０】
　この実装態様において、同じPD2DSSのみを、全てのUEおよび転送ホップカウントに対し
て事前設定することができ、その結果、重畳PD2DSSを受信することによって、より多くの
エネルギを得ることができる。さらに、UEは、ただ1つのPD2DSSを検出すればよく、検出
の複雑さが低減し、PD2DSSを受信する速度が向上し、PD2DSCHを受信する必要無く、同期
元を選択する。
【０２８１】
　方式5：判断された同期元識別子に対応するPD2DSSとSD2DSSとの組み合わせが、同期元
識別子と、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従って取
得され、
　PD2DSSおよびSD2DSSの取得された組み合わせが、D2D同期信号に加えられ、D2D同期信号
が、第1のD2D同期情報の第1部分D2D同期情報として使用され、判断された転送ホップカウ
ントの指示情報が、PD2DSCHを介して送信される、第1のD2D同期情報の、第2部分D2D同期
情報として使用される。
【０２８２】
　具体的には、同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された
対応関係は、
【数１３７】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１３８】
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がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１３９】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１４０】

であり、
【数１４１】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０２８３】
　方式6：判断された同期元識別子に対応するPD2DSS－SD2DSSグループが、同期元識別子
とPD2DSS－SD2DSSグループの間の事前設定された対応関係に従って取得され、ここで、各
PD2DSS－SD2DSSグループは、PD2DSSおよびSD2DSSの複数の組み合わせを含み、
　判断された転送ホップカウントに対応するSD2DSSが、SD2DSSと転送ホップカウントとの
間の事前設定された対応関係に従って取得され、取得されたSD2DSSを含み、取得されたPD
2DSS－SD2DSSグループ内にある、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが判断され、
　PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせが、D2D同期信号に加えられ、D2D同期信号
が、第1のD2D同期情報として使用される。
【０２８４】
　任意選択的に、PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０２８５】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、
【数１４２】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数１４３】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１４４】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
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【数１４５】

であり、
【数１４６】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０２８６】
　例えば、M個のPD2DSSが有ると仮定すると、同期元のPD2DSSを受信した後、UEは、同じP
D2DSSを使用して、転送を実行し、最大K回の転送が可能になる。UE1が、UE　Aから第kホ
ップのD2D同期信号で搬送された第mのPD2DSSと第nkのSD2DSSとを受信した場合、UE1は、U
E1の受信器のタイミングおよび周波数を、PD2DSSによって指示された同期元に同期する。
UE1は、kとKとを比較する。kがKより大きい場合、UE1は、D2D同期信号を送信せず、kがK
以下である場合、UE1は、D2D同期信号を送信し、ここで、送信されたD2D同期信号は、第m
のPD2DSSと第nk＋1のSD2DSSを搬送する。
【０２８７】
　好ましくは、第1から第6の実装態様において、同じ同期元に対応するD2D同期信号が同
じPD2DSSを搬送する場合、同じPD2DSSを搬送し、設定時間内に受信されたD2D同期信号を
、組み合わせの後に受信し、受信から組み合わせ利得を取得することができる。
【０２８８】
　好ましくは、第1から第6の実装態様において、PD2DSCHを使用することによって送信さ
れて、同じ転送ホップカウントを有し、同じ同期元に対応しているデータコンテンツが同
じである場合、データコンテンツはまた、組み合わせ利得を取得するために組み合わせる
ことができる。
【０２８９】
　好ましくは、D2D通信での、同期元として働く複数の異なるデバイスが、同じ同期元識
別子を第1のD2D同期情報に加えることを避けるために、本発明のこの実施形態において、
第1のD2D同期情報で搬送される同期元識別子が、設定サイクルに従って変換される。
【０２９０】
　第1のD2D同期情報が同期元識別子を搬送するさまざまな方式に従って、同期情報で搬送
される同期元識別子を変換する目的は、以下の特定の変更方式で達成することができ、す
なわち、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップか、
　または、
　設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたPD2DSSを変換するステップ、および
設定サイクルに従って、D2D同期信号で搬送されたSD2DSSを変更するステップを含む。
【０２９１】
　第1の特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／
またはSD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
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【数１４７】

