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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ノード（１１０，１３０）において実行される、Ｄ２Ｄ（device-to-device）ディ
スカバリシグナリングのためのリソースを割り当てる方法であって、
　それぞれのセル又はクラスタ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースの
セットを、少なくとも１つの別の無線ノード（１３０´）から受信すること（Ｓ１）と、
　受信される前記リソースのセットに少なくとも基づいて、前記無線ノードにより制御さ
れるエリアの範囲内で、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングの送信のためにリソースを割り
当てること（Ｓ２）と、
　前記無線ノードにより制御される無線デバイスへ、前記無線ノード（１１０，１３０）
により定義されるセル（Ｃ１）又はクラスタ内の及び少なくとも別のセル（Ｃ２）又はク
ラスタ内の、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられたそれぞれのリソー
スを示すメッセージ（Ｐ０１）を送信すること（Ｓ３）と、
　を含み、
　前記メッセージにより示される前記少なくとも別のセル（Ｃ２）又はクラスタ内のＤ２
Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられた前記リソースは、前記無線デバイス
によりモニタリングされるべきリソースを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記受信するステップ（Ｓ１）は、少なくとも１つの他の無線ノードと、Ｄ２Ｄディス
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カバリシグナリングのためのリソースを交渉すること（Ｓ１ａ）、を含み、それにより、
異なる複数のセル又はクラスタ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースの
時間及び／又は周波数における重複が増加される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信するステップ（Ｓ１）は、少なくとも１つの他の無線ノードと、Ｄ２Ｄディス
カバリシグナリングのためのリソースを交渉すること（Ｓ１ａ）、を含み、それにより、
異なる複数のセル又はクラスタ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースの
時間及び／又は周波数における重複が減少される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージは、前記無線ノード（１１０，１３０）により定義されるセル（Ｃ１）
又はクラスタについての少なくとも１つの識別子を含む、請求項１～３のいずれかに記載
の方法。
【請求項５】
　前記リソースは、無線リソース、リソースブロック、サブフレーム又はサブチャネルで
ある、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記無線ノード（１１０，１３０）は、Ｄ２Ｄ通信において１つ以上の他の無線デバイ
ス（１２０，１４０）を制御する権限を伴う無線デバイス（１１０）であり、前記方法は
、
　割り当てられた前記リソースを用いて、Ｄ２Ｄディスカバリメッセージを無線デバイス
へ送信すること（Ｓ４）、
　をさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記割り当てるステップ（Ｓ２）は、無線フレームごとの基準で周期的に発生するリソ
ースを割り当てること、を含む、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　無線ノード（１１０，１３０）において実行された場合に、前記無線ノード（１１０，
１３０）に、請求項１～７のいずれかにおける方法を実行させる、コンピュータプログラ
ムコードを含むコンピュータプログラム。
【請求項９】
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）デバイス（１２０，１４０）において実行される、Ｄ２
Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースを取得する方法であって、
　無線ノード（１１０，１３０）から、前記無線ノード（１１０，１３０）により制御さ
れる無線デバイスへのＤ２Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられるリソース
を示すメッセージ（Ｐ０１）を受信すること（Ｓ１１）と、
　前記メッセージは、前記無線ノード（１１０，１３０）により定義されるセル（Ｃ１）
又はクラスタ及び別の無線ノード（１３０´）により定義される別のセル（Ｃ２）又はク
ラスタの各々における、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためのそれぞれのリソースを
示すことと、
　示された前記Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースを利用すること（Ｓ１
３）と、
　を含み、
　前記利用するステップ（Ｓ１３）は、前記メッセージにより示される前記少なくとも別
のセル（Ｃ２）又はクラスタ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースをモ
ニタリングすること、をさらに含む、
　方法。
【請求項１０】
　前記利用するステップ（Ｓ１３）は、示された前記リソースを用いて第２のメッセージ
を受信すること（Ｐ０２）、をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記利用するステップ（Ｓ１３）は、受信される前記メッセージにおいて提供される前
記リソースを用いて第３のメッセージを送信すること（Ｐ０３）、をさらに含む、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２及び第３のメッセージは、時間分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、符号分割多重
アクセス（ＣＤＭＡ）、又は周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）により分離される、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　示された少なくとも１つのリソースをモニタリング用に選択すること（Ｓ１２）、
　をさらに含む、請求項１０～１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　受信される前記メッセージに含まれる情報を用いて、前記Ｄ２Ｄデバイス（１２０，１
４０）の不連続受信（ＤＲＸ）サイクルを決定すること（Ｓ１４）、
　をさらに含む、請求項１０～１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）デバイス（１２０，１４０）において実行された場合に
、前記Ｄ２Ｄデバイスに、請求項９～１４のいずれかにおける方法を実行させる、コンピ
ュータプログラムコードを含むコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　Ｄ２Ｄ（device-to-device）ディスカバリシグナリングのためのリソースを割り当てる
ように構成される無線ノード（１１０，１３０）であって、
　送信機（４２０）と、
　受信機（４３０）と、
　処理回路（４１０）と、
　を備え、前記処理回路（４１０）は、無線ノード（１１０，１３０）に、
　それぞれのセル又はクラスタ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースの
