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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セルラ通信システムにおいて装置間（Ｄ２Ｄ）
通信リソースの管理方法を提供する。
【解決手段】基地局との通信が可能な第１の装置間（Ｄ
２Ｄ）無線通信装置において行われる方法は、基地局か
ら送信されるセル同期信号から、セルラ通信システムの
システムタイミングを導出し、Ｄ２Ｄリンクに用いる無
線リソースに関するパラメータを受信し、基地局との通
信が不能な第２のＤ２Ｄ無線通信装置に対して前記パラ
メータを転送し、セルラ通信システムの上りリンクリソ
ースを使用して、第２のＤ２Ｄ無線通信装置に対して同
期信号を送信することを含む。前記同期信号は、第２の
Ｄ２Ｄ無線通信装置が第１のＤ２Ｄ無線通信装置に同期
するために用いる信号である。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局との通信が可能な第１の装置間（Ｄ２Ｄ）無線通信装置において行われる方法で
あって、
　前記基地局から受信するセル同期信号から、セルラ通信システムのシステムタイミング
を導出し、
　Ｄ２Ｄリンクに用いる無線リソースに関するパラメータを前記基地局から受信し、
　前記基地局との通信が不能な第２のＤ２Ｄ無線通信装置に対して前記パラメータを転送
し、
　前記セルラ通信システムの上りリンクリソースを使用して、前記第２のＤ２Ｄ無線通信
装置に対して同期信号を送信し、
　前記同期信号は、前記第２のＤ２Ｄ無線通信装置が前記第１のＤ２Ｄ無線通信装置に同
期するために用いる信号である、
　方法。
【請求項２】
　前記同期信号を前記第２のＤ２Ｄ無線通信装置に送信するとともに、前記パラメータを
前記第２のＤ２Ｄ無線通信装置に転送する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１の装置間（Ｄ２Ｄ）無線通信装置であって、
　基地局との通信が可能である場合において、
　前記基地局から受信するセル同期信号から、セルラ通信システムのシステムタイミング
を導出する手段と、
　Ｄ２Ｄリンクに用いる無線リソースに関するパラメータを前記基地局から受信する手段
と、
　前記基地局との通信が不能な第２のＤ２Ｄ無線通信装置に対して前記パラメータを転送
する手段と、
　前記セルラ通信システムの上りリンクリソースを使用して、前記第２のＤ２Ｄ無線通信
装置に対して同期信号を送信する手段と、を備え、
　前記同期信号は、前記第２のＤ２Ｄ無線通信装置が前記第１のＤ２Ｄ無線通信装置に同
期するために用いる信号である、
　第１のＤ２Ｄ無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２０１３年５月２３日に同時に出願され、本出願により、本願の譲渡人へ譲
渡され、その全体が参照により明示的に組み込まれる、「チャネル対称性を使用した装置
間通信リソースの管理（ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣ
Ｅ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＵＳＩＮＧ　ＣＨＡＮＮＥＬ　
ＳＹＭＭＥＴＲＹ）」、及び「参照信号による確認応答伝達（ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥＭ
ＥＮＴ　ＭＥＳＳＡＧＩＮＧ　ＯＶＥＲ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ　ＳＩＧＮＡＬＳ）」とい
う名称で出願されたＰＣＴ出願に関連する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、概して無線通信に関し、さらに具体的には、セルラ通信システムにおいて第
１の無線通信装置から第２の無線通信装置へＤ２Ｄ制御データを送信することによる装置
間（Ｄ２Ｄ）通信リソースの管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの無線通信システムは基地局を使用して地理的サービスエリアを提供し、そこでは
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、無線通信ユーザ機器（ＵＥ）装置が、無線通信ＵＥ装置が位置する特定の地理的サービ
スエリアを提供する基地局と通信する。基地局は、無線通信装置と他の装置との間で通信
リンクを形成するネットワーク内に接続される。場合によっては、通信リンクは、互いに
近接する無線通信ＵＥ装置間に形成される。これらの状況では、基地局を介して通信する
よりも、２つの無線ＵＥ装置間で直接通信リンクを有することが好ましい。このような装
置間の直接通信は、しばしば、装置間（Ｄ２Ｄ）通信又はピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信と
称される。
【発明の概要】
【０００４】
　第１の無線通信装置は、セルラ通信システムの基地局から装置間（Ｄ２Ｄ）制御情報を
受信し、第２の無線通信装置へ第２の装置Ｄ２Ｄ制御データを送信する。第２の装置制御
データは、第１の無線通信装置と第２の無線通信装置との間のＤ２Ｄ通信リンクによるＤ
２Ｄ通信に使用される。第２の装置Ｄ２Ｄ制御データは、Ｄ２Ｄ制御情報に少なくとも部
分的に基づいている。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】Ｄ２Ｄリンク管理のために第１の無線通信装置がＤ２Ｄ制御信号を第２の無線
通信装置へ送信する、装置間（Ｄ２Ｄ）通信をサポートするマクロセル通信システムの例
のブロック図である。
【０００６】
【図１Ｂ】マクロセル通信リソースを使用して無線通信装置間に装置間（Ｄ２Ｄ）通信リ
ンクを確立する通信システムの一例のブロック図である。
【０００７】
【図１Ｃ】Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するために図１Ａの通信システム内で使用されるリソ
ースの一例のブロック図である。
【０００８】
【図２】無線通信装置においてＤ２Ｄ通信を管理する方法の一例のフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　Ｄ２Ｄ通信をサポートするセルラシステムでは、通信リソースはＤ２Ｄ装置間でのＤ２
Ｄ通信のために割り当てられる。Ｄ２Ｄ管理のための通信リソースの使用は、Ｄ２Ｄ制御
