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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースユニットにおいて、制御チャネル候補検索空間を遠隔ユニットに示す方法であっ
て、前記方法は、
　前記制御チャネル候補検索空間を構成する１セットの候補制御チャネル要素に、前記遠
隔ユニットをマッピングするステップと；
　１つまたは複数の制御チャネル要素を備える制御チャネルを、前記１セットの候補制御
チャネル要素から選択するステップと；
　前記選択した制御チャネルを用いて、前記遠隔ユニットに関する制御情報を伝達するス
テップと
を備えることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記制御チャネルを構成する前記制御チャネル要素の数は、変化し、
　前記ベースユニットは、種々の数の制御チャネル要素を選択する、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記制御チャネルを構成する制御チャネル要素の数は、４個と８個の制御チャネル要素
を含む、
　請求項２記載の方法。
【請求項４】
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　前記制御チャネルを構成する制御チャネル要素の数は、１個、２個、４個、および８個
の制御チャネル要素と変化する、
　請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は更に、前記制御チャネルにおける制御チャネル要素の数を示す少なくとも１
つの制御信号を伝送するステップを備える、
　請求項２記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は更に、サブフレームの制御領域のサイズを示す信号を伝送するステップを含
む、
　請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記サブフレームの前記制御領域のサイズは、ｎによって示され、
　前記ｎは、前記制御領域のＯＦＤＭ記号の数である、
　請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記制御信号は、前記制御領域におけるＯＦＤＭ記号の数を示す物理制御形式表示チャ
ネルの制御チャネル形式である、
　請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記物理制御形式表示チャネルは更に、前記制御チャネル候補検索空間の形式を決定す
る、
　請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記物理制御形式表示チャネルは、種々の検索空間形式のうちの少なくとも１つのｎの
値を通信する、
　請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　前記マッピングは、前記遠隔ユニットの識別情報に従って前記遠隔ユニットをマッピン
グする、
　請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記遠隔ユニットに割当てられる前記識別情報は、携帯機器固有の無線ネットワーク一
時識別子である、
　請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記マッピングは、各遠隔ユニットに割当てられるアップリンク制御チャネルの識別情
報に従って、前記遠隔ユニットをマッピングする、
　請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記遠隔ユニットに割当てられる前記識別情報は、呼設定の際かハンドオーバの際の、
あるいは前記遠隔ユニットを互いに異なる検索空間に再マッピングするためのレイヤー３
メッセージングを介して割当てられた制御チャネル検索空間識別番号である、
　請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御チャネル候補検索空間は、１つまたは複数の制御チャネル形式に関連し、
　前記制御チャネル形式は、アップリンクスケジューリング許可、ダウンリンクスケジュ
ーリング許可、ＡＩＣＨスケジューリング許可、ＰＩＣＨスケジューリング許可、Ｄ－Ｂ
ＣＨスケジューリング許可、コンパクトスケジューリング許可、ＰＵＣＣＨスケジューリ
ング許可、チャネル品質インジケータＰＵＣＣＨスケジューリング許可、事前符号化マト
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リックス指定子ＰＵＣＣＨスケジューリング許可、またはプリコード化ＰＤＣＣＨ割当か
ら選択される１つを含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記方法は更に、ｎおよび制御チャネル構成と同様に、前記制御領域における制御チャ
ネル要素の数を決定する搬送波帯域幅を示す信号を伝送するステップを含む、
　請求項７記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御チャネル構成は、前記制御領域において使用される参照記号形式、制御チャネ
ル伝送において採用されるベースユニット伝送アンテナの数、「ｎ」、ダウンリンクＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫが占有する制御領域リソース、物理制御形式表示チャネルが占有する制御領
域リソース、ダウンリンク参照記号によって占有される制御領域リソース、ダウンリンク
参照記号形式、のうちの少なくとも１つによって決定される、
　請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記方法は更に、制御チャネル候補検索空間の数Ｓを決定する際に使用される制御チャ
ネル要素の数に関して、最大制御チャネル候補検索空間サイズを示す信号を伝送するステ
ップを含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記方法は更に、ダウンリンク形式の制御チャネル候補検索空間の数と、アップリンク
形式の制御チャネル候補検索空間の数とを示す信号を伝送するステップを含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　前記方法は更に、前記制御チャネルにおける制御チャネル要素の数に関係する制御信号
を含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　前記方法は更に、特定遠隔ユニットに伝達するために、搬送波帯域幅から設定される制
御チャネル要素候補における候補制御チャネル要素の数を決定するステップを含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　前記１セットの検索空間を構成する前記１つまたは複数の制御チャネル検索空間は、前
記制御チャネルを構成するために統合される制御チャネル要素に関する重複が０～１００
％で変化する、
　請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　前記マッピングは、遠隔ユニットに関連する固有識別情報のハッシュ値によって実行さ
れる、
　請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　遠隔ユニットに関連する前記固有識別情報は、携帯機器固有の無線ネットワーク一時識
別子である、
　請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　遠隔ユニットに関連する前記固有識別情報は、前記遠隔ユニットに割当てられたアップ
リンク制御チャネルの固有識別情報である、
　請求項２３記載の方法。
【請求項２６】
　前記ハッシュ値の関数であるハッシング関数は、遠隔ユニット、システムフレーム番号
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、または無線フレーム内のサブフレームインデクスに関連する固有識別情報のうちの少な
くとも１つを用いて、サブフレームベースで遠隔ユニットを種々の制御チャネル候補検索
空間にホッピングする手段を含む、
　請求項２３記載の方法。
【請求項２７】
　送信機とコントローラを有するベースユニットであって、
　前記コントローラは、
　遠隔ユニットに対する制御チャネル候補検索空間を識別し、
　前記送信機を制御することによって、前記遠隔ユニットに対する前記制御チャネル候補
検索空間を示す信号を伝送でき、
　前記送信機を更に制御することによって、前記制御チャネル候補検索空間において選択
した制御チャネルを用いて、前記遠隔ユニットに制御情報を伝送できる
ことを特徴とする、ベースユニット。
【請求項２８】
　前記制御チャネル候補検索空間を示す前記信号は、携帯機器識別情報である、
　請求項２７記載のベースユニット。
【請求項２９】
　ベースユニットにおいて、制御チャネル候補検索空間を識別する識別方法であって、前
記識別方法は、
　携帯機器識別子を決定するステップと；
　制御チャネルの候補である１セットの候補制御チャネル要素に関係する制御信号を、伝
送するステップと；
　選択した制御信号と帯域幅とに関連する前記選択した１セットの制御チャネル要素から
、少なくとも１つの制御チャネル要素を選択するステップと；
　前記選択した制御チャネルにおいて、制御情報を伝達するステップと；
　前記制御信号に対する少なくとも１つの検索空間に、前記携帯機器識別子に関連する遠
隔ユニットをマッピングするステップと
を備える、識別方法。
【請求項３０】
　前記携帯機器識別子は、固有の携帯機器識別子である、
　請求項２９記載の識別方法。
【請求項３１】
　前記携帯機器識別子は、無線ネットワーク一時識別子である、
　請求項３０記載の識別方法。
【請求項３２】
　前記識別方法は更に、特定遠隔ユニットに通信することによって前記遠隔ユニットに前
記検索空間をマッピングするために、前記帯域幅を用いるステップを含む、
　請求項２９記載の識別方法。
【請求項３３】
　制御情報に関する１つまたは複数の制御チャネル候補検索空間を識別する、遠隔ユニッ
トにおける識別方法であって、前記識別方法は、
　ベースユニットから固有識別情報を受信するステップと；
　前記固有識別情報を、固有の識別子に少なくとも部分的に依存する１セットの候補制御
チャネル要素にマッピングするステップと；
　前記遠隔ユニットに関連する前記制御チャネルに対する、前記１セットの制御チャネル
要素を検索するステップと
を備えることを特徴とする、識別方法。
【請求項３４】
　前記固有識別情報は、固有の遠隔ユニット識別子である、
　請求項３３記載の識別方法。
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【請求項３５】
　前記遠隔ユニット識別子は、無線ネットワーク一時識別子である、
　請求項３４記載の識別方法。
【請求項３６】
　前記固有識別情報は、チャネル品質情報と事前符号化情報のうちの少なくとも一方を伝
えるために、前記遠隔ユニットに割当てられたアップリンク制御チャネル識別情報である
、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項３７】
　前記アップリンク制御チャネル識別情報は、ＰＵＣＣＨの固有のチャネル番号である、
　請求項３６記載の識別方法。
【請求項３８】
　前記固有識別情報は、呼設定の際かハンドオーバの際の、あるいは前記遠隔ユニットを
互いに異なる検索空間に再マッピングするためのレイヤー３メッセージを介して前記遠隔
ユニットに割当てられる、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項３９】
　前記識別方法は更に、検索の対象となる前記１セットの候補制御要素を決定するために
、帯域幅を用いるステップを含む、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４０】
　特定セットの制御チャネル検索要素を決定することは、前記制御領域に対するＯＦＤＭ
記号の数「ｎ」を決定することを含む、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４１】
　制御チャネル形式指定子は、前記制御チャネル候補検索空間の形式を決定するために使
用される、
　請求項４０記載の識別方法。
【請求項４２】
　前記制御チャネル形式指定子は、種々の検索空間形式のうちの少なくとも１つの「ｎ」
の値を伝達する、
　請求項４１記載の識別方法。
【請求項４３】
　前記制御チャネル形式指定子は、
　ダウンリンクＰＤＣＣＨ形式の使用可能な制御チャネル候補検索空間の数と、
　アップリンクＰＤＣＣＨ形式の使用可能な制御チャネル候補検索空間の数と
を決定するために使用される、
　請求項４１記載の識別方法。
【請求項４４】
　前記識別方法は更に、
　前記制御領域で使用される参照記号形式、
　制御チャネル伝送に採用されるベースユニット伝送アンテナの数、
　前記ダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫが占有する制御領域リソース、
　「ｎ」、
　物理制御形式表示チャネルが占有する前記制御領域リソース、
　参照記号によって占有される前記制御領域リソース、
　ダウンリンク参照信号形式
のうちの少なくとも１つによって制御チャネル構成を決定するステップを含む、
　請求項４０記載の識別方法。
【請求項４５】
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　前記識別方法は更に、制御チャネル候補検索空間の最小数Ｓを決定する際に使用される
制御チャネル要素の数に関して、最大制御チャネル候補検索空間サイズを示す信号を受信
するステップを含む、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４６】
　前記識別方法は更に、
　ダウンリンク形式の制御チャネル候補検索空間の数と、
　アップリンク形式の制御チャネル候補検索空間の数と
を示す信号を受信するステップを含む、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４７】
　ダウンリンク形式を有する前記制御チャネル候補検索空間を識別することは、
　制御チャネル要素の論理的にマッピングされた連番リストの最上部から始まる最初の制
御チャネル候補検索空間を探すことと、
　これに続いて既に探されている前記制御チャネル候補検索空間の検索開始後に始まる各
追加検索空間に関するリストを下に辿ることと
に基づく、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４８】
　アップリンク形式を有する前記制御チャネル候補検索空間を識別することは、
　制御チャネル要素の論理的にマッピングされた連番リストの最下部から始まる最初の制
御チャネル候補検索空間を探すことと、
　既に探されている前記制御チャネル候補検索空間の検索開始に先行して始まる各追加検
索空間に関するリストを上に戻ることと
に基づく、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項４９】
　前記マッピングは、検索空間の数を用いて前記遠隔ユニットの固有識別子の数のモジュ
ロ演算に基づき決定される、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５０】
　前記マッピングは、遠隔ユニットに関連する固有識別情報のハッシュ値によって実行さ
れる、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５１】
　遠隔ユニットに関連する前記固有識別情報は、携帯機器固有の無線ネットワーク一時識
別子である、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５２】
　遠隔ユニットに関連する前記固有識別情報は、前記遠隔ユニットに割当てられたアップ
リンク制御チャネルの固有識別情報である、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５３】
　ハッシュ値の関数であるハッシング関数は、遠隔ユニット、システムフレーム番号、お
よび無線フレーム内のサブフレームインデクスに関連する固有識別情報のうちの少なくと
も１つを用いて、サブフレームベースで前記遠隔ユニットを種々の制御チャネル候補検索
空間にホッピングする手段を含む、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５４】
　前記１セットの検索空間を構成する１つまたは複数の制御チャネル検索空間は、制御チ
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ャネルを構成するために統合される制御チャネル要素に関する重複が０～１００％で変化
する、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５５】
　前記マッピングは、携帯機器識別子、通信リンクの帯域幅、またはリンク方向のうちの
少なくとも１つから決定される、
　請求項３３記載の識別方法。
【請求項５６】
　制御情報に対する制御チャネル要素検索空間を、遠隔ユニットにおいて識別する識別方
法であって、前記識別方法は、
　携帯機器識別子を決定するステップと；
　前記遠隔ユニットによって識別される１セットの候補制御チャネル要素を、前記携帯機
器識別子から決定するステップと；
　前記１セットの候補制御要素のみを検索することによって、サブフレームにおける前記
制御チャネルを決定するステップと
を備えることを特徴とする、識別方法。
【請求項５７】
　前記識別方法は更に、前記携帯機器識別子を、制御信号に対する少なくとも１つの検索
空間にマッピングするステップを含む、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項５８】
　前記携帯機器識別子は、固有の携帯機器識別子または携帯機器群識別子である、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項５９】
　前記携帯機器識別子は、ベースユニットから受信される固有の識別子である、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項６０】
　前記携帯機器識別子は、無線ネットワーク一時識別子である、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項６１】
　前記識別方法は更に、特定遠隔ユニットに伝送される制御チャネル形式指定子を、前記