であるようさらに構成され、ここで、
【数１４８】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nframe（m）が、D2D同期信号で搬送されたPD2DSS／SD2DSSが第mの時
間の間に変更された場合にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表し、Nsが、PD
2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表す。
【０２９２】
　第2の特定の実装態様において、同期元識別子を示すために使用されるPD2DSSおよび／
またはSD2DSSを変更するための特定の方法は、
　第mの設定サイクルにおいて、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号が
【数１４９】

であるようさらに構成され、ここで、
　mが0である場合、
【数１５０】

であり、

【数１５１】

が、PD2DSS／SD2DSSのシーケンス番号または同期元識別子を表し、IMSIが、国際移動加入
者識別番号であり、Nsは、PD2DSS／SD2DSSの最大量または識別可能な同期元の最大量を表
し、aは、ゼロ以外の整数を表し、Nframe（0）は、D2D同期信号が最初に送信されたとき
にデバイスが位置していた無線フレームの番号を表す。
【０２９３】
　同期元識別子を示すために使用されて、D2D同期信号内にあるPD2DSSおよび／またはSD2
DSSは、同一チャネル干渉を避けるために、および隣接する同期元識別子の検出を容易に
するために、変換され、複数の隣接同期元が同じ同期元識別子を搬送する問題を避けるこ
とができる。
【０２９４】
　本発明のこの実施形態において、デバイスが同期元として働く場合、第1のD2D同期情報
が送信されると、ネットワークからのダウンリンク同期信号を受信することができ、また
は別の同期元からの同期信号を受信することができる。実際の用途では、送信器での信号
は、受信器での信号をサブマージするので、デバイスは、同時リソースで信号を送受信で
きない。
【０２９５】
　例えば、図8aに示すように、先行技術では、各長期サイクルT0での固定位置で、D2D同
期信号フレームおよび対応するD2D同期信号が現れ、UEが固定位置でD2D同期信号を送受信
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する必要がある場合、UEは、D2D同期信号のために使用されるチャネルで動作できないこ
とが明記される。
【０２９６】
　デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送受信することに起因する相互干渉を避ける
ために、以下の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０２９７】
　方式1：D2D同期信号がD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれ
か1つを使用することによって受信された場合、D2D同期信号がD2D同期信号を送信するた
めに使用された他の無線フレームのいずれか1つを使用することによって送信され、D2D同
期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サイクルに対して
構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信
号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０２９８】
　例えば、図8bに示すように、各長期サイクルT0では、D2D同期信号のために使用される
複数の無線フレームが構成される。T0が1秒であると仮定すると、D2D同期信号のために使
用される複数の無線フレームが、100無線フレームで構成することができ、D2D同期信号の
ために使用される各無線フレームでは、D2D同期信号のために使用されるただ1つのリソー
スが構成される。
【０２９９】
　方式2：D2D同期信号が、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するため
に使用された無線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによって受信され
た場合、D2D同期信号が、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他
のリソースのいずれか1つを使用することによって送信され、D2D同期信号を送信するため
に使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して構成され、D2D同
期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信号のために使用
される2つ以上のリソースが構成される。
【０３００】
　例えば、図8cに示すように、各長期サイクルT0では、2つの独立したD2D同期信号フレー
ム送信窓が構成される。D2D同期信号を受信した場合、UEは、2つの送信窓の両方を追跡し
、D2D同期信号を検出することができる。UEがタイミングを各送信窓のD2D同期信号に同期
する必要があると判断すると、UEはまた、D2D同期信号を送信する必要がある。この場合
、UEのタイミングが同期したD2D同期信号に対応する送信窓を追跡した場合、UEは、他の
送信窓で別のD2D同期信号を送信する。
【０３０１】
　D2D同期信号を送信するために使用される無線フレームは、1つの無線フレームとしても
よく、または時間的に連続した、または不連続の、複数の無線フレームとしてもよい。
【０３０２】
　方式3：D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、D2D同期信号のみが、設定量
の送信サイクル内で送信され、何らのD2D同期信号も、設定量の送信サイクル内で受信さ
れない。
【０３０３】
　例えば、図8dに示すように、UEが、第1のT0サイクルにおいてD2D同期信号を受信した後
、UEの受信器は、第2のT0サイクルにおいて任意の同期元からデータを受信せず、すなわ
ち、受信のための沈黙時間として第2のT0を使用し、D2D同期信号の送信のみを行う。送信
が成功すると、UEは、次のT0サイクルにおいて、D2D同期信号を受信する。
【０３０４】
　実施形態6において、図9に示すように、D2D通信におけるデバイス同期方法は、同じ原
理に基づいて提供され、本方法は、以下のステップを主に含む。
【０３０５】