情報をＤ２Ｄ通信セッションに関与するＤ２Ｄ装置の一部に提供することによって削減さ
れる。一例では、Ｄ２Ｄ装置は、Ｄ２Ｄ制御データを基地局から直接受信する代わりに、
他の装置から受信する。基地局に接続される制御部は、第１のＤ２Ｄ装置にＤ２Ｄ制御情
報を提供し、第１の装置は、Ｄ２Ｄ制御データを第２のＤ２Ｄ装置に送信する。ここで、
Ｄ２Ｄ制御データは、Ｄ２Ｄ制御情報に少なくとも部分的に基づいている。幾つかの実施
形態では、制御部は、Ｄ２Ｄ通信に使用される通信リソースを概略的に識別するＤ２Ｄ制
御情報を割り当て、第１のＤ２Ｄ装置は、Ｄ２Ｄ装置の一方又は両方からの送信のために
、システムの識別済みリソースから、Ｄ２Ｄ通信リソースをスケジューリングし（割り当
て）、第２のＤ２Ｄ装置にその割り当てを通知する。より厳密にシステム制御される実施
形態では、制御部は、第１のＤ２Ｄ装置に対し、各Ｄ２Ｄ装置により使用されるＤ２Ｄ通
信リソースをより具体的に識別し、第１のＤ２Ｄ装置は、情報を第２のＤ２Ｄ情報へ伝達
する。第２のＤ２Ｄ装置に提供されるＤ２Ｄ制御データは、スケジューリング情報（Ｄ２
Ｄ通信のために割り当てられる通信リソースのＩＤなど）を含んでもよく、また、タイミ
ング及び同期情報を含んでもよい。
【００１０】
　Ｄ２Ｄリンク情報は、第１のＤ２Ｄ装置によって基地局へ送信され、制御部へ提供され
る。Ｄ２Ｄリンク情報は、Ｄ２Ｄ通信チャネル及び制御部に適切なリソースをスケジュー
リングさせる通信についての情報を含む。Ｄ２Ｄリンク情報は、Ｄ２ＤペアにおけるＤ２
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Ｄ装置の一方又は両方からのデータを含んでもよく、通信チャネル又はＤ２Ｄ通信に関す
る測定データ、計算データ、又は推定データを含んでもよい。Ｄ２Ｄリンク情報は、Ｄ２
Ｄチャネルの特性、Ｄ２Ｄ通信の形式、Ｄ２Ｄデータの容量、及び他の情報を含んでもよ
い。第１のＤ２Ｄ装置は、第２のＤ２Ｄ装置からＤ２Ｄリンクデータを受信し、単純に基
地局へ転送してもよいが、第１のＤ２Ｄ装置は、第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータ及び第２
の装置Ｄ２Ｄリンクデータを処理し、基地局へ送信されるＤ２Ｄリンク情報を生成するこ
とができる。
【００１１】
　したがって、場合によっては、制御部は、基地局と第２の装置との間の無線リンクによ
って第２のＤ２Ｄ装置と直接に通信する必要なく、Ｄ２Ｄ通信リンクを管理する。他の状
況では、第１のＤ２Ｄ装置は、基地局から送信されるＤ２Ｄ制御情報として制御部によっ
て提供される制限に従い、Ｄ２Ｄ通信を管理する。したがって、場合によっては、第１の
Ｄ２Ｄ装置のみが、基地局との直接の無線通信を維持する。他の状況では、第２のＤ２Ｄ
装置は、Ｄ２Ｄ通信以外の目的で基地局との無線通信を維持してもよい。
【００１２】
　図１Ａは、Ｄ２Ｄリンク管理のために第１の無線通信装置１０がＤ２Ｄ制御信号１４，
１６を第２の無線通信装置２０へ送信する装置間（Ｄ２Ｄ）通信をサポートするマクロセ
ル通信システム１の例のブロック図である。制御部２５は、基地局４０と第１の無線通信
装置１０との間の無線リンクによってＤ２Ｄ制御情報３５を送信することにより、基地局
４０と第２の無線通信装置２０との間のＤ２Ｄ制御情報の送受信を行うことなく、Ｄ２Ｄ
通信リンク３０に対する少なくとも幾つかの集中管理及び制御を行う。第１の無線通信装
置１０は、第２の無線通信装置２０から受信されるＤ２Ｄ信号５０によって、第２の装置
Ｄ２Ｄリンクデータ４５を受信する。場合によっては、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４
５は、制御部２５がＤ２Ｄ通信リソースをスケジューリングするために第２の装置Ｄ２Ｄ
リンクデータ４５を評価できるように、第１の無線通信装置１０による上りリンクマクロ
セル信号５５によって基地局へ直接転送することができる。他の状況では、第１の無線通
信装置１０は、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４５、及び第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータ
６０を評価し、上りリンクマクロセル信号７０によって基地局４０及び制御部２５へ送信
されるＤ２Ｄリンク情報６５を生成する。第１の無線通信装置１０は、下リンクマクロセ
ル信号５５によって基地局４０からＤ２Ｄ制御情報３５を受信する。厳密にネットワーク
制御される実施形態では、Ｄ２Ｄ制御情報３５の第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ７５は、第
２の装置２０へ転送し得る。厳密には制御されない実施形態では、第１の無線通信装置１
０は、Ｄ２Ｄ制御情報３５を用いてＤ２Ｄ通信リンク３０を管理する。例えば、Ｄ２Ｄ制
御情報３５が、Ｄ２Ｄ通信リンク３０を使用するための時間・周波数リソースを識別する
Ｄ２Ｄリソース割り当て情報を含む場合、第１の無線通信装置１０は、第１の無線通信装
置１０から信号を送信するためにどの時間・周波数リソースを使用するか、及び第２の無
線通信装置２０からＤ２Ｄ信号を送信するためにどのリソースを使用するか、を判定する
ことができる。また、第１の無線通信装置１０は、多入力多出力（ＭＩＭＯ）パラメータ
、変調次数パラメータ、符号化率パラメータ、及び電力制御パラメータなどの物理フォー
マットパラメータを決定することができる。したがって、第１の無線通信装置１０は、第
１の無線通信装置１０が基地局４０から受信するＤ２Ｄ制御情報３５に少なくとも部分的
に基づく第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ７５を、第２の無線通信装置２８へ送信する。
【００１３】
　Ｄ２Ｄ通信管理のために維持される必要があるのは第１の無線通信装置と基地局との間
のリンクのみであるため、無線リソースの使用が削減される。したがって、第１の無線通
信装置は、Ｄ２Ｄ通信に関与する一方、マクロセル通信を維持する。場合によっては、第
２の無線通信装置は基地局と通信してもよい。しかし、本明細書の例では、第２の無線通
信装置と基地局との間の無線リンクを介しては、Ｄ２Ｄ制御情報は送信も受信もされない
。
【００１４】
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　第２の無線通信装置２０へ送られるＤ２Ｄ制御データ７５に加えて、マクロセル信号７