特定遠隔ユニットに対する前記１セットの検索空間に関連付けるステップを含む、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項６２】
　前記制御チャネル形式指定子は、種々の検索空間形式を用いて少なくとも１つのｎの値
を伝達し、
　前記ｎは、制御領域のＯＦＤＭ記号の数である、
　請求項６１記載の識別方法。
【請求項６３】
　前記識別方法は更に、遠隔ユニットに対して前記制御チャネル要素検索空間のマッピン
グ選択を行なうために、特定遠隔ユニットとの通信用の帯域幅を使用するステップを含む
、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項６４】
　前記１セットの検索空間を構成する１つまたは複数の制御チャネル検索空間は、制御チ
ャネルを構成するために統合される制御チャネルリソースに関して０～１００％の重複を
有する、
　請求項５６記載の識別方法。
【請求項６５】
　別のユニットに通信する受信機と、前記受信機に結合されたコントローラとを備える遠
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隔ユニットであって、
　前記コントローラは、
　検索空間を構成する１セットの候補制御チャネル要素を、受信信号から決定でき、
　サブフレーム内の前記制御チャネルを識別するために、前記受信機によって受信される
前記１セットの候補制御チャネル要素において、制御チャネル要素のみを検索し、
　前記受信機によって受信される前記信号は、前記遠隔ユニットの識別子を含み、
　前記コントローラは、前記検索空間を、前記識別子から少なくとも部分的に決定できる
、
　遠隔ユニット。
【請求項６６】
　前記識別子は、無線ネットワーク一時識別子である、
　請求項６５記載の遠隔ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関し、特に無線通信ベースユニットと装置の制御チャネル管理に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、特に、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）や第
三世代パートナーシッププロジェクト長期進化（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）のようなＣＤＭＡ進
化などの通信システムでは、割当てられたチャネルが、データを送信し、システムの信号
伝達を制御するために採用される。制御信号は、ネットワークからユーザ機器（ＵＥ）へ
の、ダウンリンク（ＤＬ）送信としても知られるフォワードリンク通信と、ＵＥからネッ
トワークへのアップリンク（ＵＬ）送信としても知られるリバース通信の両方のために使
用される。これらの制御信号は、制御チャネルで送信される。制御チャネルが制御チャネ
ル要素（ＣＣＥ）の集合から成るシステムでは、ユーザ機器が、制御チャネル要素の比較
的大きな群から、特定ユーザ機器を対象とする比較的少数の制御チャネル要素を特定しな
ければならない。このような特定を、ブラインド検出動作で行うことが提案され、そこで
は、あらゆる可能な制御チャネル要素と制御チャネル要素の組合せが、特定ＵＥを対象と
する特定制御チャネル構成要素を検出するとみなされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　制御チャネル要素を分散させるプロセスは、セルラーシステム内の互いに隣接する基地
局による干渉の低減などの利点を提供する。一方、制御チャネル要素を特定するプロセス
は、かなりの遅延を導入し、電力消費を増大させ、多量の処理リソースを使用する場合が
ある。したがって、制御チャネル管理を向上させることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥに関して提案されているシステムのような高度なシステムでは、サブ
フレームは多数の固定サイズの制御チャネル要素（ＣＣＥ）を含み、各要素は一定数のリ
ソース要素（たとえば３６のリソース要素）から成る。各スロットの送信された信号は、
Ｎｒｂ×Ｎｓｃ副搬送波のリソースグリッド（Ｎｒｂはサブフレーム内のリソースブロッ
クの数であり、搬送波帯域幅に依存する（たとえば５ＭＨｚのＬＴＥ搬送波の場合２５）
、Ｎｓｃはリソースブロック内の副搬送波の数である（たとえば１２））によって説明さ
れることに留意されたい。所与のアンテナポートｐの場合リソースグリッド内の各要素は
リソース要素と称され、スロット内の指標ペア（ｄ、ｂ）によって一意に特定される（た
とえばサブフレーム内には２つの０．５ｍｓスロットがある）。ただしｄとｂはそれぞれ
周波数と時間領域の指標である。アンテナポートｐ上の各リソース要素ｄ、ｂは、複素数
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変調記号に対応する。スロットの物理チャネルまたは物理信号の送信に使用されないリソ
ース要素に対応する変調記号は、ゼロに設定すべきである。層１／層２（Ｌ１／Ｌ２）制
御チャネル（アップリンクまたはダウンリンク許可）は、１、２、３、４、または８つの
制御チャネル要素から構成される。サブフレームの制御領域でサポートされる制御チャネ
ル要素（ｎＣＣＥ）の数に応じて、幾つかの数の制御チャネル（ＣＣＨ）候補セットが形
成される。たとえばｎＣＣＥ＝１３（すなわちサブフレーム内の１３の制御チャネル要素
）のセットの場合、ＮＣＣＨ≒２×ｎＣＣＥとして、制御チャネルの可能性が２７ある（
すなわち制御チャネル候補セットはサイズＮＣＣＨ＝２７を有する）。（Ｎｃｃｈは、サ
ブフレームの制御領域でサポートされる制御チャネル要素の総数であるｎＣＣＥとも称さ
れることに注意されたい）。
【０００５】
　ＵＥが制御チャネル候補セットをチェックして制御情報を得るとき、存在するとしても
、制御チャネル候補セット内のどの制御チャネルが使用されるかは分からない。よって、
ＵＥは、すべての制御チャネル要素にブラインド検出（ＢＤ）を実行する。このようなブ
ラインド検出によって提供される柔軟性は、最悪ケースの許可サイズ（８ＣＣＥ）を常に
使用するのではなく、許可が確実に受け取られるように必要数のリソースに各許可サイズ
を適合させることによって、Ｌ１／Ｌ２制御に必要なチャネルリソースの全体量を低減す
るという利点を備える。たとえば非常に優れたチャネル品質の場合、ＵＥが確実に制御信
号を受信するという高い信頼性を持って単独の制御チャネル要素を使用できるであろう一
方、ユーザ機器がセルの縁部近傍にある場合のような非常に不良の信号品質の場合、多数
の制御チャネル要素が使用されるである。よって、ブラインド検出によって、多数の制御
チャネル要素を常に使用する必要がないように、基地局は制御チャネルサイズを動的に選
択できる。しかしながら、ブラインド検出は、ユーザ機器によって一層高い複雑性を要求
する。ブラインド検出を実行する際、ＵＥは、ＣＣＨ－ｉが使用される（ｉ＝０，１，…
，ＮＣＣＨ－１）と仮定して制御メッセージを検出しようと試みる。有効な制御メッセー
ジ（たとえば周期的冗長検査パス＝ＣＲＣパス）が得られればＵＥは停止するかもしれな
いが、所与の制御メッセージ形式に関してＵＥが実行する必要のある最大数のブラインド
検出はＮＣＣＨである。Ｌ１／Ｌ２制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）上で送信されるアップリ
ンクとダウンリンクスケジューリング許可の形式は互いに異なるため、ＵＥはＤＬとＵＬ
の両方を受け入れるために、合計約２×ＮＣＣＨ＝４×ｎＣＣＥのブラインド検出を実行
する必要がある。
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡ搬送波帯域幅が５ＭＨｚであり、３つのＯＦＤＭ記号（「ｎ」＝３）が制
御領域に使用される場合、１８制御チャネル要素となり、結果的にＤＬとＵＬの両方で５
４を超えるブラインド検出が試みられる。２０ＭＨｚ搬送波周波数で、３ＯＦＤＭ記号が
制御チャネルに使用される場合、４４制御チャネル要素となり得る、つまり、ＤＬとＵＬ
制御チャネルを受け入れるために１７６を超えるブラインド検出が試みられる。
【０００７】
　発明者らは、ＵＥの性能を向上させるには、ブラインド検出の数を５０未満、最も好ま
しくは４０未満に限定すべきであることを発見した。多数のブラインド検出は以下の理由
で望ましくない。
【０００８】
　・ＯＦＤＭ記号に関するすべてのブラインド検出を完了するのにハードウェアが過剰に
複雑化する。
　・周期的冗長検査サイズ上限（たとえば１６ビットのサイズ上限）の場合、誤検出の確
率を高める。
【０００９】
　・ＵＥの電力消費に悪影響をもたらす。
　特に、ＵＥが制御チャネルを探し、次いで、次のサブフレームの開始まで「微小」スリ
ープに移ることが望ましいことに留意すべきである。このような場合、ＵＥの処理の大半
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はＬ１／Ｌ２制御チャネルの復号化を含み、ブラインド検出の限定によって、電力管理性
能を大幅に向上させることができる。
【００１０】
　機器の性能の向上のため、制御チャネル候補の数を制限することによって、機器を対象
とする制御チャネルを確実に検出するために必要なブラインド復号化の試みの平均回数を
減少させる。本発明の第１態様によると、候補の数は、ユーザ機器の識別子を、制御チャ
ネル要素のうちの少なくとも１つの検索空間にマッピングすることによって制限される。
本発明の別の態様によると、特定ユーザ機器のための検索空間は、制御信号から少なくと
も部分的に特定される。
【００１１】
　要求に応じ、詳細な実施形態を個々に開示する。ただし開示される実施形態は、様々な
形式で具体化することのできる本発明の単なる例であると理解すべきである。したがって
、本明細書に開示される具体的な構造や機能の詳細は限定的なものとしてではなく、単に
請求項の根拠として、および当業者が実質上任意の適切な詳細な構造において本発明を様
々に採用するための教示の説明的根拠として解釈すべきである。更に、本明細書で使用さ
れる用語やフレーズは、限定することを目的としておらず、本発明を理解可能とする説明
を提供することを目的とする。
【００１２】
　連結されるという文言が本明細書で使用される際、接続されるとして定義されるが、必
ずしも直接でなくてもよく、また機械的でなくてもよい。プログラム、ソフトウェアアプ
リケーションなどの文言が本明細書で使用される際、コンピュータシステムの実行のため
に設計される指示シーケンスとして定義される。プログラム、コンピュータプログラム、
またはソフトウェアアプリケーションは、サブルーチン、関数、手順、オブジェクトメソ
ッド、オブジェクト実行、実行可能アプリケーション、アプレット、サーブレット、ソー
スコード、オブジェクトコード、共用ライブラリ／ダイナミック・ロード・ライブラリ、
および／またはコンピュータシステム上での実行のために設計されたその他の指示シーケ
ンスを含むことができる。
【００１３】
　全体を通じ、同じ参照符号が同一のまたは機能上類似の要素を指す添付図面は、以下の
詳細な説明と共に、明細書に組み込まれ、明細書の一部を成し、各種実施形態を更に示し
、本発明に係る各種原則と利点をすべて説明するのに供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】通信システムを示す。
【図２】図１のシステムで使用されるサブフレームを示す。
【図３】サブフレームの制御領域を示す。
【図４】サブフレームの別の制御領域を示す。
【図５】検索空間の割当を示す。
【図６】検索空間の割当を示す。
【図７】検索空間の割当を示す。
【図８】遠隔ユニットの動作を示す。
【図９】ベースユニットの動作を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を参照すると、無線通信システム１００は、地理的領域全体に分布されるネットワ
ークを形成する複数のセル提供ベースユニット（基地局）を備える。ベースユニットは、
アクセスポイント、アクセス端末、ノードＢ、または当該技術において既知の類似の専門
用語と称することもできる。１つまたはそれ以上のベースユニット１０１と１０２は、提
供エリアまたはセルまたはそのセクタ内に多数の遠隔ユニット１０３と１１０を提供する
。遠隔ユニットは、加入者ユニット、携帯電話ユニット、ユーザ、端末、加入者ステーシ
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ョン、ユーザ機器（ＵＥ）、ユーザ端末、又は当該技術において既知なその他の専門用語
と称することもできる。ネットワークベースユニットは遠隔ユニットに通信して、利用可
能な無線リソースを用いてデータを送受信する端末のスケジューリングなどの機能を実行
する。無線ネットワークは、当業者によって通常既知なように、データルーティング、許
可制御、加入者課金、端末認証などの、他のネットワーク実体によって制御可能な管理機
能も備える。
【００１６】
　ベースユニット１０１と１０２は、同じリソースのうちの少なくとも一部（時間および
／または周波数分割）で、提供される遠隔ユニットにダウンリンク通信信号１０４と１０
５を送信する。遠隔ユニット１０３と１１０は、アップリンク通信信号１０６と１１３を
介して１つまたはそれ以上のベースユニット１０１と１０２に通信する。１つまたはそれ
以上のベースユニットは、遠隔ユニットに供する１つまたはそれ以上の送信機１１７と１
つまたはそれ以上の受信機１１８とを備えることができる。ベースユニットでの送信機１
１７の数は、たとえばベースユニットでの送信アンテナ１０９の数に関連させることがで
きる。たとえば適応ビーム形成、送信ダイバーシチ、送信ＳＤＭＡ、および多重ストリー
ム転送などの各種高度通信モードを提供するため、複数のアンテナが各セクタに供するよ
うに使用される際、複数のベースユニットを配備できる。セクタ内のこれらのベースユニ
ットは、高度に統合し、各種ハードウェアとソフトウェアコンポーネントを共有できる。
たとえば１つのセルに供するため一緒に共同で配置されたすべてのベースユニットは、従
来から基地局として知られるものを構成できる。遠隔ユニットは、１つまたはそれ以上の
送信機１０７と１つまたはそれ以上の受信機１０８とを更に備えることができる。送信機
の数は、たとえば遠隔ユニットでの送信アンテナ１２５の数に関連させることができる。
たとえば遠隔ユニットは、１、２、３、４またはそれ以上のアンテナを有することができ
る。遠隔ユニット１０３、１１０は、コントローラ１１６の制御下で動作する。コントロ
ーラ１１６は、ユーザ入力の処理、信号の送受信、スケジューリング、符号化、形式化な
どの遠隔ユニットの動作を制御する。
【００１７】
　一実施形態では、通信システムは、ＯＦＤＭＡ、あるいはインタリーブＦＤＭＡ（ＩＦ
ＤＭＡ）、ローカライズドＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）、ＩＦＤＭＡまたはＬＦＤＭＡを有す
るＤＦＴスプレッドＯＦＤＭ（ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭ）などのアップリンク通信用次世代単
一搬送波ベースＦＤＭＡアーキテクチャを利用する。別の実施形態では、アーキテクチャ
は、ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ（ＤＳ－ＣＤＭＡ）、多重搬送波ＣＤＭＡ（ＭＣ－Ｃ
ＤＭＡ）、多重搬送波ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ（ＭＣ－ＤＳ－ＣＤＭＡ）、一次元
または二次元拡散の直交周波数分割多重化（ＯＦＣＤＭ）などの拡散技術、またはより単
純な時間と周波数分割多重化／多重アクセス技術の使用を含んでもよい。
【００１８】
　概して、たとえば図１の各ベースユニット１０１と１０２に配置される無線通信ネット
ワーク・インフラストラクチャ・スケジューリング実体は、ネットワーク内の遠隔ユニッ
トに無線リソースを割当てる、あるいは配分する。ベースユニットはそれぞれ、対応する
提供エリアまたはセルまたはセクタ内の遠隔ユニットにリソースをスケジューリングし、
配分するスケジューラ１２０を含む。ＯＦＤＭ法と３ＧＰＰのＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮのス
タディアイテムの長期進化（進化ＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮ（ＥＵＴＲＡ／ＥＵＴＲＡＮ）と
しても知られる）または３ＧＰＰ　ＬＴＥに基づくスキームのような多重アクセススキー
ムでは、スケジューリングは周波数選択（ＦＳ）スケジューラを用いて時間と周波数次元
で実行できる。幾つかの実施形態では、各遠隔ユニットは、スケジューリングを可能にす
るため、周波数帯域チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）またはその他の測定法をスケジ
ューラに提供できる。
【００１９】
　ＯＦＤＭシステムとＤＦＴ－ＳＯＦＤＭやＩＦＤＭＡなどのＯＦＤＭ様システムでは、
リソース割当は、スケジューラによって決定される利用可能な１セットの副搬送波からの
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副搬送波リソースへ、特定ベースユニットの情報をマップする周波数と時間割当である。
この割当は、たとえば周波数選択チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）または遠隔ユニッ
トによってスケジューラに報告されるその他の測定法に依存させることができる。チャネ
ル符号化レートと変調スキームは、副搬送波リソースの別の部分のために互いに異なって
いてもよく、スケジューラによって決定され、報告されるチャネル品質インジケータまた
はその他の測定法に依存させることもできる。コード分割多重ネットワークでは、リソー
ス割当は、スケジューラによって決定される利用可能な１セットの副搬送波からの副搬送
波リソースへ、特定ベースユニットの情報をマップするコード割当である。
【００２０】
　図２は、無線フレームの一部を構成するサブフレーム２００を示す。無線フレームは通
常、連結されたサブフレームの連続体を形成することのできる複数のサブフレームを備え
る。各フレームは、送信タイムインターバル（ＴＴＩ）に対応する。例示の送信タイムイ
ンターバルは１ｍｓである。１つの送信タイムインターバルが１ｍｓの長を有する場合、
送信タイムインターバルはそれぞれが０．５ｍｓ超の２つのサブフレームに区分できる。
しかしながら、このような構造は、送信タイムインターバルの継続時間を問わず、送信タ
イムインターバルの全体超にわたって延在するとしてリソースブロックを自動的に定義す
るようにリソースブロック（ＲＢ）の定義を拡張しない限り、複数のリソースブロック、
