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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信方法であって、
　基地局から無線端末へ、論理チャネルグループの識別子と優先度との関連付けを示すリ
ストを送信するステップと、
　前記無線端末が、直接通信用のバッファステータスレポートを作成するステップと、
　前記無線端末から前記基地局へ、前記バッファステータスレポートを送信するステップ
と、を備え、
　前記バッファステータスレポートは、宛先識別子のインデックスと、前記論理チャネル
グループの識別子と、前記論理チャネルグループの識別子に対応付けられたバッファ量と
、を含み、
　前記作成するステップにおいて、前記無線端末は、前記リストに基づいて、前記バッフ
ァステータスレポートを作成する通信方法。
【請求項２】
　前記作成するステップにおいて、前記無線端末は、前記リストに基づいて、優先度の低
い論理チャネルグループの識別子に対応づけられたバッファ量よりも優先度の高い論理チ
ャネルグループの識別子に対応付けられたバッファ量を優先的にバッファステータスレポ
ートに含める請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　前記基地局から前記無線端末へ、前記直接通信用の制御情報が配置される制御領域と前
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記直接通信用のデータが配置されるデータ領域とにより構成される１つのサイドリンク制
御期間において、前記無線端末が前記直接通信用の複数の制御情報の送信が可能か否かを
判断するための情報を送信するステップを備える請求項１に記載の通信方法。
【請求項４】
　無線端末であって、
　論理チャネルグループの識別子と優先度との関連付けを示すリストを基地局から受信す
るよう構成される受信部と、
　直接通信用のバッファステータスレポートを作成するよう構成される制御部と、
　前記バッファステータスレポートを前記基地局へ送信するよう構成される送信部と、を
備え、
　前記バッファステータスレポートは、宛先識別子のインデックスと、論理チャネルグル
ープの識別子と、論理チャネルグループの識別子に対応付けられたバッファ量と、を含み
、
　前記制御部は、前記リストに基づいて、前記バッファステータスレポートを作成するよ
う構成される無線端末。
【請求項５】
　無線端末を制御するためのプロセッサであって、
　論理チャネルグループの識別子と優先度との関連付けを示すリストを基地局から受信す
る処理と、
　直接通信用のバッファステータスレポートを作成する処理と、
　前記バッファステータスレポートを前記基地局へ送信する処理と、を実行し、
　前記バッファステータスレポートは、宛先識別子のインデックスと、論理チャネルグル
ープの識別子と、論理チャネルグループの識別子に対応付けられたバッファ量と、を含み
、
　前記リストに基づいて、前記バッファステータスレポートを作成する処理を実行するプ
ロセッサ。
【請求項６】
　基地局であって、
　論理チャネルグループの識別子と優先度との関連付けを示すリストを無線端末へ送信す
るよう構成される送信部と、
　前記リストに基づいて作成された直接通信用のバッファステータスレポートを前記無線
端末から受信するよう構成される受信部と、
　前記バッファステータスレポートは、宛先識別子のインデックスと、論理チャネルグル
ープの識別子と、論理チャネルグループの識別子に対応付けられたバッファ量と、を含む
、基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、通信システムにおいて用いられる基地局及び無線端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、装置間近傍サービス（Ｄ２Ｄ
　ＰｒｏＳｅ：Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）の仕様策定が進められている。
【０００３】
　Ｄ２Ｄ　ＰｒｏＳｅの一つとして、直接通信（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）が規定されている。
【０００４】
　直接通信では、基地局又はリレーノードが無線リソースを割り当てる第１のモード（Ｍ
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ｏｄｅ　１）と、ユーザ端末自身が無線リソースプールから無線リソースを選択する第２
のモード（Ｍｏｄｅ　２）と、がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術報告書　「ＴＳ　３６．３００　Ｖ１２．５．０」　２０
１５年３月２５日
【発明の概要】
【０００６】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報
を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、前記複数の制御情報の通知タイミ
ングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時
に使用可能か否かを判定する制御部と、を備える。
【０００７】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける送信データのバッファ量を報告
するためのバッファ状態報告を前記基地局へ送信する送信部と、前記送信データに対応す
る論理チャネルの優先度に基づいて、前記バッファ状態報告を作成する制御部と、を備え
る。
【０００８】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプー
ルに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する
第１の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関
する第２の優先度情報と、を基地局から受信する受信部を備える。
【０００９】
　一の実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプール
に関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第
１の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関す
る第２の優先度情報と、を無線端末へ送信する送信部を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、ＬＴＥシステムの構成を示す図である。
【図２】図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図
である。
【図３】図３は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。
【図４】図４は、実施形態に係るＵＥ・ネットワーク中継を説明するための図である。
【図５】図５は、ＵＥ１００のブロック図である。
【図６】図６は、ｅＮＢ２００のブロック図である。
【図７】図７は、既存技術の概要を説明するための図である。
【図８】図８は、第１実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【図９】図９は、第１実施形態に係る動作（その１）を説明するためのシーケンス図であ
る。
【図１０】図１０は、第１実施形態に係る動作（その２）を説明するためのシーケンス図
である。
【図１１】図１１は、第１実施形態に係る動作（その２）を説明するための拡張ＤＣＩフ
ォーマットの一例の図である。
【図１２】図１２は、第１実施形態に係る動作（その３）を説明するためのシーケンス図
である。
【図１３】図１３は、第１実施形態に係る動作（その３）を説明するための拡張ＤＣＩフ
ォーマットの一例の図である。
【図１４】図１４は、第１実施形態に係る動作（その４）を説明するためのシーケンス図
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である。
【図１５】図１５は、第１実施形態に係る動作（その４）を説明するためのＳＣＩ割り当
ての一例の図である。
【図１６】図１６は、第１実施形態に係る動作（その５）を説明するための図である。
【図１７】図１７は、第２実施形態に係る動作（その１）を説明するための拡張ＳＣＩフ
ォーマットの一例の図である。
【図１８】図１８は、第２実施形態に係る動作（その１）を説明するための拡張ＤＣＩフ
ォーマットの一例の図である。
【図１９】図１９は、第２実施形態に係る動作（その２）を説明するための図である。
【図２０】図２０は、第２実施形態に係る動作（その４）を説明するための拡張ＳＣＩフ
ォーマットの一例の図である。
【図２１】図２１は、第２実施形態に係る動作（その５）を説明するための図である。
【図２２】図２２は、第２実施形態に係る動作（その６）を説明するための図である。
【図２３】図２３は、第２実施形態に係る動作（その７）を説明するための図である。
【図２４】図２４は、第３実施形態に係る動作（その１）を説明するためのシーケンス図
である。
【図２５】図２５は、第３実施形態に係る動作（その２）を説明するためのシーケンス図
である。
【図２６】図２６は、第３実施形態に係る動作（その２）を説明するための図である。
【図２７】図２７は、第４実施形態に係る環境の例を説明するための図である。
【図２８】図２８は、第４実施形態に係るシーケンスを示す図である。
【図２９】図２９は、第４実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。
【図３０】図３０は、第４実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。
【図３１】図３１は、第４実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。
【図３２】図３２は、第４実施形態に係るリソースの割り当ての例を示す図である。
【図３３】図３３は、第６実施形態に係る環境の例を説明するための図である。
【図３４】図３４は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図３５】図３５は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図３６】図３６は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図３７】図３７は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図３８】図３８は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図３９】図３９は、第６実施形態に係るシーケンスの例を示す図である。
【図４０】図４０は、第６実施形態の追加実施例に係るシーケンスの例を示す図である。
【図４１】図４１は、第６実施形態の追加実施例に係るシーケンスの例を示す図である。
【図４２】図４２は、データが発生してから送信されるまでの遅延を説明するための図で
ある。
【図４３】図４３は、第７実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【図４４】図４４は、第７実施形態の変更例１に係る動作を説明するためのシーケンス図
である。
【図４５】図４５は、第８実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【図４６】図４６は、第８実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【図４７】図４７は、第８実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図４８】図４８は、第８実施形態の変更例を説明するための図である。
【図４９】図４９は、第９実施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図５０】図５０は、第９実施形態の動作を説明するための図である。
【図５１】図５１は、第１０実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【図５２】図５２は、第１０実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【図５３】図５３は、第１０実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図５４】図５４は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図５５】図５５は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
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【図５６】図５６は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図５７】図５７は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図５８】図５８は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図５９】図５９は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図６０】図６０は、ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーのレイテンシ問題を説明するため
の図である。
【図６１】図６１は、オプション１の一例を説明するための図である。
【図６２】図６２は、オプション２の一例を説明するための図である。
【図６３】図６３は、オプション３の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［実施形態の概要］
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる無線リソースの情報
を含む複数の制御情報を基地局から受信する受信部と、前記複数の制御情報の通知タイミ
ングによって、前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる前記無線リソースの情報を同時
に使用可能か否かを判定する制御部と、を備えてもよい。
【００１２】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける送信データのバッファ量を報告
するためのバッファ状態報告を前記基地局へ送信する送信部と、前記送信データに対応す
る論理チャネルの優先度に基づいて、前記バッファ状態報告を作成する制御部と、を備え
てもよい。
【００１３】
　一の実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプー
ルに関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する
第１の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関
する第２の優先度情報と、を基地局から受信する受信部を備えてもよい。
【００１４】
　一の実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおいて用いられる複数のリソースプール
に関する情報と、前記複数のリソースプールのそれぞれと優先度との関連付けに関する第
１の優先度情報と、論理チャネルグループに関する識別情報と優先度との関連付けに関す
る第２の優先度情報と、を無線端末へ送信する送信部を備えてもよい。
【００１５】
　なお、後述する実施形態では、以下の内容についても述べられている。
【００１６】
　無線端末が直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを送信することが想定される
。
【００１７】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線
端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応
付けられたＳＬ識別子からなる複数のＳＬ識別子を割り当てるコントローラを備え、前記
コントローラは、前記複数のＳＬ識別子毎に無線リソースを確保し、前記複数のＳＬ識別
子に対応する複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
【００１８】
　実施形態において、前記コントローラは、前記無線端末が、ネットワーク圏外のリモー
ト端末とネットワークとの間で前記リモート端末のデータを中継するリレー端末である場
合に、前記無線端末に前記複数のＳＬ識別子を割り当てる。
【００１９】
　実施形態において、前記コントローラは、前記複数の宛先の数が所定値を越えた場合に
、前記無線端末に前記複数のＳＬ識別子を割り当てる。
【００２０】
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　実施形態において、前記コントローラは、前記複数のＳＬ識別子のうちの特定のＳＬ識
別子と関連付けられたサーチスペースに前記複数の制御情報を配置する。
【００２１】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信で用いられる無線リソース
の割当情報を含む複数の制御情報に対応付けられた複数のＳＬ識別子を受信するレシーバ
と、前記複数のＳＬ識別子に対応する前記複数の制御情報のそれぞれに含まれる複数の無
線リソースの割当情報に基づいて、前記直接通信により複数の宛先のそれぞれにデータを
送信するコントローラと、を備える。
【００２２】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信に用いられる第１の無線リソ
ースの割当情報を含む制御情報を送信するコントローラを備え、前記コントローラは、前
記直接通信に用いられる第２の無線リソースの割当情報と、インデックスとを含む制御情
報を送信し、前記インデックスは、前記第１の無線リソースだけでなく前記第２の無線リ
ソースも使用可能か否かを示す。
【００２３】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信に用いられる第１の無線リ
ソースの割当情報を含む制御情報を受信するレシーバを備え、前記レシーバは、前記直接
通信に用いられる第２の無線リソースの割当情報と、インデックスとを含む制御情報を受
信し、前記インデックスは、前記第１の無線リソースだけでなくだけでなく前記第２の無
線リソースも使用可能か否かを示す。
【００２４】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞれ
にデータを送信する無線端末のために、１つの無線リソースプールにおいて複数の無線リ
ソースを確保するコントローラを備え、前記コントローラは、複数の無線リソースそれぞ
れの割当情報からなる複数の割当情報を含む１つの制御情報を前記無線端末に送信する。
【００２５】
　実施形態において、前記コントローラは、複数の無線リソースそれぞれの割当情報に対
応し且つ互いに異なるインデックスを前記１つの制御情報に含める。
【００２６】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信で用いられる複数の無線リ
ソースそれぞれの割当情報からなる複数の割当情報を含む１つの制御情報を受信するレシ
ーバと、前記複数の割当情報に基づいて、前記直接通信により複数の宛先のそれぞれにデ
ータを送信するコントローラと、を備える。
【００２７】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信でデータを送信するための
無線リソースが選択される無線リソースプールを設定するコントローラを備え、前記コン
トローラは、基地局から許可された場合に、前記直接通信により送信されるデータの割当
情報を含む複数の制御情報を送信するための複数の無線リソースを前記無線リソースプー
ルから選択する。
【００２８】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞ
れにデータを送信するための複数の無線リソースを選択する場合、前記複数の無線リソー
スのそれぞれが互いに時間方向で重ならないように選択するコントローラを備える。
【００２９】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞ
れにデータを送信するための複数の無線リソースを選択するコントローラと、前記複数の
無線リソースそれぞれの割当情報を含む拡張制御情報を前記複数の宛先に向けて送信する
トランシーバと、を備える。
【００３０】
　実施形態において、前記コントローラは、前記直接通信により１つの宛先にデータを送
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信するために選択された無線リソースの割当情報を含む制御情報に適用するＭＣＳ（Ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）よりも伝送レートの高いＭＣ
Ｓを前記拡張制御情報に適用する。
【００３１】
　実施形態において、前記トランシーバは、前記直接通信により１つの宛先にデータを送
信するために選択された無線リソースの割当情報を含む制御情報よりも多い無線リソース
量を用いて、前記拡張制御情報を送信する。
【００３２】
　実施形態において、前記コントローラは、事前設定された無線リソースプールの中から
前記拡張制御情報を送信するための無線リソースを選択する。
【００３３】
　実施形態において、前記トランシーバは、前記無線端末がネットワーク圏外のリモート
端末とネットワークとの間で直接通信によりデータを中継するリレー端末である場合に、
無線リソースプールの情報を前記複数の宛先に向けて送信し、前記コントローラは、前記
無線リソースプールの中から前記拡張制御情報を送信するための無線リソースを選択する
。
【００３４】
　実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含む
パケットを生成するコントローラと、前記パケットに前記複数の宛先の前記複数のデータ
が含まれることを示す特別な宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が
前記パケットを受信するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛
先に向けて送信するトランシーバと、を備える。
【００３５】
　実施形態において、前記特別な宛先識別子は、ブロードキャスト用の識別子である。
【００３６】
　実施形態において、前記特別な宛先識別子は、前記無線端末が、ネットワーク圏外のリ
モート端末とネットワークとの間で前記リモート端末のデータを中継するリレー端末であ
る場合に用いられる識別子の少なくとも一部からなる。
【００３７】
　実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含む
パケットを生成するコントローラと、前記パケットに前記複数の宛先の前記複数のデータ
が含まれることを示す宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パ
ケットを受信するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛先に向
けて送信するトランシーバと、を備え、前記トランシーバは、前記制御情報を送信する前
に、前記宛先識別子を前記複数の宛先に通知する。
【００３８】
　実施形態に係る無線端末は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含む
パケットを生成するコントローラと、前記複数の宛先のそれぞれを示す宛先識別子からな
る複数の宛先識別子と、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信
するための無線リソースの割当情報とを含む制御情報を前記複数の宛先に向けて送信する
トランシーバと、を備える。
【００３９】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により送信されるパケット
に複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータが含まれることを示す宛先識別子と
、前記複数の宛先に対応する複数の無線端末が前記パケットを受信するための無線リソー
スの割当情報と、を含む制御情報を他の無線端末から受信するコントローラを備え、前記
コントローラは、前記制御情報に前記宛先識別子が含まれる場合、前記割当情報に基づい
て、前記パケットを受信する。
【００４０】
　実施形態において、前記コントローラは、前記パケットに前記無線端末のデータが含ま
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れない場合、前記他の無線端末から再送される前記パケットの受信を省略する。
【００４１】
　実施形態において、前記割当情報は、前記パケットからなり且つ時間方向に異なって配
置される複数のパケットの配置を示し、前記コントローラは、前記複数のパケットのうち
の最初のパケットに前記無線端末のデータが含まれない場合、前記複数のパケットのうち
の残りのパケットの受信を省略する。
【００４２】
　実施形態において、前記割当情報は、前記パケットからなり時間方向に異なって配置さ
れる複数のパケットの所定期間における配置を示し、前記コントローラは、前記所定期間
内で前記パケットに含まれる複数の宛先が変更され得るタイミングを示すタイミング情報
を受信し、前記コントローラは、前記タイミング情報に基づいて、前記複数のパケットの
うち、前記複数の宛先が変更され得るタイミングで送信されるパケットを受信する。
【００４３】
　実施形態において、前記コントローラは、前記複数のパケットのうち前記宛先が変更さ
れるタイミングで送信されるパケットに前記無線端末の宛先が含まれない場合、前記宛先
が変更される次のタイミングまで前記パケットの受信を省略する。
【００４４】
　実施形態において、前記コントローラは、前記複数のパケットのうち、前記タイミング
情報によって示される最後のタイミングで送信されるパケットに前記無線端末の宛先が含
まれない場合、前記所定期間が終了するよりも前に前記割当情報を破棄する。
【００４５】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞ
れのデータを送信する場合、前記複数の宛先毎に異なる論理チャネルの識別情報を設定す
るコントローラと、前記識別情報に対応する論理チャネルで、前記複数の宛先のそれぞれ
のデータを搬送するトランシーバと、を備える。
【００４６】
　実施形態において、前記トランシーバは、前記識別情報の利用状況を他の無線端末に通
知し、前記コントローラは、前記識別情報の利用状況に基づいて選択された論理チャネル
の識別情報を前記他の無線端末に設定する。前記トランシーバは、前記選択された論理チ
ャネルの識別情報に対応する論理チャネルで前記他の無線端末宛てのデータを搬送する。
【００４７】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線
端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応
付けられたＳＬ識別子と、無線リソースプールとのセットからなる互いに異なる複数のセ
ットを割り当てるコントローラを備え、前記コントローラは、前記複数のセットのそれぞ
れに対応する前記制御情報からなる複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
【００４８】
　実施形態において、前記コントローラは、前記複数の制御情報のいずれかに含まれる特
定のＳＬ識別子と関連付けられたサーチスペースに前記複数の制御情報を配置する。
【００４９】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線
端末に対して、前記直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報に対応
付けられたＳＬ識別子を割り当てるコントローラを備え、前記コントローラは、前記ＳＬ
識別子に対応付けられた複数の無線リソースプールと、前記複数の無線リソースプールそ
れぞれのインデックスとを前記無線端末に通知し、前記コントローラは、前記割当情報に
よって示される無線リソースが含まれる無線リソースプールのインデックスを示す情報を
含む前記制御情報からなる複数の制御情報を前記無線端末に送信する。
【００５０】
　実施形態において、前記インデックスを示す情報は、前記割当情報が配置される時間位
置である。
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【００５１】
　実施形態に係る基地局は、近傍サービスにおける直接通信によりデータを送信する無線
端末に対して、前記データを送信するための無線リソースが選択される複数の無線リソー
スプールを設定するコントローラと、前記複数の無線リソースプールが同時に使用可能で
あるか否かの情報を前記無線端末に送信するトランシーバと、を備える。
【００５２】
　実施形態において、前記情報は、前記複数の無線リソースプールのうちの同時に使用可
能である無線リソースプールの組み合わせを示すリストである。
【００５３】
　実施形態において、前記情報は、前記複数の無線リソースプールのうち、同時に使用可
能である無線リソースプールのみを示すリストである。
【００５４】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続す
る複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を受信するコントローラを備え
、前記コントローラは、複数の無線リソースが配置されるパターンの数に基づいて、前記
複数の制御情報を受信するための処理を行う。
【００５５】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続す
る複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を受信するコントローラを備え
、前記コントローラは、前記複数の無線リソースが配置されるリソースプールに関連付け
られた情報に基づいて、前記複数の制御情報を受信するための処理を行う。
【００５６】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により周波数方向に連続す
る複数の無線リソースを用いて送信される複数の制御情報を送信するコントローラを備え
、前記コントローラは、ＯＦＤＭ信号又は複数クラスタ送信によって、前記複数の制御情
報を送信する。
【００５７】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、近傍サービス（ＰｒｏＳｅ：
Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）の仕様策定が進められている。
【００５８】
　ここで、ＰｒｏＳｅには、第１の無線端末（ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｒｅｌａｙ）が、ネットワーク圏外の第２の無線端末（Ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ）とネット
ワークとの間で第２の無線端末のデータ（トラフィック）を中継するＵＥ・ネットワーク
中継が含まれる（例えば、３ＧＰＰ技術報告書　「ＴＳ　２３．３０３　Ｖ１２．４．０
」　２０１５年３月１９日参照）。
【００５９】
　しかしながら、現状の仕様では、ＵＥ・ネットワーク中継の詳細が策定されていないた
め、ＵＥ・ネットワーク中継を有効に活用できない可能性がある。
【００６０】
　実施形態に係る基地局は、第１の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第１
の無線端末との直接通信により中継可能な第２の無線端末に対して、前記直接通信に用い
る無線リソースを使用するための設定を通知する制御部を備え、前記制御部は、所定の情
報に応じて、前記第２の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する無線リソースを
使用するための設定又は前記第１の無線端末が選択する無線リソースを使用するための設
定を通知する。
【００６１】
　実施形態において、前記所定の情報は、下り方向の制御情報を送信するためのリソース
の容量、自基地局の処理負荷、前記下り方向の制御情報の送信の遅延及び前記第２の無線
端末の電力状況のうちの少なくとも一つである。
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【００６２】
　好適には、前記制御部は、前記第２の無線端末に対して、自基地局が直接的に指定する
無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第１の無線
端末に予め設定された前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように、当該無線
リソースの時間方向のパターンを設定する。
【００６３】
　実施形態において、前記制御部は、前記第２の無線端末に対して、自基地局が直接的に
指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第
１の無線端末に対して自基地局が直接的に指定する前記直接通信に用いる無線リソースに
重ならないように、当該無線リソースの時間方向のパターンを設定する。
【００６４】
　実施形態において、前記制御部は、前記第２の無線端末に対して、自基地局が直接的に
指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記第
１の無線端末に対して自基地局が直接的に指定する前記直接通信に用いる無線リソースに
重ならないように、所定のタイミングで、当該無線リソースに関する情報を通知する。
【００６５】
　実施形態において、前記制御部は、前記第２の無線端末に対して、自基地局が直接的に
指定する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースの割り当
てを繰り返す回数を設定する。
【００６６】
　実施形態において、前記制御部は、前記第２の無線端末に対して、前記第１の無線端末
が選択する無線リソースを使用するための設定を通知する場合、当該無線リソースが前記
第１の無線端末に予め設定された前記直接通信に用いる無線リソースに重ならないように
、当該無線リソースの時間方向の位置を設定する。
【００６７】
　実施形態に係る基地局は、ユーザ端末が選択可能な無線リソースを複数割り当てる制御
部を備え、前記制御部は、所定の情報に基づいて、割り当てた複数の前記無線リソースに
おける各無線リソースの優先度を表す情報を送信し、前記複数の無線リソースは、端末間
通信に関する無線リソースである。
【００６８】
　実施形態に係る基地局は、第１の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第１
の無線端末との直接通信により中継可能な第２の無線端末を決定する制御部を備え、前記
制御部は、所定の条件を満たしている無線端末を、前記第２の無線端末に決定する。
【００６９】
　実施形態において、前記制御部は、前記第１の無線端末との間の無線環境が所定の閾値
以上である無線端末、自基地局との間の無線環境が所定の閾値以上である無線端末、又は
第１の無線端末と自基地局との間のデータの送信を前記第１の無線端末との直接通信によ
り中継可能である無線端末を、前記所定の条件を満たしている無線端末と判定する。
【００７０】
　実施形態において、前記制御部は、前記所定の条件を満たしている無線端末に対して、
前記第２の無線端末の設定情報を通知する。
【００７１】
　ところで、現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ（パケット）の取
り扱いが規定されていない。
【００７２】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
前記直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するため
の制御情報を前記直接通信により他の無線端末に送信するコントローラを備える。前記コ
ントローラは、前記制御情報により通知された所定の無線リソースを用いて送信予定のデ
ータよりも優先度が高い高優先データが、前記制御情報を通知した後に発生した場合には
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、前記所定の無線リソースを用いて、前記送信予定のデータよりも先に前記高優先データ
を送信する。
【００７３】
　実施形態において、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて送信される
データが、前記送信予定のデータではなく、前記高優先データであることを示す情報を送
信する。
【００７４】
　実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータのための論理チャネル
の識別情報よりも優先度が高い論理チャネルの識別情報を用いて前記高優先データを送信
する。
【００７５】
　実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータの宛先識別子に加えて
、前記高優先データの送信先になり得る候補端末の宛先識別子を前記制御情報に含める。
【００７６】
　実施形態において、前記コントローラは、前記無線端末が前記直接通信により前記高優
先データを送信するために用いられるリソースプールと、前記高優先データの送信先にな
り得る候補端末の宛先識別子とを前記候補端末に通知する。前記所定の無線リソースは、
前記リソースプール内に存在する。
【００７７】
　実施形態において、前記コントローラは、基地局を介して、又は、前記近傍サービスに
おける直接発見手順により、前記リソースプールと前記候補端末の宛先識別子とを前記候
補端末に通知する。
【００７８】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
前記直接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するため
の制御情報を前記直接通信により他の無線端末から受信するコントローラを備える。前記
コントローラは、前記制御情報を受信した後、前記制御情報により通知された所定の無線
リソースを用いて送信予定のデータよりも優先度が高い高優先データを、前記所定の無線
リソースを用いて前記送信予定のデータよりも先に前記高優先データを受信する。
【００７９】
　実施形態において、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて受信したデ
ータが、前記送信予定のデータではなく、前記高優先データであることを示す情報を受信
する。実施形態において、前記コントローラは、前記送信予定のデータのための論理チャ
ネルの識別情報よりも優先度が高い論理チャネルの識別情報を用いて前記高優先データを
受信する。前記コントローラは、前記優先度が高い論理チャネルの識別情報に基づいて、
前記高優先データを受信したと判断する。
【００８０】
　実施形態において、前記制御情報は、前記送信予定のデータの宛先識別子に加えて、前
記高優先データの送信先になり得る候補端末の受信識別子を含む。前記候補端末の宛先識
別子が前記無線端末を示す場合、前記所定の無線リソースを用いて送信されるデータを受
信する。
【００８１】
　実施形態において、前記コントローラは、前記他の無線端末が前記直接通信により前記
高優先データを送信するために用いられるリソースプールと、前記高優先データの送信先
になり得る候補端末の宛先識別子と、を受信する。前記所定の無線リソースは、前記リソ
ースプール内に存在する。前記コントローラは、前記制御情報に前記無線端末の宛先識別
子が含まれない場合であっても、前記所定の無線リソースを用いて前記他の無線端末から
送信されるデータを受信する。
【００８２】
　実施形態において、前記コントローラは、基地局を介して、又は、前記近傍サービスに
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おける直接発見手順により、前記リソースプールと前記候補端末の宛先識別子とを受信す
る。
【００８３】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信により複数の宛先のそれぞ
れに異なるデータを送信するコントローラを備える。前記コントローラは、最初に送信さ
れるデータよりも後に送信されるデータの送信が制限される。
【００８４】
　実施形態において、前記コントローラは、前記後に送信されるデータの優先度が、前記
最初に送信されるデータの優先度と同じ又は高い場合には、前記後に送信されるデータを
制限なく送信する。
【００８５】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、装置間近傍サービス（Ｄ２Ｄ
　ＰｒｏＳｅ：Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）の仕様策定が進められている。Ｄ２Ｄ　ＰｒｏＳｅの一つとして、直接通信（Ｄｉｒ
ｅｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）が規定されている。
【００８６】
　無線端末は、送信リソースプール内の無線リソースを用いて、直接通信によりデータを
送信することができる。
【００８７】
　現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ（パケット）の取り扱いが規
定されていない。
【００８８】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第１リソースプール内の無線リソースを用い
て第１データを前記直接通信により他の無線端末に送信するコントローラを備える。前記
コントローラは、前記第１データよりも優先度が高い第２データが発生した場合、前記所
定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第２リソースプール内の無線リソースを用
いて前記第２データを前記直接通信により前記他の無線端末に送信する。
【００８９】
　実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールと優先
度との関連付けに関する優先度情報を基地局から受信する。前記コントローラは、前記優
先度情報に基づいて、前記第１リソースプールの優先度よりも高い優先度を有する前記第
２リソースプールを前記第２データを送信するためのリソースプールとして選択する。
【００９０】
　実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールのうち
モニタが必須である必須リソースプールに関する情報を基地局から受信する。前記コント
ローラは、前記必須リソースプールに関する情報に基づいて、前記第２データを送信する
ためのリソースプールとして、前記必須リソースプールである前記第２リソースプールを
選択する。
【００９１】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データを送信する前に前記第１データに
対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送よりも前記第２デー
タの送信を優先する。
【００９２】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データを送信する前に前記第１データに
対応するパケットの再送が完了していない場合、前記パケットの再送が完了した後に、前
記第２データの送信を開始する。
【００９３】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データを送信する前に前記第１データに
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対応するパケットの再送が完了していない場合、前記基地局からの指示に基づいて、前記
第２データを送信する前に前記パケットの再送を完了するか否かを判断する。
【００９４】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２リソースプールのうち前記他の無線端末
がモニタするリソースプールに関するモニタ情報を前記基地局から受信する。前記他の無
線端末がモニタする前記リソースプールの時間方向の間隔は、前記所定の周期よりも短い
。前記コントローラは、前記モニタ情報に基づいて、前記第２データを前記他の無線端末
に送信する。
【００９５】
　実施形態では、前記第２リソースプールは、前記第１リソースプールが設けられるキャ
リアと異なるキャリアに設けられる。
【００９６】
　実施形態では、前記コントローラは、キャリアと優先度との関連付けに関する優先度情
報を基地局から受信する。前記コントローラは、前記優先度情報に基づいて、前記第１リ
ソースプールが設けられるキャリアの優先度よりも高い優先を有するキャリアに設けられ
る前記第２リソースプールを前記第２データを送信するためのリソースプールとして選択
する。
【００９７】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第１リソースプール内の無線リソースを用い
て第１データを前記直接通信により他の無線端末から受信するコントローラを備える。前
記コントローラは、前記所定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第２リソースプ
ール内の無線リソースを用いて、前記第１データよりも優先度が高い第２データを前記直
接通信により前記他の無線端末から受信する。
【００９８】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２リソースプールが、前記第１リソースプ
ールが設けられているキャリアと異なるキャリアに設けられている場合には、前記無線端
末が同時受信可能なキャリア数を示す受信チェイン数に基づいて、前記第２データを受信
する。
【００９９】
　実施形態に係る基地局は、時間方向に所定の周期で繰り返し配置される第１リソースプ
ールと、前記所定の周期よりも短い周期で繰り返し配置される第２リソースプールと、を
設けるコントローラを備える。前記第１リソースプールは、前記近傍サービスにおける直
接通信を行う第１無線端末が前記直接通信により第１データを第２無線端末に送信するた
めに用いられる。前記第２リソースプールは、前記第１データよりも優先度が高い第２デ
ータが発生した場合に、前記第１無線端末が前記直接通信により前記第２データを前記第
２無線端末に送信するために用いられる。
【０１００】
　実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールと優先
度との関連付けに関する優先度情報を前記第１無線端末に送信する。
【０１０１】
　実施形態では、前記コントローラは、前記直接通信に用いられるリソースプールのうち
モニタが必須である必須リソースプールに関する情報を前記第１無線端末及び前記第２無
線端末に送信する。
【０１０２】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第１無線端末が前記第２データを送信する前
に、前記第１データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記第２データを
送信する前に前記パケットの再送を完了するか否かを判断するための指示を前記第１無線
端末に送信する。
【０１０３】