セットを、少なくとも１つの別の無線ノード（１３０´）から前記受信機を用いて受信（
Ｓ１）させ、
　受信される前記リソースのセットに基づいて、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのため
にリソースを割り当て（Ｓ２）させ、
　前記無線ノードにより制御される無線デバイスへ、前記無線ノード（１１０，１３０）
により定義されるセル（Ｃ１）又はクラスタ内の及び少なくとも別のセル（Ｃ２）又はク
ラスタ内の、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられたリソースを示すメ
ッセージを、前記送信機を用いて送信させる、
　ように構成され、
　前記メッセージにより示される前記少なくとも別のセル（Ｃ２）又はクラスタ内のＤ２
Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられた前記リソースは、前記無線デバイス
によりモニタリングされるべきリソースを含む、
　無線ノード（１０１）。
【請求項１７】
　前記無線ノード（１１０，１３０）は、無線ネットワークノード（１３０）である、請
求項１６に記載の無線ノード。
【請求項１８】
　前記無線ノード（１１０，１３０）は、Ｄ２Ｄディスカバリ通信において１つ以上の他
の無線デバイス（１２０，１４０）を制御する権限を伴う無線デバイス（１１０）である
、請求項１６又は１７に記載の無線ノード。
【請求項１９】
　Ｄ２Ｄ（device-to-device）ディスカバリシグナリングのためのリソースを取得するよ
うに構成される無線デバイス（１２０，１４０）であって、
　送信機（５２０）と、
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　受信機（５３０）と、
　処理回路（５１０）と、
　を備え、前記処理回路（５１０）は、前記無線デバイス（１２０，１４０）に、
　無線ノード（１１０，１３０）から、前記無線ノード（１１０，１３０）により制御さ
れる無線デバイスへのＤ２Ｄディスカバリシグナリングのために割り当てられるリソース
を示すメッセージを、前記受信機（５３０）を用いて受信させ、
　示された前記Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースを、前記受信機（５３
０）及び／又は前記送信機（５２０）を用いて利用させる、
　ように構成され、
　前記メッセージは、前記無線ノード（１１０，１３０）により定義されるセル（Ｃ１）
又はクラスタ及び別の無線ノード（１３０´）により定義される別のセル（Ｃ２）又はク
ラスタの各々における、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためのそれぞれのリソースを
示し、
　前記無線デバイスは、前記メッセージにより示される前記別のセル（Ｃ２）又はクラス
タ内のＤ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースをモニタリングすることにより
、前記Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためのリソースを利用する、ように構成される
、
　無線デバイス（１２０）。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここでの実施形態は、電気通信システムといった無線通信システムに関する。具体的に
は、ここでの実施形態は、無線デバイス間のダイレクト通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信は、アドホックネットワーク及びセルラーネットワ
ークを含む多くの既存の無線技術のよく知られた広く使用されているコンポーネントであ
る。例として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、及びＩＥＥＥ（Institute　of　Electrical　and　
Electronics　Engineers）８０２．１１標準スイートのＷｉＦｉダイレクト等のいくつか
の変種が含まれる。それらシステムは、未ライセンスのスペクトルにおいて動作する。
【０００３】
　近年、セルラーネットワークの下層としてのＤ２Ｄ（Device　to　Device）通信が、通
信デバイスの間の近さを活用する手段として、また同時に制御された干渉環境でのデバイ
スの動作を可能とする手段として提案されてきた。典型的には、提案されているのは、そ
うしたＤ２Ｄ通信が、例えばセルラーのアップリンクリソースのうちのいくつかをＤ２Ｄ
の目的のために予約することにより、セルラーシステムと同じスペクトルを共有すること
である。Ｄ２Ｄの目的のために専用のスペクトルを割り当てることはあまり有望でない策
であり、なぜなら、スペクトルは希少なリソースであって、Ｄ２Ｄサービスとセルラーサ
ービスとの間の（動的な）共有の方が、より柔軟でありより高いスペクトル効率を提供す
るからである。セルラーネットワーク内のＤ２Ｄ通信は、多くの場合、ダイレクト通信と
して定義され、そうした通信を制御するための仕組みは、ダイレクト制御（ＤＣ）として
定義される。
【０００４】
　直接的に通信することを望むデバイスは、あるいは単に互いを発見することを望む場合
であっても、典型的に、多様な形式の制御シグナリングを送信する必要がある。そうした
ダイレクト制御シグナリングの１つの例は、いわゆるビーコン信号であり、ビーコン信号
は、少なくともいくつかの形式のアイデンティティを搬送し、他のデバイスにより発見可
能でありたいデバイスにより送信される。他のデバイスは、ビーコン信号を求めてスキャ
ンを行うことができる。デバイスは、一度ビーコンを検出すると、例えば当該ビーコンを



(5) JP 6130967 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

送信しているデバイスとの間の接続セットアップの開始を試行するといった、適切なアク
ションをとることができる。
【０００５】
　複数のデバイスが制御シグナリング（ビーコン信号、及び他のタイプの制御シグナリン
グ）を同時に送信することができる。異なるデバイスからの送信信号は、時間的に同期さ
れ（互いに時間合わせされ）てもよく、又は非同期的になされてもよい。同期は、例えば
、重畳されるセルラーネットワークからの適切な信号、又はＧＰＳといった全地球航法衛
星システムからの信号を受信することにより、獲得されることができる。一例としての非
同期でのビーコンの受信は、近傍にある複数の無線デバイスが隣り合う非同期セルに属す
る場合に生じる。
【０００６】
　図４は、非同期的なシナリオにおけるＤＣメッセージ受信の１つの例を描いている。受
信機は、重なり合う可能性のある受信ウィンドウと、対応する並列的なＦＦＴ処理とを必
要とする。ダイレクト制御シグナリングは、ＤＣメッセージ及びビーコンなどを含んでよ
い。
【０００７】
　デバイスの電力消費を低減するために、不連続受信（ＤＲＸ）が典型的には使用される
。ＤＲＸでは、デバイスはほとんどの時間スリープしており、しかし周期的に（時折）ウ
ェイクアップして、当該デバイス宛ての送信信号が無いかチェックする。
【０００８】
　複数の制御シグナリングの非同期的な送信は、いくつかの問題に帰着する：
　　・（制御シグナリングの）送信が起こり得る可能性のある時刻が未知であるため、各
デバイスは、送信信号が無いかをチェックするために頻繁にウェイクアップする必要があ
り、電力消費への対応する悪影響を伴う。これは、（数秒までのオーダの周期で）稀にし
か送信されないことが予期されるビーコンについて特に問題であり、ビーコンの受信に失
敗すると発見のレイテンシの大きな原因となり得る。
　　・複数の非同期的かつ部分的に重複する送信信号の受信は、多重的なＦＦＴを要し、
デバイスの複雑さを増大させ、強力なメッセージ間干渉と遠近問題（near-far　problem
）とに関連付けられる。
　　・複数の送信信号を多重化するキャパシティは、概して、時間同期が無い場合にはよ
り低い。