すなわち単独の０．５ｍｓサブフレーム内のリソースブロックの数を超えるブロックをア
ドレス指定する必要性を示唆する。ただしこれは、過度なリソースブロック容量という形
で非効率性を導く可能性がある。リソースブロックが送信タイムインターバルの長の一部
にわたって延在するように定義される場合、送信タイムインターバルを構成する複数のサ
ブフレーム内の各リソースブロックを個々にアドレス指定できるだろう。したがって、連
結されるサブフレームから成るフレームまたは送信タイムインターバルの場合に、機構は
リソース割当を信号で伝える必要がある。更に、機構は、パケットを少なく提供されるＵ
Ｅにはリソースがより少なく、パケットを多く提供されるＵＥにはリソースがより多くな
るように、個々のＵＥの必要性に基づきリソースを割当てることができる必要がある。Ｕ
ＭＴＳ（汎用移動電気通信システム）の場合、送信タイムインターバルは、送信または移
送ブロックが送信される時間長として定義される。送信ブロックまたは移送ブロックは、
単独の周期的冗長検査によって保護される共同符号化データのブロックから成る。本例で
は、送信タイムインターバルの別の定義は、制御チャネル信号伝達の単一インスタンスに
よって制御される送信長であってもよい。
【００２１】
　図２に示すように、サブフレームは、周波数副帯域（縦軸）とタイムスロット（横軸）
とを含み、副帯域の数はチャネルの帯域幅に依存する。たとえば３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、
遠隔ユニットとベースユニット間の通信リンクは１．２５ＭＨｚ、２．５ＭＨｚ、５ＭＨ
ｚ、１０ＭＨｚ、または２０ＭＨｚの搬送波帯域幅を有することができ、各周波数帯域幅
はそのサイズに比例してより多くの副帯域を有する。フレームはたとえば１４のタイムス
ロットを含むことができ、それらのスロットのうち、１、２、または３つのスロットは制
御領域２１０またはフレームの制御チャネル部に割当てることができ、残りの１１、１２
、または１３のスロットはスケジューリングされたデータのためのデータ領域２２０に利
用可能である。例示のサブフレームは、複数のリソースブロック（ＲＢ）に任意にグルー
プ分けされ、図示される例では、６つのリソースブロックＲＢ１、ＲＢ２、ＲＢ３、ＲＢ
４、ＲＢ５、ＲＢ６）が示され、それぞれが１．２５ＭＨｚ搬送波帯域幅のために採用す
ることのできる１２の連続する副搬送波または副帯域の群から成る。上記の数は例示目的
で述べたものだが、本明細書で使用される実際の数は説明目的であり、当業者であれば、
帯域、副帯域、スロット、チャネル制御要素などの数が本発明から逸脱せずに互いに異な
っていてもよいことを認識するであろう。制御領域は、ＵＬとＤＬデータ送信の無線リソ
ース（ＲＳ）をスケジューリングするのに使用される。
【００２２】
　フレーム内に、複合制御チャネル部２１０は、制御チャネルに割当てられたＯＦＤＭ記
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号の数に応じて１、２、または３つのタイムスロットを備える。図示されるサブフレーム
は３つのＯＦＤＭ記号を有する。ただし１つまたは２つの記号を制御チャネルに割当てる
ことができる。制御チャネル部内で、各タイムスロットと副帯域は、各制御チャネル要素
（ＣＣＥ）が複数のリソース要素を備えるように制御チャネル要素を構成する。
【００２３】
　制御チャネルは、１つまたはそれ以上の制御チャネル要素から構成される。上述したよ
うに、各制御チャネル要素は、ボックスによって示され、タイムスロットと副帯域によっ
て定義される。よって、ＲＢ６内では、ｔ１の制御チャネル要素は、副搬送波５のスロッ
ト１と副搬送波１１のスロット１に見つけることができる。制御チャネルが２つの制御チ
ャネル要素から成る場合、これら２つの制御チャネル要素は、共にｔ１の制御チャネルを
構成する。
【００２４】
　２つ以上の制御チャネル要素が合計されて制御チャネルを作製する場合、制御チャネル
を形成する制御チャネル要素は、連続していてもよいし（同じタイムスロット隣接副帯域
）、あるいは制御チャネル部全体を通じて非連続的に配置されてもよい（制御領域２１０
内の互いに異なる副帯域、副搬送波、および／または互いに異なる記号）。図２は、複数
の制御チャネル要素を含む複合制御チャネルを示す。制御チャネル要素はそれぞれ、論理
制御チャネルの記号、たとえばＱＡＭ記号のシーケンスへの物理的マッピングを提供する
コード名を備える。制御チャネル要素は通常、同じ種類ではない。図２では、たとえば制
御チャネル要素２１２と２１８は、互いに異なるサイズを有する。好適な実施形態では、
制御チャネル要素は、所与の搬送波帯域幅に関して同じサイズである。制御チャネル要素
は、アップリンクまたはダウンリンク割当用であってもよく、それぞれに互いに異なる関
連付けられた情報ペイロードを有する。よって、特定ユーザ機器は特定ユーザ機器に対す
る制御チャネル要素を位置決めし、それらを集めて、データがスケジューリングされる時
間と周波数における特定位置を、アップリンクとダウンリンクに関して特定しなければな
らない。更に、制御チャネル要素は、仕様のそれぞれに互いに異なる解放に関連付けられ
なければならない。幾つかの実施形態では、複合制御チャネルは、制御チャネル要素とは
異なる参照記号、たとえばパイロット記号を含む。参照記号は通常、すべての遠隔ユニッ
トによって読み出される。
【００２５】
　一実施形態では、各制御チャネル要素は、無線リソース割当情報、たとえば図１の遠隔
ユニット１０３、１１０のうちの１つなどの単独の無線通信実体にのみアドレス指定され
るコード名のみを含む。無線リソース割当情報は、特に、遠隔ユニット固有情報、時間周
波数無線リソース割当を含む。他の実施形態では、無線リソース割当情報は、変調、符号
レート、情報ブロックサイズ、アンテナモードインジケータ、およびその他の情報を追加
で含むことができる。
【００２６】
　一実施形態では、無線通信ネットワークインフラストラクチャ実体、たとえばスケジュ
ーラ１２０は、１つまたはそれ以上の制御チャネル要素を、同じ無線通信実体、たとえば
図１の遠隔ユニット１０３と１１０のうちの１つにアドレス指定できる。更に具体的には
、制御チャネルは、複合制御チャネルの第１制御チャネル要素のリソース割当を含む第１
バージョンのコード名と、複合制御チャネルの第２制御チャネル要素のリソース割当を含
む第２バージョンのコード名とを備え、第１と第２バージョンのコード名のいずれも同一
のユーザ機器ユニットにアドレス指定される。一実施形態では、第１と第２バージョンの
コード名は同一であり、別の実施形態では、第１と第２バージョンのコード名は互いに異
なる。同じ実体にアドレス指定されるコード名が互いに異なるか、あるいは同じであるか
は、アドレス指定された実体が、後述するように制御チャネル要素といかに結びつくかに
影響を及ぼす。よって、無線通信ネットワークインフラストラクチャ実体は、少なくとも
２つの制御チャネル要素を含む複合制御チャネルを送信し、各要素は同じ実体にアドレス
指定される対応の第１と第２コード名バージョンを有する。場合によっては、無線ネット
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ワークインフラストラクチャ実体は通常、実体のチャネル条件に基づき、実体にアドレス
指定された単独の制御チャネル要素を含む複合制御チャネルを送信する。また、上述した
ように、制御チャネルは、制御領域全体に配置される８つの制御チャネル要素を備えるこ
とができる。
【００２７】
　複合制御チャネルが少なくとも２つの互いに異なる種類の無線リソース割当制御チャネ
ル要素を含む複合制御チャネルである実施形態では、遠隔ユニットは通常、複合制御チャ
ネルの受信時に複合制御チャネルを構成する制御チャネル要素の種類の数を決定する。一
実施形態では、複合制御チャネルは、複合制御チャネルを構成する制御チャネル要素の種
類毎に種類表示情報を含む。よって、遠隔ユニットは、種類表示情報に基づき制御チャネ
ル要素の種類の数を決定できる。図３では、無線フレーム３００は、第１制御チャネル要
素種３１２と第２制御チャネル要素種３１６とを備える複合制御チャネル３１０を含む。
第１制御チャネル要素種３１２は、最初のインジケータ、たとえば最初の種類の最後の制
御チャネル要素に付加されるビットシーケンス３１４によって特定される。第２制御チャ
ネル要素種３１６は、第２種類の最後の制御チャネル要素に付加される第２インジケータ
３１８によって特定される。図４に示される別の実施形態では、インジケータ３１４と３
１８が存在せず、制御チャネル要素の種類は、制御要素の復号化の成功後に決定される。
たとえば遠隔ユニット１０３の制御チャネルの制御チャネル要素４１２は、復号化された
ペイロード内のアップリンクまたはダウンリンク制御要素を示し、遠隔ユニットを特定す
ることのできる１つまたはそれ以上の種類ビット４１４を含むことができ、遠隔ユニット
１１０の制御チャネル要素４１６は、遠隔ユニット１１０のアップリンクまたはダウンリ
ンク制御要素を含む１つまたはそれ以上の制御ビット４１８を有することができる。制御
要素は、カラーコード周期的冗長検査またはその他の集団によって単一のＵＥにアドレス
指定できる。別の態様によると、遠隔ユニットが、送信された制御信号から複合制御チャ
ネルを構成する制御チャネル要素の数を決定する。図３と図４は、無線サブフレーム上の
制御チャネル要素の物理的レイアウトの唯一の実施形態である。別の実施形態では、その
レイアウトは論理レイアウトとみなすことができ、制御チャネル要素は、制御領域全体に
疑似ランダム的に配布されるが、携帯電話識別子に関連付けられる制御チャネルセットに
制限される多数の副搬送波を備える。
【００２８】
　一実施形態では、複合制御チャネルを構成する制御チャネル要素の数を決定することは
、アップリンク制御チャネル要素の数を決定することと、ダウンリンク制御チャネル要素
の数を決定することとを含む。アップリンクとダウンリンク制御チャネル要素の数は、第
１と第２ビットシーケンスがフレーム内に埋込まれる場合、携帯電話との通信のチャネル
品質、通信リンクの搬送波周波数、およびフレーム内の制御記号の数などの、１つまたは
それ以上の要素に基づく。アップリンク制御チャネル要素の数は、第１ビットシーケンス
に基づき決定でき、ダウンリンク制御チャネル要素の数は、フレーム内に埋込まれた第２
ビットシーケンスに基づき決定できる。もしくは、互いに異なるビットシーケンスの使用
が、互いに異なる数の制御チャネル要素の数を示すことができる。たとえば第１ビットシ
ーケンスは第１数のアップリンク要素を示し、第２ビットシーケンスは第２数のアップリ
ンク要素を示すことができる。
【００２９】
　幾つかの実施形態では、複合制御チャネルは、第１中心周波数で第１受信帯域幅におけ
る第１複合制御チャネル部と、第２中心周波数で第２受信帯域幅における第２複合制御チ
ャネルとを含む。このような制御チャネル構造は、制限された受信帯域幅を有する遠隔ユ
ーザを受け入れるように実現できる。より一般的には、複合制御チャネルは、対応する中
心周波数で複数の複合制御チャネル部に分割できる。たとえば端末が１０ＭＨｚに制限さ
れる受信帯域幅を有することができる一方、搬送波帯域幅は２０ＭＨｚである。このよう
な制限された最大帯域幅性能の端末を受け入れるため、２０ＭＨｚ搬送波のうち上位１０
ＭＨｚと下位の１０ＭＨｚ副帯域の両方を複合制御チャネルにマップすることが必要かも
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しれない。１０ＭＨｚ性能の端末は、上位または下位の副帯域のいずれか一方にとどまり
、各自の複合制御チャネルを受け入れる。
【００３０】
　本発明は、信号伝達のオーバヘッドを増大させずにブラインド検出の数を低減できる。
開示される幾つかの方法は、単独でも有利に実現できるが、最も好ましくは組合せて実現
される。
【００３１】
　第１態様によると、ブラインド検出の数は、制御チャネル要素を、Ｌ１／Ｌ２制御チャ
ネル上で送信されるダウンリンクとアップリンクスケジューリング許可に応じて互いに異
なる制御チャネル候補セットに制限することによって低減できる。たとえば制御領域が１
８の制御チャネル要素である場合、アップリンクとダウンリンクスケジューリング許可に
対してそれらすべてを割当てるとすると、携帯電話は７２のブラインド検出を試みる必要
がある。アップリンクとダウンリンクに対して、別々の重複しないあるいは部分的に重複
する制御チャネル要素ＯＦＤＭ記号セットを割当てることによって、ブラインド検出の数
を低減できる。たとえば１０の制御チャネル要素がダウンリンク制御チャネルセットに割
当てられ、８の制御チャネル要素がアップリンク候補セットに割当てられる場合、アップ
リンクに関するブラインド検出試みの数は２０、ダウンリンクに関するブラインド検出試
みの数は１６で、計３６のブラインド検出である。この結果、併せて１８の制御チャネル
要素のＵＬとＤＬのための検索空間の低減で、ブラインド検出の試みの総数は５０％減と
なる。アップリンクとダウンリンク候補セットはそれぞれ、同数の割当てられた制御チャ
ネル要素を含み候補制御チャネルを形成する、あるいはアップリンクとダウンリンクのう
ち一方に他方よりも多くの制御チャネル要素が割当てられると想定される。５ＭＨｚの場
合、フルバッファとウェブ・ブラウジング・トラフィックのためのフルスペクトル効率を
実現するため、ダウンリンクまたはアップリンクのサブフレームごとにわずか約６～８チ
ャネルしかスケジューリングする必要がないことが分かっている。したがって、ダウンリ
ンク通信を受信するのに８つの遠隔装置をスケジューリングし、アップリンク通信のため
に８つの遠隔装置をスケジューリングできるよう保証するには、ダウンリンクに約８つの
制御チャネル要素、アップリンク検索空間に８つの制御チャネル要素が必要とされる。５
ＭＨｚの場合の制御チャネルのカバー範囲を向上させるために、９以上の制御チャネル要
素を使用できると想定される。
【００３２】
　より具体的には、例示的な一実施形態では、５ＭＨｚの３ＧＰＰ　ＬＴＥ搬送波の場合
、ｎ＝３のＯＦＤＭ記号で、制御領域内の制御チャネル要素の数を１８（ｎＣＣＥ＝１８
）とすると、１つの検索空間は１８の制御チャネル要素を備えることができ、その結果、
アップリンクとダウンリンクのそれぞれで２×３６のブラインド検出となり、アップリン
クとダウンリンク制御チャネル要素が別個でない場合、合計７２のブラインド検出となる
と想定される。ただし２つの検索空間の場合、ｎ＝３ＯＦＤＭ記号、ｎＣＣＥ＝１８とす
ると、１０制御チャネル要素を有するダウンリンクは結果的に２０のブラインド検出とな
り、８つの制御チャネル要素を有するアップリンクは１６のブラインド検出の試みを要し
、合計３６のブラインド検出の試みとなる。これによって、両方の検索空間（すなわちア
ップリンクとダウンリンク）をカバーするのに１サブフレームにつき、より少ないブライ
ンド検出の試みで済む。更に、アップリンクとダウンリンクスケジューリング許可に関す
るブラインド検出試みの総数は約２×２７＝５４であるため、ＵＬまたはＤＬのいずれか
に１３のみの制御チャネル要素を割当てることが望ましいと想定される。
【００３３】
　別の方法によると、ＵＥは関連する信号伝達を増大させずにＵＬとＤＬ送信のための制
御チャネル候補の数を決定し、制御記号の数を用いてこの決定をサポートできる。よって
、所与の制御チャネル候補セットに利用可能な制御チャネル要素は、制御領域に割当てら
れるＯＦＤＭ記号の数の関数である。たとえば遠隔ユニットとベースユニットは、制御領
域内の制御記号の数（１、２、または３）から制御チャネル候補セットのサイズを知る。
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１つの記号の場合、遠隔ユニットとベースユニットは、２つのＯＦＤＭ記号よりも少ない
セットの制御チャネルの制御チャネル要素候補を利用でき、その数は３つのＯＦＤＭ記号
の制御チャネル要素候補の数よりも少ない。遠隔ユニットは、物理制御形式表示チャネル
（ＰＣＦＩＣＨ）などの、これを示す制御信号を見ることによって、制御領域内のＯＦＤ
Ｍ記号の数を確認できると想定される。
【００３４】
　別の方法によると、ベースユニットによって配備されるアンテナの数が、制御チャネル
要素の数に影響を及ぼすことができる。これは、ダウンリンク参照記号（ＲＳ）形式が、
制御チャネル要素を作成するために使用された可能性のあるリソース要素（副搬送波）の
多くが代わりに参照記号のために使用されるように、配備されたベースユニットアンテナ
の数に基づき変更するためである。
【００３５】
　ダウンリンク基準記号形式の知識を必要とすることに加えて、ダウンリンクＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ（Ａ／Ｎ）リソースのサイズとｃａｔ０リソース（ここでｃａｔ０は物理制御形式
表示チャネルで送信される情報（たとえば制御チャネル形式指定子ＣＣＦＩである）のサ
イズはいずれも、制御領域において制御チャネル要素の形成に使用可能なリソース（リソ
ース要素）の数を規定するために必要とされる。表１は、この関係を強調するもので、制
御チャネル要素の粒度に起因してＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａ／Ｎ）、ｃａｔ０、および非割当
リソースをダウンリンクするために制御領域の第１ＯＦＤＭ記号において割当てられたリ
ソースを示し、表１では、制御チャネル要素（ＣＣＥ）は９つのミニＣＥから構成され、
ここでミニＣＥは４つの制御リソース要素（ＲＥ）から構成される。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
　したがって、制御チャネル要素は３６のリソース要素から構成される。ＯＦＤＭ記号１
（ｏｆｄｍ１）と２（ｏｆｄｍ２）では、制御チャネル要素に対して使用できたリソース
要素の一部を占有する参照記号がある。表１では、ｏｆｄｍ１におけるリソース要素の１
／３とｏｆｄｍ２におけるリソース要素の１／３とを占める無線リソースを有する４つの
アンテナがある。ｏｆｄｍ３では、無線リソースがなく、このようなリソース要素のすべ
ては制御チャネル要素を形成するための制御に割当てることができる。ｎ＝３であるため
、制御領域における３つすべてのｏｆｄｍ記号から得られるリソースは、制御チャネル要
素を形成するために使用できる。ｎ＝２であれば、最初の２つのＯＦＤＭ記号（ｏｆｄｍ
１とｏｆｄｍ２）からのリソースのみを使用して制御チャネル要素を形成できる。同様に
、ｎ＝１の場合、第１ＯＦＤＭ記号のリソースのみを使用して制御チャネル要素を形成で
きる。
【００３８】
　表２は、１２のＫ（ここで全帯域幅に対してＫＤＬ＝ＫＵＬ＝１２）と種々の制御チャ
ネル構成に対する検索空間の数を示す。
【００３９】
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【表２】