(14) JP 6295377 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

　実施形態では、前記コントローラは、前記第２リソースプールのうち前記第２無線端末
がモニタするリソースプールに関するモニタ情報を前記第１無線端末に送信する。
【０１０４】
　実施形態では、前記第２リソースプールは、前記第１リソースプールが設けられるキャ
リアと異なるキャリアに設けられる。
【０１０５】
　実施形態では、前記コントローラは、キャリアと優先度との関連付けに関する優先度情
報を前記第１無線端末に送信する。
【０１０６】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第１無線端末が同時送信可能なキャリア数を
示す送信チェイン数及び前記第２無線端末が同時受信可能なキャリア数を示す受信チェイ
ン数の少なくとも一方に基づいて、前記キャリアと前記優先度との関連づけを決定する。
【０１０７】
　現状の仕様では、直接通信において、優先度の高いデータ（パケット）の取り扱いが規
定されていない。
【０１０８】
　実施形態に係る基地局は、時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプー
ル内の制御リソースを用いて、近傍サービスにおける直接通信により、制御情報を送信す
る無線端末と接続可能な基地局である。前記基地局は、前記制御情報により通知されるデ
ータリソースを用いて送信される第１データよりも優先度が高い第２データが発生した場
合、前記第２データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位
置する所定の無線リソースを、前記直接通信により送信される前記第２データのための無
線リソースとして、前記無線端末に割り当てるコントローラを備える。
【０１０９】
　実施形態では、前記コントローラは、前記データリソースが配置されるデータリソース
プールの外に位置する前記所定の無線リソースを前記無線端末に割り当てる。
【０１１０】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データの発生を示す情報を前記無線端末
から受信した場合に、前記所定の無線リソースを前記無線端末に割り当てる。
【０１１１】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データの発生を示す情報として、前記第
２データのデータ量を含む前記近傍サービスにおけるＳＬバッファ状態報告を受信する。
【０１１２】
　実施形態では、前記コントローラは、論理チャネルに関する識別情報の優先度に関する
情報を前記無線端末に通知する。前記コントローラは、前記ＳＬバッファ状態報告に含ま
れる前記論理チャネルに関する識別情報に基づいて、前記無線端末から受信した前記ＳＬ
バッファ状態報告が、前記第２データの発生を示す情報であるか否かを判断する。
【０１１３】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプール内の制御リソースを用いて
、前記直接通信により、制御情報を送信するコントローラを備える。前記コントローラは
、前記制御情報により通知されるデータリソースを用いて送信される第１データよりも優
先度が高い第２データが発生した場合、前記第２データが発生した後に配置される制御リ
ソースプールよりも時間的に前に位置する所定の無線リソースを、前記直接通信により他
の無線端末に送信される前記第２データのための無線リソースとして、前記基地局から割
り当てられる。
【０１１４】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データが発生した場合に、前記第２デー
タの発生を示す情報を前記基地局に送信する。
【０１１５】
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　実施形態では、前記コントローラは、前記近傍サービスにおけるＳＬバッファ状態報告
に前記第２データのデータ量を含め、前記ＳＬバッファ状態報告を前記第２データの発生
を示す情報として前記基地局に送信する。
【０１１６】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データのデータ量を含む前記ＳＬバッフ
ァ状態報告を、セルラ通信のためのバッファ状態報告及び前記第１データのデータ量を含
むＳＬバッファ状態報告よりも優先的に前記基地局に送信する。
【０１１７】
　実施形態では、前記コントローラは、論理チャネルに関する識別情報の優先度に関する
情報を前記基地局から受信する。前記コントローラは、前記優先度に関する情報に基づい
て、前記第２データの優先度に対応する優先度を有する論理チャネルに関する識別情報を
前記ＳＬバッファ状態報告に含める。
【０１１８】
　実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第２データ
を送信する前に、前記第１データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記
パケットの再送よりも前記第２データを優先的に送信する。
【０１１９】
　実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第２データ
を送信する前に、前記第１データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記
パケットの再送を完了した後に、前記第２データの送信を開始する。
【０１２０】
　実施形態では、前記コントローラは、前記所定の無線リソースを用いて前記第２データ
を送信する前に、前記第１データに対応するパケットの再送が完了していない場合、前記
基地局からの指示に基づいて、前記第２データを送信する前に前記パケットの再送を完了
するか否かを判断する。
【０１２１】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データを受信するための動作のトリガと
なる受信要求情報を前記他の無線端末に送信する。
【０１２２】
　実施形態では、前記コントローラは、システム及び同期に関する情報を運搬する物理サ
イドリンクブロードキャストチャネル、前記近傍サービスにおける同期信号、及び、前記
近傍サービスにおける発見信号、の少なくともいずれかに基づいて、前記受信要求情報を
前記他の無線端末に送信する。
【０１２３】
　実施形態では、前記第２の無線リソースは、前記第２データを送信するための所定の無
線リソースだけでなく、前記所定の無線リソースを通知するための制御情報を送信するた
めの無線リソースも含む。
【０１２４】
　実施形態に係る無線端末は、近傍サービスにおける直接通信を行う。前記無線端末は、
時間方向において間隔をおいて配置される制御リソースプール内の制御リソースを用いて
、前記直接通信により、制御情報を他の無線端末から受信するコントローラを備える。前
記コントローラは、前記制御情報により通知されるデータリソースを用いて送信される第
１データよりも優先度が高い第２データが発生した場合、前記第２データが発生した後に
配置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する所定の無線リソースを用いて
、前記第２データを受信する。
【０１２５】
　実施形態では、前記コントローラは、前記第２データを受信するための動作のトリガと
なる受信要求情報を前記他の無線端末から受信する。前記コントローラは、前記受信要求
情報に基づいて、前記第２データを受信する。
【０１２６】
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　実施形態では、前記コントローラは、前記受信要求情報に基づいて、前記第２データの
送信に用いられる前記所定の無線リソースを通知するための制御情報を前記他の無線端末
から受信する。
【０１２７】
　実施形態では、前記コントローラは、前記制御情報を含む前記受信要求情報を受信する
。
【０１２８】
　［全体概要］
　（移動通信システム）
　以下において、実施形態に係る移動通信システムであるＬＴＥシステムについて説明す
る。図１は、ＬＴＥシステムの構成を示す図である。
【０１２９】
　図１に示すように、ＬＴＥシステムは、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０、及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）２０を備える。また、セルラネットワークのオペレータにより管理さ
れない外部ネットワークには、Ｓｅｒｖｅｒ４００が設けられる。
【０１３０】
　ＵＥ１００は、無線端末に相当する。ＵＥ１００は、移動型の通信装置である。ＵＥ１
００は、セル（サービングセル）との無線通信を行う。ＵＥ１００の構成については後述
する。
【０１３１】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、無線アクセスネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は
、ｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む。ｅＮＢ２００は、基地局に相
当する。ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２０
０の構成については後述する。
【０１３２】
　ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理している。ｅＮＢ２００は、自セルとの接続
を確立したＵＥ１００との無線通信を行う。ｅＮＢ２００は、無線リソース管理（ＲＲＭ
）機能、ユーザデータ（以下、単に「データ」という）のルーティング機能、モビリティ
制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリア
の最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、ＵＥ１００との無線通信を行う機
能を示す用語としても使用される。
【０１３３】
　ＥＰＣ２０は、コアネットワークに相当する。ＥＰＣ２０は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａ
ｙ）３００と、Ｐ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）
３５０とを含む。ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御等を行う。Ｓ－ＧＷ
は、データの転送制御を行う。ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００は、Ｓ１インターフェイスを介し
てｅＮＢ２００と接続される。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０は、ネットワークを構
成する。Ｐ－ＧＷ３５０は、外部ネットワークから（及び外部ネットワークに）ユーザデ
ータを中継する制御を行う。
【０１３４】
　Ｓｅｒｖｅｒ４００は、ＰｒｏＳｅアプリケーションサーバ（ＰｒｏＳｅ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ）である。この場合、Ｓｅｒｖｅｒ４００は、ＰｒｏＳｅに
おいて用いられる識別子を管理する。例えば、Ｓｅｒｖｅｒ４００は、「ＥＰＣ　Ｐｒｏ
Ｓｅ　ユーザＩＤ」及び「ＰｒｏＳｅファンクションＩＤ」を記憶する。また、Ｓｅｒｖ
ｅｒ４００は、「アプリケーションレイヤユーザＩＤ」と「ＥＰＣ　ＰｒｏＳｅ　ユーザ
ＩＤ」とをマッピングする。
【０１３５】
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　図２は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図２に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されている。第１層は、物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層を含む。
【０１３６】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
【０１３７】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）による再送処理、及びランダムアクセ
ス手順等を行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との間では、トランス
ポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２００のＭＡＣ層は、
スケジューラを含む。当該スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット（
トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ））及びＵＥ１００への割当リソースブロックを決定
する。
【０１３８】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
データ及び制御信号が伝送される。
【０１３９】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【０１４０】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のためのメッセージ（ＲＲＣメッセー
ジ）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャ
ネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅ
ＮＢ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００はＲＲＣコネク
ティッド状態（コネクティッド状態）であり、そうでない場合、ＵＥ１００はＲＲＣアイ
ドル状態（アイドル状態）である。
【０１４１】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理等を行う。
【０１４２】
　図３は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムは
、下りリンクにはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンクにはＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇ
ｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。
【０１４３】
　図３に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの
長さは１ｍｓである。各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数
方向に複数個のリソースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。
各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。１つのシンボル及び
１つのサブキャリアにより１つのリソースエレメント（ＲＥ）が構成される。また、ＵＥ
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１００に割り当てられる無線リソース（時間・周波数リソース）のうち、周波数リソース
はリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム（又はスロット）によ
り特定できる。
【０１４４】
　下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御
信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）として使用される領域
である。ＰＤＣＣＨの詳細については後述する。また、各サブフレームの残りの部分は、
主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）とし
て使用できる領域である。
【０１４５】
　上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク
制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）として使用される
領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するた
めの物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）として使用できる領域である。
【０１４６】
　（近傍サービス）
　以下において、近傍サービス（ＰｒｏＳｅ：Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅｓ）について説明する。ＰｒｏＳｅにおいて、複数のＵＥ１００は、ｅＮＢ２０
０を介さない直接的な無線リンクを介して各種の信号を送受信する。ＰｒｏＳｅにおける
直接的な無線リンクは、「サイドリンク（Ｓｉｄｅｌｉｎｋ）」と称される。
【０１４７】
　「Ｓｉｄｅｌｉｎｋ」は、直接ディスカバリ及び直接通信のためのＵＥ－ＵＥ間インタ
ーフェイスである。「Ｓｉｄｅｌｉｎｋ」は、ＰＣ５インターフェイスに対応する。ＰＣ
５は、直接ディスカバリ、直接通信及び近傍サービスによるＵＥ・ネットワーク中継のた
めの制御及びユーザプレーンのために用いられる近傍サービスを利用可能なＵＥ間の参照
点である。ＰＣ５インターフェイスは、ＰｒｏＳｅにおけるＵＥ－ＵＥ間インターフェイ
スである。
【０１４８】
　ＰｒｏＳｅのモードとしては、「直接ディスカバリ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ）」及び「直接通信（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」の２つのモード
が規定されている。
【０１４９】
　直接ディスカバリは、特定の宛先を指定しないディスカバリ信号をＵＥ間で直接的に伝
送することにより、相手先を探索するモードである。また、直接ディスカバリは、ＰＣ５
を介してＥ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）における直接無線信号を用いて、ＵＥの近傍における他の
ＵＥを発見するための手順である。或いは、直接ディスカバリは、Ｅ－ＵＴＲＡ技術で２
つのＵＥ１００の能力のみを用いて、近傍サービスを実行可能な他のＵＥ１００を発見す
るために近傍サービスを実行可能なＵＥ１００によって採用される手順である。直接ディ
スカバリは、ＵＥ１００がＥ－ＵＴＲＡＮ（ｅＮＢ２００（セル））によってサービスが
提供される場合にのみ、サポートされる。ＵＥ１００は、セル（ｅＮＢ２００）に接続又
はセルに在圏している場合、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０によってサービスが提供され得る。
【０１５０】
　ディスカバリ信号（ディスカバリメッセージ）の送信（アナウンスメント）のためのリ
ソース割り当てタイプには、ＵＥ１００が無線リソースを選択する「タイプ１」と、ｅＮ
Ｂ２００が無線リソースを選択する「タイプ２（タイプ２Ｂ）」と、がある。
【０１５１】
　「Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ」プロトコルスタックは、物
理（ＰＨＹ）層、ＭＡＣ層、及びＰｒｏＳｅプロトコルを含む。ＵＥ（Ａ）の物理層とＵ
Ｅ（Ｂ）の物理層との間では、物理サイドリンクディスカバリチャネル（ＰＳＤＣＨ）と
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称される物理チャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。ＵＥ（Ａ）のＭＡＣ層と
ＵＥ（Ｂ）のＭＡＣ層との間では、サイドリンクディスカバリチャネル（ＳＬ－ＤＣＨ）
と称されるトランスポートチャネルを介してディスカバリ信号が伝送される。
【０１５２】
　直接通信は、特定の宛先（宛先グループ）を指定してデータをＵＥ間で直接的に伝送す
るモードである。また、直接通信は、いずれのネットワークノードを通過しない経路を介
してＥ－ＵＴＲＡ技術を用いたユーザプレーン伝送による、近傍サービスを実行可能であ
る２以上のＵＥ間の通信である。
【０１５３】
　直接通信のリソース割り当てタイプには、直接通信の無線リソースをｅＮＢ２００が指
定する「モード１」と、直接通信の無線リソースをＵＥ１００が選択する「モード２」と
、がある。
【０１５４】
　直接通信プロトコルスタックは、物理（ＰＨＹ）層、ＭＡＣ層、ＲＬＣ層、及びＰＤＣ
Ｐ層を含む。ＵＥ（Ａ）の物理層とＵＥ（Ｂ）の物理層との間では、物理サイドリンク制
御チャネル（ＰＳＣＣＨ）を介して制御信号が伝送され、物理サイドリンク共有チャネル
（ＰＳＳＣＨ）を介してデータが伝送される。また、物理サイドリンクブロードキャスト
チャネル（ＰＳＢＣＨ）を介して同期信号等が伝送されてもよい。ＵＥ（Ａ）のＭＡＣ層
とＵＥ（Ｂ）のＭＡＣ層との間では、サイドリンク共有チャネル（ＳＬ－ＳＣＨ）と称さ
れるトランスポートチャネルを介してデータが伝送される。ＵＥ（Ａ）のＲＬＣ層とＵＥ
（Ｂ）のＲＬＣ層との間では、サイドリンクトラフィックチャネル（ＳＴＣＨ）と称され
る論理チャネルを介してデータが伝送される。
【０１５５】
　（ＵＥ・ネットワーク中継）
　以下において、ＵＥ・ネットワーク中継について、図４を用いて説明する。図４は、実
施形態に係るＵＥ・ネットワーク中継を説明するための図である。
【０１５６】
　図４において、リモートＵＥ（Ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０によって
直接サービスが提供されないＵＥ１００（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０によってサーブ（ｓｅｒｖ
ｅ）されないＵＥ１００）である。リモートＵＥは、ネットワーク圏外（Ｏｕｔ－ｏｆ－
Ｎｅｔｗｏｒｋ）（セルのカバレッジ外）に位置してもよい。リモートＵＥは、セルのカ
バレッジ内に位置していてもよい。また、リモートＵＥ１００は、後述するリレーＵＥを
介してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）と通信できる。リモートＵＥは、公衆安全（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ）のためのＵ
Ｅ（ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ）であってもよい
。
【０１５７】
　なお、「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、ＨＰ
ＬＭＮ（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が公衆安
全のための使用を許可するように構成されている。「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕ
ｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、近傍サービスを利用可能であり、近傍サービスにお
ける手順及び公衆安全のための特定の能力をサポートしている。例えば、「ＰｒｏＳｅ－
ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ」は、公衆安全のための情報を近傍
サービスにより送信する。公衆安全のための情報とは、例えば、災害（地震・火災など）
に関する情報、消防関係者又は警察関係者に用いられる情報などである。
【０１５８】
　リモートＵＥは、後述するように、リレーＵＥからＰｒｏＳｅ中継サービスを提供され
る。ＰｒｏＳｅ中継サービスが提供されるリモートＵＥとＰｒｏＳｅ中継サービスを提供
するリレーＵＥとの間で、ＵＥ・ネットワーク中継が実行される。
【０１５９】
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　リレーＵＥ（ＰｒｏＳｅ　ＵＥ－ｔｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｌａｙ）は、ＰｒｏＳｅ
中継サービスをリモートＵＥのために提供する。具体的には、リレーＵＥは、リモートＵ
Ｅのためにパケットデータネットワークとの通信のサービス継続性を提供する。従って、
リレーＵＥは、リモートＵＥとネットワークとの間でデータ（ユニキャストトラフィック
）を中継する。リレーＵＥは、近傍サービス（直接通信）によりリモートＵＥのデータ（
トラフィック）を中継する。具体的には、リレーＵＥは、ＰＣ５インターフェイスを介し
てリモートＵＥから受信したデータ（上りトラフィック）を、Ｕｕインターフェイス（Ｌ
ＴＥ－Ｕｕ）又はＵｎインターフェイス（ＬＴＥ－Ｕｎ）を介してｅＮＢ２００に中継す
る。また、リレーＵＥは、Ｕｕインターフェイス又はＵｎインターフェイスを介してｅＮ
Ｂ２００から受信したデータ（下りトラフィック）をＰＣ５インターフェイスを介してリ
モートＵＥへ中継する。リレーＵＥは、ネットワーク内（セルのカバレッジ内）にのみ位
置する。
【０１６０】
　また、リレーＵＥは、公衆安全のための通信に関係する任意のタイプのトラフィックを
中継できる包括的な機能を提供することができる。
【０１６１】
　リレーＵＥとリモートＵＥは、物理層間でデータ及び制御信号を伝送できる。同様に、
リレーＵＥとリモートＵＥは、ＭＡＣ層間、ＲＬＣ層間及びＰＤＣＰ層間でデータ及び制
御信号を伝送できる。さらに、リレーＵＥは、ＰＤＣＰ層の上位層としてＩＰリレー（Ｉ
Ｐ－Ｒｅｌａｙ）層を有してもよい。リモートＵＥは、ＰＤＣＰ層の上位層としてＩＰ層
を有してもよい。リレーＵＥとリモートＵＥとは、ＩＰリレー層とＩＰ層との間でデータ
及び制御信号を伝送できる。また、リレーＵＥは、ＩＰリレー層とＰＧＷ３５０のＩＰ層
との間でデータを伝送できる。
【０１６２】
　なお、リレーＵＥは、ＡＳ層（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）において、ブロードキ
ャストを用いてリモートＵＥにデータ（トラフィック）を送信できる。リレーＵＥは、Ａ
Ｓ層において、ユニキャストを用いてリモートＵＥにデータを送信してもよい。なお、Ｕ
Ｅ・ネットワーク中継がブロードキャストを用いて実行されている場合、リレーＵＥとリ
モートＵＥとの間において、ＡＳ層におけるフィードバックは行われないが、ＮＡＳ層（
Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）におけるフィードバックは行われてもよい。ま
た、ＵＥ・ネットワーク中継がユニキャストを用いて実行されている場合、ＡＳ層におけ
るフィードバックが行われてもよい。
【０１６３】
　（無線端末）
　以下において、実施形態に係るＵＥ１００（無線端末）について説明する。図５は、Ｕ
Ｅ１００のブロック図である。図５に示すように、ＵＥ１００は、レシーバ（Ｒｅｃｅｉ
ｖｅｒ：受信部）１１０、トランスミッタ（Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ：送信部）１２０、
及びコントローラ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：制御部）１３０を備える。レシーバ１１０と
トランスミッタ１２０とは、一体化されたトランシーバ（送受信部）であってもよい。
【０１６４】
　レシーバ１１０は、コントローラ１３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ１１０
は、アンテナを含む。レシーバ１１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換してコントローラ１３０に出力する。
【０１６５】
　なお、ＵＥ１００は、「ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　
ＵＥ」である場合、レシーバ１１０は、異なる２つの周波数における無線信号を同時に受
信可能である。例えば、ＵＥ１００は、２つのレシーバ１１０（２　ＲＸ　Ｃｈａｉｎ）
を有する。ＵＥ１００は、一方のレシーバ１１０によりセルラ用の無線信号を受信でき、
他方のレシーバ１１０によりＰｒｏＳｅ用の無線信号を受信できる。
【０１６６】
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　トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ１２０は、アンテナを含む。トランスミッタ１２０は、コントローラ１３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換してアンテナから送信する。
【０１６７】
　コントローラ１３０は、ＵＥ１００における各種の制御を行う。コントローラ１３０は
、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及
びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶される
プログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）と、を含む。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデッ
クを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコ
ルを実行する。
【０１６８】
　ＵＥ１００は、ＧＮＳＳ受信機を備えていてもよい。ＧＮＳＳ受信機は、ＵＥ１００の
地理的な位置を示す位置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をコ
ントローラ１３０に出力する。或いは、ＵＥ１００は、ＵＥ１００の位置情報を取得する
ためのＧＰＳ機能を有していてもよい。
【０１６９】
　（基地局）
　以下において、実施形態に係るｅＮＢ２００（基地局）について説明する。図６は、ｅ
ＮＢ２００のブロック図である。図６に示すように、ｅＮＢ２００は、レシーバ（受信部
）２１０、トランスミッタ（送信部）２２０、コントローラ（制御部）２３０、及びネッ
トワークインターフェイス（バックホール通信部）２４０を備える。レシーバ２１０とト
ランスミッタ２２０とは、一体化されたトランシーバ（送受信部）であってもよい。
【０１７０】
　レシーバ２１０は、コントローラ２３０の制御下で各種の受信を行う。レシーバ２１０
は、アンテナを含む。レシーバ２１０は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信
号（受信信号）に変換してコントローラ２３０に出力する。
【０１７１】
　トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０の制御下で各種の送信を行う。トランス
ミッタ２２０は、アンテナを含む。トランスミッタ２２０は、コントローラ２３０が出力
するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に変換してアンテナから送信する。
【０１７２】
　コントローラ２３０は、ｅＮＢ２００における各種の制御を行う。コントローラ２３０
は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、
及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信
号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶され
るプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信
プロトコルを実行する。
【０１７３】
　ネットワークインターフェイス（バックホール通信部）２４０は、Ｘ２インターフェイ
スを介して隣接ｅＮＢ２００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－Ｇ
Ｗ３００と接続される。ネットワークインターフェイス２４０は、Ｘ２インターフェイス
上で行う通信及びＳ１インターフェイス上で行う通信等に使用される。
【０１７４】
　（既存技術の概要）
　次に、既存技術の概要について、図７を用いて説明する。図７は、既存技術の概要を説
明するための図である。
【０１７５】
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　ＵＥ１００－１が、直接通信により複数のＵＥ１００のそれぞれにデータを送信するケ
ースを例を挙げて説明する。
【０１７６】
　直接通信に用いられる無線リソースプールは、サイドリンク用の制御情報（ＳＣＩ：Ｓ
ｉｄｅｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が配置される制御領域（Ｓ
Ｃプール：ＳＣ　ｐｏｏｌ）と、データが配置されるデータ領域（データプール：Ｄａｔ
ａ　ｐｏｏｌ）とによって構成される。なお、モード１では、データ領域は、時間方向に
おいて、制御領域の後に続く領域である。モード２では、データ領域は、時間方向におい
て、制御領域と重複することもある。
【０１７７】
　図７に示すように、複数の無線リソースプールが時間方向に配置される。１つの無線リ
ソースプールの時間方向の長さは、無線リソースプールの周期であるＳＣ期間（ＳＣ　Ｐ
ｅｒｉｏｄ）と一致する。
【０１７８】
　ここで、ＵＥ１００－１が、互いに宛先が異なる複数のグループ（グループ１－５）の
それぞれにデータを送信するケースを想定する。リリース１２では、１つのＳＣ期間にお
いて、１つのＳＣＩしか送信できない。このため、ＵＥ１００－１が、複数のグループに
順番にデータを送信すると仮定して説明する。この場合、ＵＥ１００－１は、第１のＳＣ
期間にグループ１にＳＣＩを送信し、当該ＳＣＩにより示される無線リソースでグループ
１宛てにデータを送信する。ＵＥ１００－１は、第１のＳＣ期間の次の期間（第２のＳＣ
期間）にグループ２にＳＣＩを送信し、当該ＳＣＩにより示される無線リソースでグルー
プ１宛てにデータを送信する。同様に、ＵＥ１００－１は、他のグループにＳＣＩを送信
する。ＵＥ１００－１は、複数のグループ全てにＳＣＩを送信した後に、グループ１に次
のデータを送信するために（第６のＳＣ期間に）次のＳＣＩを送信する。このように、Ｕ
Ｅ１００－１は、複数のグループのそれぞれにデータを送信する場合、「（ＳＣ期間長）
×（宛先の数－１）」の時間だけ遅延が発生するという問題がある。
【０１７９】
　特に、ＵＥ１００－１がリレーＵＥであり、複数のリモートＵＥを収容する（サーブ）
ケースにおいても同じ問題が生じることが想定される。そこで、本出願では、以下に説明
する技術により、上述の問題を解消することを一つの目的とする。
【０１８０】
　なお、以下で説明するＵＥ１００が実行する処理（動作）について、ＵＥ１００が備え
るレシーバ１１０、トランスミッタ１２０、コントローラ１３０の少なくともいずれかが
実行するが、便宜上、ＵＥ１００が実行する処理として説明する。同様に、以下で説明す
るｅＮＢ２００が実行する処理（動作）について、ｅＮＢ２００が備えるレシーバ２１０
、トランスミッタ２２０、コントローラ２３０、ネットワークインターフェイス（バック
ホール通信部）２４０の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、ｅＮＢ２００が実行
する処理として説明する。
【０１８１】
　また、以下において、既出の動作と同じ動作の説明を適宜省略する。
【０１８２】
　［第１実施形態］
　第１実施形態について説明する。第１実施形態では、１つのＳＣプール内で、複数のＳ
ＣＩが送信されるケースを説明する。
【０１８３】
　（第１実施形態に係る動作環境）
　次に、第１実施形態に係る動作環境を図８を用いて説明する。図８は、第１実施形態に
係る動作環境を説明するための図である。
【０１８４】
　図８に示すように、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００が管理するセル内に位置する。Ｕ
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Ｅ１００－１は、ｅＮＢ２００とセルラ通信（ＬＴＥ－Ｕｕ）を実行可能である。ＵＥ１
００－１は、ＲＲＣコネクティッド状態である。或いは、ＵＥ１００－１は、ＲＲＣアイ
ドル状態であってもよい。ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００と通信を行う場合に、ＲＲＣ
アイドル状態からＲＲＣコネクティッド状態に移行してもよい。
【０１８５】
　ＵＥ１００－１は、リモートＵＥである複数のＵＥ１００（ＵＥ１００－２～１００－
４）をサーブするリレーＵＥである。複数のＵＥ１００の宛先、すなわち、宛先識別子（
Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）は、互いに異なる。
【０１８６】
　なお、以下において、ＵＥ１００－３及びＵＥ１００－４の動作は、他のＵＥと同様で
ある場合、説明を適宜省略する。
【０１８７】
　（Ａ）モード１
　ｅＮＢ２００が直接通信の無線リソースを指定するモード１で、ＵＥ１００－１が直接
通信を実行するケースを説明する。モード１において適用可能な第１から第３の方法につ
いて説明する。
【０１８８】
　（Ａ１）第１の方法
　第１の方法について、図９を用いて説明する。図９は、第１実施形態に係る動作（その
１）を説明するためのシーケンス図である。
【０１８９】
　図９に示すように、ステップＳ１０１において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に複
数のＳＬ－ＲＮＴＩ（ＳＬ－ＲＮＴＩ１、２）を割り当てる（設定する）。ＳＬ－ＲＮＴ
Ｉ（Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）は、直接通信で用いられる無線リソースの割当情報を含む制御情報（ＤＣＩ
：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に対応付けられた識別
子（ＳＬ識別子に相当）である。なお、ＳＬ－ＲＮＴＩは、サイドリンク送信用の専用の
識別子である。ＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット５）は、サイドリンク送信用の制御情報であ
る。また、ＤＣＩは、無線リソースの割当情報を含むＳＬグラントを含む。なお、ＤＣＩ
フォーマット５には、ＳＣＩフォーマット０の中にそのまま入れる情報と、ＳＣＩフォー
マット０を送るためのリソース情報が含まれる。
【０１９０】
　ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）を実行する際に、ＵＥ１００－１に複数のＳＬ－ＲＮＴＩを割り当て
てもよい。
【０１９１】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がリレーＵＥである場合に、ＵＥ１００－１に複数の
ＳＬ－ＲＮＴＩを割り当ててもよい。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がリレーＵＥであ
るか否かをＵＥ１００－１からの通知に基づいて判断してもよい。或いは、ｅＮＢ２００
は、ＵＥ１００－１が有する宛先の数が所定値を越えた場合に、ＵＥ１００－１に複数の