　ステップ901：D2D通信における第2のデバイスが、第1のデバイスによって送信された第
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1のD2D同期情報を受信し、第1のD2D同期情報は、同期元識別子および転送ホップカウント
を含む。
【０３０６】
　ステップ902：第1のD2D同期情報内の同期元識別子に対応する同期元と同期し、第1のD2
D同期情報内の転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断された場合、第1のD2D同
期情報内の転送ホップカウントを更新し、第2のD2D同期情報を取得する。
【０３０７】
　ステップ903：第2のD2D同期情報を送信する。
【０３０８】
　任意選択的に、第1のD2D同期情報は、別のデバイスによって送信されたD2D同期信号で
搬送され、
　または、
　第1のD2D同期情報は、第1部分D2D同期情報および第2部分D2D同期情報を含み、第1部分D
2D同期情報は、第1のデバイスによって送信されたD2D同期信号で搬送され、第2部分D2D同
期情報は、物理的D2D同期チャネルPD2DSCHを介して第1のデバイスによって送信される。
【０３０９】
　D2D同期信号の送信サイクルおよびPD2DSCHの送信サイクルは異なる。
【０３１０】
　任意選択的に、D2D同期信号は、一次D2D同期信号PD2DSSおよび／または二次D2D同期信
号SD2DSSを含む。
【０３１１】
　実施形態5に対応して、本発明のこの実施形態において、同期情報が、同期元識別子お
よび転送ホップカウントを搬送するさまざまな方式に従って、以下のいくつかのオプショ
ンの実装方式が存在し得る。
【０３１２】
　方式1：実施形態5で提供される第1の実装態様に対応して、SD2DSSに対応している、受
信されたD2D同期信号で搬送された、同期元識別子が、SD2DSSと同期元識別子との間の事
前設定された対応関係に従って判断され、判断された同期元識別子に対応する同期元との
同期が実行され、
　PD2DSSに対応している、受信されたD2D同期信号で搬送された、転送ホップカウントが
、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って判断され、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計が、現在の転送ホップカウントとして使用され、現在の転送ホップ
カウントに対応するPD2DSSが、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係に従って判断され、受信されたD2D同期信号内のPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き
換えられると、置き換えられたPD2DSSを伴うD2D同期信号が、第2のD2D同期情報として使
用される。
【０３１３】
　方式2：実施形態5で提供される第2の実装態様に対応して、同期元識別子の指示情報が
、PD2DSCHに基づいて受信され、同期元識別子が、同期元識別子の指示情報に従って判断
され、判断された同期元識別子に対応する同期元との同期が実行され、
　PD2DSSに対応していて、受信されたD2D同期信号で搬送された、転送ホップカウントが
、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係に従って判断され、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計が、現在の転送ホップカウントとして使用され、現在の転送ホップ
カウントに対応するPD2DSSが、PD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応
関係に従って判断され、受信されたD2D同期信号内のPD2DSSが、判断されたPD2DSSと置き
換えられ、PD2DSSの置き換え後に取得されたD2D同期信号が、第2のD2D同期情報の第1部分
D2D同期情報として使用され、同期元識別子の指示情報が、第2のD2D同期情報を取得する
ために、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報として
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使用される。
【０３１４】
　方式3：実施形態5で提供される第3の実装態様に対応して、受信されたD2D同期信号で搬
送されたSD2DSSに対応している同期元識別子が、SD2DSSと同期元識別子との間の事前設定
された対応関係に従って判断され、判断された同期元識別子に対応する同期元との同期が
実行され、
　転送ホップカウントの指示情報がPD2DSCHに基づいて受信され、転送ホップカウントが
、転送ホップカウントの指示情報に従って判断され、判断された転送ホップカウントが設
定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計が、現在の転送
ホップカウントとして使用され、SD2DSSを搬送する同期信号が、第2のD2D同期情報の第1
部分D2D同期情報として使用され、現在の転送ホップカウントの指示情報が、第2のD2D同
期情報を取得するために、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2
D同期情報として使用される。
【０３１５】
　方式4：実施形態5で提供される第4の実装態様に対応して、D2D同期信号で搬送され、SD
2DSSに対応している、同期元識別子および転送ホップカウントが、SD2DSSと同期元識別子
との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対応関係に従っ
て判断され、判断された同期元識別子に対応する同期元との同期が実行され、
　判断された転送ホップカウントが設定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウ
ントと設定値との合計が、現在の転送ホップカウントとして使用され、同期元識別子と現
在の転送ホップカウントとに対応するSD2DSSが、SD2DSSと同期元識別子との間の、および
SD2DSSと転送ホップカウントとの間の、事前設定された対応関係に従って判断され、D2D
同期信号内のSD2DSSが、判断されたSD2DSSと置き換えられ、SD2DSSの置き換え後に取得さ
れたD2D同期信号が、第2のD2D同期情報として使用される。
【０３１６】
　具体的には、SD2DSSと同期元識別子との間の、およびSD2DSSと転送ホップカウントとの
間の、事前設定された対応関係は、
【数１５２】