【００４０】
　表ｋでは、（小文字ｋ）は、＃ＣＣＥが種々の搬送波帯域幅（５、１０、および２０Ｍ
Ｈｚ）に対して表で与えられる場合、＃ＣＣＥ＜Ｋ（すなわちｋ＝ＭＩＮ（Ｋ、＃ＣＣＥ
））であるときにＫよりも小さくなる可能性のある制御チャネル構成に対する実際の制御
チャネル要素を示す。各帯域幅モードに対してＫＤＬとＫＵＬとを別々に示す必要はない
が、別々に示すと、周期的冗長検査フォールシングを低減し移動局の複雑性を緩和したよ
り少ないブラインド検出が実行されるという利益がある。表２は、Ｋ＝１２（ここで全帯
域幅に対してＫＤＬ＝ＫＵＬ＝１２）と種々の制御チャネル構成に対する検索空間の数を
示す。
【００４１】
　別の実施形態によると、搬送波周波数は、制御チャネルにおける制御チャネル要素の数
と制御チャネル候補集合のサイズとを決定するために使用され得る。搬送波周波数が高く
なると、制御チャネル要素の数が大きくなる。したがって、５ＭＨｚに対する制御チャネ
ル要素の数は、１０ＭＨｚに対する制御チャネル要素の数よりも小さいことになり、２０
ＭＨｚに対する制御チャネル要素の数は１０ＭＨｚに対する制御チャネル要素の数よりも
大きいことになる。表２は、Ｋ＝１２（ここで全帯域幅に対してＫＤＬ＝ＫＵＬ＝１２）
と種々の制御チャネル構成に対する検索空間の数を示す。各帯域幅モードに対してＫＤＬ