ＳＬ－ＲＮＴＩを割り当ててもよい。例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がサーブ
するリモートＵＥの数が所定値を越えた場合に、ＵＥ１００－１に複数のＳＬ－ＲＮＴＩ
を割り当ててもよい。
【０１９２】
　ｅＮＢ２００は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩのサーチスペースが特定のＳＬ－ＲＮＴＩと関
連付くように、ＵＥ１００－１に複数のＳＬ－ＲＮＴＩを割り当ててもよい。例えば、ｅ
ＮＢ２００は、連番の複数のＳＬ－ＲＮＴＩをＵＥ１００－１に割り当てることができる
。
【０１９３】
　その後、ｅＮＢ２００は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩ毎に無線リソースを確保する。その結
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果、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１のために複数の無線リソースを確保する。ｅＮＢ２
００は、確保した各無線リソースの割当情報のそれぞれを各ＤＣＩに含める。これにより
、ｅＮＢ２００は、１つの割当情報を含むＤＣＩを複数生成する。
【０１９４】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢ２００は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩに対応する複数の
ＤＣＩ（ＤＣＩ１、ＤＣＩ２）をＵＥ１００－１に送信する。ｅＮＢ２００は、所定のＳ
Ｃ期間が始まる前（具体的には、４サブフレーム前）までに、複数のＤＣＩを送信する。
ｅＮＢ２００は、特定のＳＬ－ＲＮＴＩと関連付けられたサーチスペースに複数のＤＣＩ
を配置してもよい。
【０１９５】
　ＵＥ１００－１は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩに基づいて、複数のＤＣＩを受信する。ここ
で、ＵＥ１００－１は、特定のＳＬ－ＲＮＴＩと関連付けられたサーチスペースのみをサ
ーチすることによって複数のＤＣＩを受信してもよい。これにより、ＵＥ１００－１は、
複数のサーチスペースをサーチする必要がないため、ＵＥ１００－１の処理負荷を低減で
きる。
【０１９６】
　ＵＥ１００－１は、所定のＳＣ期間が始まる前に複数のＤＣＩを受信しているため、複
数のＤＣＩのそれぞれに含まれる割当情報に基づいて、各データの送信に用いる無線リソ
ースを決定する。ＵＥ１００－１は、決定した無線リソースの割当情報を含むＳＣＩを生
成する。具体的には、ＵＥ１００－１は、ＵＥ１００－２のデータの送信用の無線リソー
スの割当情報を含むＳＣＩ１を生成し、ＵＥ１００－３のデータの送信用の無線リソース
の割当情報を含むＳＣＩ２を生成する。ＳＣＩ１は、ＵＥ１００－２宛ての宛先識別子を
含み、ＳＣＩ２は、ＵＥ１００－３宛ての宛先識別子を含む。
【０１９７】
　ステップＳ１０３において、ＵＥ１００－１は、複数のＳＣＩをＵＥ１００－２及びＵ
Ｅ１００－３に送信する。その後、ＵＥ１００－１は、各無線リソースの割当情報に基づ
いて、ＵＥ１００－２のデータ及びＵＥ１００－３のデータを送信する。ＵＥ１００－２
は、ＵＥ１００－２宛てのＳＣＩ１に含まれる無線リソースの割当情報に基づいて、ＵＥ
１００－２のデータを受信する。一方、ＵＥ１００－３は、ＵＥ１００－３宛てのＳＣＩ
２に含まれる無線リソースの割当情報に基づいて、ＵＥ１００－３のデータを受信する。
【０１９８】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、１つのＳＣ期間において、複数のＳＣＩを送信でき
るため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、ｅＮＢ２００が無線リソ
ースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
【０１９９】
　（Ａ２）第２の方法
　第２の方法について、図１０及び図１１を用いて説明する。図１０は、第１実施形態に
係る動作（その２）を説明するためのシーケンス図である。図１１は、第１実施形態に係
る動作（その２）を説明するための拡張ＤＣＩフォーマットの一例の図である。
【０２００】
　図１０に示すように、ステップＳ２０１において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に
単一のＳＬ－ＲＮＴＩを割り当てる。
【０２０１】
　ｅＮＢ２００は、１つの無線リソースプールにおいて、複数の無線リソースを確保する
。なお、本明細書において、「複数の無線リソース」は、原則として、ＳＣプールにおけ
る複数の無線リソース及びデータプールにおける複数の無線リソースを意味する。「複数
の無線リソース」は、ＳＣプールにおける単一の無線リソースとデータプールにおける単
一の無線リソースとによって構成される複数の無線リソースを意味するものではない。
【０２０２】
　ｅＮＢ２００は、確保した第１の無線リソースの割当情報とインデックス１とを含むＤ
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ＣＩ１を生成する。また、ｅＮＢ２００は、確保した第２の無線リソースの割当情報とイ
ンデックス２とを含むＤＣＩ２を生成する。本実施形態において、これらのインデックス
の値は、異なる。
【０２０３】
　図１１に示すように、（拡張）ＤＣＩフォーマットは、インデックスに相当する「Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｏｌ　ｉｎｄｅｘ」を含む。当該インデックスは、１つのＳＣ期間に
おいて複数の無線リソース使用可能か否かを示す。すなわち、当該インデックスは、複数
のＳＣＩを同時送信可能か否かを示す。当該インデックスは、例えば、整数であり、１～
最大同時送信ＳＣＩ数の値を取り得る。
【０２０４】
　なお、図１１において「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ」は、ＰＳＣＣＨリソ
ース割り当て識別子である。「ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ　＆　ＰＳ
ＳＣＨ」は、送信電力情報である。「Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ」
は、周波数ホッピング情報である。「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅ
ｎｔ　＆ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」は、周波数方向リ
ソース割当情報である。「Ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」は、時間方向
サブフレーム割当パターン情報である。なお、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ
」、「Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ」、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏ
ｃｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　＆ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉ
ｏｎ」、「Ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」は、ＳＬグラントを構成する
。
【０２０５】
　ステップＳ２０２において、ｅＮＢ２００は、複数のＤＣＩを送信する。ＵＥ１００－
１は、複数のＤＣＩを受信する。これにより、ＵＥ１００－１は、ＤＣＩ１に含まれる無
線リソースの割当情報１とＤＣＩ２に含まれる無線リソースの割当情報２とを取得する。
【０２０６】
　ＵＥ１００－１は、最初に取得した割当情報１に基づく第１の無線リソースだけでなく
、次に取得した割当情報２に基づく第２の無線リソースを使用可能かを、インデックスに
基づいて、判断する。具体的には、ＵＥ１００－１は、ＤＣＩ１に含まれるインデックス
１とＤＣＩ２に含まれるインデックス２とが異なる値であるか否かを判断する。ＵＥ１０
０－１は、これらのインデックスが異なる値である場合、第１の無線リソースだけでなく
、第２の無線リソースも使用可能であると判断する。一方、ＵＥ１００－１は、これらの
インデックスが同じ値である場合、ＤＣＩ１の情報をＤＣＩ２の情報に上書きする。
【０２０７】
　なお、既存技術では、ＤＣＩには当該インデックスは含まれていない。ＵＥは、新たな
ＤＣＩを受信した場合、保持しているＤＣＩの情報を新たなＤＣＩの情報で上書きする。
【０２０８】
　ステップＳ２０３は、ステップＳ１０３に対応する。
【０２０９】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能で
あるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、ｅＮＢ２００が無線リ
ソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
【０２１０】
　（Ａ３）第３の方法
　第３の方法について、図１２及び図１３を用いて説明する。図１２は、第１実施形態に
係る動作（その３）を説明するためのシーケンス図である。図１３は、第１実施形態に係
る動作（その３）を説明するための拡張ＤＣＩフォーマットの一例の図である。
【０２１１】
　図１２において、ステップＳ３０１において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に単一
のＳＬ－ＲＮＴＩを割り当てる。
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【０２１２】
　ｅＮＢ２００は、１つの無線リソースプールおいて、複数の無線リソースプールを確保
する。ｅＮＢ２００は、複数の無線リソースプールそれぞれの割当情報からなる複数の割
当情報を含むＤＣＩを生成する。具体的には、ｅＮＢ２００は、複数の割当情報に対応す
る複数のＳＬグラント（太枠参照）を含むＤＣＩを生成する。
【０２１３】
　図１３に示すように、（拡張）ＤＣＩフォーマットは、複数のＳＬグラントを含む。こ
こで、１つのＳＬグラントは、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ」、「Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ」、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｓｓｉ
ｇｎｍｅｎｔ　＆　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」、「Ｔ
ｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」及び「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｏｌ　ｉｎ
ｄｅｘ」により構成される。ＳＬグラントは、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｏｌ　ｉｎｄｅ
ｘ」（インデックス）を含まなくてもよい。
【０２１４】
　ｅＮＢ２００は、ＳＬグラントは、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｏｌ　ｉｎｄｅｘ」を含
む場合、複数の無線リソースプールそれぞれの割当情報に対応するインデックスを互いに
異なる値に設定する。これにより、ＵＥ１００が、複数のＳＬグラントのいずれかに基づ
いて保持しているＤＣＩ（ＳＬグラント）の情報に上書きすることを抑制できる。
【０２１５】
　ステップＳ３０２において、ｅＮＢ２００は、ｅＮＢ２００は、１つのＤＣＩを送信し
、ＵＥ１００－１は、１つのＤＣＩを受信する。これにより、ＵＥ１００－１は、ＤＣＩ
に含まれる複数の無線リソースの割当情報を取得する。
【０２１６】
　ステップＳ３０３は、ステップＳ１０３に対応する。
【０２１７】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能で
あるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、ｅＮＢ２００が無線リ
ソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
【０２１８】
　（Ｂ）モード２
　次に、直接通信の無線リソースをＵＥ１００が選択するモード２で、ＵＥ１００－１が
直接通信を実行するケースを、図１４及び図１５を用いて説明する。図１４は、第１実施
形態に係る動作（その４）を説明するためのシーケンス図である。図１５は、第１実施形
態に係る動作（その４）を説明するためのＳＣＩ割り当ての一例の図である。
【０２１９】
　図１４に示すように、ステップＳ４０１において、ｅＮＢ２００は、モード２において
用いられる無線リソースプールをＵＥ１００－１に設定するための設定情報をＵＥ１００
－１に送信する。ＵＥ１００－１は、設定情報に基づいて、無線リソースプールを設定す
る。なお、ＵＥ１００－１は、事前に設定された無線リソースプールを設定してもよい。
また、ここで設定される無線リソースプールは、複数の制御情報を同時に送信することが
できる無線リソースプールであってもよい。
【０２２０】
　ステップＳ４０２において、ｅＮＢ２００は、複数の制御情報を１つのＳＣ期間で（又
は同時に）送信することができる無線リソースプールを使用することを許可する許可情報
をＵＥ１００－２に送信する。或いは、ｅＮＢ２００は、設定した無線リソースプールに
おいて複数の制御情報を１つのＳＣ期間で（又は同時に）送信することを許可する許可情
報をＵＥ１００－２に送信する。ｅＮＢ２００は、設定情報と共に許可情報を送信しても
よい。
【０２２１】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がリレーＵＥである場合に、許可情報をＵＥ１００－
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２に送信してもよい。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がリレーＵＥであるか否かをＵＥ
１００－１からの通知に基づいて判断してもよい。或いは、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００
－１が有する宛先の数が所定値を越えた場合に、許可情報をＵＥ１００－２に送信しても
よい。例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がサーブするリモートＵＥの数が所定値
を越えた場合に、許可情報をＵＥ１００－２に送信してもよい。
【０２２２】
　ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの許可情報を受信しない場合には、設定された複
数の無線リソースプールから１つの制御情報を送信するための無線リソースを選択する。
【０２２３】
　一方、ｅＮＢ２００からの許可情報を受信したＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの
許可に応じて、設定された無線リソースプールから、複数の無線リソースを選択できる。
【０２２４】
　ここで、ＵＥ１００－１が、ＳＣＩの送信に用いる無線リソースを選択する一例を説明
する。
【０２２５】
　図１５に示すように、ＵＥ１００－１は、複数のＳＣＩが時間方向で衝突しないように
無線リソースを選択することが好ましい。これにより、リリース１２端末も受信が可能に
なり、後方互換性が担保される。
【０２２６】
　ステップＳ４０３は、ステップＳ１０３に対応する。
【０２２７】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースを選択できるため、１つのＳＣ
期間で（又は同時に）複数のＳＣＩを送信できる。このため、データ送信の遅延が発生す
ることを抑制できる。また、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００の許可を得た上で、無線リ
ソースを選択しているため、干渉が発生することを低減できる。
【０２２８】
　（Ｃ）データ送信用の無線リソースの選択
　次に、データ送信用の無線リソースの選択について、図１６を用いて説明する。図１６
は、第１実施形態に係る動作（その５）を説明するための図である。
【０２２９】
　データ送信用の無線リソースの選択方法は、モード１及びモード２のいずれでも適用す
ることができる。
【０２３０】
　図１６に示すように、ＵＥ１００－１は、複数の宛先（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ１～３
）のそれぞれにデータを送信するための複数の無線リソースを選択する場合、複数の無線
リソースのそれぞれが互いに時間方向で重ならないように選択する。これにより、ＰＡＰ
Ｒ（Ｐｅａｋ　ｔｏ　Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ（１ピーク電力対平均電
力比））問題を解消できる。
【０２３１】
　［第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態では、１つのＳＣＩで複数の宛先
識別子（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）を通知するケースを中心に説明する。なお、第
１実施形態と同様の部分は、説明を省略する。
【０２３２】
　（Ｄ）第１の方法
　第１の方法について、図１７及び図１８を用いて説明する。図１７は、第２実施形態に
係る動作（その１）を説明するための拡張ＳＣＩフォーマットの一例の図である。図１８
は、第２実施形態に係る動作（その１）を説明するための拡張ＤＣＩフォーマットの一例
の図である。
【０２３３】
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　第１の方法では、ＳＣＩ格納フィールドを変更し、複数の宛先（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏ
ｎ　ＩＤ）向けの割当情報を含む拡張ＳＣＩが用いられる。
【０２３４】
　図１７に示すように、拡張ＳＣＩは、複数の無線リソースの割当情報（太枠参照）を含
む。割当情報は、例えば、「Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ」、「Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　＆　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」、「Ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」、「
Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　＆　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ（ＭＣＳ）」により構成される
。割当情報と割当情報に対応する宛先識別子（グループ　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ
）とのセットから成る複数のセットを拡張ＳＣＩは、含む。
【０２３５】
　なお、「Ｔｉｍｅ　ａｄｖａｎｃｅ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」は、送信タイミングに関
する補正値である。また、「Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎｓ」は、１つ
の拡張ＳＣＩが同時に指定できるデータリソースの上限を示す。すなわち、「Ｎｕｍｂｅ
ｒ　ｏｆ　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎｓ」は、拡張ＳＣＩが含む割当情報の最大の数を示す
。図１７の例では、拡張ＳＣＩは、１６個の割当情報を含み得る。
【０２３６】
　ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースを選択し、拡張ＳＣＩを生成する。ＵＥ１００
－１は、拡張ＳＣＩを生成するために、以下の方法を実行できる。
【０２３７】
　例えば、ＵＥ１００－１は、１つの割当情報を含む既存ＳＣＩに適用するＳＣＩに適用
するＭＣＳよりも伝送レートの高いＭＣＳを拡張ＳＣＩに適用することができる。
【０２３８】
　また、ＵＥ１００－１は、既存ＳＣＩよりも多い無線リソース量を拡張ＳＣＩの送信の
ために割り当ててもよい。ＵＥ１００－１は、割り当てられた無線リソースを用いて拡張
ＳＣＩを送信できる。
【０２３９】
　ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースそれぞれの割当情報を含む生成した拡張ＳＣＩ
を複数の宛先に向けて送信する。ＵＥ１００－１は、拡張ＳＣＩを送信するための無線リ
ソースを事前設定された無線リソースプールの中から選択してもよい。ＵＥ１００－１は
、セルのカバレッジ外に位置するネットワーク圏外のＵＥに事前設定された無線リソース
プールの中から、当該無線リソースを選択することにより、ネットワーク圏外のＵＥも、
拡張ＳＣＩを取得できる。或いは、ＵＥ１００－１は、リレーＵＥによって通知される無
線リソースプールの中から、当該無線リソースを選択してもよい。例えば、ＵＥ１００－
１がリレーＵＥである場合に、ＵＥ１００－１は、無線リソースプールをリモートＵＥに
通知する。ＵＥ１００－１は、通知した無線リソースプール中から拡張ＳＣＩを送信する
ための無線リソースを選択できる。これにより、リモートＵＥは、拡張ＳＣＩを取得でき
る。
【０２４０】
　なお、モード１において、第１の方法を適用する場合、ｅＮＢ２００が、複数の宛先へ
の割当情報をＵＥ１００へ送信する必要がある。このため、上述の第１実施形態と同様に
ＤＣＩに、当該割当情報を含める。具体的には、図１８に示すように、ＤＣＩは、１つの
ＳＣＩ送信用の割当情報（パラメータ：「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ」、「
ＴＰＣ　ｃｏｍｍａｎｄ　ｆｏｒ　ＰＳＣＣＨ　＆　ＰＳＳＣＨ」、「Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｆｌａｇ」）を含み、複数のデータ用の割当情報（パラメータ：「
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　＆　ｈｏｐｐｉｎｇ　ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」、「Ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」
、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｏｏｌ　ｉｎｄｅｘ」）を含む。
【０２４１】
　また、モード２において、ＰＡＰＲ問題を解消するため、上述した第１実施形態の通り
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、ＵＥ１００－１は、データ送信用の無線リソースを選択することが好ましい。
【０２４２】
　（Ｅ）第２の方法
　次に、第２の方法について、図１９を用いて説明する。図１９は、第２実施形態に係る
動作（その２）を説明するための図である。
【０２４３】
　第２の方法では、ＵＥ１００－１は、パケット（ＭＡＣ　ＰＤＵ（ＭＡＣ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ））を拡張し、当該パケットに複数の宛先のそれぞれのデー
タを含める（すなわち、複数のデータをＭＡＣ　ＰＤＵに多重する）。従って、ＵＥ１０
０－１は、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成する
。また、ＵＥ１００は、特別な宛先識別子を用いることにより、パケットが複数の宛先の
データを含むことを複数の受信ＵＥ（ＵＥ１００－２～１００－４）に通知する。
【０２４４】
　ＵＥ１００－１は、複数の宛先の複数のデータがパケットに含まれることを示す特別な
宛先識別子（例えば、特別なＬ１　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）と、複数の宛先に対
応する複数の受信ＵＥがパケットを受信するための無線リソースの割当情報を含むＳＣＩ
を送信する。
【０２４５】
　特別な宛先識別子は、例えば、ブロードキャスト用の識別子である。或いは、特別な宛
先識別子は、ＵＥ１００－１がリレー端末である場合に用いられる識別子の少なくとも一
部からなるものであってもよい。従って、特別な宛先識別子は、同一のＵＥ１００（同一
のリレーＵＥ）に接続するリモートＵＥが特別な宛先識別子が同一であると認識できるよ
うなものであってもよい。例えば、特別な宛先識別子は、リレーＵＥの識別子であるＬ２
　Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ＩＤであってもよい。或いは、特別な宛先識別子は、リレーＵＥの
識別子（Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ＩＤ）の一部であってよい。例えば、特別な宛先識別子は、
リレーＵＥの識別子（Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ＩＤ）のＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃ
ａｎｔ　Ｂｉｔ）であってもよい。
【０２４６】
　図１９に示すように、リモートＵＥは、リレーＵＥからディスカバリ信号（Ｒｅｌａｙ
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）により通知されたリレーＵＥの識別子（Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ＩＤ
）のＭＳＢ（例えば、先頭の８ビット）を、特別な宛先識別子として記憶する。
【０２４７】
　なお、図１９に示すように、リレーＵＥは、リレーＵＥ自身の宛先識別子として、リレ
ーＵＥの識別子（Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ＩＤ）のＭＳＢと、自身のＬ２　ＵＥ　ＩＤのＭＳ
Ｂ（例えば、先頭の１６ビット）又はＬＳＢ（Ｌａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉ
ｔ：最終の重要ビット）とを結合した新たな識別子（Ｒｅｍｏｔｅ　ＵＥ’ｓ　Ｌ２　Ｉ
Ｄ）を生成してもよい。当該新たな識別子が、用いられてもよい。
【０２４８】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、特別な宛先識別子を他のＵＥ（例えば、リモートＵ
Ｅ）に通知しなくても、他のＵＥは、特別な宛先識別子を認識できる。従って、他のＵＥ
は、ＵＥ１００－１から、特別な宛先識別子を含むＳＣＩを受信した場合、ＳＣＩが複数
の宛先のデータの割当情報を含むことが分かる。従って、他のＵＥは、当該割当情報が自
身の宛先向けではない場合であっても、割当情報を破棄せずに済む。
【０２４９】
　（Ｆ）第３の方法
　第３の方法について説明する。第３の方法は、第２の方法と同様に、ＵＥ１００－１は
、複数の宛先それぞれのデータからなる複数のデータを含むパケットを生成する。
【０２５０】
　第３の方法では、ＵＥ１００－１は、ＳＣＩを送信する前に、複数の宛先向けのデータ
受信用の宛先識別子（Ｌ１　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）を、他のＵＥに通知する。
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ＵＥ１００－１は、当該宛先識別子を通知するためにディスカバリ信号（ディスカバリメ
ッセージ）を用いてもよい。
【０２５１】
　これにより、他のＵＥは、当該宛先識別子を含むＳＣＩを受信した場合、ＳＣＩが複数
の宛先のデータの割当情報を含むことが分かる。従って、他のＵＥは、当該割当情報が自
身の宛先向けではない場合であっても、割当情報を破棄せずに済む。
【０２５２】
　（Ｇ）第４の方法
　第４の方法について、図２０を用いて説明する。図２０は、第２実施形態に係る動作（
その４）を説明するための拡張ＳＣＩフォーマットの一例の図である。
【０２５３】
　図２０に示すように、ＵＥ１００－１は、複数の宛先識別子と、パケットを受信するた
めの割当情報とを含む（拡張）ＳＣＩを送信する。拡張ＳＣＩは、例えば、宛先の数を示
す「Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎｓ」と、複数の宛先識別子である「Ｇ
ｒｏｕｐ　ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ」とを含む。なお、図２０の例では、拡張ＳＣ
Ｉフォーマットは、最大１６個（４ビット）の宛先識別子（ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｉ
Ｄ）を格納可能である。
【０２５４】
　拡張ＳＣＩを受信した他のＵＥは、拡張ＳＣＩ内の複数の宛先識別子に、自身の宛先識
別子がある場合、割当情報に基づいて、データの受信を行う。一方、他のＵＥは、拡張Ｓ
ＣＩ内の複数の宛先識別子に自身の宛先識別子がない場合には、割当情報を破棄できる。
【０２５５】
　なお、上述した第２実施形態に係る第２から第４の方法を、モード１に適用する場合、
ｅＮＢ２００が、複数の宛先への割当情報をＵＥ１００へ送信する必要がある。このため
、上述した方法と同様の動作が実行される。
【０２５６】
　（Ｈ）データの受信
　データの受信について、図２１及び図２２を用いて説明する。図２１は、第２実施形態
に係る動作（その５）を説明するための図である。図２２は、第２実施形態に係る動作（
その６）を説明するための図である。
【０２５７】
　上述の通り、パケットに複数の宛先のデータが含まれることを示す宛先識別子（特別な
宛先識別子）又は複数の宛先識別子を含むＳＣＩを受信する他のＵＥ（以下、ＵＥ１００
－２）は、当該ＳＣＩに含まれる割当情報に基づいて、パケットを受信する。ここで、Ｕ
Ｅ１００－２は、パケットに自身のデータが含まれない場合にまで、パケットを受信し続
ける可能性がある。そこで、以下の方法により、不要なパケットの受信を低減する。
【０２５８】
　第１に、ＵＥ１００－２は、パケットに自身のデータが含まれない場合、ＵＥ１００－
１から再送されるパケットの受信を省略する。具体的には、ＵＥ１００－２は、受信した
ＭＡＣ　ＰＤＵに自身の宛先のＭＡＣ　ＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）
が含まれない場合には、再送されるＭＡＣ　ＰＤＵの受信を省略する（すなわち、受信し
ない）。
【０２５９】
　第２に、ＵＥ１００－２は、１つの無線リソースプールにおいて、最初のパケットに自
身のデータが含まれない場合、以後のパケットの受信を省略する。また、ＵＥ１００－２
は、割当情報を破棄する。ＵＥ１００－１は、割当情報を破棄することにより、ＨＡＲＱ
処理をより速く終了することができる。
【０２６０】
　具体的には、ＵＥ１００－２は、時間方向に異なって配置される複数のパケットの配置
を示す割当情報に基づいて、最初のＭＡＣ　ＰＤＵ（図２１のＳＣプールの次のサブフレ
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ーム内のパケット）を受信する。ＵＥ１００－２は、受信した最初のＭＡＣ　ＰＤＵに自
身の宛先が格納されていない場合、以後のパケットの受信を省略する（無視）。また、Ｕ
Ｅ１００－２は、対応する割当情報を破棄する。
【０２６１】
　なお、ＵＥ１００－１は、１つの無線リソースプールにおいて、最初のパケットに含ま
れる複数の宛先識別子（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ　１，３，４）に対応するデータ
のみを送信する。ＵＥ１００－１は、以下に示すように、１つの無線リソースプールにお
いて、宛先を変更しない。
【０２６２】
　第３に、ＵＥ１００－２は、複数のデータの宛先が変更され得るタイミングで送信され
るパケット（ＭＡＣ　ＰＤＵ）を受信し、以後のパケットの受信を省略するか否かを判断
する。
【０２６３】
　具体的には、まず、ＵＥ１００－１は、所定期間内（１つの無線リソースプールの期間
内）でＭＡＣ　ＰＤＵに含まれる複数の宛先が変更され得るタイミングを示すタイミング
情報を送信する。ＵＥ１００－２は、タイミング情報を受信する。ＵＥ１００－１は、タ
イミング情報を最初のＭＡＣ　ＰＤＵ内の格納するＭＡＣ　ＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）として格納してもよい。
【０２６４】
　ＵＥ１００－２は、最初のＭＡＣ　ＰＤＵを受信する。ＵＥ１００－２は、最初のＭＡ
Ｃ　ＰＤＵに自身の宛先（識別子）が格納されている場合、複数の宛先が変更され得る次
のタイミング（Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　ｔｉｍｉｎｇ）まで受信し続ける。一方、ＵＥ１０
０－２は、最初のＭＡＣ　ＰＤＵに自身の宛先が格納されていない場合、タイミング情報
に基づいて、次のタイミングまでＭＡＣ　ＰＤＵの受信を省略する（無視）。なお、ＵＥ
１００－２は、後述の最後のタイミングまで、割当情報を引き続き保持する。
【０２６５】
　ＵＥ１００－２は、タイミング情報に基づく次のタイミングでＭＡＣ　ＰＤＵを受信し
、受信したＭＡＣ　ＰＤＵに自身の宛先（識別子）が格納されているか判断する。図２２
では、ＵＥ１００－２は、受信したＭＡＣ　ＰＤＵに自身の宛先が格納されているため、
割当情報に基づいて、ＭＡＣ　ＰＤＵの受信を行う。
【０２６６】
　ＵＥ１００－２は、タイミング情報に基づいて、複数の宛先が変更され得るタイミング
でＭＡＣ　ＰＤＵを受信する。ここでのタイミングは、タイミング情報によって示される
最後のタイミングである。ＭＡＣ　ＰＤＵに自身の宛先が格納されていないため、ＵＥ１
００－２は、以後のＭＡＣ　ＰＤＵの受信を省略する。また、ＵＥ１００－２は、所定期
間（１つの無線リソースプール）が終了するよりも前に、割当情報を破棄する。ＵＥ１０
０－１は、１つの無線リソースプールが終了するよりも前に割当情報を破棄することによ
り、ＨＡＲＱ処理をより速く終了することができる。
【０２６７】
　（Ｉ）ＬＣＩＤの利用
　次に、ＬＣＩＤ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ）を利用する方法を、図２３
を用いて説明する。図２３は、第２実施形態に係る動作（その７）を説明するための図で
ある。
【０２６８】
　図２３に示すように、リレーＵＥは、複数の宛先毎に異なる論理チャネルの識別情報（
ＬＣＩＤ）を設定する。具体的には、リレーＵＥは、ＬＣＩＤ１をリモートＵＥ（Ａ）に
設定し、ＬＣＩＤ２をリモートＵＥ（Ｂ）に設定している。ＬＣＩＤ３、４は、使用され
ていない。このように、リレーＵＥは、ＬＣＩＤと宛先（ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ
）とを対応付けて記憶する。
【０２６９】
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　リレーＵＥは、ＬＣＩＤに対応する論理チャネルで複数の宛先のそれぞれのデータ（Ｍ
ＡＣ　ＳＤＵ）を搬送する。これにより、リレーＵＥは、ＬＣＩＤ１に対応する論理チャ
ネルでリモートＵＥ（Ａ）のデータを搬送する。リモートＵＥ（Ａ）は、ＬＣＩＤ１が設
定されているため、ＬＣＩＤ１に対応する論理チャネルで搬送されるデータを自身のデー
タと認識し、当該データを取得する。
【０２７０】
　リレーＵＥは、ＬＣＩＤの利用状況をリモートＵＥ（Ｃ）に通知する。例えば、リレー
ＵＥは、ＬＣＩＤの利用状況を示すビットマップ（図２３参照）をリモートＵＥ（Ｃ）に
送信する。リレーＵＥは、ＬＣＩＤの利用状況を示すＬＣＩＤフィールドを有するディス
カバリメッセージにより、ビットマップを送信してもよい。ＬＣＩＤフィールドにＬＣＩ
Ｄの利用状況を示すビットマップが格納され得る。
【０２７１】
　リモートＵＥ（Ｃ）は、ＬＣＩＤの利用状況を示すビットマップに基づいて使用されて
いないＬＣＩＤを選択する。例えば、リモートＵＥ（Ｃ）は、ＬＣＩＤ３を選択すると決
定する。
【０２７２】
　リモートＵＥ（Ｃ）は、選択したＬＣＩＤ３をリレーＵＥに通知する。リレーＵＥは、
ＬＣＩＤ３に対応する論理チャネルでリモートＵＥ（Ｃ）のデータの搬送を開始する。
【０２７３】
　以上のように、リレーＵＥは、ＬＣＩＤに対応する論理チャネルで複数の宛先のそれぞ
れのデータ（ＭＡＣ　ＳＤＵ）を搬送するため、複数のデータを同時に送信することがで
きる。
【０２７４】
　［第３実施形態］
　次に、第３実施形態について説明する。第３実施形態では、複数の無線リソースプール
での同時送信を許可するケースを中心に説明する。なお、第１及び第２実施形態と同様の
部分は、説明を省略する。
【０２７５】
　（Ｊ）モード１
　ｅＮＢ２００が直接通信の無線リソースを指定するモード１で、ＵＥ１００－１が直接
通信を実行するケースを説明する。モード１において適用可能な第１及び第２の方法につ
いて説明する。第１の方法は、第１実施形態に係る「（Ａ１）第１の方法」に類似するた
め、異なる部分を中心に説明する。また、第２の方法は、第１実施形態に係る「（Ａ２）
第２の方法」に類似するため、異なる部分を中心に説明する。
【０２７６】
　（Ｊ１）第１の方法
　第１の方法について、図２４を用いて説明する。図２４は、第３実施形態に係る動作（
その１）を説明するためのシーケンス図である。
【０２７７】
　ステップＳ５０１において、ｅＮＢ２００は、ＳＬ－ＲＮＴＩと送信リソースプールと
のセット（組み合わせ）からなる互いに異なる複数のセット（Ｍｏｄｅ１送信設定）をＵ
Ｅ１００－１に設定する（割り当てる）。ＵＥ１００－１は、複数のＭｏｄｅ１送信設定
を設定する。これにより、ＵＥ１００－１には、複数のＳＬ－ＲＮＴＩが割り当てられて
いる。
【０２７８】
　ｅＮＢ２００は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩ毎に無線リソースを確保する。ここで、ｅＮＢ
２００は、ＳＬ－ＲＮＴＩに対応する無線リソースプール内の無線リソースを確保する。
【０２７９】
　なお、ｅＮＢ２００は、上述の「（Ａ１）第１の方法」と同様に、複数のＳＬ－ＲＮＴ
Ｉのサーチスペースが特定のＳＬ－ＲＮＴＩと関連付くように、ＵＥ１００－１に複数の
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ＳＬ－ＲＮＴＩを割り当ててもよい。また、ｅＮＢ２００は、特定のＳＬ－ＲＮＴＩと関
連付けられたサーチスペースに複数のＤＣＩを配置してもよい。
【０２８０】
　ステップＳ５０２は、ステップＳ１０２に対応する。ｅＮＢ２００は、複数のＭｏｄｅ
１送信設定のそれぞれに対応するＤＣＩからなる複数のＤＣＩをＵＥ１００－１に送信す
る。ＵＥ１００－１は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩに基づいて、複数のＤＣＩを受信する。Ｕ