を満たすSD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された対応関係であって、Nkが転
送ホップカウントを表し、
【数１５３】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
し、modがモジュロ演算を表す、事前設定された対応関係と、
【数１５４】

を満たすSD2DSSと同期元識別子との間の事前設定された対応関係であって、NIDが同期元
識別子を表し、
【数１５５】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、Kが転送ホップカウントの事前設定された最大値を表
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し、floorが切り捨て演算を表す、事前設定された対応関係とを含む。
【０３１７】
　方式5：実施形態5で提供される第5の実装態様に対応して、PD2DSSおよびSD2DSSの組み
合わせに対応していて、受信されたD2D同期信号で搬送された、同期元識別子が、同期元
識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関係に従って判断
され、判断された同期元識別子に対応する同期元との同期が実行され、
　転送ホップカウントの指示情報がPD2DSCHに基づいて受信され、転送ホップカウントが
、転送ホップカウントの指示情報に従って判断され、判断された転送ホップカウントが設
定閾値未満である場合、判断された転送ホップカウントと設定値との合計が、現在の転送
ホップカウントとして使用され、D2D同期信号が、第2のD2D同期情報の第1部分D2D同期情
報として使用され、現在の転送ホップカウントの指示情報が、第2のD2D同期情報を取得す
るために、PD2DSCHを介して送信される、第2のD2D同期情報の、第2部分D2D同期情報とし
て使用される。
【０３１８】
　具体的には、同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された
対応関係は、
【数１５６】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、

【数１５７】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１５８】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１５９】