０によって第１の無線通信装置１０と送受信されるＤ２Ｄ制御情報６５は、通常、第１の
無線通信装置１０へ送られる第１の装置Ｄ２Ｄ制御データ８０及び第１の装置と基地局と
の間のマクロセルリンクを管理するためのマクロセル制御信号を含む。両装置のためのＤ
２Ｄ制御情報は単一の信号で送信可能であるが、多重伝送も使用可能である。また、場合
によっては、第１の無線通信装置のためのマクロセル通信のためのマクロセル制御情報は
、Ｄ２Ｄ制御情報とともに送信されてもよい。したがって、Ｄ２Ｄ制御情報６５は、各装
置又は１つの装置のみのための特定の制御情報を含んでもよく、又は第１の装置１０が使
用するための第１の装置制御データ６０及び第２の装置２０のための第２の装置制御デー
タを生成するために第１の装置によって処理される情報を含んでもよい。
【００１５】
　例として、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４５は、バッファ状態報告（ＢＳＲ）を含む
。場合によっては、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４５はまた、第２の無線通信装置２０
により測定されるＤ２Ｄチャネル条件を含んでもよい。しかし、本明細書の例では、Ｄ２
Ｄチャネル条件が決定され、第１の無線通信装置１０によりＤ２Ｄリンク情報３５によっ
て制御部２５に報告される。Ｄ２Ｄチャネルの対称性を活用するために１つのＤ２Ｄ装置
からチャネル条件を報告する技術は、本願と同時出願され、その全体が参照により明示的
に組み込まれる、「チャネル対称性を使用した装置間通信リソースの管理（ＭＡＮＡＧＥ
ＭＥＮＴ　ＯＦ　ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒ
ＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＵＳＩＮＧ　ＣＨＡＮＮＥＬ　ＳＹＭＭＥＴＲＹ）」という名称で出
願されたＰＣＴ特許出願で検討されている。第１の無線通信装置がＤ２Ｄチャネルの特性
を測定する場合、第２の無線通信装置は周期的に参照信号８０を送信する。
【００１６】
　Ｄ２Ｄ制御情報６５は、１つ以上のＤ２Ｄリソース割り当て情報、ページングメッセー
ジ、及び同期情報を含む。Ｄ２Ｄリソース割り当て情報は、Ｄ２Ｄ通信のために割り当て
られる通信リソースのＩＤを含み、その情報は少なくともＤ２Ｄ送信に使用すべき時間・
周波数リソースを識別する。基地局４０と通信可能に接続されるスケジューラ８５は、第
１の無線通信装置から第２の無線通信装置へ、かつ／又は第２の無線通信装置から第１の
無線通信装置へ、Ｄ２Ｄ信号を送信するための通信リソースをスケジューリングする（割
り当てる）。スケジューラ８５は、報告されるチャネル情報、及び可能であればＢＳＲな
どの他の情報を使用し、Ｄ２Ｄ通信のための適切なリソースをスケジューリングする。
【００１７】
　一例では、Ｄ２Ｄリソース割り当て情報は、Ｄ２Ｄ通信のためのすべての伝送パラメー
タを識別し、したがって、時間・周波数パラメータに加え、多入力多出力（ＭＩＭＯ）パ
ラメータ、符号化率パラメータ、電力制御パラメータ、及び変調次数パラメータなどの物
理フォーマットパラメータを含む。しかし、別の例では、スケジューラ８５は、時間・周
波数パラメータのみを識別し、無線通信装置の一方又は両方にＭＩＭＯ、符号化率、電力
制御、及び変調次数パラメータを決定させる。このような例で制御部へ送信されるチャネ
ル情報は、スケジューラが時間・周波数リソースを割り当てるのに必要なチャネル情報の
みを含む。第１の無線通信装置は、他の測定されるチャネル特性、推定される情報、及び
／又は適切なＭＩＭＯ、符号化率、電力制御、及び変調次数パラメータを決定するための
他のチャネル情報を用いる。これらのパラメータは、第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ７５の
一部として第２の無線通信装置へ提供される。スケジューラ８５が時間・周波数パラメー
タのみを割り当てる実施形態の一例において、第１の無線通信装置は、第１の無線通信装
置からのＤ２Ｄ送信に使用すべきＭＩＭＯ、符号化率、電力制御、及び変調次数パラメー
タ、及び第２の無線通信装置からのＤ２Ｄ送信に使用すべきＭＩＭＯ、符号化率、電力制
御、及び変調次数パラメータ、を決定する。
【００１８】
　第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ４５はまた、タイミング及び同期情報を含んでもよい。第
２の無線通信装置２０は、第２の無線通信装置２０が基地局４０との通信を維持していな
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い状況では、第１の無線通信装置１０によって送信される参照信号１６から同期及びシス
テムタイミング情報を取得してもよい。したがって、参照信号１６から決定し得るタイミ
ング及び同期情報は、第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ４５でもある。これにより、Ｄ２Ｄ通
信のために割り当てられるマクロセル通信リソースを使用する場合、第２の無線通信装置
２０はシステム１に同期する。
【００１９】
　無線通信装置から送信された参照信号は、装置検出／発見、信号取得（受信）、チャネ
ル推定、及びチャネル特性の決定に使用することができる。他の形式の参照信号が使用可
能であるが、参照信号を送信するための好適な技術の一例は、Ｄ２Ｄサウンディング参照
信号（ＳＲＳ）を周期的に送信することである。
【００２０】
　一実施形態では、第２の無線通信装置２０は、制御部によって割り当てられる通信リソ
ースによるＤ２Ｄサウンディング参照信号（ＳＲＳ）などのＤ２Ｄ参照信号８０を周期的
に送信する。第１の無線通信装置は、第２の無線通信装置２０から送信される参照信号８
０を受信し、少なくとも１つの信号の特性を測定して、チャネル条件を決定し、基地局４
０へ報告する。測定可能な信号の特性の例として、最小二乗（ＬＳ）推定、干渉及び雑音
電力測定、信号電力測定、及びＳＩＮＲ計算が挙げられる。チャネル情報は、直接に測定
されるパラメータを含んでもよく、又は特定の実施形態に応じて測定されるパラメータに
基づく情報を含んでもよい。本明細書で検討される例では、チャネル情報は、第２の無線
通信装置２０と第１の無線通信装置１０との間のチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）