Ｅ１００－１は、複数のＳＬ－ＲＮＴＩのそれぞれに対応する送信リソースプール内の無
線リソースからなる複数の無線リソースが割り当てられる。
【０２８１】
　ステップＳ５０３は、ステップＳ１０３に対応する。
【０２８２】
　以上より、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能である
ため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、ｅＮＢ２００が無線リソー
スを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
【０２８３】
　（Ｊ２）第２の方法
　第２の方法について、図２５及び図２６を用いて説明する。図２５は、第３実施形態に
係る動作（その２）を説明するためのシーケンス図である。図２６は、第３実施形態に係
る動作（その２）を説明するための図である。
【０２８４】
　ステップＳ６０１において、ｅＮＢ２００は、単一のＳＬ－ＲＮＴＩと、当該ＳＬ－Ｒ
ＮＴＩと対応付けられた複数の無線リソースプールと、複数の無線リソースプールのそれ
ぞれのインデックスとをＵＥ１００－１に設定する（割り当てる）。ｅＮＢ２００は、複
数の無線リソースプールとインデックスとの対応関係をブロードキャストによりＵＥ１０
０－１に通知してもよい。ＵＥ１００－１は、ＳＬ－ＲＮＴＩと複数の無線リソースプー
ルとを対応付けて設定する。
【０２８５】
　ステップＳ６０２において、ｅＮＢ２００は、複数のＤＣＩを送信し、ＵＥ１００－１
は、複数のＤＣＩを受信する。これにより、ＵＥ１００－１は、ＤＣＩ１に含まれる無線
リソースの割当情報１とＤＣＩ２に含まれる無線リソースの割当情報２とを取得する。
【０２８６】
　ＵＥ１００－１は、割当情報１に基づいて、ＤＣＩ１に含まれるインデックス１が示す
無線リソースプール（Ｐｏｏｌ１）内の無線リソースが割り当てられる。ＵＥ１００－２
は、割当情報２に基づいて、ＤＣＩ２に含まれるインデックス２が示す無線リソースプー
ル（Ｐｏｏｌ２）内の無線リソースが割り当てられる。
【０２８７】
　ステップＳ６０３は、ステップＳ１０３に対応する。
【０２８８】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースが割り当てられることが可能で
あるため、データ送信の遅延が発生することを抑制できる。また、ｅＮＢ２００が無線リ
ソースを割り当てているため、干渉が発生することを低減できる。
【０２８９】
　なお、図２６に示すように、インデックスを示す情報は、無線リソースの割当情報が配
置される時間位置であってもよい。すなわち、ＳＬグラント（ＤＣＩ）の通知タイミング
によって無線リソースプールが指定されてもよい。
【０２９０】
　例えば、ＵＥ１００－１は、以下の式によって所定のタイミングで通知されたＳＬグラ
ントが、どの無線リソースプールに対応するＳＬグラントであるかを判断してもよい。
【０２９１】
　（ＳＦＮ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）　×　１０　＋　ｓｕｂｆｒａ
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ｍｅ）　ｍｏｄ　利用可能プール数　＝インデックス
【０２９２】
　これにより、ＤＣＩがインデックスを含まなくてよいため、ＤＣＩを送信するために必
要な無線リソース量を低減できる。
【０２９３】
　（Ｋ）モード２
　次に、直接通信の無線リソースをＵＥ１００が選択するモード２で、ＵＥ１００－１が
直接通信を実行するケースを説明する。この動作は、第１実施形態に係る「（Ｂ）モード
２」と類似するため、異なる点を中心に説明する。
【０２９４】
　図１４のステップＳ４０２において、ｅＮＢ２００は、許可情報ではなく、複数の無線
リソースプールが同時に使用可能であるか否かの情報を１００－１に送信する。例えば、
当該情報は、複数の無線リソースプールのうちの同時に使用可能である無線リソースプー
ルの組み合わせを示すリストである。或いは、当該情報は、前記複数の無線リソースプー
ルのうち、同時に使用可能である無線リソースプールのみを示すリストである。このリス
トに記載の無線リソースプールは、同時使用が許可された無線リソースプールである。こ
れらのリストには、無線リソースプールと対応付けられたインデックスが記載されていて
もよい。
【０２９５】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、複数の無線リソースプールのそれぞれから選択され
た無線リソースを用いて、複数のＳＣＩを送信できる。このため、データ送信の遅延が発
生することを抑制できる。また、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００の許可を得た上で、無
線リソースを選択するため、干渉が発生することを低減できる。
【０２９６】
　［第４実施形態］
　次に、第４実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと同
様の内容は説明を省略する。
【０２９７】
　第４実施形態は、ＵＥ１００－１がｅＮＢ２００とＵＥ１００－２との間のデータの送
受信を中継する場合（言い換えれば、リレーＵＥとして動作する場合）に、ｅＮＢ２００
（又はｅＮＢ２００が管理するセル、以下同様）が、ＵＥ１００－１に対して、ＵＥ１０
０－２との直接通信に用いる無線リソースの情報を通知することに関する。
【０２９８】
　第４実施形態に係る環境の例を、図２７を用いて説明する。
【０２９９】
　第４実施形態において、例えば、ｅＮＢ２００、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は
、図２７（Ａ）に示される第１の環境又は図２７（Ｂ）に示される第２の環境にある。
【０３００】
　まず、第１の環境におけるＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２を以下に説明する。
【０３０１】
　ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００が管理するセル（サービングセル）に在圏する。ＵＥ
１００－１は、ｅＮＢ２００と接続（ＲＲＣ接続）を確立している状態（ＲＲＣ接続状態
）である。また、ＵＥ１００－１は、ＵＥ１００－２との直接通信（Ｄ２Ｄ通信）によっ
て、ｅＮＢ２００とＵＥ１００－２との間のデータの送受信を中継する能力を有する。つ
まり、ＵＥ１００－１は、リレーＵＥとして機能する能力を有する。
【０３０２】
　ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏しない。ＵＥ１００－２は、ｅ
ＮＢ２００と接続（ＲＲＣ接続）を確立していない状態である。また、ＵＥ１００－２は
、前述した通り、ＵＥ１００－１を介して、ｅＮＢ２００と間接的にデータの送受信を行
う機能を有する。つまり、ＵＥ１００－２は、リモートＵＥとして機能する能力を有する
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。
【０３０３】
　次に、第２の環境におけるＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２を以下に説明する。
【０３０４】
　ＵＥ１００－１は、第１の環境と同様に、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏する。Ｕ
Ｅ１００－１は、ｅＮＢ２００と接続を確立している状態である。
【０３０５】
　ＵＥ１００－２は、第１の環境とは異なり、ｅＮＢ２００が管理するセル（サービング
セル）に在圏する。ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００と接続（又はＲＲＣ接続）を確立し
ている状態（ＲＲＣ接続状態）である。
【０３０６】
　第１実施形態において、ｅＮＢ２００がリレーＵＥを決定し、リレー制御を実行する場
合のｅＮＢ２００、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２の動作について、図２８を用いて
以下に説明する。
【０３０７】
　（モードの選択）
　ステップＳ７０１において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２との間でデータの送受信
を中継するＵＥ（リレーＵＥ）を、ＵＥ１００－１に決定する。ｅＮＢ２００によるリレ
ーＵＥの決定方法については、例えば、後述する第６実施形態を用いてもよい。
【０３０８】
　ステップＳ７０２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に対する直接通信のリソ
ース割り当てタイプとして、モード１かモード２のいずれかを選択する。
【０３０９】
　ｅＮＢ２００は、以下の少なくともいずれかの条件を満たす場合に、モード２を選択し
てもよい。ｅＮＢ２００は、以下の全ての条件を満たさない場合に、モード１を選択して
もよい。
【０３１０】
　・ｅＮＢ２００の処理負荷が所定値以上である。
【０３１１】
　・物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の無線リソースの容量（使用可能な無線
リソースの量）が所定値以下である。
【０３１２】
　・ＰＤＣＣＨの送信による遅延（４サブフレーム以上の遅延）を許容できない。
【０３１３】
　・ＵＥ１００－１の消費電力の削減が必要である。
【０３１４】
　・ＵＥ１００－１によるＰＤＣＣＨの監視の停止が望まれる。
【０３１５】
　ステップＳ７０３において、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０２で選択したモード（モ
ード１又はモード２）に関する設定情報を含むＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージをＵＥ１００－１へ送信する。具体的には、例えば、
ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０２でモード１を選択した場合には、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ内のＳＬ－ＣｏｍｍＣｏｎｆｉ
ｇのｓｃｈｅｄｕｌｅｄにビットを含めて送信する。一方で、例えば、ｅＮＢ２００は、
ステップＳ７０２でモード２を選択した場合には、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ内のＳＬ－ＣｏｍｍＣｏｎｆｉｇのｕｅ－Ｓｅｌ
ｅｃｔｅｄにビットを含めて送信する。
【０３１６】
　ＵＥ１００－１は、ステップＳ７０３でｅＮＢ２００から送信されたＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに含まれる設定情報を適用す
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る。これによって、ＵＥ１００－１は、自端末に割り当てられる直接通信の無線リソース
のタイプがモード１及びモード２のうちのいずれであるかを把握する。
【０３１７】
　なお、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０２でモード１を選択した場合、ステップＳ７０
３におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ
の送信後に、ＰＤＣＣＨを介して、無線リソースを特定するための情報（ＤＣＩ　ｆｏｒ
ｍａｔ５等）を送信する。一方で、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０２でモード２を選択
した場合、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ
内に割り当てる無線リソースを特定するための情報を含める。このため、ｅＮＢ２００は
、追って、ＰＤＣＣＨを介して、無線リソースを特定するための情報を送信する必要が無
くなる。
【０３１８】
　ステップＳ７０４において、ＵＥ１００－１がｅＮＢ２００により割り当てられた直接
通信の無線リソースを使用して、リモートＵＥであるＵＥ１００－２とｅＮＢ２００の間
のデータを中継するリレー制御を行う。
【０３１９】
　従って、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に対する無線リソースを特定するための情報
を別途送信することが望ましくないか否かに応じた最適なモードを選択し、ＵＥ１００－
１を介したリレー制御を実現することができる。
【０３２０】
　（リソースの割当）
　次に、ステップＳ７０２でｅＮＢ２００が選択したモードとＵＥ１００－２の環境（つ
まり、ＵＥ１００－２がｅＮＢ２００の管理するセルに在圏しているか否か）に応じた、
ｅＮＢ２００によるＵＥ１００－１への直接通信の無線リソースの割り当ての例について
、図２９～３２を用いて説明する。
【０３２１】
　（前提条件）
　ＵＥ１００－２は、第１の環境（ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏しない場合）にお
いて、リレー制御によってＵＥ１００－１と直接通信を行う場合に、ＵＥ１００－２が使
用可能な直接通信の無線リソース（リソースプール）のうちの一部又は全ての無線リソー
スを使用する。ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－２が使用可能な直接通信の無線リソース
を、ＵＥ１００－２（例えば、ＵＥ１００－２のＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃａｒｄ）等）に予め記憶されている直接通信の無線リソー
スに関する情報（Ｐｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓにおけるｍｏｄｅ
２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉａｔｏｒ及びｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉ
ｔｍａｐ等）に基づいて特定する。なお、ｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉａｔ
ｏｒは、時間方向のオフセット値であり、ｓａＰｅｒｉｏｄ（サイドリンクによる無線リ
ソースの割り当てが行われる期間）の開始位置からモード２の無線リソースを使用して送
信されるデータの開始位置を示す。ｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐは
、ＵＥ１００－２が使用可能な無線リソースのサブフレームを示す。
【０３２２】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２に予め記憶されている無線リソースに関する情報と同
じ情報を、予め記憶しているか、過去にＵＥ１００－２の認証の際にＵＥ１００－２から
受信したか又はＵＥ１００－２を管理するサーバに要求し取得することによって、ＵＥ１
００－２が使用可能な直接通信の無線リソースを把握している。
【０３２３】
　（第１の環境においてモード１を選択した場合）
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に割り当てる直接通信の無線リソースの時間的な位置
（サブフレーム）が、ＵＥ１００－２に使用可能な直接通信の無線リソースの時間的な位
置（サブフレーム）と重ならない（言い換えれば、ＵＥ１００－１に割り当てる直接通信
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に用いる無線リソースとＵＥ１００－２に使用可能な直接通信の無線リソースとが時間的
に直交する）ように、ＵＥ１００－１に割り当てる直接通信の無線リソースのサブフレー
ムのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）を選択する。具体的には
、例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２が使用可能な直接通信の無線リソースのサブ
フレームが「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＯ　ｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａｔｏｒ＝０」及び「ｍｏｄ
ｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ＝｛１，　０，　１，　０，　１，　０　…
｝」によって表される場合、ＵＥ１００－１のｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅ
ｒｎとして、同じサブフレームにおけるビットが重複しないパターン（例えば、｛０，　
１，　０，　１，　０，　１　…｝、｛０，１，　０，　１，　０，　０　…｝又は｛０
，　０，　０，　１，　０，　１　…｝等）を選択する。
【０３２４】
　また、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２のｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃ
ａｔｏｒ＝１の場合、モード２の無線リソースを使用して送受信されるデータの開始位置
がモード１の無線リソースを使用して送受信されるデータの開始位置と異なる。このため
、ｅＮＢ２００は、ｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ＝｛１，　０，　
１，　０，　１，　０　…　０｝　の最後尾の１ビット（０）を一番前に移動したパター
ン｛０，　１，　０，　１，　０，　１，　０　…｝と重複しないように、ｔｉｍｅ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎを選択する。例えば、ｅＮＢ２００は、ｔｉｍｅ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ＝｛１，　０，　１，　０，　１，　０　…｝を選択する
。
【０３２５】
　図２９は、ｅＮＢ２００が、ＵＥ１００－２が使用可能な直接通信の無線リソースと重
ならないように、ＵＥ１００－１に対して割り当てた直接通信の無線リソースの例を示す
。
【０３２６】
　図２９では、横軸が時間軸となっており、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２の互いの
ＰＳＳＣＨにおける無線リソースが時間方向において重複しない。
【０３２７】
　ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０３の後に、先に選択したＵＥ１００－１に割り当てる
直接通信の無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａ
ｔｔｅｒｎ）を含む情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５）を、ＰＤＣＣＨによってＵＥ１００
－１へ送信する。
【０３２８】
　ＵＥ１００－１は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５を受信すると、自身に割り当てられた直接
通信の無線リソースのサブフレームのパターンに対応する無線リソースを使用して、ステ
ップＳ７０４において、リレー制御を行う。
【０３２９】
　（第２の環境においてモード１を選択した場合）
　（第１の動作例）
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に割り当てる直接通信に用いる無
線リソースの時間的な位置（サブフレーム）が、互いに重ならない（言い換えれば、ＵＥ
１００－１に割り当てる無線リソースとＵＥ１００－２に割り当てる無線リソースとが互
いに時間的に直交する）ように、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に割り当てる無線リ
ソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）を選
択する。具体的には、例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１のｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎに｛０，　１，　０，　１，　０，　１｝を選択した場合、ＵＥ
１００－２のｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎに｛１，　０，　１，　０，
　１，　０｝に選択する。つまり、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１のｔｉｍｅ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ及びＵＥ１００－２のｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔ
ｔｅｒｎの互いの同じサブフレームのビットが重ならないように互いのｔｉｍｅ　ｒｅｓ
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ｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎを選択する。
【０３３０】
　図３０は、ｅＮＢ２００が、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に対して割り当てた直
接通信の無線リソースの例を示す。
【０３３１】
　図３０では、横軸が時間軸である。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２の互いのＰＳＳ
ＣＨにおける無線リソースが時間方向において重複しない。
【０３３２】
　ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０３の後に、先に選択したＵＥ１００－１及びＵＥ１０
０－２に割り当てる直接通信の無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）を含む情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５）を、それぞれＰ
ＤＣＣＨによってＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２へ送信する。
【０３３３】
　（第２の動作例）
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に対してそれぞれ所定のタイミン
グでＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５を送信する。具体的には、ｅＮＢ２００は、図２８に示すス
テップＳ７０３の後に、ＵＥ１００－１に対して、ｓａＰｅｒｉｏｄの開始位置より所定
のサブフレーム（例えば、４サブフレーム）前のサブフレームよりも前のサブフレーム（
例えば、５サブフレーム前のサブフレームにおいてＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５を送信する。
一方で、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２に対して、ｓａＰｅｒｉｏｄの開始位置より所
定のサブフレーム（例えば、４サブフレーム）前のサブフレーム以降のサブフレーム（例
えば、３サブフレーム前のサブフレーム）においてＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５を送信する。
これによって、図３１に示すように、ＵＥ１００－１に対して割り当てられる無線リソー
スがｓａＰｅｒｉｏｄ内に含められる。一方で、ＵＥ１００－１に対して割り当てられる
無線リソースが収められるｓａＰｅｒｉｏｄ後の次のｓａＰｅｒｉｏｄに、ＵＥ１００－
２に対して割り当てられる無線リソースが収められることになる。
【０３３４】
　従って、ＵＥ１００－１に対して割り当てられる無線リソースの時間的な位置（サブフ
レーム）とＵＥ１００－２に対して割り当てられる無線リソースの時間的な位置（サブフ
レーム）とが互いに重ならないようにすることができる。これによって、ＵＥ１００－１
とＵＥ１００－２とは、リレー制御の際に、互いの送受信のタイミングが重なることを回
避することができる。
【０３３５】
　（第１の環境においてモード２を選択した場合）
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１が直接通信に用いるためのＵＥ１００－１が選択可能
な無線リソースの時間的な位置（サブフレーム）を、ＵＥ１００－２に予め設定されてい
る直接通信に用いる無線リソースの時間的な位置（サブフレーム）と重ならない（言い換
えれば、ＵＥ１００－１が直接通信に用いるためのＵＥ１００－１が選択可能な無線リソ
ースとＵＥ１００－２に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースとが時間的に
直交する）ように、ＵＥ１００－１が選択可能な無線リソースのサブフレームを設定する
。具体的には、例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２に予め設定されている直接通信
に用いる無線リソースのサブフレームが「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａ
ｔｏｒ＝０」及び「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ＝｛１，　０，　
１，　０，　１，　０｝」によって表される場合、ＵＥ１００－１が選択可能な無線リソ
ースのサブフレームを、当該サブフレームのビットが互いに重ならないように設定する。
例えば、ｅＮＢ２００は、「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａｔｏｒ＝０」
及び「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ＝｛０，　１，　０，　１，　
０，　１｝又は｛０，　０，　０，　１，　０，　１｝」を設定する。これによって、互
いの無線リソースの時間的な位置（サブフレーム）が重ならないようにする。
【０３３６】
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　ｅＮＢ２００は、ステップＳ７０３におけるＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに、上記のように設定したＵＥ１００－１が選択可能
な無線リソースのサブフレーム（ｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａｔｏｒ及
びｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ）を含めて送信する。これによって
、図３２に示すように、ＵＥ１００－１の直接通信に用いることが可能なリソースの位置
とＵＥ１００－２の直接通信に用いることが可能なリソースの位置とが互いに重ならない
。従って、リレー制御の際に、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２による直接通信の衝突
を防止することができる。
【０３３７】
　さらに、ｅＮＢ２００は、既に他のリレーＵＥを設定している場合、当該他のリレーＵ
Ｅの無線リソース（リソースプール）と重ならない（時間的に直交する）ように、ＵＥ１
００－１が選択可能な無線リソースのサブフレームを設定することができる。
【０３３８】
　具体的には、例えば、ｅＮＢ２００は、他のリレーＵＥの無線リソースのサブフレーム
１００－１に予め設定されている直接通信に用いる無線リソースのサブフレームが「ｍｏ
ｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａｔｏｒ＝０」及び「ｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂ
ｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ＝｛０，　１，　０，　０，　０，　０｝」によって表される場
合、ＵＥ１００－１が選択可能な無線リソースのサブフレームを、当該サブフレームのビ
ットが互いに重ならないように設定する。例えば、ｅＮＢ２００は、ｍｏｄｅ２Ｄａｔａ
ＯｆｆｓｅｔＩ　ｎｄｉｃａｔｏｒ＝０及びｍｏｄｅ２ＤａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔ
ｍａｐ＝｛０，　０，　０，　１，　０，　１｝を設定する。
【０３３９】
　これによって、ＵＥ１００－１は、ＵＥ１００－２に加えて他のリレーＵＥとの直接通
信のタイミングが重なることを回避することができる。なお、上記第４実施形態はＳｉｄ
ｅｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＰＤＳＣＨ）における無線リソースの割り当てにおいても
同様に適用できる。
【０３４０】
　［第５実施形態］
　次に、第５実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと同
様の内容は説明を省略する。
【０３４１】
　第５実施形態は、ｅＮＢ２００が、ＵＥ１００－１に対して、ＵＥ１００－１とＵＥ１
００－２との直接通信又はディスカバリ信号の送信のために割り当てる、ＵＥ１００－１
が使用する無線リソースを選択可能な無線リソース（リソースプール）の優先度の設定に
関する。
【０３４２】
　第５実施形態に係る環境の例は、第４実施形態に係る環境の例（図２７に示す環境の例
）と同様である。また、第５実施形態は、第４実施形態に一部動作を追加した実施形態で
あってもよいし、第４実施形態とは独立した実施形態であってもよい。
【０３４３】
　（リソースプールの優先度の設定）
　第５実施形態において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に対して割り当てる複数のリ
ソースプールにおける各リソースプールに優先度を設定する。優先度は、各リソースプー
ルのサブフレームが互いに重なった場合に、各リソースプールを割り当てられたＵＥがど
のリソースプールを優先して使用すべきかを特定するためのものである。複数のリソース
プールは、ディスカバリ信号の送信のためのリソースプール及びＵＥ１００－２との直接
通信のためのリソースプールを含む。
【０３４４】
　なお、ｅＮＢ２００は、第４実施形態に係るシーケンスのステップＳ７０２（ＵＥ１０
０－１に対して割り当てるリソースのタイプ選択）の際に、併せて、当該無線リソース（
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リソースプール）の優先度を決定してもよい。
【０３４５】
　ｅＮＢ２００は、各リソースプールに優先度を設定した場合、第４実施形態のステップ
Ｓ７０３においてＵＥ１００－１に対して送信するＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに割り当てるリソースプールの優先度に関する情
報を含めてもよい。なお、一のＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎメッセージによって、複数のリソースプール（例えば、ディスカバリ信号の送信
のためのリソースプールと直接通信のためのリソースプール）の設定情報を含めてもよい
。その場合、複数のリソースプールの設定情報には、それぞれ各リソースプールの優先度
に関する情報を含んでもよい。
【０３４６】
　ＵＥ１００－１は、第４実施形態に係るシーケンスのステップＳ７０３において、ｅＮ
Ｂ２００から送信されたＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎメッセージを受信すると、当該メッセージに含まれる各リソースプールの優先度に基づ
いて、各リソースプールを用いてディスカバリ信号の送信又は直接通信を実行する。
【０３４７】
　具体的には、例えば、ＵＥ１００－１は、受信したＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに、ディスカバリ信号の送信のためのリソース
プールの優先度が１に設定され、なお且つ直接通信のためのリソースプールの優先度が２
に設定されている場合、互いのリソースプールの時間方向に重なる位置（サブフレーム）
については、優先度の高いリソースプールを使用する。つまり、ＵＥ１００－１は、互い
のリソースプールの時間方向に重なる位置では、ディスカバリ信号の送信のためのリソー
スプールを用いて、ディスカバリ信号の送信を行う。
【０３４８】
　ｅＮＢ２００は、所定の情報に基づいて、各リソースプールの優先度を決定してもよい
。
【０３４９】
　所定の情報とは、例えば、各リソースプールを使用して実現するサービスの種類（通報
サービス等）及び受信成功率、リソースプールを使用するグループ及びユーザ並びにリソ
ースプールを使用して送信するデータ量の少なくともいずれか１つであってもよい。
【０３５０】
　なお、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１から送信されるＳｉｄｅｌｉｎｋＵＥＩｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎによって、所定の情報を把握してもよい。
【０３５１】
　ｅＮＢ２００は、各無線リソースの優先度を設定することによって、ＵＥ１００－１に
対して、互いのリソースプールの時間的に重なった位置において、使用するリソースプー
ルを間接的に指定することができ、柔軟なリソースプールの使用を制御することができる
。
【０３５２】
　（繰り返し回数の設定）
　ｅＮＢ２００は、第４実施形態のシーケンスに係るステップＳ７０２においてモード１
を選択した場合、ＵＥ１００－１に割り当てる無線リソースのサブフレームのパターン（
ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）が時間方向に繰り返される回数（ｎｕｍ
Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）を設定してもよい。
【０３５３】
　具体的には、ｅＮＢ２００は、第４実施形態のシーケンスに係るステップＳ７０３にお
いてＵＥ１００－１へ送信するＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎメッセージの中に、無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）が繰り返される回数（ｎｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）を含
めてもよい。例えば、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
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メッセージの中に含まれるｎｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎが３である場合には、ＵＥ１００
－１は、割り当てられる無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）の繰り返される回数が３回であると認識する。つまり、ＵＥ１
００－１は、ｓａＰｅｒｉｏｄの開始からｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ
に従って、無線リソースのサブフレームを３回繰り返した後のサブフレームを用いて直接
通信をしない（又は直接通信を制限する）。
【０３５４】
　また、ｅＮＢ２００は、繰り返し回数（ｎｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）をＲＲＣ　Ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに含める代わりに、ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージの後にＰＤＣＣ
Ｈを介して送信するＤＣＩ　Ｆｏｒｍａｔ５によって送信タイミングを指定して送信する
ＳＣＩ　ｆｏｒｍａｔ０に含めてもよい。
【０３５５】
　なお、第４実施形態に係るシーケンスのステップＳ７０２において、ｅＮＢ２００が、
ＵＥ１００－１に対して割り当てるリソースのタイプとしてモード２を選択した場合にも
適用してもよい。
【０３５６】
　具体的には、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００から受信したＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに含まれるｓａＰｅｒｉｏｄの開始地
点にｍｏｄｅ２ＤａｔａＯｆｆｓｅｔＩｎｄｉｃａｔｏｒを加えた地点からｍｏｄｅ２Ｄ
ａｔａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐに従って割り当てられた無線リソースが開始し、繰
り返し回数を満了した地点で割り当てられたリソースが終了すると認識する。つまり、Ｕ
Ｅ１００－１は、繰り返し回数を満了した地点以降を自己に割り当てられた無線リソース
であるとは認識せず、当該無線リソースを使用して直接通信を行わない（直接通信を禁止
する）。
【０３５７】
　従って、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に対して割り当てる無線リソースに繰り返し
回数を設定することによって、ＵＥ１００－１に対する柔軟な無線リソースの割り当てを
実現することができる。
【０３５８】
　（繰り返しパターンの設定）
　ｅＮＢ２００は、第４実施形態のシーケンスに係るステップＳ７０２においてモード１
を選択した場合、ＵＥ１００－１に割り当てる無線リソースのサブフレームのパターン（
ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）が時間方向に繰り返されるパターン（ｔ
ｉｍｅ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎ）を設定してもよい。
【０３５９】
　具体的には、ｅＮＢ２００は、第４実施形態におけるステップＳ７０３において送信す
るＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージの後にＰ
ＤＣＣＨを介して送信するＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５又はＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ５によって
送信タイミングを指定して送信するＳＣＩ　ｆｏｒｍａｔ０に、無線リソースのサブフレ
ームのパターンが時間方向に繰り返されるパターンに関する情報（ｔｉｍｅ　ｒｅｐｅｔ
ｉｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎ）を含めてもよい。例えば、ｅＮＢ２００から「ｔｉｍｅ　
ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎ＝｛０，　１，　１，　０｝」を受信した場合に
は、ＵＥ１００－１は、ｓａＰｅｒｉｏｄの開始地点から１回目及び４回目の無線リソー