であり、
【数１６０】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSの最大量を表す。
【０３１９】
　方式6：実施形態5で提供される第6の実装態様に対応して、受信されたD2D同期信号で搬
送されたPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが属するPD2DSS－SD2DSSグループに対応してい
る同期元識別子が、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応
関係に従って判断され、判断された同期元識別子に対応する同期元との同期が実行され、
　受信されたD2D同期信号で搬送されたPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせ内のSD2DSSに対
応している転送ホップカウントが、SD2DSSと転送ホップカウントとの間の事前設定された
対応関係に従って判断され、判断された転送ホップカウントが、設定閾値未満である場合
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、判断された転送ホップカウントと設定閾値との合計が、現在の転送ホップカウントとし
て使用され、現在の転送ホップカウントに対応するSD2DSSが、SD2DSSと転送ホップカウン
トとの間の事前設定された対応関係に従って取得され、取得されたSD2DSSに対応していて
、受信されたD2D同期信号で搬送されたPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが属するPD2DSS
－SD2DSSグループに含まれる、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが判断され、D2D同期信
号内のPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせが、PD2DSSおよびSD2DSSの判断された組み合わせ
と置き換えられ、PD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせの置き換え後に取得されたD2D同期信
号が、第2のD2D同期情報として使用される。
【０３２０】
　任意選択的に、PD2DSS－SD2DSSグループの番号を使用して、同期元識別子を示し、
　SD2DSSのシーケンス番号を使用して、SD2DSSが属するPD2DSS－SD2DSSグループの番号に
よって示された同期元識別子に対応するD2D同期信号内の転送ホップカウントを示す。
【０３２１】
　特に、同期元識別子とPD2DSS－SD2DSSグループとの間の事前設定された対応関係は、