を含む。ＣＳＩは、モバイル装置と基地局との間のチャネルのＣＳＩを決定するための従
来の技術と同様の技術を用いて決定される。基地局と通信可能に接続されるスケジューラ
８５は、第１の無線通信装置から第２の無線通信装置へＤ２Ｄ信号を送信するための通信
リソースをスケジューリングする（割り当てる）。スケジューラ８５は、報告されるチャ
ネル情報を使用して適切なリソースをスケジューリングする。したがって、第２の無線通
信装置から第１の無線通信装置へ送信される参照信号から測定される信号の特性は、第１
の無線通信装置から第２の無線通信装置へのＤ２Ｄ送信をスケジューリングするために使
用される。
【００２１】
　上記のように、第１の無線通信装置１０は、厳密にはシステム制御されていない構成で
、幾つかのＤ２Ｄ通信リソースをスケジューリングする。したがって、Ｄ２Ｄリンク情報
３５及びＤ２Ｄ制御情報６５の内容は、システムによって表される制御レベルに依存する
。第１の無線通信装置がリソースをスケジューリングしている場合、基地局と第１の無線
通信装置とで情報を送受信するために必要とされる情報は少ない。その結果、これらの状
況では、システムスケジューラの幾つかの決定及び機能が、第１の無線通信装置のスケジ
ューラ工程により、制御部により提供されるガイドパラメータに従い実行される。第１の
無線通信装置１０は、第２の無線通信装置２０から見て、Ｄ２Ｄ管理の目的上では、基地
局と同様である。
【００２２】
　本明細書の例では、通信システムは、基地局（ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）と無線通信ユー
ザ機器装置（ＵＥ）との間の通信のためにマクロセル通信リソースを利用する。マクロセ
ル通信リソースは、基地局から無線通信ユーザ機器（ＵＥ）装置への下りリンク通信のた
めの下りリンク通信リソースと、ＵＥ装置から基地局への上りリンク伝送のための上りリ
ンク通信リソースと、を含む。上りリンク通信リソースは、下りリンク通信リソースとは
異なる。マクロセル通信リソースの一部は、適宜、２つのＵＥ装置間の装置間（Ｄ２Ｄ）
通信に割り当てられる。Ｄ２Ｄ通信のために割り当てられる下りリンク通信リソースは、
下りリンク通信には使用されない。例えば、通信リソースが時間・周波数通信リソースの
場合、Ｄ２Ｄ通信リンクに割り当てられる時間区間と周波数帯（例えば、サブキャリア）
は、基地局により使用されない。上りリンク通信リソースがＤ２Ｄ通信のために割り当て
られる場合、リソースは、他のＤ２Ｄ通信、並びに近接セル内及び同一セル内の上りリン
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ク通信に対して、干渉が最小化するように割り当てられる。Ｄ２Ｄ通信のためのマクロセ
ルリソースを管理するための好適な技術の例は、国際出願ＵＳ２０１２／０６４７１１号
明細書、代理人整理番号ＴＵＴＬ　００２１１　ＰＣ、発明の名称「マクロセル通信リソ
ースを使用した装置間通信管理（ＤＥＶＩＣＥ　ＴＯ　ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣ
ＡＴＩＯＮ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＵＳＩＮＧ　ＭＡＣＲＯＣＥＬＬ　ＣＯＭＭＵＮＩ
ＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ）」、（出願日：２０１２年１１月１２日）において
検討され、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００２３】
　図１Ｂ及び図１Ｃは、無線通信装置との通信のためマクロセル通信リソースが使用され
、無線通信装置間の装置間（Ｄ２Ｄ）通信リンク３０が確立される、通信システム１の例
のブロック図である。マクロセル通信リソースとＤ２Ｄ通信リンクとの間の関係を図１Ｂ
に示す。図１ＣにＤ２Ｄ通信リンクを確立するためのリソースを示す。基地局４０は、し
ばしば「セル」と称される地理的サービスエリア内の無線通信ユーザ機器（ＵＥ）装置１
０、２０に対して無線通信サービスを提供する。本明細書の例では、第２の装置は基地局
と直接には通信していない。このような状況は、第２の無線通信装置が、装置の設計又は
信号障害によりマクロセル通信能力を持たない場合に生じ得る。この状況は、第２の無線
通信装置が、特定の時間には基地局と通信する必要がないが、必要に応じて通信を再開可
能な場合にも生じ得る。複数の基地局は、通常は、バックホール１１４を介して相互接続
され、広域をカバーするために複数のサービスエリアを提供する。通信システム１を参照
して説明されるブロックの様々な機能及び動作は、任意の数の装置、回路、又は要素で実
施されてもよい。２つ以上の機能ブロックが１つの装置に統合され、１つの任意の装置に
おいて実行されるように記載される機能は、複数の装置に亘って実施されてもよい。例え
ば、制御部２５の機能の少なくとも一部は、基地局４０により実行されてもよく、またそ
の逆でもよい。セルラ通信システムは、通常は、通信規格又は仕様に従う必要がある。第
３世代パートナシッププロジェクト・ロング・ターム・エボリューション（３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ）通信仕様は、下りリンクに対する直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）及び上りリ
ンクに対するシングルキャリア周波数分割多元接続方式（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使って、基
地局（ｅＮｏｄｅＢ）がサービスを無線通信装置（ユーザ機器（ＵＥ）装置）に提供する
システムのための仕様書である。本明細書に記載される技術は、他の形式の通信システム
に適用可能ではあるが、本明細書で検討される例示的なシステムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ通
信仕様に従い動作する。
【００２４】
　基地局４０は、しばしばｅＮｏｄｅＢ又はｅＮＢと称される固定型の送受信局であり、
場合によっては、制御部を含んでもよい。基地局４０は、有線通信、光通信、及び／又は
無線通信チャネルの任意の組み合わせを含んでもよいバックホール１１４を介して、制御
部２５に接続される。本明細書の例では、制御部２５は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信システム