スのサブフレームのパターンに対応する無線リソースが自己に割り当てられたものとは認
識しない。一方で、ＵＥ１００－１は、２回目及び３回目の無線リソースのサブフレーム
のパターンに対応する無線リソースが自己に割り当てられたものと認識する。つまり、Ｕ
Ｅ１００－１は、無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｐａｔｔｅｒｎ）のうちのｔｉｍｅ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎのビット
を有する繰り返し位置を自己に割り当てられた無線リソースであると認識する。一方で、
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ＵＥ１００－１は、無線リソースのサブフレームのパターン（ｔｉｍｅ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｐａｔｔｅｒｎ）のうちのｔｉｍｅ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎのビッ
トを有しない繰り返し位置を自己に割り当てられた無線リソースでは無いと認識するＵＥ
１００－１は、当該無線リソースを使用して直接通信を行わない（直接通信を禁止する）
。
【０３６０】
　従って、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に対して割り当てる無線リソースに繰り返し
パターンを設定することによって、ＵＥ１００－１に対する柔軟な無線リソースの割り当
てを実現することができる。
【０３６１】
　［第６実施形態］
　第６実施形態は、ｅＮＢ２００が、リレーＵＥとして動作させるＵＥを決定する動作に
関する。
【０３６２】
　第６実施形態に係る環境の例を、図３３を用いて説明する。
【０３６３】
　第６実施形態において、例えば、ＵＥ１００－１、ＵＥ１００－２及びＵＥ１００－３
は、図３３（Ａ）に示される第１の環境又は図３３（Ｂ）に示される第２の環境にある。
【０３６４】
　第１の環境におけるＵＥ１００－１～ＵＥ１００－３を以下に説明する。
【０３６５】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、第１実施形態における第１の環境と同様の環境
にある。つまり、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏している。ＵＥ
１００－２は、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏していない。
【０３６６】
　ＵＥ１００－３は、ＵＥ１００－１と同様に、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏して
いる。ＵＥ１００－３は、リレーＵＥとして機能する能力を有する。
【０３６７】
　次に、第２の環境におけるＵＥ１００－１～ＵＥ１００－３を以下に説明する。
【０３６８】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３は、第１の環境と同じ環境である。
【０３６９】
　ＵＥ１００－２は、第１の環境とは異なり、ｅＮＢ２００が管理するセル（サービング
セル）に在圏する。ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００と接続（又はＲＲＣ接続）を確立し
ている状態（ＲＲＣ接続状態）である。
【０３７０】
　第６実施形態におけるｅＮＢ２００がリレーＵＥとして動作させるＵＥを決定する際の
ｅＮＢ２００及びＵＥ１００－１～ＵＥ１００－３の動作の複数の例について、図３４～
３９を用いて以下に説明する。
【０３７１】
　複数の動作の例のうちの図３４に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第２の環境（ＵＥ１００－２が、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏する）にあ
る。
【０３７２】
　ステップＳ７１１において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２に対して、ｅＮＢ２００
からの信号の測定値と対比するための閾値（Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を通知する。一例とし
て、閾値は、例えば、受信レベル（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅ
ｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ及び／又はＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）の閾値であってもよい。ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２
００がリモートＵＥの候補となるべきＵＥとして選択したＵＥであってもよい。
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【０３７３】
　ステップＳ７１２において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００からの信号の測定値とス
テップＳ７１１でｅＮＢ２００から受信した閾値と対比する。ＵＥ１００－２は、測定値
が閾値を下回るか否かを判定する。
【０３７４】
　ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回る場合（Ｓ７１２　ＹＥＳ）には、ステップＳ
７１３において、ｅＮＢ２００にリレー制御を要求する。
【０３７５】
　一方で、ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回らない場合（Ｓ７１２　ＮＯ）には、
再度、ｅＮＢ２００からの信号の測定を継続する。
【０３７６】
　ステップＳ７１４において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２からのリレー制御の要求
に応じて、サイドリンク同期信号（ＳｉｄｅＬｉｎｋ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
　Ｓｉｇｎａｌ：ＳＬＳＳ）及び／又はディスカバリ信号（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）の送信をＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３へ要求する。
【０３７７】
　ステップＳ７１５において、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３は、ｅＮＢ２００から
の要求に応じて、サイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号を報知する。
【０３７８】
　ステップＳ７１６において、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３か
ら報知されたサイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定を行う。測定とは
、例えば、受信レベル（ＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱ）の測定である。
【０３７９】
　ステップＳ７１７において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００に対して、ステップＳ１
６で測定した測定結果の報告（測定報告）を行う。
【０３８０】
　ステップＳ７１８において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２から受信した測定報告に
基づいて、リレーＵＥをＵＥ１００－１に決定する。ｅＮＢ２００は、例えば、ＵＥ１０
０－２から受信した測定報告に含まれるＵＥ１００－１からの信号の測定値とＵＥ１００
－３からの信号の測定値とを対比する。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１からの信号の測
定値の方が高いことからＵＥ１００－１をリレーＵＥに決定してもよい。また、ｅＮＢ２
００は、ｅＮＢ２００から送信された信号のＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３の測定結
果に基づいて、リレーＵＥとなるＵＥを決定してもよい。また、ｅＮＢ２００は、リモー
トＵＥの候補として選択したＵＥのうち、それぞれＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３の
近傍にいるＵＥの数に基づいて、リレーＵＥとなるＵＥを決定してもよい。また、ｅＮＢ
２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３によって送信されたディスカバリ信号の受
信結果に基づいて特定したＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３の送信可能範囲（Ｒａｎｇ
ｅ）に基づいて、リレーＵＥとなるＵＥを決定してもよい。また、ｅＮＢ２００は、リモ
ートＵＥのトラフィック量に応じて、リレーＵＥとなるＵＥを決定してもよい。
【０３８１】
　ステップＳ７１９において、ｅＮＢ２００は、リレーＵＥに決定したＵＥ１００－１に
対して、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを
送信する。ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ
は、リレーＵＥとして動作するための設定情報を含む。ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージの内容は、第４実施形態と同様であってもよ
い。
【０３８２】
　複数の動作の例のうちの図３５に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第２の環境（ＵＥ１００－２が、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏する）にあ
る。
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【０３８３】
　ステップＳ７２１は、図３４におけるステップＳ７１１と同様である。
【０３８４】
　ステップＳ７２２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３をリ
レーＵＥの候補として選択する。
【０３８５】
　ステップＳ７２３において、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７２２において選択したＵＥ
１００－１及びＵＥ１００－３に対して、サイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ
信号を送信するための設定を送信する。
【０３８６】
　ステップＳ７２４において、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３は、ｅＮＢ２００から
送信された設定に基づいて、サイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の報知を
開始する。
【０３８７】
　ステップＳ７２５において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００から送信された信号の測
定値がステップＳ７２１でｅＮＢ２００から受信した閾値と対比する。ＵＥ１００－２は
、測定値が閾値を下回るか否かを判定する。
【０３８８】
　ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回ると判定した場合（Ｓ７２５　ＹＥＳ）には、
ステップＳ７２６において、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３から報知されたサイドリ
ンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定を行う。
【０３８９】
　一方で、ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回らないと判定した場合（Ｓ７２５　Ｎ
Ｏ）には、ｅＮＢ２００からの信号の測定を継続する。
【０３９０】
　ステップＳ７２７において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００に対して、ステップＳ７
２６で測定した測定結果の報告（測定報告）を行う。
【０３９１】
　ステップＳ７２８及びＳ７２９は、図３４に示すステップＳ７１８及び７１９と同様で
ある。
【０３９２】
　複数の動作の例のうちの図３６に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第１の環境又は第２の環境のいずれのＵＥであってもよい。
【０３９３】
　ステップＳ７３１～Ｓ７３３は、図３５におけるステップＳ７２２～Ｓ７２４と同様で
ある。
【０３９４】
　ステップＳ７３４において、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３か
ら報知されたサイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号を測定する。測定とは、
例えば、受信レベル（ＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱ）の測定である。
【０３９５】
　ステップＳ７３５において、ＵＥ１００－２は、ステップＳ７３４における測定値が閾
値を超えるか否かを判断する。閾値は、ＵＥ１００－２のＳＩＭ（Ｕ－ＳＩＭ：Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ－Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃａｒｄ）に予
め記憶された情報に基づいて設定されたものである。
【０３９６】
　ＵＥ１００－２は、ステップＳ７３５において、ＵＥ１００－１から受信したサイドリ
ンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定値が閾値を超えたと判断した場合（ステ
ップＳ７３５　ＹＥＳ）に、ステップＳ７３６において、ＵＥ１００－１に対してリレー
制御を要求する。
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【０３９７】
　一方で、ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３から受信したサイドリ
ンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定値が閾値を超えていないと判断した場合
（ステップＳ７３５　ＮＯ）には、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３から受信したサイ
ドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定を継続する。
【０３９８】
　ステップＳ７３７において、ＵＥ１００－１は、ＵＥ１００－２からリレー制御の要求
を受けた場合、当該要求をｅＮＢ２００へ転送する。
【０３９９】
　ステップＳ７３８において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１から転送されたＵＥ１０
０－２からのリレー制御の要求を受けると、リレーＵＥをＵＥ１００－１に決定する。
【０４００】
　ステップＳ７３９は、ステップＳ７１９と同様である。
【０４０１】
　複数の動作の例のうちの図３７に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第２の環境（ＵＥ１００－２が、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏する）にあ
る。
【０４０２】
　ステップＳ７４１～Ｓ７４３は、図３４におけるステップＳ７１１～７１３と同様であ
る。
【０４０３】
　ステップＳ７４４において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２からのリレー制御の要求
に応じて、サイドリンク同期信号（ＳｉｄｅＬｉｎｋ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
　Ｓｉｇｎａｌ：ＳＬＳＳ）及び／又はディスカバリ信号（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）の送信をＵＥ１００－２へ要求する。
【０４０４】
　ステップＳ７４５において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００からの要求に応じて、サ
イドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号を報知する。
【０４０５】
　ステップＳ７４６において、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３は、ＵＥ１００－２か
ら報知されたサイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号の測定を行う。測定とは
、例えば、受信レベル（ＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱ）の測定である。
【０４０６】
　ステップＳ７４７において、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３は、ｅＮＢ２００に対
して、ステップＳ７４６で測定した測定結果の報告（測定報告）を行う。
【０４０７】
　ステップＳ７４８において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－３から
受信した測定報告に基づいて、リレーＵＥをＵＥ１００－１に決定する。ｅＮＢ２００は
、例えば、ＵＥ１００－１から受信した測定報告に含まれるＵＥ１００－２からの信号の
測定値とＵＥ１００－３から受信した測定報告に含まれるＵＥ１００－２からの信号の測
定値とを対比し、ＵＥ１００－１から受信した測定報告に含まれるＵＥ１００－２からの
信号の測定値の方が高いことからＵＥ１００－１をリレーＵＥに決定してもよい。
【０４０８】
　ステップＳ７４９は、図３４に示すステップＳ７１９と同様である。
【０４０９】
　複数の動作の例のうちの図３８に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第２の環境（ＵＥ１００－２が、ｅＮＢ２００が管理するセルに在圏する）にあ
る。
【０４１０】
　ステップＳ７５１により、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２をリモートＵＥとして決定
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する。ｅＮＢ２００は、例えば、ＵＥ１００－２からｅＮＢ２００からの信号の測定結果
を含む測定報告を受信する。ｅＮＢ２００は、当該測定結果が所定の値より低い（悪い）
場合に、ＵＥ１００－２をリモートＵＥとして決定してもよい。
【０４１１】
　ステップＳ７５２により、ｅＮＢ２００は、サイドリンク同期信号及び／又はディスカ
バリ信号に関する設定情報をＵＥ１００－２へ送信する。
【０４１２】
　ステップＳ７５３において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００から受信した設定情報を
適用し、サイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号を報知する。
【０４１３】
　ステップＳ７５４～Ｓ７５７は、ステップＳ７４６～７４９と同様である。
【０４１４】
　複数の動作の例のうちの図３９に示す動作の例において、ＵＥ１００－１～ＵＥ１００
－３は、第１の環境又は第２の環境のいずれのＵＥであってもよい。
【０４１５】
　ステップＳ７６１において、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００からの信号の測定値と予
めｅＮＢ２００から受信した閾値と対比する。ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回る
か否かを判定する。
【０４１６】
　ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回ると判定した場合（Ｓ７６１　ＹＥＳ）には、
ステップＳ７１３において、サイドリンク同期信号及び／又はディスカバリ信号を報知す
る。
【０４１７】
　一方で、ＵＥ１００－２は、測定値が閾値を下回らないと判定した場合（Ｓ７６１　Ｎ
Ｏ）には、再度、ｅＮＢ２００からの信号の測定を継続する。
【０４１８】
　ステップＳ７６２～Ｓ７６６は、ステップＳ７４５～Ｓ７４９と同様である。
【０４１９】
　第６実施形態によって、ｅＮＢ２００は、複数のＵＥのうち、リモートＵＥとして適切
なＵＥをリモートＵＥに選択し、リレー制御を実行することができる。
【０４２０】
　（第６実施形態の追加実施例）
　第６実施形態の追加実施例は、第６実施形態において、ｅＮＢ２００がＵＥ１００－１
をリモートＵＥに決定した場合に、さらに、ＵＥ１００－１がリモートＵＥになるか否か
を判断する動作に関する。
【０４２１】
　図４０により、ｅＮＢ２００及びＵＥ１００－１の動作の例を以下に説明する。
【０４２２】
　ステップＳ７７１及びＳ７７２は、図３４のステップＳ７１８及びＳ７１９、図３５の
ステップＳ７２８及びＳ７２９、図３６のステップＳ７３８及びＳ７３９、図３７のステ
ップＳ７４８及びＳ７４９、図３８のステップＳ７５６及びＳ７５７並びに図３９のステ
ップＳ７６５及びＳ７６６に対応する。
【０４２３】
　ステップＳ７７３において、ＵＥ１００－１は、リレーＵＥとして動作するか否か（言
い換えると、ステップＳ７７２において受信したＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに含まれる設定を適用するか否か）を判断する。
【０４２４】
　ステップＳ７７４において、ＵＥ１００－１は、ステップＳ７７３において判断した結
果（又は判断した結果を踏まえて、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎメッセージに基づく設定が完了したか否か）をｅＮＢ２００へ送信する。
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【０４２５】
　図４１により、ｅＮＢ２００及びＵＥ１００－１の動作の例を以下に説明する。
【０４２６】
　ステップＳ７８１は、ステップＳ４７１と同様である。
【０４２７】
　ステップＳ７８２において、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１がリレーＵＥであること
を示す情報（Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を送信する。
【０４２８】
　ステップＳ７８３において、ＵＥ１００－１は、Ｒｅｌａｙ　ＵＥ　ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎを受信すると、ステップＳ７７３と同様に、ＵＥ１００－１は、リレーＵＥとして動
作するか否かを判断する。
【０４２９】
　ステップＳ７８４において、ＵＥ１００－１は、ステップＳ７８３において判断した結
果をｅＮＢ２００へ送信する。
【０４３０】
　ステップＳ７８５において、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７８４において受信したＵＥ
１００－１の判断結果がリレーＵＥとして動作する（ＯＫ）か否かを判断する。
【０４３１】
　ＵＥ１００－１の判断結果がリレーＵＥとして動作する（ＯＫ）の場合（ステップＳ７
８５　ＹＥＳ）、ｅＮＢ２００は、ステップＳ７８６において、ｅＮＢ２００は、ステッ
プＳ７７２と同様にＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメ
ッセージをＵＥ１００－１へ送信する。
【０４３２】
　ＵＥ１００－１の判断結果がリレーＵＥとして動作することを許否する（ＮＧ）の場合
（ステップＳ７８５　ＮＯ）、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１へＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを送信しない（送信することを制
限する）。
【０４３３】
　［第７実施形態］
　次に、第７実施形態について、図４２及び図４３を用いて説明する。図４２は、データ
が発生してから送信されるまでの遅延を説明するための図である。図４３は、第７実施形
態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【０４３４】
　第７実施形態では、高優先データが発生するケースについて説明する。なお、上述の実
施形態の少なくともいずれかと同様の部分は、説明を省略する。
【０４３５】
　図４２に示すように、時間方向において制御領域（ＰＳＣＣＨ）とデータ領域（ＰＳＳ
ＣＨ）とが交互に配置される無線リソースプールを直接通信に用いるケースを想定する。
直接通信に用いられる無線リソースプールは、時間方向において所定の周期（ＳＣ期間：
ＳＣ　Ｐｅｒｉｏｄ）で繰り返し配置される。また、直接通信に用いられる無線リソース
プールは、制御領域（物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｓｉｄｅｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ））と、データ領域（物理サイドリ
ンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｓｉｄｅｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　
ｃｈａｎｎｅｌ））とによって構成される。制御領域とデータ領域とからなる複数の無線
リソースプールが時間方向に配置される。１つの無線リソースプールの時間方向の長さは
、無線リソースプールの周期であるＳＣ期間（ＳＣ　Ｐｅｒｉｏｄ）と一致する。制御領
域とデータ領域とは、時間方向において交互に配置される。従って、制御領域は、時間方
向において間隔をおいて配置される。データ領域は、時間方向において、制御領域の後に
続く。
【０４３６】
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　制御領域は、直接通信によりサイドリンク用の制御情報（ＳＣＩ：Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信するためのＰＳＣＣＨが配置される領
域である。従って、制御領域は、直接通信によりＳＣＩを送信するための無線リソース（
以下、制御リソース）が配置される制御リソースプールに相当する。なお、ＳＣＩは、直
接通信によりデータを送信するために割り当てられた無線リソース（以下、データリソー
ス）を通知するための情報である。具体的には、ＳＣＩは、データリソースの割当情報を
含む。データ領域は、データを送信するためのＰＳＳＣＨが配置される領域である。従っ
て、データ領域は、直接通信によりデータを送信するための無線リソースが配置されるデ
ータリソースプールに相当する。なお、制御領域は、上述のＳＣプールに相当する。デー
タ領域は、上述のデータプールに相当する。
【０４３７】
　図４２に示すように、ＵＥ１００は、制御領域が経過した後に、他のＵＥに送信すべき
データ（パケット）が発生した場合、データ領域の後に続く次の制御領域に達するまで待
つ。ＵＥ１００は、次の制御領域内の無線リソースを用いて、その後に続くデータ領域内
の無線リソースを通知するためのＳＣＩを他のＵＥに送信する。その後、ＵＥ１００は、
ＳＣＩで通知した無線リソースを用いて、他のＵＥに送信すべきデータを送信する。従っ
て、ＵＥ１００は、データが発生したＳＣ期間が経過し、かつ、その後の制御領域に対応
する時間が経過した後でなければ、発生したデータを送信できないため、所定の遅延が発
生してしまう。
【０４３８】
　ここで、通常のデータ（通常パケット）よりも優先度が高いデータ（高優先パケット）
が発生した場合、上述の所定の遅延が高優先パケットに要求される許容遅延を越える可能
性がある。その結果、ＵＥ１００が許容遅延の範囲内で高優先パケットを送信できない虞
がある。そこで、優先度が高いデータが発生した場合に直接通信により適切にデータを送
信可能にする技術を説明する。
【０４３９】
　以下において、ＵＥ１００－１がＵＥ１００－２に直接通信によりデータ（パケット）
を送信するケースを例に挙げて説明する。
【０４４０】
　図４３に示すように、ステップＳ８０１において、ＵＥ１００－１は、制御領域内でＳ
ＣＩを直接通信によりＵＥ１００－２に送信する。本実施形態では、ＳＣＩは、直接通信
によりデータを送信するために割り当てられた無線リソースを通知するための情報である
。具体的には、ＳＣＩは、データ領域内で時間方向に分かれて配置された複数の無線リソ
ースを示す無線リソースの割当情報を含む。なお、ＳＣＩは、ＵＥ１００－２宛ての宛先
識別子を含む。ＳＣＩを受信したＵＥ１００－２は、ＳＣＩ（割当情報）に基づいて、デ
ータが送信される無線リソースが分かる。
【０４４１】
　ステップＳ８０２において、ＵＥ１００－１は、割当情報によって示される無線リソー
ス（繰り返し送信のための複数のリソースを含む第１の無線リソース）を用いて、通常パ
ケット（Ｎｏｒｍａｌ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｐａｃｋｅｔ）を送信する。通常パケットは
、高優先度パケットよりも優先度が低い優先度（例えば、通常の優先度）を有する。ＵＥ
１００－２は、割当情報に基づいてデータを受信する。
【０４４２】
　なお、ＵＥ１００－２は、通常パケットを４回繰り返し送信する。ＵＥ１００－２は、
４回受信したパケットを合成して、通常パケットを取得する。
【０４４３】
　ステップＳ８０３において、ＵＥ１００－１において、送信予定のデータ（未送信の通
常パケット）よりも優先度が高い高優先データ（高優先パケット）が発生する。
【０４４４】
　ステップＳ８０４において、ＵＥ１００－１は、割当情報によって示される無線リソー
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ス（第２の無線リソース）を用いて、通常パケットよりも先に高優先パケット（Ｈｉｇｈ
　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｐａｃｋｅｔ）を送信する。すなわち、ＵＥ１００－１は、送信中
のデータに高優先パケットを割り込ませて、高優先パケットを優先的に送信する。このよ
うに、ＵＥ１００－１は、送信予定の通常パケットのために割り当てられた無線リソース
を、高優先パケットを送信するために用いる。
【０４４５】
　なお、ＵＥ１００－１は、送信中の通常パケットの再送（４回繰り返し送信）が終了し
ていない場合には、通常パケットの再送が完了した後に、高優先パケットの送信を開始す
る。これにより、ＵＥ１００－２は、通常パケットと高優先パケットとを合成せずに、通
常パケットと高優先パケットとをそれぞれ適切に受信（取得）することができる。
【０４４６】
　ＵＥ１００－１は、第２の無線リソースを用いて送信されるパケット（データ）が、送
信予定の通常パケット（データ）ではなく、高優先パケット（データ）であることを示す
情報を送信してもよい。例えば、ＵＥ１００－１は、高優先パケットと共に、高優先パケ
ットを示すビット情報を送信できる。ＵＥ１００－１は、高優先パケットとは別に、高優
先パケットであることを示す情報を送信してもよい。ＵＥ１００－１は、高優先パケット
よりも先又は後に高優先パケットであることを示す情報を送信してもよい。
【０４４７】
　ＵＥ１００－１は、論理チャネルに優先度が関連付けられている場合には、論理チャネ
ルの識別子（ＬＣＩＤ）に優先度が関連付けられているとみなすことができる。このため
、ＵＥ１００－１は、送信予定の通常パケットのためのＬＣＩＤよりも優先度が高いＬＣ
ＩＤを用いて、高優先パケットを送信できる。すなわち、ＵＥ１００－１は、通常パケッ
トの送信に用いていた論理チャネルよりも優先度が高い論理チャネルに対応するＬＣＩＤ
を含む高優先パケットを送信できる。ＵＥ１００－１は、当該優先度の高い論理チャネル
を用いて高優先パケットを送信できる。
【０４４８】
　なお、論理チャネル（グループ）及びＬＣＩＤの優先度に関する情報は、ｅＮＢ２００
から送信（ユニキャスト又はブロードキャスト）により各ＵＥ１００に通知されてもよい
。各ＵＥ１００は、事前設定（ｐｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）により、上記優先度に関
する情報を有していてもよい。なお、論理チャネルグループに優先度が関連付けられてい
る場合には、ＵＥ１００－１は、論理チャネルグループの識別子（ＬＣＧ　ＩＤ：Ｌｏｇ
ｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）を用いて、上記動作を実行してもよい。
【０４４９】
　一方、ＵＥ１００－２は、割当情報に基づいて、第２の無線リソースを用いて送信され
る高優先パケットを受信する。ＵＥ１００－２は、第２の無線リソースを用いて送信され
たパケットが送信予定の通常パケットではなく高優先パケットであることを示す情報を受
信した場合に、受信したパケットが高優先パケットであることを判断してもよい。また、
ＵＥ１００－２は、ＬＣＩＤに基づいて、受信したパケットが高優先パケットであること
を判断してもよい。具体的には、ＵＥ１００－２は、これまでに受信したパケットに含ま
れるＬＣＩＤよりも優先度が高いＬＣＩＤを受信することにより、ステップＳ８０３にお
いて受信したパケットが高優先度であることを判断してもよい。ＵＥ１００－２は、ステ
ップＳ８０３において受信したパケットの内容がこれまでに受信したパケットと関連がな
い場合に、ステップＳ８０３において受信したパケットが高優先パケットであると判断し
てもよい。
【０４５０】
　ステップＳ８０５において、ＵＥ１００－１は、通常パケットの送信を再開する。ＵＥ
１００－１は、高優先パケットを全て送信した場合、通常パケットの送信を再開する。Ｕ
Ｅ１００－１は、上述と同様に、通常パケットであることを示す情報を送信してもよい。
ＵＥ１００－１は、優先度が低いＬＣＩＤを用いて、通常パケットを送信してもよい。
【０４５１】
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　ＵＥ１００－２は、通常パケットを受信する。ＵＥ１００－１は、通常パケットである
ことを示す情報及び／又は優先度が低いＬＣＩＤにより、受信したパケットが通常パケッ
トであることを判断してもよい。
【０４５２】
　その後、ＵＥ１００－１は、送信予定の通常パケットを全て送信できていない場合には
、次の制御領域内の無線リソースを用いて新たなＳＣＩを送信し、未送信の通常パケット
を送信することができる。
【０４５３】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、ＳＣＩを通知した後に高優先パケットが発生した場
合であっても、次の制御領域で制御情報を送信する前に、高優先パケットを送信すること
ができる。このため、ＵＥ１００－１は、許容遅延内に高優先パケットを送信できるため
、直接通信により適切にデータを送信することが可能である。
【０４５４】
　（第７実施形態の変更例１）
　次に、第７実施形態の変更例１について、図４４を用いて説明する。図４４は、第７実
施形態の変更例１に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
【０４５５】
　上述の第７実施形態では、ＵＥ１００－１の通信相手がＵＥ１００－２のみであり、通
常パケットと高優先パケットとの送信先が同じであった。本変更例では、通常パケットと
高優先パケットとの送信先が異なるケースについて説明する。なお、上述の実施形態の少
なくともいずれかと同様の部分は、説明を省略する。
【０４５６】
　図４４に示すように、ステップＳ９０１において、ＵＥ１００－１において、ＵＥ１０
０－２に送信すべきパケット（通常パケット）が発生する。なお、ＵＥ１００－１は、Ｕ
Ｅ１００－２及びＵＥ１００－３が通信相手であるが、ＵＥ１００－３に送信すべきパケ
ットは発生していない。このように、複数の通信相手が存在する場合であっても、必ずし
も全ての通信相手に送信すべきパケットが発生するわけではない。
【０４５７】
　ステップＳ９０２において、ＵＥ１００－１は、ＳＣＩを送信する。ＵＥ１００－１は
、送信予定のパケットの送信先であるＵＥ１００－２の宛先識別子に加えて、高優先パケ
ットの送信先になり得る候補端末であるＵＥ１００－３の宛先識別子をＳＣＩに含める。
【０４５８】
　ＵＥ１００－１は、高優先パケットの送信先になり得る候補端末を推定する。例えば、
ＵＥ１００－１は、公衆安全のためのＵＥ（ＰｒｏＳｅ－ｅｎａｂｌｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ
　Ｓａｆｅｔｙ　ＵＥ）を候補端末として推定してもよい。ＵＥ１００－１は、各ＳＣＩ
を送信する前に候補端末を推定してもよい。ＵＥ１００－１は、最初にＳＣＩを送信する
前にだけ、候補端末を推定してもよい。ＵＥ１００－１は、その後にＳＣＩを送信する場
合には、候補端末の推定を省略し、過去に推定した候補端末の宛先識別子をＳＣＩに含め
てもよい。
【０４５９】
　また、ＵＥ１００－１は、送信先の識別子（宛先識別子）に基づいて高優先パケットの
送信先になり得る候補端末を推定してもよい。例えば、ＵＥ１００－１は、過去に高優先
パケットを受信した場合に、高優先パケットの送信元の識別子が示すＵＥを候補端末と推
定してもよい。ＵＥ１００－１は、発生する高優先パケットの送信先が決まっている場合
に、当該送信先を候補端末としてもよい。ＵＥ１００－１は、重要なＵＥ（例えば、作戦
本部で用いられるＵＥ）を候補端末と決定してもよい。ＵＥ１００－１は、アプリケーシ
ョンレベル（ＰｒｏＳｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）の情報に基づいて、重要なＵＥ（すなわち
、候補端末）を決定してもよい。
【０４６０】
　また、ＵＥ１００－１は、高優先データが発生した時に、所定時間パケットの送信先で
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ないＵＥ（すなわち、当該ＵＥ宛てのパケットを送信してから所定時間経過している場合
の当該ＵＥ）を候補端末として推定してもよい。ＵＥ１００－１は、所定時間内にパケッ
トの送信先であったＵＥ（すなわち、当該ＵＥ宛てのパケットを送信してから所定時間経
過していない場合の当該ＵＥ）を候補端末と推定してもよい。ＵＥ１００－１は、パケッ
トを送信した場合に、所定時間を計測するためのタイマを開始してもよい。ＵＥ１００－
１は、タイマが満了した場合、タイマを開始するトリガとなるパケットの送信元のＵＥを
、候補端末と推定する。複数のＵＥと直接通信を行うＵＥ１００－１は、送信先のＵＥ毎
に所定時間を測定するためのタイマを開始及び停止してもよい。ＵＥ１００－１は、満了