【数１６１】

を満たす同期元識別子とPD2DSSおよびSD2DSSの組み合わせとの間の事前設定された対応関
係を含み、NIDが同期元識別子を表し、
【数１６２】

がPD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１６３】

がSD2DSSのシーケンス番号を表し、
【数１６４】

であり、
【数１６５】

であり、MsがPD2DSSの最大量を表し、NsがSD2DSSのシーケンス番号の最大値を転送ホップ
カウントの最大値で割った後に取得された値を切り捨てることによって取得され、
　同じ同期元識別子に対応するPD2DSSおよびSD2DSSの各組み合わせが、1つのPD2DSS－SD2
DSSグループに属し、PD2DSS－SD2DSSグループの番号が、対応する同期元識別子である。
【０３２２】
　特定の実装態様において、D2D通信におけるデバイスは、複数の第1のD2D同期情報を同
時に受信することができる。この場合、第1のD2D同期情報の1つは、事前設定された選択
規則に従って選択される必要があり、同期が実行される。
【０３２３】
　第1のD2D同期情報は、同期元タイプをさらに搬送する。具体的には、同期元タイプは、
D2D同期信号またはPD2DSCHを使用することによって、示すことができる。
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【０３２４】
　例えば、ネットワークカバレッジ領域内のUEは、D2DリソースでD2D信号を送信し、PD2D
SCHを使用することによって、同期元タイプがLTEネットワークであることを指示する。
【０３２５】
　本発明のこの実施形態において、同期元タイプは、ネットワーク、デバイス、または全
地球測位システム（GPS）などとすることができる。
【０３２６】
　複数の第1のD2D同期情報を受信した場合、第1のD2D同期情報で搬送された同期元タイプ
に従って、以下の2つの処理方式が存在する。
【０３２７】
　方式1：複数の第1のD2D同期情報が受信され、複数の第1のD2D同期情報で搬送された同
期元タイプに従って、複数の第1のD2D同期情報が同じ同期元タイプのものであると判断さ
れる。例えば、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報が、D2D通信における異なるデ
バイスから来たと判断し、または同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報がネットワー
ク側から来たと判断する。
【０３２８】
　好ましくは、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントに従って選択を実行す
るステップは、
　第1のD2D同期情報を受信するステップと、2つ以上の第1のD2D同期情報を受信したと判
断した場合、受信した第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントを、別々に取得
するステップと、取得した転送ホップカウントの最小値を判断するステップと、最小値が
設定閾値未満であると判断した場合、最小値に対応する第1のD2D同期情報内の同期元識別
子に対応する同期元と同期するステップとを含む。
【０３２９】
　さらに、最小値が2つ以上の第1のD2D同期情報に対応している場合、最小値に対応する
第1のD2D同期情報の信号強度が判断され、信号強度の最大値に対応する第1のD2D同期情報
に従って同期が実行される。
【０３３０】
　同様に、この特定の実施形態において、受信された第1のD2D同期情報で搬送された転送
ホップカウントが同じであり、転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断した場合
、第1のD2D同期情報の信号強度が判断され、信号強度の最大値に対応する第1のD2D同期情
報に従って同期を実行する。
【０３３１】
　好ましくは、この特定の実施形態において、第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップ
カウントが取得された後、転送ホップカウントが設定閾値未満ではないと判断された場合
、全ての第1のD2D同期情報が破棄される。任意選択的に、別のデバイスによって送信され
た第1のD2D同期情報が、設定期間内に受信される。設定期間内に第1のD2D同期情報が受信
されなかったと判断した場合、第2のD2D同期情報が、同期元としてデバイスを、および同
期元識別子としてデバイスの識別子を使用することによって、ならびに現在の転送ホップ
カウントを初期値に設定することによって、生成され、第2のD2D同期情報が送信され、そ
の結果、他の隣接デバイスおよびそのデバイスが、時間的および周波数的に同期する。
【０３３２】
　例えば、図10に示すように、同じ同期元のD2D同期信号のPD2DSSが同じであり、最大転
送ホップカウントが3であると仮定する。UE1からのD2D同期信号は、PD2DSS1を搬送し、D2
D同期信号は、第1のホップを介してUE2およびUE3に転送され、第2のホップ転送を介してU
E2およびUE3によってUE4に別々に転送され、UE4によって第3のホップ転送を介してUE5に
転送され、UE5は、D2D同期信号を転送しない。UE6は、同期元として、PD2DSS1を搬送する