　　・追加的に、弱いメッセージの受信は、時間的に一部重複するリソース上で強力なメ
ッセージが受信される場合には、不可能であり得る。これは、受信機の自動利得制御（Ａ
ＧＣ）が典型的には最も強い信号に基づいて調整され、弱い信号にとってはほとんど最適
でないはずだからである。
【０００９】
　複数のデバイスからの制御シグナリングの多重化は、例えば時間分割多重アクセス（Ｔ
ＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、又は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ
）を用いるといった複数の手法でなされることができる。その選択及び／又は多重化方式
の詳細は、デバイスが時間同期的であるか否かに依存し得る。図１は、単一のダイレクト
制御（ＤＣ）リソースの範囲内でのＤＣメッセージのＴＤＭＡ多重化の一例を描いている
。図２は、単一のＤＣリソースの範囲内でのＤＣメッセージのＦＤＭＡ多重化の一例を描
いている。図３は、単一のＤＣリソースの範囲内でのＤＣメッセージのＣＤＭＡ多重化の
一例を描いている。
【００１０】
　制御シグナリングのためのいくつもの異なる送信方式を想起することができる。１つの
可能性はＯＦＤＭであり、及びその派生、例えばＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transform
）プリコーデッドＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing）である
。ＤＦＴプリコーデッドＯＦＤＭは、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いた複雑さの低い
ながらも効率的な受信機の実装を可能とする。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　目的は、ダイレクト制御シグナリングを改善すること、例えば上述した種類のＤＣメッ
セージなどのダイレクト制御シグナリングの成功裏の受信の確率を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示の１つの観点によれば、それは、無線ノードにおいて実行される、ダイレクト制
御シグナリングのためのリソースを割り当てる方法に関する。上記方法は、それぞれのセ
ル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースのセットを、少なくと
も１つの別の無線ノードから受信することと、受信される上記リソースのセットに少なく
とも基づいて、上記無線ノードにより制御されるエリアの範囲内で、ダイレクト制御シグ
ナリングの送信のためにリソースを割り当てることと、を含む。上記方法は、上記無線ノ
ードにより制御される無線デバイスへ、ダイレクト制御シグナリングのために割り当てら
れたリソースを示すメッセージを送信すること、をさらに含む。提案される解決策は、ダ
イレクト制御（ＤＣ）リソースの同期を可能とし、それにより、複数のＤＣメッセージが
同じ受信ウィンドウの範囲内で受信されることで、複数の受信ウィンドウの必要性が低減
され、それに応じてエネルギー消費及び干渉が改善され得る。
【００１３】
　さらに、他のセルに滞在中のＵＥから送信されるＤＣメッセージの受信を試行する際に
、同じ受信ウィンドウの範囲内で複数のＤＣメッセージを受信する確率が増加する。これ
は、受信機の実装の複雑さを低減し、なぜなら、典型的に単一のＦＴＴ処理が各受信ウィ
ンドウについて必要とされるためである。
【００１４】
　同じセルに属している複数のＵＥが所与のＵＥへ向けて比較的同等のパスロスを有する
ものと仮定すると、受信機にとっては各サブフレームのためにＡＧＣを設定して当該サブ
フレームの範囲内で多重化された複数のＤＣメッセージを安全に復号することがより容易
である。
【００１５】
　１つの観点によれば、上記メッセージは、上記無線ノードにより定義されるセル又はク
ラスタ、及び少なくとも別のセル又はクラスタの各々における、ダイレクト制御シグナリ
ングのために割り当てられたそれぞれのリソースを示す。無線デバイスは、その第１のデ
バイスと同じネットワーク内に近傍デバイスが位置しているか否かに関わらず、近傍デバ
イスに関する制御シグナリングを受信する必要があり得る。言い換えれば、Ｄ２Ｄ通信の
視点から言うと、セル境界は存在しない。
【００１６】
　１つの観点によれば、上記受信するステップは、少なくとも１つの他の無線ノードと、
ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを交渉すること、を含み、それにより、異
なる複数のセル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースの時間及
び／又は周波数における重複が増加される。こうした解決策は、ＤＴＸをより効率的にす
る。
【００１７】
　１つの観点によれば、上記受信するステップは、少なくとも１つの他の無線ノードと、
ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを交渉すること、を含み、それにより、異
なる複数のセル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースの時間及
び／又は周波数における重複が減少される。こうした解決策は、干渉し合う送信を防止し
得る。
【００１８】
　１つの観点によれば、上記割り当てることは、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのため
にリソースを割り当てること、を含む。よって、無線デバイスは、予め決定される時間に
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ディスカバリメッセージ又はビーコンを求めてリッスンすることのみ必要とされる。
【００１９】
　１つの観点によれば、上記メッセージは、上記無線ノードにより定義されるセル又はク
ラスタについての少なくとも１つの識別子を含む。
【００２０】
　１つの観点によれば、上記リソースは、無線リソース、リソースブロック、サブフレー
ム又はサブチャネルである。
【００２１】
　１つの観点によれば、上記無線ノードは、Ｄ２Ｄ通信において１つ以上の他の無線デバ
イスを制御する権限を伴う無線デバイスであり、上記方法は、割り当てられたリソースを
用いて、第２のダイレクト制御メッセージを無線デバイスへ送信すること、をさらに含む
。
【００２２】
　１つの観点によれば、上記割り当てるステップは、無線フレームごとの基準で周期的に
発生するリソースを割り当てること、を含む。
【００２３】
　１つの観点によれば、本開示は、無線ノードにおいて実行された場合に、上記無線ノー
ドに、上述した方法を実行させる、コンピュータプログラムコードを含むコンピュータプ
ログラムにさらに関する。
【００２４】
　１つの観点によれば、本開示は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）デバイスにおいて実行
される、Ｄ２Ｄ通信におけるダイレクト制御シグナリングのためのリソースを取得する方
法、にさらに関する。上記方法は、無線ノードから、上記無線ノードにより制御される無
線デバイスへのダイレクト制御シグナリングのために割り当てられるリソースを示すメッ
セージを受信することと、示された上記ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを
利用することと、を含む。
【００２５】
　１つの観点によれば、上記メッセージは、上記無線ノードにより定義されるセル又はク
ラスタ、及び別の無線ノードにより定義される別のセル又はクラスタの各々における、ダ
イレクト制御シグナリングのためのそれぞれのリソースを示す。
【００２６】
　１つの観点によれば、上記利用するステップは、示された上記リソースを用いて第２の
メッセージを受信すること、をさらに含む。
【００２７】
　１つの観点によれば、上記利用するステップは、受信される上記メッセージにおいて提