したタイマに対応するＵＥを候補端末と推定してもよい。なお、ＵＥ１００－１は、直接
通信を既に終了したＵＥに対応するタイマをリセット（又は停止）してもよい。
【０４６１】
　ＵＥ１００－１は、候補端末が送信予定のパケットの送信先でない場合であっても、候
補端末（ＵＥ１００－３）の宛先識別子をＳＣＩに含める。従って、ＵＥ１００－１は、
高優先パケットが発生していないにもかかわらず、候補端末の宛先識別子をＳＣＩに含め
る。ＵＥ１００－１は、候補端末の宛先識別子を通常パケット用の宛先識別子とは別のフ
ィールドに格納することによって、候補端末の宛先識別子であることを明確化してもよい
。なお、ＵＥ１００－１は、上述した第２実施形態で説明したように、１つのＳＣＩで複
数の宛先識別子を通知できる。
【０４６２】
　ＵＥ１００－３は、ＳＣＩに自身の宛先識別子が含まれるため、ＳＣＩに含まれる割当
情報により示される無線リソース（ＰＳＳＣＨ）をモニタする。
【０４６３】
　ステップＳ９０３において、ＵＥ１００－１は、ステップＳ８０２と同様に、通常パケ
ットを送信する。ＵＥ１００－２は、通常パケットを受信する。ＵＥ１００－３は、ＳＣ
ＩにＵＥ１００－３の宛先識別子が含まれるため、通常パケットを受信する。ＵＥ１００
－３は、例えば、受信したパケット（ヘッダ）に含まれる宛先識別子がＵＥ１００－３を
示していない場合には、受信したパケットを破棄できる。ＵＥ１００－３は、上述した第
２実施形態の「（Ｈ）データの受信」と同様の動作を実行してもよい。
【０４６４】
　ステップＳ９０４において、ＵＥ１００－１において、高優先パケットが発生する。高
優先パケットは、ＵＥ１００－３宛てのパケットである。
【０４６５】
　ステップＳ９０５において、ＵＥ１００－１は、ステップＳ８０３と同様に、高優先パ
ケットを送信する。ＵＥ１００－１は、高優先パケット（のＭＡＣサブヘッダ）にＵＥ１
００－３の宛先識別子を含める。ＵＥ１００－２は、受信したパケット（高優先パケット
）に含まれる宛先識別子がＵＥ１００－２を示していないため、受信したパケットを破棄
する。ＵＥ１００－３は、受信したパケット（高優先パケット）に含まれる宛先識別子が
ＵＥ１００－２を示しているため、受信したパケットを破棄せずにデコードする。これに
より、ＵＥ１００－３は、高優先パケットが発生したＳＣ期間内に、高優先パケットを受
信することができる。
【０４６６】
　ステップＳ９０６は、ステップＳ８０５に対応する。
【０４６７】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、発生した高優先パケットの送信先が通常パケットの
送信先と異なる場合であっても、許容遅延内に高優先パケットを送信できる。
【０４６８】
　（第７実施形態の変更例２）
　次に、第７実施形態の変更例２について説明する。第７実施形態の変更例１では、制御
情報に高優先パケットの送信先になり得る候補端末の宛先識別子を含めることによって、
候補端末であるＵＥ１００－３が割当情報により示される無線リソース（ＰＤＳＣＨ）を
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モニタしていた。本変更例では、候補端末の宛先識別子を予め通知することにより、制御
情報が候補端末の宛先識別子を含まない場合であっても、候補端末が割当情報により示さ
れる無線リソースをモニタする。
【０４６９】
　第１に、ＵＥ１００－１は、高優先パケットの送信先になり得る候補端末を推定する。
ＵＥ１００－１は、高優先データを送信するために用いられるリソースプールと候補端末
の宛先識別子とを関連付ける。ＵＥ１００－１は、直接通信に使用する送信リソースプー
ルがすでに決まっている場合には、当該送信リソースプールを候補端末の宛先識別子と関
連付ける。
【０４７０】
　第２に、ＵＥ１００－１は、関連付けられたリソースプールと候補端末の宛先識別子と
を候補端末に通知する。例えば、ＵＥ１００－１は、リソースプールと関連付けられた候
補端末の宛先識別子のリスト（ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ　Ｌｉｓｔ）を候補端末に
通知できる。ＵＥ１００－１は、直接通信を行う前、又は、直接通信を行っている間に、
リスト及び関連付けられたリソースプール（以下、優先情報）を通知できる。ＵＥ１００
－１は、以下の方法により、優先情報を候補端末に通知できる。
【０４７１】
　第１の方法では、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００を介して、優先情報を候補端末に通
知する。ＵＥ１００－１は、例えば、ＳＬＵＥＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージにより
、優先情報をｅＮＢ２００に送信する。ｅＮＢ２００は、受信した優先情報内に含まれる
宛先識別子に対応する各ＵＥ１００に対して、優先情報（又は、各ＵＥに該当する優先情
報）を通知する。例えば、ｅＮＢ２００は、ＲＲＣ再設定（ＲＲＣ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）メッセージにより、ＵＥ個別に優先情報を通知する。或いは、ｅＮＢ２０
０は、ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）等のブロードキャ
ストにより優先情報を報知してもよい。
【０４７２】
　第２の方法では、ＵＥ１００－１は、近傍サービスにおける直接ディスカバリ（直接発
見手順）により優先情報を候補端末に通知してもよい。なお、優先情報は、候補端末の宛
先識別子のリスト及び関連付けられたリソースプールだけでなく、リソースプールの優先
度（例えば、Ｈｉｇｎ／Ｍｉｄｄｌｅ／Ｌｏｗ）を示す情報が含まれていてもよい。リソ
ースプールの優先度は、他の受信（例えば、異なるキャリアでの受信、異なるリソースプ
ール）に対しての優先度を示す。例えば、ＵＥ１００－２は、受信機（ＲｘＣｈａｎｉｎ
）の数に応じて、リソースプールの優先度を考慮して、受信を行うことができる。また、
ＵＥ１００－２は、受信処理電力を削減するために、優先度が高いリソースプールをモニ
タし、優先度が低いリソースプールのモニタを省略してもよい。
【０４７３】
　候補端末であるＵＥ１００－３は、優先情報に自身の宛先識別子が含まれる場合、自身
の宛先識別子に関連付けられたリソースプールをモニタする。ＵＥ１００－３は、リソー
スプール内の制御領域にＵＥ１００－１からのＳＣＩが含まれる場合、ＳＣＩに自身の宛
先識別子が含まれない場合であっても、ＳＣＩに含まれる割当情報に基づいて、パケット
の受信を行う。
【０４７４】
　以上のように、ＵＥ１００－１は、高優先パケットの発生にかかわらず、候補端末の宛
先識別子及び関連付けられたリソースプールを予め候補端末に通知しておく。これにより
、ＵＥ１００－１が、制御情報に候補端末の宛先識別子を含めない場合であっても、ＵＥ
１００－３は、高優先パケットを取得することができる。
【０４７５】
　（第７実施形態の変更例３）
　次に、第７実施形態の変更例３について、説明する。第７実施形態の変更例３では、デ
ータ（ＭＡＣサブヘッダ）に高優先パケットの送信先の宛先識別子を含める。
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【０４７６】
　パケットを送信するＵＥ１００－１は、候補端末を含む複数のＵＥがデータリソースを
モニタするように、上述の第２実施形態のように、パケット（データ）に複数の宛先のデ
ータが含まれることを示す宛先識別子（特別な宛先識別子）又は複数の宛先識別子を含む
ＳＣＩを生成する。当該ＳＣＩを受信したＵＥ１００－２は、データ領域内の無線リソー
スをモニタする。
【０４７７】
　ここで、ＵＥ１００－１は、高優先パケットが発生した場合に、高優先パケット（ＭＡ
Ｃ　ＰＤＵ）のＭＡＣサブヘッダに、高優先パケットの送信先の宛先識別子を格納する。
ＵＥ１００－２は、受信したパケットに自身の宛先識別子が含まれない場合は、受信した
パケットを破棄することができる。これにより、高優先パケットの送信先でないＵＥ１０
０は、受信したパケットをデコードすることを省略できる。また、ＵＥ１００－２は、第
２実施形態の「（Ｈ）データの受信」と同様の動作を実行してもよい。
【０４７８】
　（第７実施形態の変更例４）
　次に、第７実施形態の変更例４について説明する。第７実施形態では、高優先パケット
が発生するケースを説明した。本変更例では、互いに異なる複数のデータ（パケット）が
同じタイミングで発生するケースを説明する。
【０４７９】
　・複数のデータの宛先が同一であるケース
　ＵＥ１００－１は、同じタイミングで同一の優先度を有する複数のデータが発生した場
合、ＵＥ１００－１は、複数のデータのそれぞれとＬＣＩＤとを対応付ける。対応付けら
れたＬＣＩＤを用いて、対応するデータ（パケット）を送信する。パケットを受信するＵ
Ｅ１００－２は、ＬＣＩＤによりパケットを区別可能である。ＵＥ１００－２は、ＬＣＩ
Ｄに対応するパケット毎に処理することにより、複数のデータを適切に取得することがで
きる。
【０４８０】
　なお、ＵＥ１００－１は、１つの宛先識別子を含む１つのＳＣＩを送信できる。ＵＥ１
００－１は、ＰＨＹ層において、１ＭＡＣＰＤＵを４回繰り返し送信できる。なお、ＵＥ
１００－１は、複数のデータのうちいずれかのデータを優先的に送信してもよい。
【０４８１】
　・複数のデータの宛先が異なるケース
　ＵＥ１００－１は、同じタイミングで複数のデータが発生した場合、上述の第１実施形
態又は第２実施形態のように、１つの制御領域（ＳＣプール）内で複数のＳＣＩを通知し
てもよいし、１つのＳＣＩで複数の宛先を通知してもよい。
【０４８２】
　ここで、ＵＥ１００－１は、宛先が異なる複数のデータを送信する場合、最初のデータ
（第１データ）よりも後に送信されるデータ（第２データ）の送信が制限されてもよい。
従って、ＵＥ１００－１は、第２データが送信し難くなるように制限されてもよい。例え
ば、第２データ自体を送信できる確率（ｔｘＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ）、繰り返し送信（
リピテーション）できる確率、ＰＳＣＣＨ内の制御リソースの選択確率、ＵＥが選択でき
るデータリソースの数の少なくともいずれかを低下することによって、ＵＥ１００－１は
、第２データが送信し難くなる。なお、同一のＳＣ期間内において、複数のデータを送信
するケースにおいて、ＵＥ１００－１は、第２データの送信が制限される。ＵＥ１００－
１は、第１のＳＣ期間で第１データを送信し、第２のＳＣ期間で第２データを送信する場
合には、第２データを制限なく送信できる。
【０４８３】
　また、複数の宛先にデータを送信する場合において、優先度に関係なく、ＵＥ１００－
１が使用できるリソースが制限されてもよい。例えば、制御リソースのリソースブロック
使用量、送信制御情報数（ＳＣＩの数）、送信制御確率（ｔｘＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ）
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、データリソースのリソースブロック使用量、送信データ確率（ｔｘＰｒｏｂａｂｉｌｉ
ｔｙ）等が制限されることによって、ＵＥ１００－１が使用できるリソースが制限されて
もよい。これらのリソース制限は、ｅＮＢ２００からＳＩＢにより通知されてもよいし、
ｅＮＢ２００から個別に設定されていてもよいし、ＵＥ１００－１に予め設定されていて
もよい。
【０４８４】
　このような制限を設けることによって、直接通信用の無線リソースの消費を抑制できる
。また、１つのデータを送信するＵＥと複数のデータを送信するＵＥとの間で無線リソー
スの使用量の不公平を抑制できる。すなわち、ＵＥが自律的にリソースを選択する場合と
比べて、送信ＵＥ間でのリソース使用の不公平を抑制できる。
【０４８５】
　また、ＵＥ１００－１は、第２データの優先度が第１データの優先度と同じ又は高い場
合には、第２データが制限なく送信してもよい。従って、ＵＥ１００－１は、第２データ
を第１データと同じように送信できる。
【０４８６】
　これにより、ＵＥ１００－１が高優先データを送信しつつも、優先度が低いデータと他
のＵＥが送信する優先度が高いデータとが衝突することを避けることができる。
【０４８７】
　［第８実施形態］
　次に、第８実施形態について説明する。第８実施形態では、直接通信用の複数のリソー
スプールが同一のキャリア内に設けられる。
【０４８８】
　（動作環境）
　第８実施形態に係る動作環境について、図４２及び４５を用いて説明する。図４５は、
第８実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【０４８９】
　図４５に示すように、ＵＥ１００（ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２）は、ｅＮＢ２
００が管理するセル内に位置する。ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００とセルラ通信（ＬＴＥ－
Ｕｕ）を実行可能である。ＵＥ１００は、ＲＲＣコネクティッド状態である。或いは、Ｕ
Ｅ１００は、ＲＲＣアイドル状態であってもよい。ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００と通信を
行う場合に、ＲＲＣアイドル状態からＲＲＣコネクティッド状態に移行してもよい。
【０４９０】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行
を開始する前の状態である。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、図４２に示すリソー
スプールを用いて、直接通信を行うことができる。具体的には、ＵＥ１００－１が直接通
信によりデータ（パケット）をＵＥ１００－２に送信する。
【０４９１】
　（第８実施形態に係る動作）
　第８実施形態に係る動作について、図４６及び図４７を用いて説明する。図４６は、実
施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。図４７は、実施形態に係る動作
を説明するための図である。
【０４９２】
　ｅＮＢ２００は、セル内に位置するＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に直接通信用の
リソースプールの設定を行う。ｅＮＢ２００は、本実施形態において、同一のキャリア内
に複数のリソースプール（リソースプールＡ及びリソースプールＢ）を設ける（図４７参
照）。なお、リソースプールＡ及びリソースプールＢが配置される周波数は異なる。リソ
ースプールＢのＳＣ周期は、リソースプールＡのＳＣ周期よりも短い。
【０４９３】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に設定したリソースプール内の無
線リソースをＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に割り当てる。ｅＮＢ２００は、データ
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リソースをＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に割り当てる場合には、データリソースプ
ールをＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２に設定しない。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００
－２は、ｅＮＢ２００から無線リソースを割り当てられずに、設定されたリソースプール
から無線リソースを自律的に選択してもよい。なお、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２
は、セル外に位置する場合、予め設定されたリソースプールを用いて、直接通信を行う。
【０４９４】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行
を開始する前の状態である。ＵＥ１００－１は、直接通信によりデータを送信している場
合は、リソースプールＡ内の制御リソース及びデータリソースを用いて、データ（パケッ
ト）をＵＥ１００－２に送信している。
【０４９５】
　図４６に示すように、ステップＳ１０１０において、ｅＮＢ２００は、直接通信に用い
られるリソースプールと優先度との関連付けに関する第１優先度情報をＵＥ１００（ＵＥ
１００－１及びＵＥ１００－２）に送信する。ＵＥ１００は、第１優先度情報を受信する
。ｅＮＢ２００は、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ）又はユニキャスト（例えば、Ｒ
ＲＣ再設定メッセージ）により第１優先度情報をＵＥ１００に送信してもよい。なお、セ
ルのカバレッジ外に位置するＵＥ１００は、第１優先度情報が予め設定されていてもよい
。
【０４９６】
　第１優先度情報は、直接通信用のリソースプールと優先度とが関連付けられている情報
である。例えば、第１優先度情報では、リソースプールＡと優先度０（例えば、Ｌｏｗ　
ｐｒｉｏｒｉｔｙ）が関連付けられ、リソースプールＢと優先度１（例えば、Ｈｉｇｈ　
ｐｒｉｏｒｉｔｙ）とが関連付けられている。
【０４９７】
　また、ｅＮＢ２００は、直接通信用のリソースプールのうちモニタが必須である必須リ
ソースプールに関する情報をＵＥ１００に送信してもよい。ｅＮＢ２００は、第１優先度
情報と共に必須リソースプールに関する情報をＵＥ１００に送信してもよい。例えば、必
須リソースプールに関する情報は、各リソースプールと関連付けられたフラグ情報（ｔｒ
ｕｅ／ｆａｌｓｅ）である。例えば、「ｔｒｕｅ」がモニタが必須であることを示す。「
ｆａｌｓｅ」がモニタが必須でないことを示す。例えば、リソースプールＡに「ｆａｌｓ
ｅ」が関連付けられ、リソースプールＢに「ｔｒｕｅ」が関連付けられる。
【０４９８】
　ＵＥ１００は、必須リソースプールに関する情報を受信した場合、必須リソースプール
をモニタする。具体的には、ＵＥ１００は、必須リソースプール内の制御領域内にＳＣＩ
を受信するための受信試行を行う。ＵＥ１００は、制御領域内にＳＣＩが含まれる場合は
、ＳＣＩ内の無線リソースの割当情報（データリソース）に基づいて、データ領域をモニ
タし、データを受信する。ＵＥ１００は、制御領域内にＳＣＩが含まれない場合には、デ
ータ領域のモニタを行わない。
【０４９９】
　ステップＳ１０２０において、ｅＮＢ２００は、論理チャネルに関する識別情報（例え
ば、論理チャネルグループの識別子（ＬＣＧ　ＩＤ））と優先度とに関する第２優先度情
報をＵＥ１００（ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２）に送信する。ＵＥ１００は、第２
優先度情報を受信する。ｅＮＢ２００は、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ）又はユニ
キャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メッセージ）により第２優先度情報をＵＥ１００に送信
してもよい。なお、セルのカバレッジ外に位置するＵＥ１００は、第２優先度情報が予め
設定されていてもよい。
【０５００】
　第２優先度情報は、論理チャネルに関する識別情報（例えば、論理チャネルグループの
識別子（ＬＣＧ　ＩＤ））と優先度とが関連付けられている情報である。例えば、第２優
先度情報では、ＬＣＧ　ＩＤ♯１と優先度０（例えば、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）とが
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関連付けられ、ＬＣＧ　ＩＤ♯２と優先度１（例えば、Ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）と
が関連付けられている。なお、論理チャネルに関する識別情報は、論理チャネルの識別子
（ＬＣＩＤ）であってもよい。従って、ＬＣＩＤと優先度とが関連付けられていてもよい
。
【０５０１】
　また、ｅＮＢ２００は、優先度に関する情報として、通常のＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩ
Ｄ）よりも優先度が高いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）をＵＥ１００－１に通知してもよ
い。例えば、優先リストには、優先度が低いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）は記載されて
なく、優先度が高いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）が記載されていてもよい。従って、Ｕ
Ｅ１００－１は、優先リストに記載されていないＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）が通常の
優先度を有すると判断してもよい。
【０５０２】
　なお、ｅＮＢ２００は、第１優先度情報と第２優先度情報とを同時にＵＥ１００に送信
してもよい。
【０５０３】
　ステップＳ１０３０において、ＵＥ１００－１内で、優先度が高いデータ（以下、高優
先データ）が発生する。なお、高優先データは、高優先（Ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）
を有するデータでなくてもよい。高優先データは、ＵＥ１００－１が制御リソースプール
内の制御リソースを用いて送信するデータ（例えば、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）よりも
優先度が高いデータ（Ｍｉｄｄｌｅ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）であればよい。
【０５０４】
　ＵＥ１００－１は、高優先データよりも優先度が低い通常データを送信するために用い
られるリソースプールＡではなく、リソースプールＡよりも周期が短いリソースプールＢ
を選択する。すなわち、ＵＥ１００－１は、リソースプールＡのＳＣ期間よりも短い周期
で繰り返し配置されるリソースプールＢを選択する。ＵＥ１００－１は、リソースプール
のＳＣ周期に基づいて、高優先データを送信するためのリソースプールを選択してもよい
。
【０５０５】
　また、ＵＥ１００－１は、第１優先度情報に基づいて、リソースプールＢを高優先デー
タを送信するためのリソースプールとして選択してもよい。ＵＥ１００－１は、リソース
プールＡよりも高い優先度を有するリソースプールＢを高優先データを送信するためのリ
ソースプールとして選択してもよい。なお、ＵＥ１００－１は、優先度が低い通常データ
を送信する場合は、優先度が高いリソースプールＢを選択できない。リソースプールＢは
、優先度が高いデータを送信するための高優先データ専用のリソースプールである。
【０５０６】
　また、ＵＥ１００－１は、必須リソースプールに関する情報に基づいて、リソースプー
ルＢを高優先データを送信するためのリソースプールとして選択してもよい。例えば、Ｕ
Ｅ１００－１は、リソースプールＢと同じ優先度を有し、かつ、必須リソースプールはな
いリソースプールＣが設定されていた場合、リソースプールＣではなく、リソースプール
Ｂを選択してもよい。
【０５０７】
　ＵＥ１００－１は、リソースプールＢ内で、高優先データが発生した後に選択可能な制
御リソースを選択する。ＵＥ１００－１は、最も早く高優先データを送信可能な制御リソ
ース及びデータリソースを選択する。具体的には、図１０において、ＵＥ１００－１は、
ＳＣ期間♯Ｂ２における制御リソースプール内の制御リソースを選択する。また、ＵＥ１
００－１は、ＳＣ期間♯Ｂ２におけるデータリソースプール内のデータリソースを選択す
る。
【０５０８】
　なお、高優先データのためのリソースプールＢ及び無線リソース（制御リソース及び／
又はデータリソース）は、ｅＮＢ２００が選択してもよい。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００
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－１と同様に、リソースプールＢ及び無線リソースを選択できる。ｅＮＢ２００は、選択
したリソースプール及び無線リソースを通知するための制御情報（ＤＣＩ）をＵＥ１００
－１に送信する。
【０５０９】
　ステップＳ１０４０において、ＵＥ１００－１は、高優先データを送信するためのデー
タリソースを通知するためのＳＣＩをＵＥ１００－２に送信する。ＵＥ１００－１は、リ
ソースプールＢ内の選択された制御リソースを用いて、ＳＣＩを送信する。ＳＣＩは、リ
ソースプールＢ内のデータリソースの割当情報を含む。
【０５１０】
　ＵＥ１００－２は、優先度が高いリソースプールＢ（内の制御リソースプール）を常に
モニタしている。ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００からの必須リソースプールに関する情
報に基づいて、リソースプールＢが必須リソースプールである場合に、リソースプールＢ
を常にモニタしていてもよい。
【０５１１】
　制御リソースプールをモニタしているＵＥ１００－２は、リソースプールＢ内の制御リ
ソースを用いてＵＥ１００－１からＳＣＩを受信する。ＵＥ１００－２は、受信したＳＣ
Ｉに基づいて、データ（高優先データ）が送信されるデータリソースを把握する。
【０５１２】
　ステップＳ１０５０において、ＵＥ１００－１は、ＳＣＩで通知したデータリソースを
用いて高優先データをＵＥ１００－２に送信する。
【０５１３】
　ここで、ＵＥ１００－１は、高優先データよりも優先度が低い通常データを直接通信に
より送信している場合、通常データよりも高優先データを優先的に送信する。ＵＥ１００
－１は、切りが良いところで通常データの送信を中断し、高優先データの送信を開始して
もよい。例えば、ＵＥ１００－１は、通常データに対応するに対応するパケットの再送（
４回繰り返し送信）が完了していない場合、パケットの再送が完了した後に、高優先デー
タの送信を開始してもよい。
【０５１４】
　或いは、ＵＥ１００－１は、通常データの送信をすぐに中断し、高優先データの送信を
開始してもよい。例えば、ＵＥ１００－１は、パケットの再送よりも高優先データの送信
を優先してもよい。従って、ＵＥ１００－１は、通常データのパケットの再送が完了して
いない場合であっても、高優先データの送信を開始してもよい。この場合、ＵＥ１００－
１は、通常データの送信を中断した旨をＵＥ１００－２に通知してもよい。これにより、
ＵＥ１００－２は、途中まで受信した通常データを破棄せずに保持する。ＵＥ１００－２
は、通常データの送信を中断した旨をＵＥ１００－１から受信しない場合には、途中まで
受信した通常データを破棄してもよい。ＵＥ１００－１は、再送が完了していない場合に
は、高優先データの送信が完了した後に、再送を開始してもよい。ＵＥ１００－１は、通
常データの送信を中断した旨をＵＥ１００－２に通知していない場合、再送が完了してい
ないパケットを新たなパケットとして送信してもよい。
【０５１５】
　ＵＥ１００－１は、中断した通常データの送信を再開するタイミング（Ｒｅｓｕｍｅ　
Ｔｉｍｉｎｇ）及び／又は期間（Ｒｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄ）をＵＥ１００－２に通知
してもよい。Ｒｅｓｕｍｅ　Ｔｉｍｉｎｇは、通常データの送信を中断したＳＣ期間内で
、通常データの送信を再開する場合のＰＳＣＣＨ時間リソースを指定する情報である。Ｒ
ｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄは、通常データの送信を中断したＳＣ期間より後に、通常デー
タの送信を再開する場合の期間を指定する情報である。ＵＥ１００－２は、Ｒｅｓｕｍｅ
　Ｔｉｍｉｎｇ及び／又はＲｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄに基づいて、通常データの受信を
再開する。
【０５１６】
　なお、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの指示に基づいて、高優先データを送信す
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る前に通常データのパケットの再送を完了するか否かを判断してもよい。例えば、ｅＮＢ
２００は、無線リソースの割当情報を含むＤＣＩに中断フラグ情報（Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ
　ｆｌａｇ）を含めてもよい。中断フラグ情報が「Ｔｒｕｅ」を示す場合、ＵＥ１００－
１は、パケットの再送を完了していなくても、高優先データを送信する。一方、中断フラ
グ情報が「Ｆａｌｓｅ」を示す場合、ＵＥ１００－１は、パケットの再送が完了した後に
、高優先データを送信する。なお、ＤＣＩに、Ｒｅｓｕｍｅ　Ｔｉｍｉｎｇ及び／又はＲ
ｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄの情報が含まれていてもよい。
【０５１７】
　なお、ＵＥ１００－１は、１つのキャリア内でマルチクラスタ送信が許可されている場
合には、リソースプールＡ内のデータリソースを用いて未送信のパケットを送信しつつ、
リソースプールＢ内のデータリソースを用いて高優先データを送信してもよい。
【０５１８】
　以上によれば、ＵＥ１００－１は、リソースプールＡよりもＳＣ期間が短いリソースプ
ールＢ内のデータリソースを用いて高優先データを送信する。このように、ＵＥ１００－
１は、高優先データが発生した場合、ＳＣ期間に応じたリソースプール内の無線リソース
を用いて高優先データを送信する。従って、ＵＥ１００－１は、高優先データが発生した
場合、高優先データが発生したＳＣ期間内で高優先データを送信可能である。これにより
、ＵＥ１００－１は、直接通信により適切にデータを送信可能である。
【０５１９】
　［第８実施形態の変更例］
　次に、第８実施形態の変更例について、図４８を用いて説明する。図４８は、第８実施
形態の変更例を説明するための図である。なお、第１実施形態と同様の部分は、説明を適
宜省略する。
【０５２０】
　第８実施形態では、ＵＥ１００－２は、優先度の高い又はモニタが必須であるリソース
プールＢを常にモニタしている。しかしながら、ＵＥ１００－２のモニタ負荷が大きくな
るという問題がある。そこで、以下の方法により、ＵＥ１００－２は、常にモニタしなく
てもよい。
【０５２１】
　図４８に示すように、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－２がリソースプールＢのうち（実
際に）モニタするリソースプールを決定する。すなわち、ｅＮＢ２００は、モニタ頻度を
決定する。ｅＮＢ２００は、ユニキャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メッセージ）によりモ
ニタ頻度をＵＥ個別に設定してもよい。ｅＮＢ２００は、ブロードキャスト（例えば、Ｓ
ＩＢ）によりモニタ頻度を自局配下のＵＥに通知してもよい。或いは、ＵＥ１００－２は
、モニタ頻度が予め設定されていてもよい。ＵＥ１００－２は、予め設定されたモニタ頻
度をｅＮＢ２００に通知してもよい。
【０５２２】
　モニタ頻度は、モニタする期間の周期により決定されてもよい。図４８（Ａ）では、Ｕ
Ｅ１００－２は、３ＳＣ期間毎にモニタを行う。ｅＮＢ２００は、モニタ周期を１／２／
３／４／８／１６のいずれかにより、関連する各ＵＥに通知できる。
【０５２３】
　モニタ頻度は、高優先データが発生するタイミングが予測できないため、ランダムパタ
ーンにより決定されてもよい。ｅＮＢ２００は、ランダムパターンにより決定されたモニ
タ頻度をビットマップ又は疑似乱数により関連する各ＵＥに通知できる。図４８（Ｂ）で
は、ＵＥ１００－２は、｛０，１，１，０，０，１，０｝のビットマップに基づいて、モ
ニタを行う。また、ＵＥ１００－２は、ＵＥ個別の識別子に基づく疑似乱数を用いて決定
されたモニタ頻度で、モニタを行ってもよい。
【０５２４】
　ＵＥ１００－１は、ＵＥ１００－２がモニタするリソースプールに関するモニタ情報（
すなわち、ＵＥ１００－２のモニタ頻度）をｅＮＢ２００から受信する。ＵＥ１００－１
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は、モニタ情報に基づいて選択された制御リソース及びデータリソースを用いて、高優先
データを送信する。
【０５２５】
　ＵＥ１００－２がモニタするリソースプールの時間方向の間隔が、優先度が低いリソー
スプールＡのＳＣ期間よりも短くなるように、モニタ頻度が決定される。これにより、高
優先データの送信遅延を低減させつつも、ＵＥ１００－２のモニタ負担を軽減できる。
【０５２６】
　［第９実施形態］
　次に、第９実施形態について、図４９及び図５０を用いて説明する。図４９は、第９実
施形態の動作を説明するためのシーケンス図である。図４９は、第９実施形態の動作を説
明するための図である。なお、第８実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
【０５２７】
　第８実施形態では、リソースプールＡ及びリソースプールＢが、同一のキャリア内に設
けられていた。第９実施形態では、リソースプールＡ及びリソースプールＢが、異なるキ
ャリアに設けられる（図５０参照）。
【０５２８】
　図４９に示すように、ステップＳ１１１０において、ｅＮＢ２００は、キャリアと優先
度との関連付けに関する第３優先度情報をＵＥ１００（ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－
２）に送信する。ＵＥ１００は、第３優先度情報を受信する。ｅＮＢ２００は、ブロード
キャスト（例えば、ＳＩＢ１８）又はユニキャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メッセージ）
により第３優先度情報をＵＥ１００に送信してもよい。なお、セルのカバレッジ外に位置
するＵＥ１００は、第３優先度情報が予め設定されていてもよい。また、ＵＥ１００が、
直接ディスカバリにより第３優先度情報を周囲のＵＥ１００に送信してもよい。
【０５２９】
　第３優先度情報は、キャリアと優先度とが関連付けられている情報である。例えば、第
３優先度情報では、キャリアＡと優先度０（例えば、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）が関連
付けられ、キャリアＢと優先度１（例えば、Ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）とが関連付け
られる。なお、１つのキャリアに複数の優先度が関連付けられていてもよい。例えば、キ
ャリアＡと優先度０が関連付けられ、キャリアＢと優先度１，２，３とが関連付けられる
。
【０５３０】
　第３優先度情報では、キャリアと論理チャネルグループの識別情報とが関連付けられて
いてもよい。ここで、論理チャネルグループの識別情報は、優先度と関連付けられている
。ｅＮＢ２００は、論理チャネルグループの識別情報と優先度との関連付けをＵＥ１００
に通知している。これにより、ＵＥ１００は、キャリアと優先度とが直接的に関連付けら
れていなくても、キャリアの優先度を把握できる。
【０５３１】
　また、ｅＮＢ２００は、キャリアと直接通信用のリソースプールとの関連付けに関する
第４優先度情報をＵＥ１００（ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２）に送信する。ＵＥ１
００は、第４優先度情報を受信する。
【０５３２】
　第４優先度情報には、各キャリアに関連付けられた直接通信用のリソースプールの情報
が含まれていてもよい。ｅＮＢ２００は、キャリアに対応する第４優先度情報を当該キャ
リア毎に送信してもよい。従って、ｅＮＢ２００は、ＳＩＢ（例えば、ＳＩＢ１８）によ
り、第１キャリアに関連付けられた第４優先度情報を第１キャリアで送信し、第２キャリ
アに関連付けられた第４優先度情報を第２キャリアで送信してもよい。すなわち、ｅＮＢ
２００は、キャリア数に応じた第４優先度情報を含むＳＩＢを送信してもよい。或いは、
ｅＮＢ２００は、インデックスが付された複数の第４優先度情報を送信し、各キャリアと
インデックスとの関連づけを示す情報を送信してもよい。ＵＥ１００は、対応するインデ
ックスの第４優先度情報を確認する。
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【０５３３】
　なお、第８実施形態のように、同一のキャリアに複数のリソースプールが設けられる場
合、キャリア及びリソースプールと優先度とが関連付けられていてもよい。例えば、キャ
リアＡ及びリソースプールＡと優先度０とが関連付けられ、キャリアＡ及びリソースプー
ルＢと優先度２とが関連付けられ、キャリアＢ及びリソースプールＣと優先度１とが関連
付けられる。
【０５３４】
　ステップＳ１１２０からＳ１１４０は、ステップＳ１０３０からＳ１０５０に対応する
。なお、ＵＥ１００－１は、通常データの送信に用いられるキャリアよりも優先度が高い
キャリアに設けられるリソースプールＢを高優先データを送信するためのリソースプール
として選択できる。
【０５３５】
　なお、ＵＥ１００－１は、同時送信可能なキャリア数を示す送信チェイン数（Ｔｘ　Ｃ
ｈａｉｎ）をｅＮＢ２００に通知してもよい。また、ＵＥ１００－２は、同時受信可能な
キャリア数を示す受信チェイン数（Ｒｘ　Ｃｈａｉｎ）をｅＮＢ２００に通知してもよい
。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２のそれぞれは、送信チェイン数に関する情報（例え
ば、「ｃｏｍｍＳｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＴｘ」、「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＢａｎｄｓ
」、「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄｓＰｅｒＢＣ」など）及び受信チェイン数に
関する情報（例えば、「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄｓＰｅｒＢＣ」、「ｃｏｍ
ｍＳｕｐｐｏｒｔＢａｎｄｓ」など）を含むＵＥ能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
）をｅＮＢ２００に通知してもよい。
【０５３６】
　なお、「ｃｏｍｍＳｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＴｘ」は、「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔｅｄ
ＢａｎｄｓＰｅｒＢＣ」が示すバンド（すなわち、「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＢａｎｄｓ
」が示すバンドのうち、同時受信をサポートしているバンド）において、ＵＥが同時送信
を許可されているかを示す情報である。「ｃｏｍｍＳｕｐｐｏｒｔＢａｎｄｓ」は、ＵＥ
が直接通信をサポートしているバンド（周波数帯）を示す情報である。「ｃｏｍｍＳｕｐ
ｐｏｒｔｅｄＢａｎｄｓＰｅｒＢＣ」は、ＵＥが直接通信及びセルラ通信（ＥＵＴＲＡ）
で同時受信をサポートしているバンド（周波数帯）を示す情報である。
【０５３７】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００から通知された情報に基づいて、ＵＥ１００－１の送信チ
ェイン数及びＵＥ１００－２の受信チェイン数の少なくとも一方に基づいて、第３優先度
情報（キャリアと優先度との関連付け）を決定できる。
【０５３８】