D2D同期信号を送信し、D2D同期信号は、第1のホップを使用することによって、UE5および
UE7に転送され、UE5がまた、第2のホップを介してD2D同期信号をUE4に転送した場合、UE4
は、2つの異なる同期元からD2D同期信号を受信する可能性があり、2つのD2D同期信号の転
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送ホップカウントが、同じであり、どちらも第2のホップである。UE4が、同期元UE1から
の、第2のホップを介してUE2およびUE3によって転送された、D2D同期信号を同時に受信す
るので、同期元UEからのD2D同期信号の強度は、同期元UE6からの、第2のホップを介して
転送された、D2D同期信号の強度よりも高い。したがって、UE4は、同期元がUE1であるD2D
同期信号に従って、同期を実行する。
【０３３３】
　方式2：複数の第1のD2D同期情報が受信され、複数の第1のD2D同期情報で搬送された同
期元タイプに従って、複数の第1のD2D同期情報が異なる同期元タイプのものであると判断
される。例えば、同期元タイプに従って、第1のD2D同期情報の1つがネットワーク側から
来たと判断し、または他の第1のD2D同期情報が、それぞれ、D2D通信内の他のデバイスか
ら来たと判断する。
【０３３４】
　好ましくは、2つ以上の第1のD2D同期情報が受信されたと判断された場合、同期元がネ
ットワークである第1のD2D同期情報が、D2D同期信号で搬送された同期元タイプに従って
判断され、判断された第1のD2D同期情報に従って、同期が実行される。
【０３３５】
　好ましくは、同期元がネットワークである第1のD2D同期情報が判断されると、同期元が
ネットワークである、判断された第1のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが取
得され、転送ホップカウントが設定閾値未満であると判断された場合、同期元がネットワ
ークである、判断された第1のD2D同期情報に従って、同期が実行され、または、
　転送ホップカウントが、設定閾値以上であると判断された場合、1つの第1のD2D同期情
報が、上記の第1の処理方法で他の第1のD2D同期情報から選択され、同期が実行される。
【０３３６】
　事前設定閾値を前もって設定する。実際の用途において、事前設定された閾値は、ネッ
トワーク側での同期精度、およびデバイスの間の（転送ホップカウントの）毎回の転送に
起因する同期精度の低減値に従って判断することができ、すなわち、事前設定された閾値
に対応する同期精度が閾値より高いことを確実にし、D2D通信におけるデバイス間の同期
精度を保証し、さらに、過剰なデバイスが同じ同期元と同期した場合に起こる安定性の低
減を避ける。
【０３３７】
　任意選択的に、D2D通信における第2のデバイスが、同期元タイプがネットワークである
D2D同期情報を受信した後、第2のデバイスが以前に別の同期元タイプ（例えば、D2D通信
における別のデバイス）と同期していた場合、デバイスは、ネットワークと同期するよう
になる。好ましくは、デバイスがネットワークと同期するようになった後、転送ホップカ
ウントの最大値がリセットされ、同期元タイプがネットワークであるD2D同期情報が、変
更された転送ホップカウントに従って転送される。
【０３３８】
　具体的には、同期元がネットワークである、判断された第1のD2D同期情報に従って同期
が実行されると、転送ホップカウントの最大値が更新され、更新後に取得された転送ホッ
プカウントの最大値は、更新前に存在した転送ホップカウントの最大値より大きい。第1
のD2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが、更新後に取得された転送ホップカウ
ントの最大値未満であると判断された場合、第1のD2D同期情報内の転送ホップカウントが
更新され、第2のD2D同期情報を取得する。第2のD2D同期情報が送信され、更新後に取得さ
れた、転送ホップカウントの最大値もまた送信される。
【０３３９】
　実際の用途では、送信器での信号は、受信器での信号をサブマージするので、デバイス
は、同時リソースで信号を送受信できない。デバイスが同時リソースでD2D同期信号を送
受信することを避けるために、以下の3つのオプションの実装方式を使用する。
【０３４０】
　方式1：D2D同期信号がD2D同期信号を送信するために使用された無線フレームのいずれ
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か1つを使用することによって受信された場合、D2D同期信号がD2D同期信号を送信するた
めに使用された他の無線フレームのいずれか1つを使用することによって送信され、D2D同
期信号を送信するために使用された2つ以上の無線フレームが、各送信サイクルに対して
構成され、D2D同期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信
号のために使用されるただ1つのリソースが構成される。
【０３４１】
　方式2：D2D同期信号が、D2D同期信号のために使用されて、D2D同期信号を送信するため
に使用された無線フレームに含まれる、任意のリソースを使用することによって受信され
た場合、D2D同期信号が、D2D同期信号のために使用されて、無線フレームに含まれる、他
のリソースのいずれか1つを使用することによって送信され、D2D同期信号を送信するため