の、モビリィティ管理エンティティ（ＭＭＥ）及びパケットゲートウエイ（Ｐ－ＧＷ）の
機能性を含む。したがって、制御部２５は、スケジューラ８５を含む。本例では、スケジ
ューラ８５は、無線通信装置１０、２０間のＤ２Ｄ通信のための、かつ基地局４０と無線
通信装置１０との間のマクロセル通信のための、時間・周波数リソースを割り当てる。
【００２５】
　無線（ＵＥ）通信装置１０、２０は、モバイル装置、無線装置、無線通信装置、モバイ
ル無線装置、ＵＥ、ＵＥ装置、及びそれ以外の名称で称される場合がある。無線通信ＵＥ
装置１０、２０は、Ｄ２Ｄ構成において、基地局及び他の無線通信装置と通信するための
電子部品及びコードを含む。無線通信装置は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、無線モデムカード、無線モデム、無線通信用電子部品を有するテレビ、ラ
ップトップ又はデスクトップ型のコンピュータ、及び他の装置などの装置を含む。したが
って、無線通信用電子部品を電子装置と組み合わせることにより、無線通信装置１０が形
成されてもよい。例えば、無線通信装置は、機器、コンピュータ、又はテレビに接続され
る無線モデムを含んでもよい。
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【００２６】
　基地局４０は、無線通信装置１０と無線信号５５、７０を送受信する無線送受信部を含
む。基地局４０及び無線通信装置１０からの送信は、送信のシグナリング、プロトコル、
及びパラメータを定義する通信仕様により定められる。通信仕様は、通信のための厳格な
規定を提供してもよく、具体的な実施は異なるが通信仕様には従う一般的な要件を提供し
てもよい。以下の検討は、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）の通信
仕様に関するが、場合によっては、他の通信仕様が使用されてもよい。通信仕様では、少
なくとも、上りリンク及び下りリンク伝送のためのデータチャネル及び制御チャネルが定
義され、少なくとも、基地局から無線通信装置への物理的下りリンク制御チャネルのため
の幾つかのタイミング及び周波数パラメータが特定される。
【００２７】
　マクロセル通信リソース１２１は、下りリンク信号７０及び上りリンク信号６５の送信
に使用される。基地局４０は、通信仕様により定義され、下りリンク通信のために確保さ
れる定義済み下りリンク通信リソースのうち、スケジューリング済み下りリンク通信リソ
ースを使用して、下りリンク信号７０を無線通信装置１０に送信する。無線通信装置１０
は、通信仕様により定義され、上りリンク通信のために確保される定義済み上りリンク通
信リソースのうち、スケジューリング済み上りリンク通信リソースを使用して、上りリン
ク信号５５を基地局４０に送信する。マクロセル通信リソース１２１は、各時間に分割さ
れる周波数帯を含み、各周波数帯及び時間区間は、スケジューラ８５により識別され、か
つ基地局４０から無線通信装置１０に送信される制御信号に記述される。したがって、通
信仕様又は他のシステムの規定は、下りリンクのための適用可能な通信リソース及び上り
リンクのための適用可能な通信リソースを定義する。スケジューラ８５は、異なる時間・
周波数リソースを異なる装置に割り当て、干渉を最小化する一方、リソースを効率的に利
用する。したがって、１つの無線通信装置１０と送受信する信号５５、７０のために使用
されるスケジューリング済みマクロセル通信リソースは、他の通信装置と送受信する他の
信号のために使用されるスケジューリング済みマクロセル通信リソースとは異なる。した
がって、本明細書で参照されるように、マクロセル通信リソース１２１は、仕様及び／又
は通信システム規定によって通信のために確保される通信リソースである。しかし、特定
の信号を伝送するためのスケジューリング済みリソースは、確保されたマクロセル通信リ
ソース１２１の一部である。
【００２８】
　定義済みマクロセル通信リソースの一部は、Ｄ２Ｄ通信のために割り当てられる（スケ
ジューリングされる）。Ｄ２Ｄ通信リソース１２２と称される、定義済みマクロセル通信
リソース１２１の本部分（１２２）は、通常は、適宜、動的に、かつチャネル条件及び他
の基準に基づいて、スケジューリングされる。したがって、スケジューラ８５は、定義済
みマクロセル下りリンク通信リソース、定義済みマクロセル上りリンク通信リソース、又
はその両方、のいずれかをＤ２Ｄ通信のために割り当ててもよい。
【００２９】
　特定の状況では、無線通信装置が、基地局を介さずにＤ２Ｄ通信リンクによって直接通
信することが望ましい。Ｄ２Ｄ通信中、第１の無線通信装置１０は、第１のＤ２Ｄ信号１
２４（信号１４，１６など）を第２の無線通信装置２０に送信し、第２の無線通信装置２
０は、第２のＤ２Ｄ信号１２６（信号５０、８０など）を第１の無線通信装置１０に送信
する。場合によっては、Ｄ２Ｄ送信は、１方向のみでもよい。例えば、ラップトップから
ディスプレイへのＤ２Ｄリンクを確立してもよく、この場合、ラップトップのみがブロー
ドキャスト、ストリーミング、及び他の目的のためにディスプレイへ信号を送信する。
【００３０】
　効率的なＤ２Ｄ通信のためには、無線通信装置は、通常は、互いに近接しなければなら
ない。多くの無線通信装置が移動型であるので、任意の２つの装置間の距離は変化する。
その結果、ネットワーク又は無線通信装置の１つのいずれかは、無線通信装置がＤ２Ｄ通
信Ｄ２Ｄ通信のために十分近接していることを判定しなければならない。本明細書の例で
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は、無線通信装置は、他の無線通信装置から送信される参照信号を受信することにより、
近傍の他の無線通信装置を検出する。検出後、無線通信装置は、Ｄ２Ｄ通信リンク３０の
開始を試みることができる。
【００３１】
　スケジューラ８５は、基地局４０と無線通信装置１０との間の通信のための時間・周波
数リソースを割り当てる。さらに、制御部２５、スケジューラ８５、及び／又は基地局４
０は、上りリンクに関するサウンディング参照信号（ＳＲＳ）をスケジューリングする。
本明細書で検討される例では、スケジューラ８５は、また、Ｄ２Ｄ　ＳＲＳなどの、無線
通信ＵＥ装置１０、２０からのＤ２Ｄ参照信号の伝送のための時間・周波数リソースを割
り当て（スケジューリングし）、装置間（Ｄ２Ｄ）通信リンク３０を確立及び／又は維持
する。Ｄ２Ｄ　ＳＲＳ送信は、装置検出／発見、信号取得（受信）、チャネル推定、及び