とＫＵＬとを別々に示す必要はないが、別々に示すと、周期的冗長検査フォールシングを
低減したより少ないブラインド検出が実行されるという利益がある。
【００４２】
　前述の方法は、以下で説明する表２と表３に例示されるように、非常に好ましい実施形
態に従って結合され得る。
【００４３】
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【表３】

【００４４】
　表２は、Ｋ＝１２（ここで全帯域幅に対してＫＤＬ＝ＫＵＬ＝１２）と種々の制御チャ
ネル構成に対する検索空間の数を示す。各帯域幅モードに対してＫＤＬとＫＵＬとを別々
に示す必要はないが、別々に示すと、周期的冗長検査フォールシングを低減したより少な
いブラインド検出が実行されるという利益がある。比較的小さいＫに対しては、検索区域
（ｓｅａｒｃｈ ａｒｅａ）の数が増加して（表３参照）トランキング効率の低下に起因
する多少の制御チャネルの性能劣化が生じる。ただしブラインド検出の数が減少し、更に
周期的冗長検査フォールシングが低減する。
【００４５】
　表４は、別の実施形態に関するもので、検索空間（Ｓ）の数が、サイズの制御領域（ｎ
は制御領域におけるＯＦＤＭ記号の数である）、搬送波帯域幅、制御チャネル構成（使用
される種々の数の基地局送信アンテナと参照記号形式からなる）、および物理制御形式表
示チャネル状態（すなわちＣＣＦＩ値（制御チャネル形式指定子値））によって決定され
るＣＣＥ（＃ＣＣＥ＝ｎＣＣＥ）の種々の総数と、ＫＤＬ＝８とＫＵＬ≦ＫＤＬ（たとえ
ばＫＵＬ＝６）である場合のＫ＝ｍａｘ（ＫＤＬ、ＫＵＬ）とに対して示されている。Ｋ