　ｅＮＢ２００は、例えば、ＵＥ１００－２の受信チェイン数が２つである場合、セルラ
通信（具体的には、ＤＬ（例えば、ＰＤＣＣＨ受信））のための受信チェインと、高優先
データ受信のための受信チェインとのために、高優先度のキャリアを１つ設定してもよい
。或いは、ｅＮＢ２００は、高優先データが同時に発生する確率が低いと判断し、高優先
キャリアを２つ設定してもよい。この場合、ＵＥ１００－１は、いずれかの高優先キャリ
ア内の直接通信用のリソースプールを用いて、高優先データを送信でき、ＵＥ１００－２
は、両方の高優先キャリアをモニタすることにより、ＵＥ１００－１からの高優先データ
を受信できる。なお、ｅＮＢ２００－１は、以下を考慮して、第３優先度情報を決定して
もよい。
【０５３９】
　第１に、キャリアと優先度とが１対１の対応関係にあるケースについて説明する。
【０５４０】
　「セルラ通信（ＤＬ）＞直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」の条件がある場合、セルラ通信（ＤＬ）のための受信チェイ
ン（Ｈｉｇｈ）と、直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）のための受信チェイン（
Ｍｉｄｄｌｅ）と、直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）のための受信チェイン（Ｌ
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ｏｗ）と、の合計３つの受信チェインが、受信ＵＥは必要である。受信ＵＥが、直接通信
（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）の受信を断念する場合は、２つの受信チェインが必要で
ある。
【０５４１】
　「セルラ通信（ＤＬ）＝直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」の条件がある場合には、上記と同様である。
【０５４２】
　「セルラ通信（ＤＬ）＝直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＝直接通信（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」の条件がある場合には、受信ＵＥが希望するキャリアを選択
できるため、少なくとも１つ以上の受信チェインが必要である。
【０５４３】
　受信ＵＥがセルのカバレッジ外に位置する場合には、直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐ
ｒｉｔｙ）のための受信チェインと、直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）のための
受信チェインと、の合計２つの受信チェインが、受信ＵＥは必要である。
【０５４４】
　第２に、１つのキャリアに複数の優先度が関連付けられているケースについて説明する
。１つのキャリアに直接通信用の１以上のリソースプールが設けられるケースである。直
接通信用のリソースプールが設けられたキャリアの数をＮと仮定する。
【０５４５】
　「セルラ通信（ＤＬ）＞直接通信」の条件がある場合、セルラ通信（ＤＬ）のための受
信チェインと、直接通信用のリソースプールが設定された各キャリアのための受信チェイ
ンとが受信ＵＥは必要である。すなわち、受信ＵＥは、「１＋Ｎ」の受信チェインが必要
である。
【０５４６】
　「セルラ通信（ＤＬ）＝直接通信」の条件がある場合、直接通信用のリソースプールが
設定された各キャリアのための受信チェインが受信ＵＥは少なくとも必要である。すなわ
ち、受信ＵＥは、Ｎ以上の受信チェインが必要である。
【０５４７】
　また、ＵＥ１００－２は、キャリアに対応付けられた優先度及び受信チェイン数に基づ
いて、モニタを行ってもよい。例えば、ＵＥ１００－２は、受信チェイン数が１つである
場合、優先度が高いキャリアをモニタする。また、ＵＥ１００－２は、キャリアＡとキャ
リアＢとが同じ優先度であり、キャリアＣの優先度がキャリアＡ及びキャリアＢよりも低
い場合、キャリアＡ又はキャリアＢの一方をモニタし、キャリアＣのモニタは行わなくて
もよい。
【０５４８】
　［第１０実施形態］
　次に、第１０実施形態について、説明する。上述の各実施形態の少なくともいずれかと
同様の内容は説明を省略する。
【０５４９】
　（動作環境）
　第１０実施形態に係る動作環境について、図４２及び図５１を用いて説明する。図５１
は、第１０実施形態に係る動作環境を説明するための図である。
【０５５０】
　図５１に示すように、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００が管理するセル内に位置し、ｅ
ＮＢ２００とセルラ通信（ＬＴＥ－Ｕｕ）を実行可能である。ＵＥ１００－１は、ＲＲＣ
コネクティッド状態である。或いは、ＵＥ１００－１は、ＲＲＣアイドル状態である。Ｕ
Ｅ１００－１は、ｅＮＢ２００と通信を行う場合に、ＲＲＣアイドル状態からＲＲＣコネ
クティッド状態に移行してもよい。
【０５５１】
　ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００が管理するセル外に位置する。ＵＥ１００－２は、リ
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モートＵＥであってもよい。ＵＥ１００－１は、リモートＵＥをサーブするリレーＵＥで
あってもよい。
【０５５２】
　ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、直接通信を実行中の状態又は、直接通信の実行
を開始する前の状態である。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２は、図４２に示すリソー
スプールを用いて、直接通信を行うことができる。
【０５５３】
　（第１０実施形態に係る動作）
　第１０実施形態に係る動作について、図５２及び図５３を用いて説明する。図５２は、
実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。図５３は、実施形態に係る動
作を説明するための図である。
【０５５４】
　図５２に示すように、ステップＳ１２１０において、ｅＮＢ２００は、論理チャネルに
関する識別情報（例えば、論理チャネルグループの識別子（ＬＣＧ　ＩＤ））の優先度に
関する情報をＵＥ１００－１に通知する。ｅＮＢ２００は、優先度とＬＣＧ　ＩＤとの関
連付けを示す優先リストをＵＥ１００－１に通知してもよい。例えば、リストでは、優先
度０（例えば、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）とＬＣＧ　ＩＤ♯１とが関連付けられ、優先
度１（例えば、Ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）とＬＣＧ　ＩＤ♯２とが関連付けられてい
る。なお、論理チャネルに関する識別情報は、論理チャネルの識別子（ＬＣＩＤ）であっ
てもよい。従って、ＬＣＩＤと優先度とが関連付けられていてもよい。
【０５５５】
　また、ｅＮＢ２００は、優先度に関する情報として、通常のＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩ
Ｄ）よりも優先度が高いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）をＵＥ１００－１に通知してもよ
い。例えば、優先リストには、優先度が低いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）は記載されて
なく、優先度が高いＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）が記載されていてもよい。従って、Ｕ
Ｅ１００－１は、優先リストに記載されていないＬＣＧ　ＩＤ（又はＬＣＩＤ）が通常の
優先度を有すると判断してもよい。
【０５５６】
　ｅＮＢ２００は、優先度に関する情報（以下、優先リスト）を、ブロードキャスト（例
えば、ＳＩＢ）によりＵＥ１００－１に通知してもよいし、ユニキャスト（例えば、ＲＲ
Ｃ再設定メッセージ）によりＵＥ１００－１に通知してもよい。
【０５５７】
　ＵＥ１００－１は、受信した優先リストに基づいて、優先度とＬＣＧ　ＩＤとの関連づ
けを把握する。
【０５５８】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１及びＵＥ１００－２が直接通信を行う前に、制御リソ
ースプールを設定するための設定情報をＵＥ１００－１に送信する。これにより、ｅＮＢ
２００は、ＵＥ１００－１に制御リソースプールの設定を行う。ＵＥ１００－１には、設
定情報に基づいて、制御リソースプールが設定される。ＵＥ１００－１は、設定された制
御リソースプールを用いて、ＵＥ１００－２と直接通信を行う。具体的には、ＵＥ１００
－１は、直接通信において、設定された制御リソースプール内の制御リソースを自律的に
選択する。或いは、ＵＥ１００－１は、設定された制御リソースプール内の制御リソース
をｅＮＢ２００から割り当てられてもよい。
【０５５９】
　また、ｅＮＢ２００は、データリソースプールを設定するための設定情報をＵＥ１００
－１に送信する。これにより、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１にデータリソースプール
の設定を行う。ＵＥ１００－１には、設定情報に基づいて、データリソースプールが設定
される。ＵＥ１００－１は、設定されたデータリソースプールを用いて、ＵＥ１００－２
と直接通信を行う。本実施形態では、ＵＥ１００－１は、直接通信において、設定された
制御リソースプールからデータリソースを自律的に選択する。ＵＥ１００－１は、データ
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リソースプールが設定されているため、後述するように優先度が高いデータが発生しない
限り、ｅＮＢ２００からデータリソースが割り当てられない。
【０５６０】
　一方、ＵＥ１００－２は、セルのカバレッジ外に位置するため、予め設定された制御及
びデータリソースプールを用いて、ＵＥ１００－１と直接通信を行う。ＵＥ１００－２は
、ｅＮＢ２００のセル内に位置していた時に、ＵＥ１００－２（例えば、ＵＳＩＭ（Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ））に制御及
びデータリソースプールが予め設定されていない場合に、制御及びデータリソースプール
の設定情報を受信し、当該設定情報に基づいて、制御及びデータリソースプールを予め設
定していてもよい。ＵＥ１００－２は、直接通信において、予め設定された制御及びデー
タリソースプール内の無線リソース（制御リソース及びデータリソース）を自律的に選択
する。
【０５６１】
　ステップＳ１２２０において、ＵＥ１００－１内で、優先度が高いデータ（以下、高優
先データ）が発生する。ＵＥ１００－１は、優先度の高いＬＣＧに属する論理チャネル（
又は対応するベアラ）上にデータが発生した場合に、高優先データが発生したと認識して
もよい。ＵＥ１００－１は、高優先データが発生した場合、近傍サービスにおけるバッフ
ァ状態報告（ＳＬ－ＢＳＲ：Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏ
ｒｔ）を作成する。ＳＬ－ＢＳＲの内容については後述する（ステップＳ１２４０参照）
。
【０５６２】
　なお、高優先データは、高優先（Ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）を有するデータでなく
てもよい。高優先データは、ＵＥ１００－１が制御リソースプール内の制御リソースを用
いて送信するデータ（例えば、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）よりも優先度が高いデータ（
Ｍｉｄｄｌｅ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）であればよい。
【０５６３】
　ステップＳ１２３０において、ＵＥ１００－１は、宛先リストをｅＮＢ２００に送信す
る。宛先リストは、直接通信の相手を示す宛先識別子（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）
を含む。例えば、ＵＥ１００－１は、宛先リストをＳＬＵＥＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッ
セージにより送信できる。
【０５６４】
　なお、ＵＥ１００－１は、高優先データが発生する前に、宛先リストをｅＮＢ２００に
送信していてもよい。例えば、ＵＥ１００－１は、宛先リストに変更がある場合に、高優
先データが発生する前に、宛先リストをｅＮＢ２００に送信していてもよい。また、ＵＥ
１００－１は、ｅＮＢ２００が直接通信の相手を知っている場合には、ステップＳ１２３
０を省略してもよい。
【０５６５】
　ステップＳ１２４０において、ＵＥ１００－１は、近傍サービスにおけるバッファ状態
報告（ＳＬ－ＢＳＲ）を、高優先データが発生したことを示す情報として、ｅＮＢ２００
に通知する。ＳＬ－ＢＳＲは、直接通信用のバッファ状態報告である。ＳＬ－ＢＳＲは、
高優先データのバッファ量を示す情報を含む。ＵＥ１００－１は、優先度を考慮して、Ｓ
Ｌ－ＢＳＲをｅＮＢ２００に送信する。
【０５６６】
　例えば、ＵＥ１００－１は、高優先データが発生した場合に、ＳＬ－ＢＳＲを最優先に
ｅＮＢ２００に送信してもよい。ＵＥ１００－１は、高優先データに関するＳＬ－ＢＳＲ
をセルラ通信におけるバッファ状態報告（Ｃｅｌｌｕｌａｒ　ＢＳＲ（Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓ
ｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ））よりも優先的に送信してもよい。従って、ＵＥ１００－１
は、高優先データのバッファ量（データ量）を含むＳＬ－ＢＳＲを、セルラ通信用のＢＳ
Ｒ及び高優先データではなく直接通信により送信される通常データのバッファ量（データ
量）を含むＳＬ－ＢＳＲよりも優先的にｅＮＢ２００に送信してもよい。また、ＵＥ１０
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０－１は、高優先データが公衆安全のためのデータである場合には、最優先にｅＮＢ２０
０に送信してもよい。
【０５６７】
　ＵＥ１００－１は、宛先識別子のインデックスと、ＬＣＧ　ＩＤと、ＬＣＧ　ＩＤとに
対応付けられたバッファ量とをＳＬ－ＢＳＲに含める。ここで、ＵＥ１００－１は、ｅＮ
Ｂ２００から受信した優先リストに基づいて、ＳＬ－ＢＳＲに含めるＬＣＧ　ＩＤを決定
する。具体的には、ＵＥ１００－１は、高優先データの優先度に対応する優先度を有する
ＬＣＧ　ＩＤをＳＬ－ＢＳＲに含めるＬＣＧ　ＩＤとして決定する。また、ＵＥ１００－
１は、決定されたＬＣＧ　ＩＤに対応するバッファ量として、高優先データのデータ量を
ＳＬ－ＢＳＲに含める。
【０５６８】
　例えば、ＵＥ１００－１は、優先度１と関連付けられたＬＣＧ　ＩＤ♯１ではなく、優
先度２と関連付けられたＬＣＧ　ＩＤ♯２をＳＬ－ＢＳＲに含めるＬＣＧ　ＩＤとして決
定する。
【０５６９】
　一方、ｅＮＢ２００は、ＳＬ－ＢＳＲをＵＥ１００－１から受信する。ｅＮＢ２００は
、宛先リスト及びＳＬ－ＢＳＲに基づいて、高優先データのための無線リソースを割り当
てる。具体的には、ｅＮＢ２００は、宛先リストに含まれる宛先のうち、ＳＬ－ＢＳＲに
含まれる宛先識別子のインデックスに対応する宛先（ＵＥ１００－２）に高優先データを
ＵＥ１００－１が送信するために、無線リソースを割り当てる。
【０５７０】
　ｅＮＢ２００は、ＳＬ－ＢＳＲに含まれるＬＣＧ　ＩＤに基づいて、ＵＥ１００－１か
ら受信したＳＬ－ＢＳＲが、高優先データの発生を示す情報であるか否かを判断する。具
体的には、ｅＮＢ２００は、ＳＬ－ＢＳＲが、高優先データの優先度に対応する優先度を
有するＬＣＧ　ＩＤを含むか否かを判断する。ｅＮＢ２００は、優先度が高いＬＣＧ　Ｉ
Ｄ（ＬＣＧ　ＩＤ♯２）を含む場合、ＳＬ－ＢＳＲが高優先データの発生を示す情報であ
る（すなわち、ＵＥ１００－１において高優先データが発生した）と判断する。一方、ｅ
ＮＢ２００は、優先度が低いＬＣＧ　ＩＤ（ＬＣＧ　ＩＤ♯１）を含む場合、ＳＬ－ＢＳ
Ｒが高優先データの発生を示す情報でない（すなわち、ＵＥ１００－１において高優先デ
ータが発生していない）と判断する。
【０５７１】
　なお、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１が自律的にＳＣＩ用及びデータ用の無線リソー
スを選択しているにもかかわらず、ＵＥ１００－１からＳＬ－ＢＳＲを受信した場合に、
ＳＬ－ＢＳＲが高優先データの発生を示す情報であると判断してもよい。
【０５７２】
　ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１から高優先データの発生を示す情報（ＳＬ－ＢＳＲ）
を受信した場合に、高優先データのための無線リソースを割り当てる。具体的には、ｅＮ
Ｂ２００は、高優先データが発生した後に配置される制御リソースプールよりも時間的に
前に位置する無線リソースを、高優先データのための無線リソースとしてＵＥ１００－１
に割り当てる。例えば、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１に設定したデータリソースプー
ルの外に位置し、かつ、前記高優先データが発生した後にＵＥ１００－１が選択可能な無
線リソースよりも時間的に前に位置する無線リソースを、高優先データのための無線リソ
ースとしてＵＥ１００－１に割り当てる。図５３に示すように、本実施形態では、ｅＮＢ
２００は、高優先データのための無線リソースとして、ＳＣＩ用の制御リソースとデータ
用のデータリソースを割り当てる。
【０５７３】
　ｅＮＢ２００は、周波数方向において、直接通信用の無線リソースプール（制御リソー
スプール及びデータリソースプール）と異なる周波数を有する無線リソースをＵＥ１００
－１に割り当てる。ｅＮＢ２００は、セルラ通信用の無線リソースをＵＥ１００に割り当
ててもよい。ｅＮＢ２００は、セルラ通信用の無線リソースのスケジューリングに基づい
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て、セルラ通信に干渉を与えない無線リソース（セルラ通信用の無線リソースのうちセル
ラＵＥに割り当てていない無線リソース）をＵＥ１００に割り当てることができる。なお
、ｅＮＢ２００は、他のＵＥが実行する直接通信に干渉を与えないために、データリソー
スプール内に位置しない無線リソースをＵＥ１００－１に割り当てる。
【０５７４】
　また、ｅＮＢ２００は、時間方向において、高優先データが発生した後にＵＥ１００－
１が選択可能な無線リソース（図５３におけるＰＳＳＣＨ♯２内のデータリソース）より
も前に位置する無線リソースをＵＥ１００－１に割り当てる。具体的には、ｅＮＢ２００
は、ＳＣ期間♯２よりも前のＳＣ期間♯１（ＰＳＳＣＨ♯１の期間）の無線リソースをＵ
Ｅ１００－１に割り当てる。これにより、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００から割り当て
られた無線リソースを用いて、ＳＣ期間♯２よりも前に高優先データをＵＥ１００－２に
送信できる。
【０５７５】
　また、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１にデータリソースプール内に位置しない無線リ
ソースを割り当てる場合、サイドリンク用の無線リソースと同様の配置で無線リソースを
割り当ててもよい。具体的には、ｅＮＢ２００は、時間方向に２リソースブロック（ＲＢ
）であるＰＳＣＣＨ用の制御リソースを割り当ててもよい。また、ｅＮＢ２００は、デー
タが時間方向に４回繰り返し送信されるように、ＰＳＳＣＨ用のデータリソースを割り当
ててもよい。
【０５７６】
　このように、ＵＥ１００－１は、データリソースプール内でデータリソースを自律的に
選択しているにもかかわらず、高優先データが発生した場合には、高優先データが発生し
たことを示す情報（ＳＬ－ＢＳＲ）をｅＮＢ２００に送信する。
【０５７７】
　ステップＳ１２５０において、ｅＮＢ２００は、高優先データのために割り当てた無線
リソースの割当情報をＵＥ１００－２に通知する。ＵＥ１００－１は、無線リソースの割
当情報を受信する。これにより、ＵＥ１００－１は、高優先データのための無線リソース
が割り当てられる。
【０５７８】
　ｅＮＢ２００は、ＤＣＩに基づいて、無線リソースの割当情報をＵＥ１００－１に通知
できる。ｅＮＢ２００は、高優先データのために割り当てた無線リースであることを示す
フラグ情報（例えば、緊急フラグ）と共に無線リソースの割当情報を、上りリンク制御情
報を割り当てるためのＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット０）により、ＵＥ１００－１に通知し
てもよい。ＵＥ１００－１は、フラグ情報に基づいて、受信した無線リソースの割当情報
が高優先データを送信するための無線リソースの割当情報であると把握できる。
【０５７９】
　ステップＳ１２６０において、ＵＥ１００－１は、高優先データを受信するための動作
（受信動作）のトリガとなる受信要求情報をＵＥ１００－２に通知する。ＵＥ１００－１
は、ｅＮＢ２００から割当情報を受信した後に、受信要求情報をＵＥ１００－２に通知で
きる。例えば、ＵＥ１００－１は、割当情報を受信してから所定時間後にＵＥ１００－２
に通知する。所定時間は、タイミングオフセット情報（Ｔｉｍｉｎｇ　ｏｆｆｓｅｔ）と
して無線リソースの割当情報と共にｅＮＢ２００からＵＥ１００－１に通知されてもよい
。所定時間は、予め規定されたタイミング（固定タイミング）であってもよい。例えば、
ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００－１が受信要求情報をＵＥ１００－２に通知可能なタイミン
グを把握している場合、当該タイミングから所定時間（例えば、４サブフレーム）前に割
当情報を通知してもよい。ｅＮＢ２００は、無線リソースの割当情報を受信した後に受信
要求情報を通知するための複数の無線リソースをＵＥ１００－１に通知してもよい。ＵＥ
１００－１は、複数の無線リソースの少なくともいずれかを用いて、受信要求情報をＵＥ
１００－２に通知できる。なお、ＵＥ１００－１は、無線リソースの割当情報を受信する
前に、受信要求情報をＵＥ１００－２に通知してもよい。
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【０５８０】
　ＵＥ１００－２は、例えば、下記に示すように、システム及び同期に関する情報を運搬
する物理サイドリンクブロードキャストチャネル（ＰＳＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｉ
ｄｅｌｉｎｋ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）、近傍サービスにおける同期信号
（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）、及び、近傍サービスにおけるディ
スカバリ信号、の少なくともいずれかに基づいて、受信要求情報をＵＥ１００－２に通知
できる。
【０５８１】
　ＵＥ１００－１は、例えば、受信要求情報を示すフラグ情報をＰＢＳＣＨに含めてもよ
い。例えば、ＵＥ１００－２は、ＰＢＳＣＨに含まれるフラグ情報（１ビット）に基づい
て、受信動作を行う。ＵＥ１００－２は、例えば、フラグ情報が「０」を示す場合、フラ
グ情報を受信要求情報とみなし、受信動作を行う。一方、ＵＥ１００－２は、フラグ情報
が「１」を示す場合、受信動作を行わない。
【０５８２】
　ＵＥ１００－２は、通常の同期信号に含まれる識別情報（ＳＬＳＳ　ＩＤ）とは別の緊
急用の識別情報（ＳＬＳＳ　ＩＤ）を同期信号に含めてもよい。例えば、通常の同期信号
の識別情報（０－３３５）に加えて、緊急用の識別情報（３３６－５１１）を設ける。Ｕ
Ｅ１００－１は、緊急用の識別情報を含む同期信号を送信する。ＵＥ１００－２は、緊急
用の識別情報を含む同期信号を受信した場合に、受信動作を行う。
【０５８３】
　ＵＥ１００－１は、同期信号の送信時間に関する２つのオフセットのうち、ｅＮＢ２０
０からの指示によりセル内で用いられるオフセットと異なるオフセットを用いて、同期信
号を送信してもよい。ＵＥ１００－２は、これまで受信していた同期信号に用いられてい
たオフセットと異なるオフセットが用いられた同期信号を受信した場合に、受信動作を行
う。或いは、ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００から指示されているオフセットと異なるオ
フセットが用いられた同期信号を受信した場合に、受信動作を行う。
【０５８４】
　ＵＥ１００－１は、高優先データが発生したＳＣ期間内で、ディスカバリ信号を送信で
きる場合は、受信要求情報を含むディスカバリ信号を送信してもよい。例えば、ディスカ
バリ信号の送信期間の周期がＳＣ期間（周期）よりも短い場合、ＵＥ１００－１は、ディ
スカバリ信号を送信できる。また、ディスカバリ信号の送信期間が、データリソースの期
間と時間方向において重複する場合、ＵＥ１００－１は、ディスカバリ信号を送信できる
。例えば、「（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｏｆｆｓｅｔ）＝（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
ｏｆｆｓｅｔ）＋（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ／２）」かつ「（Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒｙ　Ｐｅｒｉｏｄ）＝（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）」を満
たす場合、ＵＥ１００－１は、ディスカバリ信号を送信できる。なお、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ　ｏｆｆｓｅｔは、ディスカバリ信号の送信期間の基準値からのオフセット値を示す。
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆｆｓｅｔは、ＳＣ期間の基準値からのオフセット値を
示す。Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄは、ＳＣ期間を示す。
【０５８５】
　ステップＳ１２７０において、ＵＥ１００－２は、受信要求情報の受信に応じて、高優
先データを受信するための受信動作を開始する。ＵＥ１００－２は、所定の周波数帯（キ
ャリア）の全てをＰＳＣＣＨ領域とみなして、受信動作（モニタ）を行う。所定の周波数
帯は、予め設定された固定値であってもよい。或いは、受信要求情報に所定の周波数帯を
示す情報が含まれていてもよい。ＵＥ１００－２は、ｅＮＢ２００のセル内に位置する場
合に、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ）又はユニキャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メ
ッセージ）によりｅＮＢ２００から所定の周波数帯を示す情報を受信していてもよい。
【０５８６】
　ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信してから所定時間経過するまで、受信動作を行
ってもよい。ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信してから受信動作の停止を要求する
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停止情報をＵＥ１００－１から受信するまで、受信動作を行ってもよい。或いは、ＵＥ１
００－２は、指定された個数の情報（パケット）を受信するまで、受信動作を行ってもよ
い。ＵＥ１００－２は、ＵＥ１００－１からＳＣＩ及び／又はデータを受信するまで、受
信動作を行ってもよい。ＵＥ１００－２は、受信動作に関する情報（いずれの受信動作を
実行するかの情報など）をｅＮＢ２００は、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ）又はユ
ニキャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メッセージ）によりｅＮＢ２００から受信してもよい
。或いは、受信要求情報に受信動作に関する情報が含まれていてもよい。或いは、ＵＥ１
００－２は、予め設定された情報（固定）に基づいて、受信動作を実行してもよい。
【０５８７】
　ステップＳ１２８０において、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの無線リソースの
割当情報に基づいて、高優先データを送信するためのデータリソースを通知するためのＳ
ＣＩを送信する。なお、本実施形態において、ｅＮＢ２００からの無線リソースの割当情
報は、高優先データを送信するためのデータリソースだけでなく、ＳＣＩを送信するため
の制御リソースを含む。
【０５８８】
　ＵＥ１００－２は、受信したＳＣＩに基づいて、高優先データの送信に用いられるデー
タリソースを把握する。ＵＥ１００－２は、ＳＣＩ及び／又はデータを受信した場合、受
信動作を終了する。
【０５８９】
　ステップＳ１２９０において、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの無線リソースの
割当情報に基づいて、高優先データを送信する。ＵＥ１００－２は、ＳＣＩに含まれるデ
ータリソースに基づいて、高優先データを受信する。
【０５９０】
　ここで、ＵＥ１００－１は、高優先データよりも優先度が低い通常データを送信してい
る場合、通常データよりも高優先データを優先的に送信する。ＵＥ１００－１は、切りが
良いところで通常データの送信を中断し、高優先データの送信を開始してもよい。例えば
、ＵＥ１００－１は、通常データに対応するに対応するパケットの再送（４回繰り返し送
信）が完了していない場合、パケットの再送が完了してから、高優先データの送信を開始
してもよい。
【０５９１】
　或いは、ＵＥ１００－１は、通常データの送信をすぐに中断し、高優先データの送信を
開始してもよい。例えば、ＵＥ１００－１は、通常データのパケットの再送が完了してい
ない場合であっても、高優先データの送信を開始してもよい。この場合、ＵＥ１００－１
は、通常データの送信を中断した旨をＵＥ１００－２に通知してもよい。これにより、Ｕ
Ｅ１００－２は、途中まで受信した通常データを破棄せずに保持する。ＵＥ１００－２は
、通常データの送信を中断した旨をＵＥ１００－１から受信しない場合には、途中まで受
信した通常データを破棄してもよい。ＵＥ１００－１は、再送が完了していない場合には
、高優先データの送信が完了した後に、再送を開始してもよい。ＵＥ１００－１は、通常
データの送信を中断した旨をＵＥ１００－２に通知していない場合、再送が完了していな
いパケットを新たなパケットとして送信してもよい。
【０５９２】
　ＵＥ１００－１は、中断した通常データの送信を再開するタイミング（Ｒｅｓｕｍｅ　
Ｔｉｍｉｎｇ）及び／又は期間（Ｒｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄ）をＵＥ１００－２に通知
してもよい。Ｒｅｓｕｍｅ　Ｔｉｍｉｎｇは、通常データの送信を中断したＳＣ期間内で
、通常データの送信を再開する場合のＰＳＣＣＨ時間リソースを指定する情報である。Ｒ
ｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄは、通常データの送信を中断したＳＣ期間より後に、通常デー
タの送信を再開する場合の期間を指定する情報である。ＵＥ１００－２は、Ｒｅｓｕｍｅ
　Ｔｉｍｉｎｇ及び／又はＲｅｓｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄに基づいて、通常データの受信を
再開する。
【０５９３】
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　なお、ＵＥ１００－１は、ｅＮＢ２００からの指示に基づいて、高優先データを送信す
る前に通常データのパケットの再送を完了するか否かを判断してもよい。例えば、ｅＮＢ
２００は、無線リソースの割当情報を含むＤＣＩに中断フラグ情報（Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ
　ｆｌａｇ）を含めてもよい。中断フラグ情報が「Ｔｒｕｅ」を示す場合、ＵＥ１００－
１は、パケットの再送を完了しなくても、高優先データを送信する。一方、中断フラグ情
報が「Ｆａｌｓｅ」を示す場合、ＵＥ１００－１は、パケットの再送が完了した後に、高
優先データを送信する。なお、ＤＣＩに、Ｒｅｓｕｍｅ　Ｔｉｍｉｎｇ及び／又はＲｅｓ
ｕｍｅ　Ｐｅｒｉｏｄの情報が含まれていてもよい。
【０５９４】
　なお、ＵＥ１００－１は、１つのキャリア内でマルチクラスタ送信が許可されている場
合には、データリソースプール内のデータリソースを用いて未送信のパケットを送信しつ
つ、高優先データを送信してもよい。
【０５９５】
　以上によれば、ＵＥ１００－１は、高優先データが発生した場合、高優先データが発生
したＳＣ期間内で高優先データを送信可能である。これにより、ＵＥ１００－１は、直接
通信により適切にデータを送信可能である。また、ｅＮＢ２００が、直接通信用の無線リ
ソースプール内に位置しない無線リソースを割り当てるため、セルラ通信及び直接通信に
干渉を与えることを抑制できる。
【０５９６】
　［その他の実施形態］
　上述において、ＵＥ１００－１がリレーＵＥであり、ＵＥ１００－２～１００－４がリ
モートＵＥであるケースを説明したが、これに限られない。リレーＵＥでないＵＥ１００
－１が、複数のＵＥ１００のそれぞれにデータを送信するケース（例えば、図７参照）に
、上述の各実施形態の内容が適用されてもよい。
【０５９７】
　上述した第１実施形態の「（Ａ２）第２の方法」において、上述の第３実施形態で説明
したように、ＳＬグラント（ＤＣＩ）の通知タイミングによってインデックスが指定され
てもよい。このように、上述した第１から第３実施形態の各動作は、適宜組み合わせて実
行可能である。
【０５９８】
　上述において、複数のＳＣＩの割り当てを時間方向で衝突しないように割り当てを選択
している形態を説明した。以下において、複数のＳＣＩを周波数方向で連続的な無線リソ
ース（ＰＲＢ：物理リソースブロック）で送信する場合について、記述する。
【０５９９】
　複数のＳＣＩを周波数方向に連続的なＰＲＢで送信する場合、受信ＵＥがいくつのＳＣ
Ｉが連続ＰＲＢで送信されているかを知る必要がある。なお、現状では、１ＰＲＢで割り
当てが行われる前提下で、受信ＵＥは受信処理を行う。
【０６００】
　第１の方法としては、受信ＵＥ側が複数のパターンを想定し、想定されるパターン数の
受信処理を行う方法がある。受信ＵＥは、想定されるパターン数の受信処理を行うことで
、周波数方向に連続する複数のＳＣＩを受信することが出来る。
【０６０１】
　パターン数によっては、処理量が膨大になる可能性があるため、パターン数を極力減ら
すことが好ましい。パターン数を減らす方法としては、ＳＣＩの周波数方向連続ＰＲＢ割
り当て数を限定し、及び／又は、割り当て領域を限定する方法がある。例えば、ＳＣＩ連
続割り当て数を１、２、３に限定し、割り当て領域を図５４のように限定する。図５４に
示すように、ＳＣＩ連続割当数が大きいほど、割り当て領域が小さくなる。
【０６０２】
　第２の方法としては、ＳＣＩを送信するためのリソースプールに、周波数方向に連続し
て割り当てられるＰＲＢの数（以下、連続ＰＢＲ数）を紐付けることによって、連続ＰＢ
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Ｒ数を固定する方法がある。送信ＵＥは、リソースプールに紐付けられた固定数（連続Ｐ
ＢＲ数）を満たすように、周波数方向に連続するＰＲＢを用いて、複数のＳＣＩを送る。
受信ＵＥは、リソースプールに紐付けられた固定数（連続ＰＢＲ数）の数に対応する複数
のＳＣＩが、周波数方向に連続するＰＢＲを用いて送られてくることを想定して、受信処
理を行う。
【０６０３】
　ここで、リソースプールに紐付けられた固定数と、送りたいＳＣＩ数が違った場合、送
信ＵＥが、送りたいＳＣＩの数と固定数とを合わせるために、無駄な情報を入れなければ
いけない可能性がある。
【０６０４】
　このような場合、送信ＵＥは、他のＳＣ－Ｐｅｒｉｏｄを指定した新たなＳＣＩを送る
方法が考えられる。図５５に示すように、他のＳＣ－Ｐｅｒｉｏｄ又は他のリソースプー
ルを指定することで、効率的なリソース利用が可能になる。
【０６０５】
　図５６には、他のＳＣ－Ｐｅｒｉｏｄを指定するＳＣＩ送信フォーマットを記述する。
「ｐｅｒｉｏｄＩｎｄｉｃａｔｏｒＦｉｅｌｄ」がＳＣ－Ｐｅｒｉｏｄを指定するパラメ
ータである。このＳＣＩが、送られているＳＣ－Ｐｅｒｉｏｄからの差分である。
【０６０６】
　図５７には、新たなリソースプールコンフィグパラメータを記述する。ｎｕｍＭｕｌｐ
ｌｅＳＣＩｓが周波数方向連続ＰＲＢで送信するＳＣＩ数である。
【０６０７】
　第３の方法としては、ＯＦＤＭ信号を用いて送信を行う方法がある。Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃ
ａｒｒｉｅｒ送信にあった制限はなくなるため、周波数方向連続及び不連続ＰＲＢで送信
が可能になる。
【０６０８】
　第４の方法としては、複数クラスタ送信を行う方法がある。Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉ
ｅｒ送信にあった制限はなくなり、周波数方向連続及び不連続ＰＲＢで送信が可能になる
。なお、複数クラスタ送信とは、周波数方向に連続したＰＢＲの割り当てを１クラスタと
し、そのクラスタを同タイミングで複数送信する方法である。
【０６０９】
　上記の第１から第４の方法は、複数を組み合わせて実施されてもよい。
【０６１０】
　複数のＳＣＩを周波数方向で連続的なＰＲＢで送信できる場合、図５８に示すように、
送信ＵＥは、複数の宛先（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ１～４）のそれぞれにデータを送信す
るための複数の無線リソースが周波数方向に連続的にするように、データ送信用の複数の
無線リソースを選択できる。図５９に示すように、周波数方向に連続的なＰＲＢでデータ
を送信する場合、送信されるデータは、周波数方向に連続的なＰＲＢで送られる複数のＳ
ＣＩから選択される。受信ＵＥは、受信した複数のＳＣＩから周波数方向に連続的なＰＲ
Ｂに割り当てられるデータ領域の情報を取得し、受信処理を行う。受信ＵＥは、受信処理
を行ったデータにおいて、自身のＤｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ宛てのデータ以外のデー
タを破棄する。
【０６１１】
　上述した第７実施形態の変更例１，２では、ＵＥ１００－１が候補端末の宛先識別子を
候補端末に予め通知するケースを説明したが、これに限られない。例えば、ＵＥ１００－
３は、自身が候補端末であると認識している場合には、ＳＣＩに自身の宛先識別子が含ま
れない場合であっても、ＳＣＩに含まれる割当情報に基づいて、パケットを受信してもよ
い。なお、ＵＥ１００－３は、例えば、公衆安全のためのＵＥである場合に、自身が候補
端末であると認識する。また、ＵＥ１００－３は、（アプリケーションレベルで認識可能
な）重要なＵＥである場合、ＵＥ１００－１から所定時間パケットを受信していない場合
、及び、ＵＥ１００－１から所定時間内にパケットを受信している場合の少なくともいず