ＣＳＩ決定のために使用される。かかる技術の例が、２０１２年１１月１２日に出願され
た、国際出願ＵＳ２０１２／６４７１２号明細書、整理番号ＴＵＴＬ　００２１２　ＰＣ
に説明されており、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。したがって、本明細
書の例では、無線通信装置は、Ｄ２Ｄ　ＳＲＳ信号を送受信することにより、近傍の他の
無線通信装置を検出／発見する。
【００３２】
　上記のように、１つの無線通信装置が他の無線通信装置を認識し、他の無線通信装置と
通信を試みる場合、ネットワークを介さず、Ｄ２Ｄ通信リンクによって通信する方がより
効率的である。干渉を防ぐために、Ｄ２Ｄ通信リンク３０のために使用される通信リソー
スは、割り当てられスケジューリングされなければならない。無線通信装置は、通信リソ
ースを自律的に追跡及び割り当てることが可能だが、ネットワーク内のさらに集中型の制
御部なら、より簡単にスケジューリングを管理することが可能であり、無線通信装置での
処理を削減できる。しかし、以上説明したように、制御部２５が全般的な制御情報を提供
する場合は、幾つかのＤ２Ｄ管理は、なお無線通信装置１０で実施されてもよい。
【００３３】
　図１Ｃを参照して、通信システム１は、基地局から無線通信ユーザ機器（ＵＥ）装置へ
の下りリンク通信のために下りリンク通信リソース１２８を利用し、ＵＥ装置から基地局
への上りリンク伝送のために上りリンク通信リソース１３０を利用する。上りリンク通信
リソースは、下りリンク通信リソースとは異なる。個々の実施形態に応じて、下りリンク
通信リソース１２８の一部、上りリンク通信リソース１３０の一部、又はその両方の一部
は、適宜、無線通信（ＵＥ）装置から装置間（Ｄ２Ｄ）送信のために割り当てられる。し
たがって、Ｄ２Ｄ信号１２４、１２６は、スケジューラ８５によって割り当てられる下り
リンク通信リソース１２８又は上りリンク通信リソース１３０を使用してもよい。Ｄ２Ｄ
通信のために割り当てられる通信リソース１２２は、下りリンク通信のためには使用され
ない。例えば、通信リソースが時間・周波数通信リソースの場合、基地局は、Ｄ２Ｄ送信
のために割り当てられた時間区分及び周波数帯を非Ｄ２ＤＵＥ装置に供給するために使用
せず、上りリンク通信リソースがＤ２Ｄ通信のために割り当てられる場合、他の装置への
リソースのスケジューリングは、干渉を最小化するために管理される。
【００３４】
　無線通信（ＵＥ）装置は、Ｄ２Ｄ信号１２４、１２６を割り当てられた通信リソース１
２２を使用して送信する。本明細書で検討されるように、定義済み下りリンク通信リソー
スは、基地局から無線通信装置への下りリンク通信のために確保される通信リソースとし
て、通信仕様によって定義される通信リソースである。スケジューリング済み下り通信リ
ソースは、基地局と無線通信装置との間の下りリンク通信のために割り当てられた（スケ
ジューリングされた）定義済み下りリンク通信リソースの一部であり、Ｄ２Ｄ通信リソー
ス１２２は、下りリンク通信リソースがＤ２Ｄ通信のために使用される場合、無線通信装
置からＤ２Ｄ送信のために割り当てられた（スケジューリングされた）定義済み下り通信
リソースの一部である。
【００３５】
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　また、本明細書で検討されるように、定義済み上りリンク通信リソースは、無線通信装
置から基地局への上りリンク通信のために確保される通信リソースとして、通信仕様によ
って定義される通信リソースである。スケジューリング済み上りリンク通信リソースは、
無線通信装置と基地局との間の上りリンク通信のために割り当てられた（スケジューリン
グされた）定義済み上りリンク通信リソースの一部であり、Ｄ２Ｄ通信リソース１２２は
、上りリンクリソースがＤ２Ｄ通信のために使用される場合、無線通信装置からＤ２Ｄ送
信のために割り当てられた（スケジューリングされた）定義済み上りリンク通信リソース
の一部である。したがって、定義済みマクロセル通信リソース１２１は、定義済みマクロ
セル下りリンク通信リソース１２８及び定義済みマクロセル上りリンク通信リソース１３
０を含み、定義済みリソースの一方又は両方の一部はＤ２Ｄ通信のために割り当てられる
。
【００３６】
　本明細書の例では、通信ネットワークは、Ｄ２Ｄ装置の１つのみを備えるマクロセル通
信リソースによって情報を送受信することにより、Ｄ２Ｄ通信リンクを管理する。無線通
信装置１０は、マクロセル上りリンク通信リソースを使用して、Ｄ２Ｄリンク情報３５を
基地局に対して送信し、基地局は、マクロセル下りリンク通信リソースを使用して、Ｄ２
Ｄリンク確立メッセージ１３４を無線通信装置に送信する。したがって、Ｄ２Ｄリンク確
立メッセージ１３４は、Ｄ２Ｄ制御情報６５の一例である。Ｄ２Ｄ呼を確立するための技
術の例は、２０１３年５月１０日に出願されたＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／
０４０５８４号、整理番号ＴＵＴＬ　００２１８、発明の名称「マクロセル通信リソース
を使用した装置間通信リソースの管理（ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＭＭＵ
ＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＵＳＩＮＧ　ＭＡＣＲＯＣＥＬＬ　ＣＯＭＭＵ
ＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ）」、において検討され、参照によりその全体が
本明細書に組み込まれる。参照されるＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４０５８４
号で検討されるように、Ｄ２Ｄ呼／セッションは、無線通信装置がマクロセル上りリンク
通信リソースを使用してＤ２Ｄ呼開始メッセージを送信することによって開始される。Ｄ
２Ｄ呼開始メッセージは、Ｄ２Ｄ通信リンクの確立が、ボイス・オーバ・インターネット
・プロトコル（ＶｏＩＰ）呼のためか、又はデータの転送のためか、を示すＤ２Ｄ呼形式
の指示子をさらに含むことができる。Ｄ２Ｄ呼形式の指示子がデータの転送を示す場合、
Ｄ２Ｄ呼開始メッセージは、Ｄ２Ｄ通信リンクによって送信されるデータ量を示すＤ２Ｄ
バッファ状態報告（ＢＳＲ）をさらに含む。
【００３７】
　第１の無線通信装置は、基地局に応答して、Ｄ２Ｄリンク情報３５を基地局に送信する