ＤＬ＞ＫＵＬとすると、スケジューリング許可に関するアップリンク形式はスケジューリ
ング許可に関するダウンリンク形式よりも少ないペイロードビットを有するので、ダウン
リンク形式を有する制御チャネル（たとえばＥ－ＵＴＲＡにおけるＰＤＣＣＨ）範囲を、
アップリンク形式を有する制御チャネルと同じ状態に保つのに役立つ。Ｋ＝８の場合、ブ
ラインド検出の数は、移動局の複雑性の緩和と周期的冗長検査フォールシングの低減に有
効と考えられる４０未満である。表４に示されるような物理制御形式表示チャネル状態「
１０」と「１１」は、Ｓ＝上限（ｎＣＣＥ／Ｋ）である場合のＳ＝ＳＤＬ＋ＳＵＬを所与
として、ｎ＝３の場合にアップリンクＳＵＬの検索空間数とダウンリンクＳＤＬの検索空
間数とを決定するために使用される。ダウンリンク検索空間（ダウンリンクスケジューリ
ング許可に対応する多数を占めるダウンリンク形式を有する検索空間である）において制
御チャネル候補に使用可能な制御チャネル要素の数はＫＤＬであり、アップリンク検索空
間（アップリンクスケジューリング許可に対応する多数を占めるアップリンク形式を有す
る検索空間である）において制御チャネル候補に使用可能な制御チャネル要素の数はＫＵ