(70) JP 6295377 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

れかの場合に、自身が候補端末であると認識してもよい。ＵＥ１００－３は、最後にパケ
ットを受信してから所定時間測定するためのタイマを保持していてもよい。
【０６１２】
　上述において、ＵＥ１００－１内で高優先データが発生していたが、これに限られない
。ネットワーク側で高優先データが発生した場合に、上述の動作が実行されてもよい。例
えば、リモートＵＥであるＵＥ１００－２へ送信すべき高優先データがネットワーク側で
発生したケースにおいて、上述の動作が実行されてもよい。
【０６１３】
　上述した第９実施形態では、セルラ通信と直接通信との間に優先関係があるケースを説
明したが、これに限られない。例えば、セルラ通信と直接通信と直接ディスカバリとの間
に優先関係があるケースにおいても、ＵＥ１００及びｅＮＢ２００は、上述と同様の動作
を実行してもよい。
【０６１４】
　例えば、直接ディスカバリ用のリソースプールが設定されたキャリア（直接ディスカバ
リ用キャリア）だけでなく、直接ディスカバリ用のリソースプールが設定されたキャリア
（直接通信用キャリア）に優先度が関連付けられている場合、ＵＥ１００－２は、キャリ
アに対応付けられた優先度（及び自身の受信チェイン数）に基づいて、モニタを行っても
よい。
【０６１５】
　また、ｅＮＢ２００は、直接ディスカバリ用キャリアも考慮して、第３優先度情報（キ
ャリアと優先度との関連付け）を決定してもよい。例えば、ｅＮＢ２００は、「セルラ通
信（ＤＬ）＞直接通信＞直接ディスカバリ」の条件がある場合に、直接ディスカバリ用キ
ャリアの優先度が、直接通信用のキャリアの優先度を超えないように、各キャリアに優先
度を付けたり、第３優先度情報を決定したり、ＵＥ１００に設定するキャリアを決定して
もよい。
【０６１６】
　なお、ＵＥ１００及びｅＮＢ２００は、例えば、以下の条件のいずれかが規定されてい
る場合にも、キャリア（及び／又はリソースプール）の優先度を考慮して、上述と同様の
動作を実行してもよい。
【０６１７】
　・「直接通信＝直接ディスカバリ」
　・「直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉ
ｔｙ）＞直接ディスカバリ」
　・「直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉ
ｔｙ）＝直接ディスカバリ」
　・「直接通信＞直接ディスカバリ（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバ
リ（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」
　・「直接通信＝直接ディスカバリ（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバ
リ（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」
　・「直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉ
ｔｙ）＞直接ディスカバリ（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバリ（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」
　・「直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉ
ｔｙ）＝直接ディスカバリ（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバリ（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」
　・「直接通信（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバリ（Ｈｉｇｈ　Ｐｒ
ｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接通信（Ｌｏｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）＞直接ディスカバリ（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｉｏｐｒｉｔｙ）」
【０６１８】
　上述において、ＵＥ１００－１がセルのカバレッジ内に位置し、ＵＥ１００－２がセル
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のカバレッジ外に位置するケース（いわゆる、部分的カバレッジ（Ｐａｒｔｉａｌ　Ｃｏ
ｖｅｒａｇｅ））を想定していたが、これに限られない。ＵＥ１００－１及びＵＥ１００
－２の両方がセルのカバレッジ内に位置するケースにおいて、上述の動作が実行されても
よい。
【０６１９】
　上述において、通常の優先度のデータを送信するために、ＵＥ１００－１が、設定され
たリソースプールを用いて自律的に制御リソース及びデータリソースを選択していたが、
ｅＮＢ２００が、直接通信用のリソースプールから、ＵＥ１００－１に制御リソース及び
データリソースを割り当ててもよい。ｅＮＢ２００は、高優先データが発生した場合に、
例えば、次の制御リソースプールよりも時間的に前に位置し、かつ、直接通信用のリソー
スプールの外に位置する無線リソースをＵＥ１００－１に割り当てることができる。なお
、ｅＮＢ２００が、制御リソース（及びデータリソース）を割り当てる場合であっても、
制御リソースプールが時間方向に間隔をおいて配置されている場合には、高優先データの
遅延が発生する可能性がある。従って、ｅＮＢ２００が、高優先データが発生した後に配
置される制御リソースプールよりも時間的に前に位置する無線リソースをＵＥ１００－１
に割り当てることは有効である。
【０６２０】
　また、ｅＮＢ２００は、直接通信用のデータリソースプール内に位置し、かつ、次の制
御リソースプールよりも時間的に前に位置する無線リソースを制御情報用及びデータ通信
用の無線リソースとしてＵＥ１００に割り当ててもよい。例えば、ｅＮＢ２００は、当該
データリソースプールを用いて直接通信を行っているＵＥ数が少ない場合には、干渉が発
生する可能性が低いため、直接通信用のデータリソースプール内に位置する無線リソース
を高優先データのための無線リソースとしてＵＥ１００に割り当ててもよい。
【０６２１】
　上述において、ＵＥ１００－１内で高優先データが発生していたが、これに限られない
。ネットワーク側で高優先データが発生した場合に、上述の動作が実行されてもよい。例
えば、リモートＵＥであるＵＥ１００－２へ送信すべき高優先データがネットワーク側で
発生したケースにおいて、上述の動作が実行されてもよい。この場合、ｅＮＢ２００は、
ＵＥ１００－１から高優先データの発生を示す情報を受信せずに、ＵＥ１００－１に対し
て、高優先データのための無線リソースの割当情報を送信する。
【０６２２】
　上述において、ＵＥ１００－１は、高優先データの発生を示す情報として、ＳＬ－ＢＳ
ＲをｅＮＢ２００に送信していたが、これに限られない。ＵＥ１００－１は、高優先デー
タのための無線リソースの割り当て要求を（例えば、ＳＬＵＥＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメ
ッセージ）ｅＮＢ２００に送信してもよい。ｅＮＢ２００は、無線リソースの割り当て要
求の受信に応じて、無線リソースの割当情報をＵＥ１００－１に送信してもよい。
【０６２３】
　上述において、ＵＥ１００－１は、高優先データの送信に用いられるデータリソースの
位置を通知するためのＳＣＩを送信していたが、これに限られない。ＵＥ１００－１は、
ＳＣＩを送信せずに、高優先データを送信してもよい。ＵＥ１００－１は、高優先データ
のためのＳＣＩに対応する情報を受信要求情報に含めてもよい。或いは、ＵＥ１００－１
は、ｅＮＢ２００のセル内に位置する場合に、ブロードキャスト（例えば、ＳＩＢ）又は
ユニキャスト（例えば、ＲＲＣ再設定メッセージ）により高優先データのためのＳＣＩに
対応する情報を受信してもよい。ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信した場合、ＳＣ
Ｉに対応する情報に基づいて、高優先データを受信するための動作を実行できる。また、
ＵＥ１００－２は、予め設定された情報（固定）に基づいて、受信動作を実行してもよい
。或いは、ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信した後、高優先データが送信され得る
全ての無線リソース（データリソースプールに位置しない無線リソースを含む）をモニタ
してもよい。ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信してから所定時間経過するまで、モ
ニタを行ってもよい。ＵＥ１００－２は、受信要求情報を受信してから受信動作の停止を
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ＵＥ１００－２は、指定された個数の情報（パケット）を受信するまで、モニタを行って
もよい。
【０６２４】
　上述した各実施形態では、移動通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが
、ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本発明を
適用してもよい。
【０６２５】
　［付記］
　この付記では、ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーのためのＰｒｏＳｅ直接通信へのエン
ハンスメントを検討する。
【０６２６】
　（１）ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーのレイテンシ要件
　ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーのユースケースの一つは、グループ通信サービスであ
る。グループ通信サービス実現要因（ＧＣＳＥ：Ｇｒｏｕｐ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｅｎａｂｌｅｒ）は、以下に示すパフォーマンス要件を有する。Ｕ
Ｅ－ｔｏ－ネットワークリレー動作は、ＧＣＳＥレイテンシ要件を満たすことが要求され
るべきである。
【０６２７】
　・ＵＥが係属中のグループ通信へ参加するために要求したときから、グループ通信を受
信する時間までの時間は、３００ｍｓ以下であるべきである。
【０６２８】
　・グループ通信のためのメデイアトランスポートに関する端末相互間遅延（ｅｎｄ　ｔ
ｏ　ｅｎｄ　ｄｅｌａｙ）は、１５０ｍｓ以下であるべきである。
【０６２９】
　ＧＣＳＥシステムは、並行して複数の異なるグループの通信をサポートすべきである。
基本的に、１つのＵＥは、同時に１以上の異なるグループ通信セッションをサポートでき
なければならない。全てのグループは、ＧＣＳＥレイテンシ要件を満たすべきである。
【０６３０】
　見解１：ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーレイテンシは、ＧＣＳＥレイテンシ要件を満
たすべきである。
【０６３１】
　（２）ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーのレイテンシ問題
　ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーを用いたときの端末相互間遅延が分析された。以下の
表は、メディアデリバリーのためのユニキャストベアラを用いたときのメディアトランス
ポートに関する端末相互間遅延である（表１）。ピリオド１及び５は、Ｄ２Ｄリンクレイ
テンシの評価結果である。ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリンクレイテンシは、最小一方向伝
送を想定する。
【０６３２】
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【表１】

【０６３３】
　現在のＲｅｌ－１２仕様は、１つのＳＣ期間内で１つのＳＣＩ送信に制限されている。
モード１では、サイドリンクグラントが受信されたサブフレームの少なくとも４サブフレ
ーム後にスタートする最初に利用可能なＳＣ期間の開始するサブフレームで生じ、設定（
コンフィグ）されるべきサイドリンクグラントである受信したサイドリンクグラント（す
なわち、ＤＣＩフォーマット５）は、同じＳＣ期間に生じて前に設定されたサイドリンク
グラントを書き換える。モード２では、サイドリンクグラントは、上位レイヤにより設定
（コンフィグ）されたリソースプールから選択される。
【０６３４】
　リレーＵＥは、複数のグループへ中継するためのトラフィックを有する場合、ＳＣ期間
×（グループの数－１）の間、データ送信が遅延する（図６０参照）。その結果、４より
多いグループがリレーＵＥの制御下である場合、いくつかのグループは、ＧＣＳＥレイテ
ンシ要件を満たすことができない（５６ｍｓ×３＝１６８ｍｓ＞１５０ｍｓ）。
【０６３５】
　提案１：Ｒｅｌ－１３は、１つのＳＣ期間内で複数のＳＣＩ送信をサポートすべきであ
る。
【０６３６】
　（３）ＵＥ－ｔｏ－ネットワークリレーに関するＤ２Ｄ通信へのエンハンスメント
　考慮可能である複数のＳＣＩに関して、以下の３つのオプションが利用可能である。
【０６３７】
　　・オプション１：ＳＣ期間内で異なる送信先グループそれぞれへの複数のＳＣＩ（図
６１）
　　・オプション２：ＳＣ期間内で異なる送信先グループそれぞれへのデータリソースを
示す１つのＳＣＩ（図６２）
　　・オプション３：複数の送信先グループのための複数のＴＸリソースプール（図６３
）
　これらのオプションに関して、モード１とモード２の両方を考察する。
【０６３８】
　（３．１）モード１の考察
　（３．１．１）オプション１
　ｅＮＢは、ＤＣＩフォーマット５で１つのＳＣＩ　ＴＸリソースを示す。オプション１
が適用される場合、複数のＰＳＣＣＨ及びＰＳＳＣＨリソースを示すためのエンハンスメ
ントが必要である。
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【０６３９】
　オプション１は、現在の仕様内の同じＳＣＩフォーマット０を用いることができるので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥへの影響なし。
【０６４０】
　（３．１．２）オプション２
　ｅＮＢは、ＤＣＩフォーマット５で１つのＳＣＩ　ＴＸリソースを示す。オプション２
が適用される場合、複数のＰＳＣＣＨ及びＰＳＳＣＨリソースを示すためのエンハンスメ
ントが必要である。ＳＣＩフォーマット０は、１つのＬ１－送信先ＩＤ（Ｌ１－Ｄｅｓｔ
ｉｎａｔｉｏｎ　ＩＤ）を示す。オプション２が適用される場合、複数のＬ１－送信先Ｉ
Ｄを示すためのエンハンスメントが必要である。
【０６４１】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ／ＬＣＩＤが、複数の送信先を示す場合、現在の仕様でＬ１－送信先Ｉ
Ｄをフィルタするために、多重化されたグループは同じＬ１－送信先ＩＤのみ可能である
。
【０６４２】
　オプション２は、新たなＳＣＩフォーマット／ＭＡＣ　ＰＤＵ／ＬＣＩＤが必要なので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥに関して下位互換性なし。
【０６４３】
　（３．１．３）オプション３
　ｅＮＢは、ＤＣＩフォーマット５で１つのＳＣＩ　ＴＸリソースを示す。オプション３
が適用される場合、各ＴＸリソースプールにおいて複数のＰＳＣＣＨ及びＰＳＳＣＨリソ
ースを示すためのエンハンスメントが必要である。
【０６４４】
　ＵＥが新たな送信先を追加した場合、ｅＮＢは、新たなＴＸリソースプールを設定すべ
きである。
【０６４５】
　複数のＴＸリソースプールをモニタすることがＵＥに要求されるので、受信ＵＥ消費電
力が増加する。
【０６４６】
　オプション３は、オプション１及びオプション２の両方と比較して、遅延の増加の可能
性がある。
【０６４７】
　オプション３は、現在の仕様内の同じＳＣＩフォーマット０を用いることができるので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥへの影響なし。
【０６４８】
　（３．２）モード２の考察
　（３．２．１）オプション１
　ＵＥは、上位レイヤにより設定されたリソースプールからＳＣＩ　ＴＸリソースをラン
ダムに選択する。ランダム関数は、許可された選択のそれぞれが等しい確立で選ばれ得る
ようなものであるべきである。オプション１が適用される場合、時間領域でのリソース衝
突を避けるために、リソース選択が制限される必要がある。
【０６４９】
　ＴＸリソースプールが複数のリレーＵＥで共有される場合、オプション１を用いる場合
、リソース衝突の増加の可能性がある。
【０６５０】
　オプション１は、現在の仕様内の同じＳＣＩフォーマット０を用いることができるので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥへの影響なし。
【０６５１】
　（３．２．２）オプション２
　ＳＣＩフォーマット０は、１つのＬ１－送信先ＩＤを示す。オプション２が適用される
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場合、複数のＬ１－送信先ＩＤを示すためのエンハンスメントが必要である。
【０６５２】
　ＭＡＣ　ＰＤＵ／ＬＣＩＤが、複数の送信先を示す場合、現在の仕様でＬ１－送信先Ｉ
Ｄをフィルタするために、多重化されたグループは同じＬ１－送信先ＩＤのみ可能である
。
【０６５３】
　オプション２は、新たなＳＣＩフォーマット／ＭＡＣ　ＰＤＵ／ＬＣＩＤが必要なので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥに関して下位互換性なし。
【０６５４】
　（３．２．３）オプション３
　ＵＥが新たな送信先を追加した場合、ｅＮＢは、新たなＴＸリソースプールを設定すべ
きである。
【０６５５】
　複数のＴＸリソースプールをモニタすることがＵＥに要求されるので、受信ＵＥ消費電
力が増加する。
【０６５６】
　オプション３は、オプション１及びオプション２の両方と比較して、遅延の増加の可能
性がある。
【０６５７】
　オプション３は、現在の仕様内の同じＳＣＩフォーマット０を用いることができるので
、Ｒｅｌ－１２　Ｄ２Ｄ　ＵＥへの影響なし。
【０６５８】
【表２】

【０６５９】
　上述の表は、考察結果の要約である（表２）。
【０６６０】
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　上述の検討のように、標準化への影響及び下位互換性の観点から、オプション１が、オ
プション２及びオプション３の両方より好ましいと考える。
【０６６１】
　提案２：Ｒｅｌ－１３は、１つのＳＣ期間内で異なる送信先グループそれぞれへの複数
のＳＣＩをサポートすべきである。
【０６６２】
　なお、米国仮出願第６２／１６２２５６号（２０１５年５月１５日出願）、日本国特許
出願第２０１５－１０５８８１号（２０１５年５月２５日出願）、日本国特許出願第２０
１５－１５００８１号（２０１５年７月２９日出願）、日本国特許出願第２０１５－１５
０１７１号（２０１５年７月２９日出願）、及び、日本国特許出願第２０１５－１５０１
７２号（２０１５年７月２９日出願）の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれ
ている。

【図１】 【図２】

【図３】



(77) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(78) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(79) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(80) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(81) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】



(82) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(83) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(84) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(85) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】



(86) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(87) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図４４】 【図４５】

【図４６】 【図４７】



(88) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図４８】 【図４９】

【図５０】 【図５１】



(89) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図５２】 【図５３】

【図５４】 【図５５】



(90) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図５６】 【図５７】

【図５８】 【図５９】



(91) JP 6295377 B2 2018.3.14

【図６０】 【図６１】

【図６２】 【図６３】



(92) JP 6295377 B2 2018.3.14

10

20

30

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  特願2015-150172(P2015-150172)
(32)優先日　　　　  平成27年7月29日(2015.7.29)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)
(31)優先権主張番号  特願2015-150171(P2015-150171)
(32)優先日　　　　  平成27年7月29日(2015.7.29)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)

早期審査対象出願

(72)発明者  藤代　真人
            京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地　京セラ株式会社内

    審査官  望月　章俊

(56)参考文献  Qualcomm Incorporated，eNB resource allocation for D2D broadcast communication[online]
              ，  3GPP TSG-RAN WG2♯85bis    R2-141685，インターネット＜URL:http://www.3gpp.org/ftp/
              tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_85bis/Docs/R2-141685.zip＞，２０１４年　３月３１日
              LG Electronics Inc.，Discussion on Buffer Status Reporting Procedure[online]，  3GPP T
              SG-RAN WG2#61    R2-081084，インターネット＜URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL
              2/TSGR2_61/Docs/R2-081084.zip＞，２００８年　２月１１日
              Samsung，Priority handling for D2D communication[online]，  3GPP TSG-RAN WG1#80b    R1
              -151615，インターネット＜URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_80b/Docs/R1
              -151615.zip＞，２０１５年　４月２０日
              ITL Inc.，Corrections on unexpected Sidelink BSR transmission[online]，  3GPP TSG-RAN 
              WG2#89bis    R2-151365，インターネット＜URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TS
              GR2_89bis/Docs/R2-151365.zip＞，２０１５年　４月２０日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ４／００－Ｈ０４Ｗ９９／００
              Ｈ０４Ｂ７／２４－Ｈ０４Ｂ７／２６
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