。Ｄ２Ｄリンク情報３５は、第１の無線通信装置と第２の無線通信装置との間の通信リン
クに関する基地局情報を提供する任意のパラメータ又は指示子を含んでもよい。Ｄ２Ｄリ
ンク情報３５は少なくともチャネル情報を含み、チャネル品質、Ｄ２Ｄリンクによって送
信されるデータ量、送信電力、及び他の情報を記述するパラメータを含んでもよい。本明
細書の例では、Ｄ２Ｄリンク情報３５は、Ｄ２Ｄ通信リンクによって送信されるデータの
量を示すＤ２Ｄバッファ状態報告（ＢＳＲ）、Ｄ２Ｄ通信リンクによるＤ２Ｄ送信のため
の利用可能送信電力を示すＤ２Ｄパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）、及びＤ２Ｄ通信リ
ンクのチャネルの少なくとも１つの特性を含むＤ２Ｄチャネル状態情報（ＣＳＩ）を含ん
でもよい。したがって、本例では、Ｄ２Ｄリンク情報３５は上りリンクＤ２Ｄ制御情報１
０６の例である。Ｄ２Ｄリンク情報３５は、第２の無線通信装置２０から得られる第２の
装置Ｄ２Ｄリンクデータ５０及び／又は第１の無線通信装置によって生成される情報を含
んでもよい。例えば、チャネルのＣＳＩは、第１の無線通信装置１０によって判定されて
もよく、ＢＳＲは、第２の無線通信装置がＤ２Ｄ信号５０で送信される第２の装置Ｄ２Ｄ
制御データで提供されてもよい。
【００３８】
　基地局は、Ｄ２Ｄリンク確立情報１３４を第１の無線通信装置１０へ送信し、その情報
の一部は第２の無線通信装置へ送られてもよい。Ｄ２Ｄリンク確立情報は、無線通信装置
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にＤ２Ｄ通信リンクによって通信させる情報を含み、Ｄ２Ｄ通信リンクのために使用され
る時間・周波数通信リソースのためのスケジューリング情報を含む。Ｄ２Ｄリンク確立情
報は、単一の一方向Ｄ２Ｄ送信のための特定情報を含んでもよく、又は各送信に対してネ
ットワークによる特定の指示なしに無線通信装置に複数のＤ２Ｄ送信をスケジューリング
させる承認済みＤ２ＤリソースのＩＤなどのより一般的なチャネル情報を含んでもよい。
Ｄ２Ｄリンク確立情報は、マクロセル下りリンク通信リソースを使用して、無線通信装置
へ送信される。参照されるＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４０５８４号、整理番
号ＴＵＴＬ　００２１８で検討されるように、Ｄ２Ｄリンク確立情報１３４を送信する好
適な技術の例として、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）による情報の送信が挙
げられる。そのようなＰＤＣＣＨは、識別された通信リソースが従来のマクロセル通信に
代わってＤ２Ｄ通信のために割り当てられる点以外、マクロセル通信のための通信リソー
スを割り当てる従来のＰＤＣＣＨ送信と同様である。
【００３９】
　したがって、例えば、制御部２５内のスケジューラ８５は、Ｄ２Ｄリンク確立情報１３
４（Ｄ２Ｄ制御情報７０）を第１の無線通信装置１０に提供することにより、Ｄ２Ｄ時間
・周波数リソース１２２を無線通信装置１０、２０に割り当てる。情報１３４は任意の数
の制御信号及び／又はメッセージを使用して送信可能であるが、情報は、ＰＤＣＣＨを使
用して基地局により送信される。第１の無線通信装置１０によってＤ２Ｄリンク確立情報
１３４を処理し、第２の装置制御データ７５を生成してもよい。
【００４０】
　図２は、第１の無線通信装置１０などの無線通信装置（ＵＥ）で行われる、Ｄ２Ｄ通信
を管理する方法の例のフローチャートである。
【００４１】
　ステップ２０２では、無線通信装置１０は、他の無線通信装置２０から第２の装置Ｄ２
Ｄリンクデータ４５を受信する。第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４５は、従来システムの
基地局との通信に使用される任意の形式の従来の制御信号を含んでもよい。ページングメ
ッセージ、ＣＳＩ、肯定応答（ＡＣＫ）メッセージ、否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージは
Ｄ２Ｄリンクデータの例である。第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４５の一部は基地局への
送信のためのデータでもよく、一方、他のデータは第１の無線通信装置による処理のため
のものであってもよい。例えば、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータがバッファ状態報告を含
む場合、この情報は基地局へ転送されてもよい。バッファ状態報告は、送信されるデータ
量を示す。
【００４２】
　ステップ２０２は、第２の無線通信装置２０がシステムタイミングを持たない状況では
、装置検出の直後には通常は起こり得ない。例えば、第２の無線通信装置には、Ｄ２Ｄリ
ンクによって送信する前に、幾つかの制御データが提供されなければならない。幾つかの
実施形態では、第１の無線通信装置が常にＤ２Ｄセッションを開始する。このような状況
では、第１の装置は、第２の装置から送信される参照信号を受信することにより第２の装
置を検出する。その後、第１の装置は関連する制御情報（第２の装置がその情報を送信可
能なタイミング、同期、及びリソース）を提供する。したがって、ステップ２０２は、こ
のような情報が提供された後に生じる。
【００４３】
　ステップ２０４では、無線通信装置１０は、第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータを判定する
。この例では、Ｄ２Ｄリンク３０の第１の無線通信装置チャネル特性を第２の無線通信装
置により送信される参照信号８０を測定及び評価することによって判定する。したがって
、第１の装置リンクデータ６０は、幾つかの状況において、Ｄ２Ｄ通信リンクの少なくと
も１つのチャネル特性を含むＤ２Ｄチャネル状態情報（ＣＳＩ）などのチャネル条件情報
を含んでもよい。第１の装置１０によってＤ２Ｄ通信リンクによって送信されるデータ量
を示すＤ２Ｄバッファ状態報告（ＢＳＲ）、及びＤ２Ｄ通信リンクによるＤ２Ｄ送信のた
めの利用可能な送信電力を示すＤ２Ｄパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）などの他の情報
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が、第１の装置Ｄ２Ｄリンク情報の一部であってもよい。
【００４４】