供される上記リソースを用いて第３のメッセージを送信すること、をさらに含む。
【００２８】
　１つの観点によれば、上記第２及び第３のメッセージは、時間分割多重アクセス（ＴＤ
ＭＡ）、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、又は周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）
により分離される。
【００２９】
　１つの観点によれば、示された少なくとも１つのリソースをモニタリング用に選択する
こと、をさらに含む。
【００３０】
　１つの観点によれば、受信される上記メッセージに含まれる情報を用いて、上記無線デ
バイスの不連続受信（ＤＲＸ）サイクルを決定すること、をさらに含む。
【００３１】
　１つの観点によれば、本開示は、無線デバイスにおいて実行された場合に、上記無線デ
バイスに、上述した方法を実行させる、コンピュータプログラムコードを含むコンピュー
タプログラム、にさらに関する。
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【００３２】
　１つの観点によれば、本開示は、おけるダイレクト制御シグナリングのためのリソース
を割り当てるように構成される無線ノード、にさらに関する。上記無線ノードは、送信機
と、受信機と、処理回路と、を備える。上記処理回路は、無線ノードに、それぞれのセル
又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースのセットを、少なくとも
１つの別の無線ノードから上記受信機を用いて受信させ、受信される上記リソースのセッ
トに基づいて、ダイレクト制御シグナリングの送信のためにリソースを割り当てさせ、上
記無線ノードにより制御される無線デバイスへ、ダイレクト制御シグナリングのために割
り当てられたリソースを示すメッセージを、上記送信機を用いて送信させる、ように構成
される。
 
【００３３】
　１つの観点によれば、上記無線ノードは、無線ネットワークノードである。
【００３４】
　１つの観点によれば、上記無線ノードは、１つ以上の他の無線デバイスを制御する権限
を伴う無線デバイスである。
【００３５】
　１つの観点によれば、本開示は、ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを取得
するように構成される無線デバイス、にさらに関する。上記無線デバイスは、送信機と、
受信機と、処理回路と、を備える。上記処理回路は、上記無線デバイスに、無線ノードか
ら、上記無線ノードにより制御される無線デバイスへのダイレクト制御シグナリングのた
めに割り当てられるリソースを示すメッセージを、上記受信機を用いて受信させ、示され
た上記ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを、上記受信機及び／又は上記送信
機を用いて利用させる、ように構成される。
【発明の効果】
【００３６】
　有利なこととして、ここでの少なくともいくつかの実施形態は、ＵＥがＤＲＸサイクル
を増やすことを可能とし、及び、クラスタヘッドが利用可能である場合に、少なくともＮ
Ｗカバレッジのケース及びＮＷカバレッジ外のケースについてＵＥ実装を簡略化すること
を可能とする。セル間ディスカバリのためのダイレクト制御シグナリングの一例として、
ビーコン同士の干渉もまた低減される。
【００３７】
　本実施形態に係る目的は、上で言及した問題の少なくともいくつかを軽減することであ
る。いくつかの実施形態に係るさらなる目的は、Ｄ２Ｄ通信における同期を可能とするた
めの仕組みを提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】単一のダイレクト制御（ＤＣ）リソースの範囲内のＤＣメッセージのＴＤＭＡ多
重化の例である。
【図２】単一のＤＣリソースの範囲内のＤＣメッセージのＦＤＭＡ多重化の例である。
【図３】単一のＤＣリソースの範囲内のＤＣメッセージのＣＤＭＡ多重化の例である。
【図４】非同期的なシナリオにおけるＤＣメッセージの受信の例である。
【図５ａ】ここでの実施形態が実装され得る例示的な無線通信システム１００を描いてい
る。
【図５ｂ】ここでの実施形態が実装され得る例示的な無線通信システム１００を描いてい
る。
【図５ｃ】ここでの実施形態が実装され得る例示的な無線通信システム１００を描いてい
る。
【図５ｄ】ここでの実施形態が実装され得る例示的な無線通信システム１００を描いてい
る。
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【図６ａ】無線ノードにおける例示的な方法をフローチャートに示している。
【図６ｂ】無線ノードにおける例示的な方法をフローチャートに示している。
【図７】無線デバイスにおける例示的な方法をフローチャートに示している。
【図８】本方法を実行する際の無線ノードと無線デバイスとの間で交換されるシグナリン
グを示している。
【図９】例示的なＤＣメッセージへの割り当てのために利用可能なＤＣ帯域幅を示してい
る。
【図１０】受信機がＤＣメッセージを逸失するリスク無くＤＲＸデューティサイクルを最
大化するという例を示している。
【図１１】無線ノードの概略ブロック図である。
【図１２】無線デバイスの概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　提案される技法は、ＵＥあるいは無線デバイスが典型的には当該ＵＥと同じネットワー
クセル内に近傍デバイスが位置しているか否かに関わらず、それら近傍デバイスから制御
シグナリングを受信する必要がある、という理解に基づく。言い換えれば、Ｄ２Ｄ通信の
視点から言うと、セル境界は存在しない。Ｄ２Ｄをマルチキャリア及びマルチオペレータ
のシナリオへと拡張することもまた興味の対象である。
【００４０】
　ある観点によれば、上記目的は、Ｄ２Ｄ通信においてダイレクト制御シグナリングのた
めにリソースを割り当てるための、無線ノードにおける方法により達成され得る。第２の
無線デバイスなどの無線デバイスにおける、Ｄ２Ｄ通信におけるダイレクト制御シグナリ
ングのためのリソースを取得するための、対応する方法もまた提供される。
【００４１】
　本開示は、ダイレクト制御のディスカバリの目的のためのリソースの割り当てのための
方法を提案する。本方法は、効率的なＵＥの実装（並列的なＦＦＴ処理がより少なく、Ａ
ＧＣがより簡易）を可能とする。マルチセルディスカバリリソースのシグナリングもまた
、いくつかの実施形態に従って提案される。ここでのいくつかの実施形態によれば、複数
のＤＲＸサイクルが、ネットワーク（ＮＷ）カバレッジケース及びカバレッジ外のケース
を効率的にサポートするために定義される。
【００４２】
　以下の説明を通じて、類似の参照番号が、適用可能な場合に類似のエレメント、ネット
ワークノード、パーツ、アイテム又は特徴を表すために使用されている。
 
【００４３】
　ここで使用されるように、「数」、「値」という用語は、バイナリ、実数、虚数又は有
理数などのいかなる種類の数値であってもよい。そのうえ、「数」、「値」は、文字又は
文字列などの１つ以上のキャラクタであってもよい。また、「数」、「値」は、ビット列
によって表現されてもよい。
【００４４】
　図５ａは、本提案技法が実装され得る例示的な無線通信システム１００を描いている。
この例において、無線通信システム１００は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）システ
ムである。他の例において、無線通信システムは、ＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Divisi
on　Multiple　Access）ネットワーク、ＧＳＭ（Global　System　for　Mobile　communi
cation）ネットワーク、又は前述のシステムのいずれか１つの進化版などの、何らかの３
ＧＰＰ（Third　Generation　Partnership　Project）セルラー通信システムであっても
よい。
【００４５】