に使用された1つまたは複数の無線フレームが、各送信サイクルに対して構成され、D2D同
期信号を送信するために使用された各無線フレームにおいて、D2D同期信号のために使用
される2つ以上のリソースが構成される。
【０３４２】
　方式3：D2D同期信号を送信する必要があると判断すると、D2D同期信号のみが、設定量
の送信サイクル内で送信され、何らのD2D同期信号も、設定量の送信サイクル内で受信さ
れない。
【０３４３】
　上記の技術的解決策に基づいて、本発明の実施形態において、D2D通信におけるデバイ
スは、別のデバイスによって送信されたD2D同期情報を受信し、およびD2D同期情報で搬送
された同期元識別子に対応する同期元と同期して、デバイスと別のデバイスとの間の同期
を実施し、D2D同期情報で搬送された転送ホップカウントが設定閾値を超過しないと判断
した場合、D2D同期情報内の転送ホップカウントを更新し、更新されたD2D同期情報を送信
し、その結果、そのデバイスに隣接するデバイスが、そのデバイスと同期することができ
、それにより、D2D通信におけるデバイス間の同期を実施することができる。さらに、デ
バイス間の通信の複雑度を、転送ホップカウントを制限することによって、効率的に制御
することができる。同じ転送ホップカウントを有する、同じ同期元からの、D2D同期情報
が、組み合わせ後に受信され、単一周波数ネットワーク（Single Frequency Network、SF
N）受信利得を取得することができる。
【０３４４】
　当業者は、本発明の実施形態が、方法、システム、またはコンピュータプログラム製品
として提供され得ることを理解するべきである。したがって、本発明は、ハードウェアの
みの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態、またはソフトウェアおよびハードウェアの
組み合わせによる実施形態の形式を使用することができる。さらに、本発明は、コンピュ
ータ使用可能プログラムコードを含む1つまたは複数のコンピュータ使用可能ストレージ
媒体（これらに限定されないが、ディスクメモリ、および光学メモリなど）で実施される
コンピュータプログラム製品の形式を使用することができる。
【０３４５】
　本発明は、本発明の実施形態による方法、デバイス（システム）、およびコンピュータ
プログラム製品のフローチャートおよび／またはブロック図を参照して説明される。コン
ピュータプログラム命令を使用して、フローチャートおよび／もしくはブロック図内の各
処理および／もしくは各ブロック、およびフローチャートおよび／もしくはブロック図内
の処理および／もしくはブロックの組み合わせを実施することができることを理解すべき
である。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ
、組込みプロセッサ、または機械を生成するための他の任意のプログラム可能データ処理
デバイスに対して提供することができ、コンピュータまたは他の任意のプログラム可能デ
ータ処理デバイスのプロセッサによって実行される命令は、フローチャート内の1つまた
は複数の処理で、および／またはブロック図内の1つまたは複数のブロックで、特定の機
能を実施するための装置を生成する。
【０３４６】
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　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ読込み可能メモリに格納す
ることができ、コンピュータまたは他の任意のプログラム可能データ処理デバイスに特定
の方式で動作するよう指示することができ、その結果、コンピュータ読込み可能メモリに
格納された命令は、命令装置を含む製品を生成する。命令装置は、フローチャート内の1
つまたは複数の処理で、および／またはブロック図内の1つまたは複数のブロックで、特
定の機能を実施する。
【０３４７】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは別のコンピュータプ
ログラム可能処理デバイスにロードすることができ、その結果、一連の動作およびステッ
プが、コンピュータまたは別のプログラム可能デバイスで実行され、それにより、コンピ
ュータ実施処理を生成する。したがって、コンピュータまたは別のプログラム可能デバイ
スで実行される命令は、フローチャート内の1つまたは複数の処理で、および／またはブ
ロック図内の1つまたは複数のブロックで、特定の機能を実施するためのステップを提供
する。
【０３４８】
　明らかに、当業者は、本発明の主旨および範囲から逸脱することなく、本発明に、さま
ざまな修正および変形を行うことができる。本発明は、添付の特許請求の範囲およびそれ
らの同等技術によって定義される保護の範囲内にあるとして提供されるこれらの修正およ
び変形を網羅することが意図される。
【符号の説明】
【０３４９】
　　101　受信ユニット
　　102　処理ユニット
　　103　送信ユニット
　　201　トランシーバ
　　202　プロセッサ
　　301　メッセージ処理ユニット
　　302　送信ユニット
　　303　検出ユニット
　　304　受信ユニット
　　401　プロセッサ
　　402　トランシーバ
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