Ｌである。
【００４６】
　基地局またはネットワークによって各移動局に割当てられる固有の識別子に基づくハッ
シング関数は、移動局を割当てるべきダウンリンク検索空間とアップリンク検索空間とを
決定するために使用される。表４ではＳが使用され、表２と表３ではｓが使用されている
が、これらは同じ定義を有することに留意されたい。物理制御形式表示チャネル状態＝０
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０を有する表４の行１には、ｎ＝１と制御チャネル構成＝１を所与として、５ＭＨｚ搬送
波に対する制御領域で使用可能な計４つの制御チャネル要素がある。＃ＣＣＥ＜Ｋ（すな
わち＃ＣＣＥ＝４＜Ｋ＝８）であるので、ダウンリンク検索空間とアップリンク検索空間
の両方に使用される検索空間は１つしかない。この場合、ダウンリンク検索空間とアップ
リンク検索空間は１００％の重なりを有する。行１の＃ＣＣＥ＝１０の２０ＭＨｚの場合
、＃ＣＣＥ＝１０はＫ＝８よりも大きいので、２つの検索空間があり、１つはサイズＫＤ

Ｌのダウンリンク検索空間であり、もう１つはサイズＫＵＬのアップリンク検索空間であ
る。アップリンク検索空間とダウンリンク検索空間には著しい重なりがある。表４の行４
では、物理制御形式表示チャネル状態＝１０の場合、１０ＭＨｚ搬送波に対して制御領域
で使用可能な計２７の制御チャネル要素がある。この場合、ダウンリンク検索空間の数（
ＳＤＬ）は２として与えられ、アップリンク検索空間の数（ＳＵＬ）は２として与えられ
る。１０ＭＨｚの搬送波の場合の行５における物理制御形式表示チャネル状態＝１１を別
にすれば、ＳＤＬ＝３、ＳＵＬ＝１であり、この数は１０ＭＨｚ搬送波に対して制御領域
で使用可能な計ＣＣＥ＝２７（ｎＣＣＥ＝２７）と同じである。したがって、物理制御形
式表示チャネル状態は、ｎ＝３に対するサブフレーム内にあるアップリンク検索空間とダ
ウンリンク検索空間の数を移動局に示すために使用され得る。
【００４７】
　表２には、４つの制御チャネル構成が示されている。構成は、１つ、２つ、または３つ
のＯＦＤＭ記号（タイムスロット）の制御チャネルサイズを有する。５ＭＨｚ、１０ＭＨ
ｚ、および２０ＭＨｚにおける制御チャネル要素の数は、制御チャネルのサイズに応じて
変化することになる。したがって、制御チャネル構成１の場合、５ＭＨｚでは、４つの制
御チャネル要素が可能であり、制御チャネル要素の数は４つに制限され、１つの検索集合
があり、１０ＭＨｚでは、６つの制御チャネル要素が可能であり、制御チャネルに使用可
能な制御チャネル要素の数は６つで、１つの検索集合があり、２０ＭＨｚの搬送波では、
使用可能な１０の制御チャネル要素があり、検索集合における制御チャネル要素の数は１
０であり、検索集合の数は１つである。制御チャネル構成２の場合、２つの記号があるだ
けに搬送波チャネルは比較的大きく、５ＭＨｚでは、９つの制御チャネル要素が可能であ
り、制御チャネル要素の数は９つに制限され、１つの検索集合があり、１０ＭＨｚでは、
１４の制御チャネル要素が可能であり、制御チャネルに使用可能な制御チャネル要素の数
は１２に制限され、２つの検索集合があり、２０ＭＨｚの搬送波では、２４の制御チャネ
ル要素が使用可能であり、検索集合における制御チャネル要素の数は１２に制限され、検
索集合の数は２つである。２つの記号を有する制御チャネル構成３の場合、５ＭＨｚでは
、１２の制御チャネル要素が可能であり、制御チャネル要素の数は１２に制限され、１つ
の検索集合がある。１０ＭＨｚでは、１９の制御チャネル要素が可能であり、制御チャネ
ルに使用可能な制御チャネル要素の数は１２に制限され、２つの検索集合がある。２０Ｍ
Ｈｚの搬送波では、３０の制御チャネル要素が使用可能であり、検索集合における制御チ
ャネル要素の数は１２に制限され、検索集合の数は３つである。３つの記号を有する制御
チャネル構成４の場合、５ＭＨｚでは、１８の制御チャネル要素が可能であり、制御チャ
ネル要素の数は１２に制限され、２つの検索集合がある。１０ＭＨｚでは、２７の制御チ
ャネル要素が可能であり、制御チャネルに使用可能な制御チャネル要素の数は１２に制限
され、３つの検索集合がある。２０ＭＨｚの搬送波では、４４の制御チャネル要素が使用
可能であり、検索集合における制御チャネル要素の数は１２に制限され、検索集合の数は
４つである。検索集合は重なることが想定される。これらのサイズはベースユニットと遠
隔ユニットとに記憶され、したがって、各人は、制御チャネル構成、サイズ、および帯域
幅に基づき検索集合の大きさを知る。
【００４８】
　ＭＢＭＳの場合、ダウンリンクスケジューリング許可はサポートを必要としないので、
サブフレームｎ＝１または２（制御領域に対する１つまたは２つのＯＦＤＭ記号）は十分
である（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、制御チャネル形式指定子、およびアップリンクスケジューリ
ング許可のみサポートを必要）。その場合、アップリンク検索空間のサイズが制御領域全
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体（全ＣＣＥ）を包含する限り、遠隔ユニットが制御領域をダウンリンクとしても取り扱
い、ダウンリンク方向に検索すれば重大な問題がない。場合によっては誤検出がソフトバ
ッファ破損を招くことがあるが、誤検出が性能に影響を与えないように、実際のスケジュ
ーリング許可が予定されたパケットの後続サブフレームで検出されるときソフトバッファ
はフラッシュされることになる。このためには、新しいデータ・インジケータ・ビットが
アップリンクスケジューリング許可とダウンリンクスケジューリング許可とによって明示
的または黙示的にサポートされる必要がある。ＵＥがどのサブフレームがＭＢＭＳである
かを識別してもＵＥコントローラ１１６はダウンリンク制御チャネル候補をデフォルトで
チェックすることが全くできないことは分かるであろう。１０ＭＨｚと２０ＭＨｚでは、
ｎ＝１は典型的に十分であろう。ｎ＝２が採用される場合、Ｋ×ｓ＜ｎＣＣＥと仮定する
と、あるいは検索空間の一部がダウンリンクとして示されると、一部の制御チャネル要素
は役に立たなくなる可能性がある。したがって、ＵＥがどのサブフレームがＭＢＭＳであ
るかを識別する場合、すべての検索空間がアップリンクに対応していると仮定できる。
【００４９】
　検索集合の位置は、ベースユニット１０１、１０２から遠隔ユニット１０３、１１０に
信号を伝達することによって決定され得る。あるいは検索集合はベースユニットと遠隔ユ
ニットで事前に定義されてこれらに記憶され得るものと想定される。したがって、制御領
域２１０は、複数のセットの制御チャネル要素候補または検索空間に分割される。フレー
ムで使用可能な制御チャネル要素の数が検索集合のサイズに等しい場合、制御領域全体が
検索される。表２の上記の例では、これは、すべての搬送波周波数での制御チャネル構成
１と、５ＭＨｚ搬送波の構成２と構成３との場合に該当することになる。１０ＭＨｚにお
ける構成２と構成３の場合と５ＭＨｚ搬送波の構成３の場合、１２の所定制御チャネル要
素の２つの重複検索空間がアップリンク検索集合とダウンリンク検索集合の各々に使用さ
れる。２０ＭＨｚにおける構成２の場合、アップリンク制御チャネル要素とダウンリンク
制御チャネル要素は、１２の所定制御チャネル要素候補を備える２つの非重複または重複
検索空間とすることができる。２０ＭＨｚにおける構成３の場合、アップリンク制御チャ
ネル要素とダウンリンク制御チャネル要素は、１２の所定制御チャネル要素候補を備える
３つの重複検索空間とすることができる。１０ＭＨｚにおける構成４の場合、各々がＵＬ
とＤＬの各々に対して１２の所定制御チャネル要素を備える３つの検索空間を使用できる
。２０ＭＨｚにおける構成４の場合、アップリンク制御チャネル要素とダウンリンク制御
チャネル要素は１２の所定制御チャネル要素候補を備える４つの重複検索空間を有するこ
とができる。表２の代替案が表３に示され、ここでは、各検索集合に対する検索空間が１
２ではなく１０の所定制御チャネル要素に制限されている。簡潔にするために、表は、値
以外は類似しているので、本明細書では表３の説明を省略する。検索空間は図２、図３、
および図４に示され、各検索空間に関連する制御チャネル要素は図式化されている。
【００５０】
　信号伝達のオーバヘッドの増加を回避するために、ベースユニットと遠隔ユニットは、
遠隔ユニットに割当てられる検索空間を決定しうることが好ましい。ベースユニット１０
１、１０２は、どの制御チャネル要素が携帯電話１０３に使用され得るか、また、どの制
御チャネルが携帯電話１１０に使用され得るかを識別することになる。遠隔ユニットとベ
ースユニットの両方に識別される固有の携帯電話識別子をこの目的で有利に採用できるこ
とが想定される。特に、遠隔ユニットの電子シリアル番号（ＥＳＮ）、加入者識別子（Ｉ
ＭＳＩ）、またはベースユニットから発出される携帯電話固有の無線ネットワーク一時識
別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）などの携帯電話識別子が採用され得ることが想定される。制御信号
が一群の携帯電話を対象とする場合、ランダムアクセスＲＮＴＩ＿（ＲＡ－ＲＮＴＩ）ま
たはページングＲＮＴＩ＿（Ｐ－ＲＮＴＩ）などの携帯電話グループ識別子が使用され得
る。既知の識別子が所与として、遠隔ユニットとベースユニットの各々はこの番号を用い
て使用する１セットの制御チャネル要素候補を決定する。これは、ハッシュ関数を用いる
か、あるいは固有識別子の最終桁を用いて実現され得る。これは、たとえば２セットある
場合、識別子の奇数の最終桁はこれらのセットの第１セットを示すために使用可能であり
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、偶数の最終桁は使用される第２セットを示すために使用可能である。３セット以上が使
用される場合、モジュロ関数が採用され得る。携帯電話識別子と検索集合の所定関係を用
いて、制御チャネルサイズと帯域幅によって識別される各検索集合に関連する所定制御チ
ャネル要素の位置を記憶することによって、遠隔ユニットとベースユニットは制御チャネ
ル要素に適した検索装置を独立に確認できる。別の実施形態では、ハッシング関数は、遠
隔ユニット、システムフレーム番号、または無線フレーム内のサブフレームインデクスに
関連する固有の識別情報のうちの少なくとも１つを用いてサブフレームベースで遠隔ユニ
ットを種々の制御チャネル候補検索空間にホッピングする手段を含む。
【００５１】
　以下で、表２と表３を考察する。使用可能な制御チャネル要素の数がｋよりも少ない場
合（すなわちｎＣＣＥ≦ｋ（ここでたとえばｋ＝１３））、アップリンクスケジューリン
グ許可とダウンリンクスケジューリング許可には１つの検索空間しか使用されない。ｋ＜
ｎＣＣＥ≦２ｋの場合、ダウンリンク（ＤＬ）に対して１つとアップリンク（ＵＬ）に対
して１つの、サイズｋの２つの重複の可能性のある検索空間が採用される。この重複は、
検索空間０を第１ｋ個の制御チャネル要素とし、検索空間１を最後の制御チャネル要素と
することによって最小化され得る。具体的に、検索空間０は制御チャネル候補集合｛ＣＣ
Ｅ０，ＣＣＥ１，…，ＣＣＥｋ－１｝であり、検索空間１は制御チャネル候補集合｛ＣＣ
ＥｎＣＣＥ－ｋ，ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ－２，…，ＣＣＥｎＣＣＥ－１｝である。重複量は
、ｎＣＣＥ－２×（ｎＣＣＥ－ｋ）＝２ｋ－ｎＣＣＥに等しい。ｎＣＣＥ＝２ｋである場
合、ＤＬ検索空間とＵＬ検索空間は重ならない。ｎＣＣＥ＝ｋ＋１である場合、ｋ－１の
最大重複が生じる。検索空間は、（検索空間０→ＤＬ、検索空間１→ＵＬ）または（検索
空間１→ＤＬ、検索空間０→ＵＬ）を用いてもＤＬ／ＵＬに割当てられうる。たとえば１
８のＣＣＥがある場合、最初のｋ＝１３ＣＣＥはＤＬ検索空間に割当てられ、最後のｋ＝
１３ＣＣＥはＵＬ検索空間に割当てられる。重複に起因して、２×１３－８＝８つのＣＥ
がＤＬとＵＬの両検索空間に共通している。ｎＣＣＥが２ｋを超える場合、すなわちｎＣ
ＣＥ＞２ｋ（ｋ＝１３であれば２６）である場合、制御チャネル形式指定子はｓ１検索空
間かｓ２検索空間かがあることを示すことになる。ｓ１（または、ｓ２）検索空間の場合
、ｓ１，ｄ（ｓ２、ｄ）検索空間はＤＬに対応し、ｓ１，ｕ（ｓ２、ｕ）検索空間はＵＬ
に対応し、ここでｓ１＝ｓ１，ｄ＋ｓ１，ｕ、ｓ２＝ｓ２，ｄ＋ｓ２，ｕである。たとえ
ばｓ１＝３（ｓ１，ｄ＝２、ｓ１，ｕ＝１）検索空間またはｓ２＝４（ｓ２，ｄ＝２、ｓ