　無線通信システム１００は、無線ネットワークノード１３０を含む。ここで使用される
ように、「無線ネットワークノード」という用語は、拡張ノードＢ、ｅＮＢ、１つ以上の
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リモート無線ユニット（ＲＲＵ）を制御する制御ノード、無線基地局又はアクセスポイン
トなどを指し得る。無線ネットワークノード１３０は、いわゆるシステム帯域幅上で動作
するように構成され得る。システム帯域幅の一部は、Ｄ２Ｄ通信のために静的に又は動的
に予約されてよい。よって、図９に示したようなＤＣ帯域幅が例としてのＤＣメッセージ
のための割り当て用に利用可能である。
【００４６】
　無線ネットワークノード１３０は、セルＣ１を運用し得る。より一般には、セルＣ１が
無線通信システム１００に含まれ得る。
【００４７】
　さらに、第１の無線デバイス１１０が、図５Ａにおけるように、例えば無線ネットワー
クノード１３０との通信用のレンジ内など、セルＣ１の内部に位置し得る。ここで使用さ
れるように、「無線デバイス」という用語は、ユーザ機器、モバイルフォン、セルラーフ
ォン、無線通信ケイパビリティを具備するＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）、ス
マートフォン、内部若しくは外部のモバイルブロードバンドモデムを具備するラップトッ
プ若しくはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、無線通信ケイパビリティを具備するタブレ
ットＰＣ、ポータブル電子無線通信デバイス、又は無線通信ケイパビリティを具備するセ
ンサデバイスなどを指し得る。無線デバイスは、Ｄ２Ｄ通信のために構成される。センサ
は、風、温度、気圧、湿度などといったいかなる種類の天候センサであってもよい。さら
なる例として、センサは、光度センサ、電子スイッチ、マイクロフォン、拡声器、カメラ
センサなどであってもよい。
【００４８】
　他の例において、無線デバイス１１０は、セルＣ１の外部に位置してよく、即ち、図５
ｂに示したように、無線ネットワークノード１３０との通信のためのカバレッジの外に位
置してよい。そうしたシナリオにおいて、無線デバイス１１０は、Ｄ２Ｄ通信のための同
期を提供する。これ以降、そうしたデバイスを、無線デバイス１１０により制御されると
いうように言及する。それらデバイスは、クラスタに属するものとして言及されてもよい
。
【００４９】
　そのうえ、第２の無線デバイス１２０が、第１の無線デバイス１１０とのＤ２Ｄ通信の
ためのレンジ内にあり得る。第２の無線デバイス１２０は、図５ｃ及び図５ａにそれぞれ
示したように、セルＣ１の内部に位置してもよく、又は位置しなくてもよい。
【００５０】
　さらに、第３の無線デバイス１４０が、第１又は第２の無線デバイスとのＤ２Ｄ通信の
ためのレンジ内にあり得る。第３の無線デバイス１４０は、セルＣ１の内部に位置しても
よく、又は位置しなくてもよい。
 
【００５１】
　提案される技法によれば、無線ネットワークノード１３０又は第１の無線デバイス１１
０は、ダイレクト制御シグナリングのためにリソース１５０を割り当て得る。
【００５２】
　図８は、ここでの実施形態に係る無線ネットワークノード１３０又は無線デバイス１１
０における例示的な方法を示している。無線ネットワークノード１３０及び無線デバイス
１１０は、以下の説明において、適用可能な場合には無線ノード１０１として言及される
であろう。
【００５３】
　無線ノード１０１は、Ｄ２Ｄ通信におけるダイレクト制御シグナリングのためにリソー
スを割り当てるための方法を実行し得る。当該無線ノードは、無線ノード１３０又はいわ
ゆるクラスタヘッドであってよく、クラスタヘッドは、Ｄ２Ｄ通信において第２及び第３
の無線デバイス１２０、１４０といった１つ以上の他の無線デバイスを制御する何らかの
権限を伴う無線デバイス１１０であり得る。クラスタヘッドにより制御されるデバイス群
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をクラスタという。そうしたシナリオが図５ｂに示されており、図５ｂでは、無線デバイ
スは典型的にセルラーネットワークのカバレッジ外にあり、又はセルラーネットワークは
故障している。リソースは、無線リソース、リソースブロック、サブフレーム又はサブチ
ャネルなどであってよい。ダイレクト制御シグナリングの一例は、上述したＤＣメッセー
ジである。
【００５４】
　以下の説明は、概して提案される技法を説明するように意図される。よって、カバレッ
ジ内と共にカバレッジ外が考慮され、それは本原理が図５ａ～図５ｄに示した様々なシナ
リオにおいて適用可能であることを意味する。図８において可視化されている以下のアク
ション又は信号は、任意の適した順序で実行されてよい。
【００５５】
［アクションＰ０１］
　無線ノード１０１は、ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを示す第１のメッ
セージＰ０１を、第２及び第３の無線デバイスへ送信する。当該リソースは、典型的には
、滞在中の又はネットワークノードにより制御されている無線デバイスによる直接的な制
御のために使用されるべきリソースである。リソースは、典型的には、時間及び周波数に
よって定義される。よって、セル又はクラスタ内の無線デバイスは、ダイレクト制御送信
のためにそのウィンドウを使用することになる。当該デバイスは、セル又はクラスタ内の
他の無線デバイスを発見するためにそのウィンドウをモニタリングする必要もある。
【００５６】
　示されるリソースは、ＬＴＥにおけるサブフレームのように、受信ウィンドウを基準と
して時間ドメインにおいて同期される。そのやり方で、無線ノードは、ダイレクト制御シ
グナリングのためにリソースを割り当てる。リソースの生起は、例えば無線フレームごと
の基準といったように周期的であってよく、又は時間的に疎ら（sparse）であってもよい
。
【００５７】
 いくつかの例において、第１の無線デバイス１１０はセルＣ１に滞在しており、第２及
び第３のデバイス１２０、４０は図５ｄに示したように別のセルに滞在している。
【００５８】
　受信ウィンドウは、ダイレクト制御シグナリングの量、即ち受信ウィンドウ内で提供さ
れるリソースに割り当てられ又は当該リソースにより搬送されるべきＤＣメッセージの数
に依存して、１つ以上のサブフレームを含み得る。
【００５９】
　１つの観点によれば（図９も参照されたい）、第１のメッセージは、例えばセル及び別
のセルの各々におけるダイレクト制御シグナリングのためのそれぞれのリソースを示す。
【００６０】
　このケースでは、無線デバイスは、同じキャリア及びＰＬＭＮ上の異なるセルに属する
他の無線デバイスを発見しようとし又は当該他の無線デバイスと通信している。その通信
は、Ｘ２インタフェースという２つのｅＮｏｄｅＢの間のインタフェース１７０上でなさ
れてもよい。
【００６１】
　なお、隣り合うセルは、サブフレームレベルで同期していてもよく又は同期していなく
てもよい。ダイレクト制御リソースのセル間協調は要件ではないことにも留意されたい。
よって、ネットワークノードは、モニタリングされるべきダイレクト制御シグナリングの
ためのリソースをシグナリングし、それは隣接セルに滞在している無線デバイスによる送
信のために使用されるリソースに対応する。
【００６２】
　第１のメッセージは、物理セルアイデンティティなどの、セル及び別のセルについての
識別子をも示し得る。
【００６３】
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［アクションＰ０２］
　第２の無線デバイス１２０は、例えば受信ウィンドウ内で、第１の無線デバイス１１０
から、ダイレクト制御シグナリング又はＤＣメッセージなどといった第２のメッセージを
受信する。
【００６４】
［アクションＰ０３］
　そのうえ、第２の無線デバイス１２０は、例えば受信ウィンドウ内で、第３の無線デバ
イス１４０から、ダイレクト制御シグナリング又はＤＣメッセージなどといった第３のメ
ッセージを受信する。その場合、第３の無線デバイスは、図８に示したように、送信のた