　ステップ２０６では、無線通信装置１０は、Ｄ２Ｄリンク情報を判定する。例では、第
１の装置１０は第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータ６０及び第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ４
５を評価し、Ｄ２Ｄリンク情報５５を生成する。Ｄ２Ｄチャネル情報は、測定されるチャ
ネル特性に基づいて算出される情報又はチャネル特性でもよい。Ｄ２Ｄチャネル情報の例
としては、ＣＳＩが挙げられる。例えば、Ｄ２Ｄチャネル情報は、Ｄ２Ｄリンク情報の一
部として送信される。ＣＳＩに加えて、Ｄ２Ｄリンク情報は、Ｄ２Ｄ通信リンクによって
送信されるデータ量を示すＤ２Ｄバッファ状態報告（ＢＳＲ）、及びＤ２Ｄ通信リンクに
よるＤ２Ｄ送信のために利用可能な送信電力を示すＤ２Ｄパワーヘッドルーム報告（ＰＨ
Ｒ）を含んでもよい。Ｄ２Ｄ音声呼が開始されている幾つかの状況において、ＢＳＲは省
略されてもよい。これらの状況でのＤ２Ｄリンク情報は、また、Ｄ２Ｄ呼が音声呼である
ことを示す指示子を含んでもよい。したがって、Ｄ２Ｄリンク情報のためのチャネル特性
は、通常は、無線通信装置が、第２の無線通信装置によって周期的に送信される参照信号
を評価することにより維持される。Ｄ２Ｄリンク情報は、マクロセル上りリンク通信リソ
ースを使用して基地局に送信される。例として、Ｄ２Ｄリンク情報は、基地局と第１の無
線通信装置１０４との間のマクロセル通信リンクのためのマクロセルＣＳＩ情報とともに
送信される。Ｄ２Ｄリンク情報の伝送は、従来のマクロセル通信のＢＳＲ、ＣＳＩ、及び
ＰＨＲの伝送と同様である。しかし、Ｄ２Ｄリンク情報の伝送は、情報がＤ２Ｄ通信リン
クに関連しているという指示も含む。したがって、Ｄ２Ｄリンク情報は、マクロセルリン
ク情報とともに、ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨ上で送信されてもよい。本明細書の例では、
無線通信装置は、Ｄ２Ｄ通信に関与する一方、マクロセル接続を維持し、Ｄ２Ｄリンク情
報同様、マクロセルチャネルのチャネル特性を提供する。
【００４５】
　ステップ２０８では、無線通信装置１０は、Ｄ２Ｄリンク情報を基地局（ｅＮＢ）４０
に送信する。
【００４６】
　ステップ２１０では、無線通信装置１０は、基地局（ｅＮＢ）４０からＤ２Ｄ制御情報
を受信する。Ｄ２Ｄ制御情報は、Ｄ２Ｄ通信リソースを識別するＤ２Ｄリソース割り当て
情報を含む。上記のように、Ｄ２Ｄ通信リソースは、システム１のための通信仕様によっ
て定義される定義済み通信リソースの一部である。本例では、Ｄ２Ｄ制御情報は、物理下
りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）によって送信される。したがって、リンク確立情報
は、マクロセル下りリンク通信リソースを使用して、無線通信装置１０によって受信され
る。本例では、Ｄ２Ｄリンク確立情報は、第１の無線通信装置から第２の無線通信装置へ
、かつ／又は第２の無線通信装置から第１の無線通信装置へのＤ２Ｄ信号の伝送のために
使用すべき定義済みマクロセル通信リソースの一部を識別する。Ｄ２Ｄ制御情報は、Ｄ２
Ｄ送信のための「転送フォーマット選択」及び「電力制御」指令を含む場合がある。
【００４７】
　図２の例では、Ｄ２Ｄ制御情報は、時間・周波数リソースを識別するが、多入力多出力
（ＭｌＭＯ）パラメータ、変調次数パラメータ、符号化率パラメータ、及び電力制御パラ
メータは特定しない。場合によっては、これらの物理パラメータの一部又は全部がネット
ワークにより提供される。
【００４８】
　ステップ２１２では、Ｄ２Ｄ通信リソースが第１の無線通信装置によってスケジューリ
ングされる。より厳密にシステム制御される実施形態では、スケジューリング及び処理に
は、リソースの割り当て及びＤ２Ｄ制御情報に含まれる特定の指令に従う第２の無線通信
装置への制御信号の送信が含まれる。厳密にはシステム制御されない実施形態では、第１
の無線通信装置は、第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータ６０、第２の装置Ｄ２Ｄリンクデータ
４５、及びＤ２Ｄ制御情報６５を評価し、Ｄ２Ｄ通信のためにリソースを割り当てる。一
例では、Ｄ２Ｄ制御情報は、物理パラメータを特定せずに時間・周波数リソースを含む。
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その結果、第１の無線通信装置は第１の装置Ｄ２Ｄリンクデータ６０及び第２の装置Ｄ２
Ｄリンクデータ４５を評価し、ＭＩＭＯパラメータ、変調次数パラメータ、符号化率パラ
メータ、及び電力制御物理パラメータなどの物理パラメータを決定する。
【００４９】
　ステップ２１４では、第２の装置Ｄ２Ｄ制御データ７５が、第２の無線通信装置２０に
送信される。データ７５は、ＭＩＭＯパラメータ、変調次数パラメータ、符号化率パラメ
ータ、及び電力制御パラメータなどの物理パラメータ同様、時間・周波数リソースなどの
Ｄ２Ｄ通信リソースを含む。以上説明したように、場合によっては、第２の装置Ｄ２Ｄ制
御データ７５は、システムタイミング及び同期情報を含む。システムタイミングに従い送
信される参照信号１６は、第２の無線通信装置にタイミング情報を提供する。例えば、第
１の無線通信装置１０が周期的に参照信号を送信する。好適な技術の例が、上記参照され
た特許ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１２／６４７１２号で検討されている。したがって
、第２の無線通信装置は、第１の無線通信装置からＳＲＳなどの同期のための参照信号を
受信する。その結果、第２の無線通信装置２０は、システムに同期するために基地局との
通信リンクを維持する必要はない。
【００５０】
　明らかに、本発明の他の実施形態及び変更例は、これらの教示を参酌して、当業者に容
易に創作されるだろう。上記の説明は、例示的であって限定的ではない。本発明は、上記
の明細書及び添付の図面に基づく実施形態及び変更例の全てを含む、以下の請求項によっ
てのみ限定される。したがって、本発明の範囲は、上記の記載を参照して決定されるので
はなく、均等物の全範囲と共に、添付される請求項を参照して決定されるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】
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