めに使用すべきウィンドウについての情報を伴う同様のメッセージを受信済みである。
【００６５】
　第２及び第３のメッセージは、よって、同じ受信ウィンドウ内で第２の無線デバイス１
２０により受信される。但し、第２及び第３のメッセージは、当該受信ウィンドウ内でＴ
ＤＭＡ、ＣＤＭＡ又はＦＤＭＡなどにより分離される。
【００６６】
　第２の実施形態によれば、第２の無線デバイスは、セル及び別のセルの各々においてそ
れぞれのリソースを取得するためにランダムアクセス及びＲＲＣを行わなくてよく、なぜ
なら上記情報が第１のメッセージにおいて提供されるからである。
【００６７】
　第２の無線デバイスは、セル及び別のセルについての識別子を使用して、セル及び別の
セルにおけるそれぞれのＤＲＸサイクルを決定してもよい。よって、第２の無線デバイス
１２０において要するＦＦＴの数もまた決定され得る。そして、第２の無線デバイスは、
第１のメッセージにおいて示されたリソースのサブセットにおいてウェイクアップするこ
とを選択し得る。例えば、第２の無線デバイスは、別のセルに関連するリソースの毎イン
スタンスにおいてウェイクアップする一方で、第２の無線デバイスは、セルＣ１に関連す
るリソースのうちのいくつかにおいてのみウェイクアップし得る。よって、第２の無線デ
バイスは、ダイレクト制御シグナリングのためのどのリソースをモニタリングすべきかを
選択的かつ意識的なやり方で選定し得ることから、第２の無線デバイスは、偶然に何らか
のダイレクト制御シグナリングを逸失することなく、ＤＲＸサイクルのスリープピリオド
を増加させ得る。
 
【００６８】
　概して、ＮＷは周期的な（又は時間的に疎らな）ダイレクト制御メッセージ（ＤＣ）の
送信用のリソースを構成するものと想定される。近傍のデバイスのディスカバリのために
使用されるビーコンは、ＤＣメッセージの１つの例である。カバレッジが欠けているケー
スにおいて、２つのケースが検討される：
・　クラスタヘッド（ＣＨ）として言及されることの多い特別な制御権限を伴うＵＥが他
のＵＥへＤＣリソースを割り当てる
・　複数のＵＥが、恐らくは予め構成されるリソース（例えば、あるサブバンド）のサブ
セットの範囲内で、ＤＣをどのリソース上で送信すべきかを自律的に決定する。
【００６９】
　同じセル内に位置する（同じセルに滞在する）デバイスは、典型的には、そのセル内の
ダウンリンクから同期を導出する。これは、異なるデバイスからの送信信号が時間的に同
期されることを保証し、結果的に、所与のデバイスでの受信が粗く同期される（タイミン
グ差は距離に比例し、ＯＦＤＭにおけるサイクリックプレフィクスにより吸収され得る）
。カバレッジ外で同様の状況が発生するかもしれず、その場合ＵＥがＣＨ　ＵＥに同期し
得る。
【００７０】
　無線ノード１０１において実行される、ダイレクト制御シグナリングのためのリソース
を割り当てる対応する方法が、図６を参照しながら以下により詳細に説明されるであろう
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。１つの観点によれば、割り当てられるリソースは、無線リソース、リソースブロック、
サブフレーム又はサブチャネルである。
【００７１】
　第１のステップＳ１において、無線ノード１０１は、それぞれのセル又はクラスタ内の
ダイレクト制御シグナリングのためのリソースのセットを、少なくとも１つの別の無線ノ
ードから受信する。上述したように、本開示は、隣り合う無線ノードの間の同期に基づく
。
【００７２】
　第２のステップＳ２において、無線ノード１０１は、受信されるリソースのセットに少
なくとも基づいて、無線ノードにより制御されるエリアの範囲内で、ダイレクト制御シグ
ナリングの送信のためにリソースを割り当てる。１つの観点によれば、割り当てることＳ
２は、Ｄ２Ｄディスカバリシグナリングのためにリソースを割り当てること、を含む。こ
れを行うための様々な戦略が、状況に依存して使用されてよい。但し、可能性の高いシナ
リオは、受信Ｓ１されたリソースのセットが例えばＤＴＸモードにおけるスリープサイク
ルを最適化する目的で利用されることである。
【００７３】
　図６に示されている代替的な実施形態において、ステップＳ１は省略される。その場合
、リソースの割り当てＳ２は、例えば測定又は他の前提に基づく。原理的には、リソース
は無線ノード内で予めプログラミングされてもよく、その場合同じ時間及び周波数が常に
使用される。
【００７４】
　第３のステップＳ３において、無線ノード１０１は、無線ノードにより制御される無線
デバイスへ、ダイレクト制御シグナリングのために割り当てられたリソースを示すメッセ
ージＰ０１を送信する。例えば、無線ノードは、セルに滞在する無線デバイスによるダイ
レクト制御送信のために使用されるべきウィンドウを示す（図９参照）。当該送信は、セ
ル又はクラスタ内の全ての無線デバイスへのブロードキャスト送信であってもよい。代替
的に、上記メッセージは、１つ又は複数の特定の無線デバイス又はユーザ機器（ＵＥ）へ
向けられてもよい。そして、異なる複数のＵＥは図９に示したように異なるリソースへ割
当てられてもよく、その場合、３つのＵＥ　Ａ、Ｂ及びＣは、時間的に異なるリソースを
割り当てられる。
【００７５】
　１つの観点によれば、上記メッセージは、無線ノード１０１により定義されるセルＣ１
又はクラスタ、及び少なくとも別のセルＣ２又はクラスタの各々における、ダイレクト制
御シグナリングのために割り当てられたそれぞれのリソースを示す。よって、図９及び図
１０に示したようなセル及び別のセルについて記述され特定した通り、セルＣ１内の無線
デバイスにより使用される第１のｔｘウィンドウ、及びセルＣ２内の無線デバイスにより
使用される第２のｔｘウィンドウが示されている。上述したように、無線デバイスは、セ
ル又はクラスタの内部及び外部の双方のデバイスと通信し得る。よって、セルＣ１では、
隣接セルＣ２又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのために割り当てられたリソ
ースの標識が同様に関係し得る。よって、セルＣ１に滞在している無線デバイスは、典型
的には、ビーコンなどのダイレクト制御送信のために１つの送信ウィンドウ９１を使用す
るが、ディスカバリの目的で、送信ウィンドウ９１、９２の双方を監視することを望むか
もしれない。
【００７６】
　以下では、上の実施形態がより詳細に説明される。複数の観点が可能であり、それらを
単独で又は組み合わせて使用することができる。第１の実施形態では、ネットワーク又は
ＣＨは、各サブフレームの再利用度を増加させ、例えば最大化し、及び可能な限りＤＣの
ために少ないサブフレームを採用する目的で、ＤＣリソースを割り当てる。
 
【００７７】
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　図９は、各セル（又はＣＨ）の範囲内でのＤＣメッセージの同期的多重化の一例を示し
ている。必要とされる受信ウィンドウ及び並列ＦＴＴ処理の数は、同じ数のＤＣメッセー
ジでの非同期的なシナリオと比較して、より少ない。
【００７８】
　各サブフレームの範囲内で、ＤＣメッセージは、例えばＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ又はＣＤＭ
Ａによって多重化され得る。この解決策は、次のようないくつかの利点を有する：
・　複数のＤＣメッセージが同じ受信ウィンドウの範囲内で受信されることで、複数の受
信ウィンドウの必要性が低減され、対応してエネルギー消費及び干渉が改善される。
・　他のセルに滞在しているＵＥから送信されるＤＣメッセージの受信を試行する際、同
じ受信ウィンドウの範囲内で複数のＤＣメッセージを受信する確率が増加する。これは、
典型的に単一のＦＴＴ処理が各受信ウィンドウについて必要とされるため、受信機の実装
の複雑さを低減する。
【００７９】
　同じセルに属している複数のＵＥが所与のＵＥへ向けて比較的同等のパスロスを有する
ものと仮定すると、受信機にとっては各サブフレームのためにＡＧＣを設定して当該サブ
フレームの範囲内で多重化された複数のＤＣメッセージを安全に復号することがより容易
である。
【００８０】
　図１０に示されている第２の実施形態によれば、ネットワークは、隣接セルのＤＣリソ
ースのタイミング及び／又は周波数の関係と、自身が滞在中のセルについての基準タイミ
ング及び周波数とについて、デバイスへ通知する。
【００８１】
　図１０は、各セル（又はＣＨ）の範囲内でのＤＣメッセージの同期的多重化の一例を示
している。隣接セル及び／又はＣＨにおけるＤＣシグナリングに関連付けられる時間（及
び／又は周波数）オフセットのシグナリングによって、ＤＣメッセージを逸失するリスク
なく受信機によってＤＲＸデューティサイクルを最大化することが可能とされる。
【００８２】
　１つの可能性は、この情報を、物理セルアイデンティティと、デバイスが滞在中のセル
に対して相対的な対応する時間差及び／又は周波数差とのリストの形式で提供することで
ある。すると、デバイスは、当該情報を用いて、ＤＲＸサイクル及び必要とされるＦＦＴ
数を決定することができる。さらなる例において、ＵＥは、新たなトラッキングエリアへ
入る際に、当該トラッキングエリアの各セルについてのＤＣリソースを提供される。これ
は、そのトラッキングエリアの範囲内でセルを変更する都度ＤＣリソースを取得する目的
でＵＥがランダムアクセス及びＲＲＣ再構成を実行することを回避するためである。
【００８３】
　上の実施形態を達成する目的で、ネットワーク内の異なるｅＮＢは各セル内のＤＣのた
めのリソースのセットをシグナリングする必要がある。上述したように、ネットワークノ
ードは、ステップＳ１においてそのシグナリングを受信する。恐らくは、それらｅＮＢは
、異なるセルにおけるＤＣリソースの時間及び／又は周波数での重複を増加させる目的で
、そうしたリソースを交渉し得る。よって、１つの観点によれば、受信Ｓ１するステップ
Ｓ１は、少なくとも１つの他の無線ノードと、ダイレクト制御シグナリングのためのリソ
ースを交渉することＳ１ａ、を含み、それにより、異なる複数のセル又はクラスタ内のダ
イレクト制御シグナリングのためのリソースの時間及び／又は周波数における重複が増加
される。１つの観点によれば、上記メッセージは、無線ノード１０１により定義されるセ
ルＣ１又はクラスタについての少なくとも１つの識別子を含む。
【００８４】
　デバイスがＤＲＸサイクルを設定する際に考慮に入れるセル（又はセルクラスタ）の数
を調整することにより、電力消費と隣接セル内のデバイスを検出する可能性との間のトレ
ードオフを達成することも可能である。デバイスが他のデバイスの制御シグナリングのた
めにモニタリングするセル（サービングセルとはタイミングの異なるセル）の数を増加さ
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せることは、ＤＲＸからのより頻繁なウェイクアップを意味し、電力消費を増大させる。
可能な策は、自身のセル内のＤＣの受信のためにはシステマティックにウェイクアップし
、及び隣接セルに関連付けられるＤＣリソースのサブセットにおいてのみウェイクアップ
するようにＵＥを構成することである。この解決策は、隣接セルのＵＥについてより大き
なディスカバリのレイテンシをもたらすはずである。
【００８５】
　代替的な観点によれば、受信するステップＳ１は、少なくとも１つの他の無線ノードと
、ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを交渉することＳ１ｂ、を含み、それに
より、異なる複数のセル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソース
の時間及び／又は周波数における重複が減少される。
【００８６】
　１つの観点によれば、無線ノード１０１は、Ｄ２Ｄ通信において１つ以上の他の無線デ
バイス１２０、１４０を制御する何らかの権限を伴う無線デバイス１１０である。その場
合、上記方法は、割り当てられたリソースを用いて、第２のダイレクト制御メッセージを
無線デバイスへ送信するステップＳ４、をさらに含む。これは、無線ノードが「クラスタ
ヘッド」であるケースへの言及である。この場合、無線デバイス１０１は、まずダイレク
ト制御リソースを割り当て、そして当該リソースを利用し得る。
【００８７】
　１つの観点によれば、上で説明したように、割り当てるステップＳ２は、無線フレーム
ごとの基準で周期的に発生するリソースを割り当てること、を含む。
【００８８】
　１つの観点によれば、本開示は、無線ノード１０１において実行された場合に、無線ノ
ード１０１に上記方法を実行させる、コンピュータプログラムコードを含むコンピュータ
プログラムに関する。
【００８９】
　無線デバイスにおいて実行される、Ｄ２Ｄ通信におけるダイレクト制御シグナリングの
ためのリソースを取得する対応する方法が、図７を参照しながら以下により詳細に説明さ
れるであろう。
【００９０】
　第１のステップにおいて、無線デバイスは、無線ノード１０１から、無線ノード１０１
により制御される無線デバイスへのダイレクト制御シグナリングのために割り当てられる
リソースを示すメッセージＰ０１を受信Ｓ１１する。よって、本ステップは、図６におけ
るステップＳ３又は図８におけるメッセージＰ０１に対応する。
【００９１】
　第２のステップにおいて、無線デバイスは、示されたダイレクト制御シグナリングのた
めのリソースを利用Ｓ１３する。示される上記リソースは、例えば、あるセル又はクラス
タ内のダイレクト制御送信のために使用されるべきリソースである。
【００９２】
１つの観点によれば、上記メッセージは、無線ノード１０１により定義されるセルＣ１又
はクラスタ、及び別の無線ノード１６０により定義される別のセルＣ２又はクラスタの各
々における、ダイレクト制御シグナリングのためのそれぞれのリソースを示す。図５ｄを
再び参照すると、異なるセルに滞在中の無線デバイスの間のダイレクト制御があり得るシ
ナリオであることが分かる。よって、その場合、無線ノードは、自己のダイレクト制御リ
ソースのみならず、隣接セルのダイレクト制御リソースをもシグナリングする必要がある
。なぜなら、無線デバイスは、それらリソースをも監視することを望み得るからである。
 
【００９３】
　１つの観点によれば、利用するステップＳ１３は、示されたリソースを用いて第２のメ
ッセージを受信することＰ０２、をさらに含む。よって、無線デバイスは、どのリソース
をリッスンすべきかを知っているため、示された当該リソースを用いてデータを受信し得
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る。
【００９４】
　１つの観点によれば、利用するステップＳ１３は、受信されるメッセージにおいて提供
されるリソースを用いて第３のメッセージを送信することＰ０３、をさらに含む、
【００９５】
　１つの観点によれば、第２及び第３のメッセージは、図４に関連して上で説明したよう
に、時間分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、又は周波
数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）により分離される
【００９６】
　１つの観点によれば、上記方法は、示された少なくとも１つのリソースをモニタリング
用に選択することＳ１２、をさらに含む。
【００９７】
　１つの観点によれば、上記方法は、受信されるメッセージに含まれる情報を用いて、無
線デバイス１２０、１３０の不連続受信（ＤＲＸ）サイクルを決定することＳ１４、をさ
らに含む。
【００９８】
　さらなる実施形態において、ＵＥは、当該ＵＥがＮＷカバレッジ下にあるか又はＮＷカ
バレッジ外にあるかに依存して異なるＤＲＸデューティサイクルを採用する。恐らくは、
ＵＥがＮＷカバレッジ外にあり但しＣＨに関連付けられる場合、別のＤＲＸデューティサ
イクルが選択され得る。１つの例において、アイドルＵＥは、ネットワークによりシグナ
リングされた時間（及び周波数）リソースにおいてのみ、Ｄ２Ｄ　ＤＣ受信のためにウェ
イクアップする（当該リソースは、複数のセルについてのＤＣリソースを含み得る）。し
かしながら、アイドルＵＥは、ＮＷカバレッジを喪失した場合、ウェイクアップし、少な
くともＣＨとの接続を成功裏に確立するまで、全ての予め構成されるＤＣ用リソースをト
ラッキングする。ＣＨとの接続後に、ＣＨによって新たなＤＲＸサイクルが恐らくはシグ
ナリングされ得る。Ｄ２Ｄ及びＤＣ受信の目的のためのＤＲＸは、セルラー通信の目的の
ためのＤＲＸサイクルと組み合わされてもよい。例えば、セルラーのＤＲＸサイクル又は
Ｄ２ＤのＤＲＸサイクルのいずれかがウェイクアップ状態を示す都度、ＵＥがウェイクア
ップするように、条件を定義することができる。
【００９９】
　１つの観点によれば、本開示は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）デバイス１２０、１４
０において実行された場合に、無線デバイス１２０に、無線デバイスにおける上記方法を
実行させる、コンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラム、にさらに関
する。
【０１００】
　図１１を参照すると、第１の無線デバイス１１０の概略ブロック図が示されている。第
１の無線デバイス１１０は、図６及び図８における方法を実行するように構成される。第
１の無線デバイス１１０は、ブロードキャストデータを割り当てられるべきリソースを管
理するように構成される。より一般的に、図１１に関連する説明は、無線ノード１０１に
等しく当てはまる。
【０１０１】
　第１の無線デバイス１１０は、図６及び図８における方法を実行するように構成される
処理回路４１０を含む。より具体的には、処理回路４１０は、無線ノード１０１に、次の
ことを行わせるように構成される：
　　・それぞれのセル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースの
セットを、少なくとも１つの別の無線ノード１６０から受信機を用いて受信
　　・受信されるリソースのセットに基づいて、ダイレクト制御シグナリングのためにリ
ソースを割り当て
　　・無線ノードにより制御される無線デバイスへ、ダイレクト制御シグナリングのため
に割り当てられたリソースを示すメッセージを送信機を用いて送信。



(17) JP 6130967 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

 
【０１０２】
　処理回路４１０は、ここでの実施形態を実行するために要する、判定ユニット、計算ユ
ニット及び選択ユニットなどを含んでよい。具体的には、処理回路４１０は、それぞれの
セル又はクラスタ内のダイレクト制御シグナリングのためのリソースのセットを、少なく
とも１つの別の無線ノード１６０から受信機を用いて受信するように構成される受信モジ
ュール４１０ａを含み得る。さらに、受信されるリソースのセットに基づいて、ダイレク
ト制御シグナリングのためにリソースを割り当てるように構成される割り当て部４１０ｂ
と、無線ノードにより制御される無線デバイスへ、ダイレクト制御シグナリングのために
割り当てられたリソースを示すメッセージを送信機を用いて送信するように構成される送
信モジュール４１０ｂとを含み得る。
 
【０１０３】
　処理回路４１０は、処理ユニット、プロセッサ、ＡＳＩＣ（application　specific　i
ntegrated　circuit）又はＦＰＧＡ（field-programmable　gate　array）などであって
もよい。一例として、プロセッサ、ＡＳＩＣ又はＦＰＧＡなどは、１つ以上のプロセッサ
カーネルを含んでもよい。
【０１０４】
　第１の無線デバイス１１０は、ここで説明した１つ以上の数、値又はパラメータを送信
するように構成され得る送信機４２０、をさらに含む。
【０１０５】
　第１の無線デバイス１１０は、ここで説明した１つ以上の数、値又はパラメータを受信
するように構成され得る受信機４３０、をさらに含む。
【０１０６】
　第１の無線デバイス１１０は、例えば処理回路により実行されるソフトウェアを記憶す
るためのメモリ４４０、をさらに含む。ソフトウェアは、図８に関連して上述したような
無線デバイス１１０における方法を上記処理回路が実行することを可能とするための命令
を含み得る。メモリは、ハードディスク、磁気記憶媒体、ポータブルコンピュータディス
ケット若しくはディスク、フラッシュメモリ又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）など
であってよい。さらに、メモリは、プロセッサの内部のレジスタメモリであってもよい。
【０１０７】
　図１１への参照を伴う上の説明と全く同様に、第２の無線デバイスは提供される。第２
の無線デバイスは、図に関連して上のアクションを実行するように構成される。よって、
図１２を参照すると、第２の無線デバイス１２０の概略ブロック図が示されている。第２
の無線デバイス１２０は、ダイレクト制御シグナリングのためのリソースを取得するよう
に構成される。
【０１０８】
　第２の無線デバイス１２０は、図７及び図８における方法を実行するように構成される
。第２の無線デバイス１２０は、ダイレクト制御シグナリングのためのリソースに関して
通知を受ける目的で、第１のメッセージを受信するように構成される。
【０１０９】
　第２の無線デバイス１２０は、図８における方法を実行するように構成される処理回路
５１０を含む。より具体的には、第２の無線デバイスは、次のことを行うように構成され
る：
　　・無線ノード１０１から、無線ノード１０１により制御される無線デバイスへのダイ
レクト制御シグナリングのために割り当てられるリソースを示すメッセージを受信機を用
いて受信
　　・示されたダイレクト制御シグナリングのためのリソースを、受信機５３０及び／又
は送信機５２０を用いて利用
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【０１１０】
　処理回路５１０は、ここでの実施形態を実行するために要する、判定ユニット、計算ユ
ニット及び選択ユニットなどを含んでよい。具体的には、処理回路５１０は、無線ノード
１０１から、無線ノード１０１により制御される無線デバイスへのダイレクト制御シグナ
リングのために割り当てられるリソースを示すメッセージを受信機を用いて受信するよう
に構成される受信モジュール５１０ａと、示されたダイレクト制御シグナリングのための
リソースを、受信機５３０及び／又は送信機５２０を用いて利用するように構成される利
用部５１０ｂと、を含み得る。
【０１１１】
　処理回路５１０は、処理ユニット、プロセッサ、ＡＳＩＣ（application　specific　i
ntegrated　circuit）又はＦＰＧＡ（field-programmable　gate　array）などであって
もよい。一例として、プロセッサ、ＡＳＩＣ又はＦＰＧＡなどは、１つ以上のプロセッサ
カーネルを含んでもよい。
【０１１２】
　第２の無線デバイス１２０は、ここで説明した１つ以上の数、値又はパラメータを送信
するように構成され得る送信機５２０、をさらに含む。
【０１１３】
　第２の無線デバイス１２０は、ここで説明した１つ以上の数、値又はパラメータを受信
するように構成され得る受信機５３０、をさらに含む。
【０１１４】
　第２の無線デバイス１２０は、例えば処理回路により実行されるソフトウェアを記憶す
るためのメモリ５４０、をさらに含む。ソフトウェアは、図８に関連して上述したような
第２の無線デバイス１２０における方法を上記処理回路が実行することを可能とするため
の命令を含み得る。メモリは、ハードディスク、磁気記憶媒体、ポータブルコンピュータ
ディスケット若しくはディスク、フラッシュメモリ又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）などであってよい。さらに、メモリは、プロセッサの内部のレジスタメモリであっても
よい。
【０１１５】
　多様な観点の実施形態が説明されているが、それらの多くの異なる変形例及び修正例な
どが当業者にとって明らかとなるであろう。説明した実施形態は、従って、本開示の範囲
を限定するように意図されない。
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