２，ｕ＝２）検索空間の場合、各検索空間はサイズｋの制御チャネル要素の制御チャネル
候補集合に対応する。ＢＣＨを介して信号が伝達される場合（ｓ１，ｄ、ｓ１，ｕ）、（
ｓ２，ｄ、ｓ２，ｕ）は静的または半静的である可能性があり、ｃａｔ０（制御チャネル
形式指定子（ＣＣＦＩ）とも呼ばれる）を介して信号が黙示的に伝達される場合動的であ
る可能性があることに留意されたい。もう１つの仮定は、ＰＩＣＨ／ＡＩＣＨがＤＬのみ
である検索空間あるいはＤＬとＵＬの両方である第１検索空間に常にある（ｎＣＣＥ≦ｋ
の場合）ことである。
【００５２】
　３つ以上の検索空間（ｎＣＣＥ＞２ｋ）があるときは、検索空間の定義が更に複雑であ
る。各検索空間がｋ個の制御チャネル要素から構成される候補集合であると仮定すると、
検索空間の最小数はｓｍｉｎ＝天井関数［ｎＣＣＥ／ｋ］である。更に多くの検索空間は
、重複する他の検索空間によって定義され得る。ＤＬ検索空間は、第１ＣＣＥから始まる
ＣＣＥ、すなわち｛ＣＣＥ０，ＣＣＥ１，…，ＣＣＥｋ－１｝、｛ＣＣＥｋ，ＣＣＥｋ＋

１，…，ＣＣＥ２ｋ－１｝、．．．を順次取り込むことによって定義される。ＵＬ検索空
間は、最後のＣＣＥから始まるＣＣＥ、すなわち｛ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ，ＣＣＥｎＣＣＥ

－ｋ－２，…，ＣＣＥｎＣＣＥ－１｝、｛ＣＣＥｎＣＣＥ－２ｋ，ＣＣＥｎＣＣＥ－２ｋ

－３，…，ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ－１｝、．．．を順次取り込むことによって定義される。
例としてＢＷ＝１０ＭＨｚ、ｎ＝３を採用すると、各ＣＣＥが４８のリソース要素（Ｒ１
－０７２１６９）、すなわちｎＣＣＥ＝２７から構成される２７のＣＣＥが存在する可能
性がある。各検索空間がｋ＝１３のＣＣＥから構成される場合、検索空間の最小数はｓｍ
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ｉｎ＝天井関数［２７／１３］＝３である。図１は、ｓ１，ｄ＝２、ｓ１，ｕ＝１のｓ１

＝３の検索空間が使用される場合に検索空間をＤＬとＵＬに対して割当てることができる
方法を示す。あるいは図２は、ｓ２，ｄ＝２、ｓ２，ｕ＝２のｓ２＝４の検索空間が使用
される場合に検索空間がＤＬとＵＬに対して割当てることができる方法を示す。検索空間
３は検索空間０と検索空間１と重なることに留意されたい。ＢＷ＝２０ＭＨｚ、ｎ＝３の
場合、各ＣＣＥが６０のリソース要素（Ｒ１－０７２１６９）から構成される更に多くの
制御チャネル要素、たとえば４４の制御チャネル要素が存在する。この場合は、ｓｍｉｎ

＝天井関数［４４／１３］＝４である。図３と図４は、検索空間を割当てる２つの方法を
示す。
【００５３】
　更に別の実施形態によれば、各サブフレームの制御領域内における２つの制御チャネル
形式指定子（ＣＣＦＩ）ビットは、制御領域のサイズ（ＯＦＤＭ記号の数ｎの観点から、
ここでｎ＝１、２、３）と、サブフレームごとのＤＬ／ＵＬ検索空間の数とを示している
。
【００５４】
　たとえば：
　制御チャネル形式指定子ビットが、「００」である場合、制御領域は、ｎ＝１のＯＦＤ
Ｍ記号を有している。
【００５５】
　ｎＣＣＥ＜ｋである場合、検索空間は１つだけ存在して、それはＤＬとＵＬの両方に用
いられる。
　ｋ＜ｎＣＣＥ≦２ｋである場合、２つの検索空間が存在する。検索空間０は、制御チャ
ネル候補のセット｛ＣＣＥ０，ＣＣＥ１，・CＣＣＥｋ－１｝であり、ＤＬに用いられる
。検索空間１は、制御チャネル候補のセット｛ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ，ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ

－２，・CＣＣＥｎＣＣＥ－１｝であり、ＵＬに用いられる。
【００５６】
　ｎＣＣＥ＞２ｋ（ｎ＝１に対して）を有することは予期されていない。
制御チャネル形式指定子ビットが、「０１」である場合、制御領域は、ｎ＝２のＯＦＤＭ
記号を有している。
【００５７】
　ｎＣＣＥ＜ｋである場合、検索空間は１つだけ存在して、それはＤＬとＵＬの両方に用
いられる。
　ｋ＜ｎＣＣＥ≦２ｋである場合、２つの検索空間が存在する。検索空間０は、制御チャ
ネル候補のセット｛ＣＣＥ０，ＣＣＥ１，・CＣＣＥｋ－１｝であり、ＤＬの両方に用い
られる。検索空間１は、制御チャネル候補のセット｛ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ，ＣＣＥｎＣＣ

Ｅ－ｋ－２，・CＣＣＥｎＣＣＥ－１｝であり、ＵＬに用いられる。
【００５８】
　ｎＣＣＥ＞２ｋ（ｎ＝２に対して）を有することは予期されていない。
　制御チャネル形式指定子ビットが、「１０」である場合、制御領域は３つの記号を有し
ている。
５ＭＨｚ以下の搬送波帯域（ＢＷ≦５ＭＮｚ）に対して：
　ｎＣＣＥ＜ｋである場合、検索空間は１つだけ存在して、それはＤＬとＵＬの両方に用
いられる。
【００５９】
　ｋ＜ｎＣＣＥ≦２ｋである場合、２つの検索空間が存在する。検索空間０は、制御チャ
ネル候補のセット｛ＣＣＥ０，ＣＣＥ１，・CＣＣＥｋ－１｝であり、ＤＬに用いられる
。検索空間１は、制御チャネル候補のセット｛ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ，ＣＣＥｎＣＣＥ－ｋ

－２，・CＣＣＥｎＣＣＥ－１｝であり、ＵＬに用いられる。
【００６０】
　ｎＣＣＥ＞２ｋ（ｎ＝３とＢＷ≦５ＭＨｚに対して）を有することは予期されていない
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。
　搬送波帯域１０あるいは２０ＭＨｚ（ＢＷ＞５ＭＨｚ）に対しては、それぞれ、ｓ１（
１０）あるいはｓ１（２０）の検索空間が存在する。ｓ１（１０）の検索空間から、ｓ１

，ｄ（１０）がＤＬの制御チャネル候補用に、またｓ１，ｕ（１０）がＵＬの制御チャネ
ル候補に用いられる。ここでｓ１（１０）＝ｓ１，ｄ（１０）＋ｓ１，ｕ（１０）である
。同様の配分が、ｓ１（２０）に対して定義される。各検索空間における制御チャネル要
素の数はｋである。
【００６１】
　制御チャネル形式指定子ビットが、「１１」である場合、制御領域は３つの記号を有し
ている。
　５ＭＨｚ以下の搬送波帯域（ＢＷ≦５ＭＮｚ）に対して、検索空間は、「１０」に関し
て同一に定義される。
【００６２】
　搬送波帯域１０ＭＨｚあるいは２０ＭＨｚ（ＢＷ＞５ＭＨｚ）に対しては、それぞれ、
ｓ２（１０）あるいはｓ２（２０）の検索空間が存在する。ｓ２（１０）の検索空間から
、ｓ２，ｄ（１０）がＤＬの制御チャネル候補用に、またｓ２，ｕ（１０）がＵＬの制御
チャネル候補に用いられる。ここでｓ２（１０）＝ｓ２，ｄ（１０）＋ｓ２，ｕ（１０）
である。同様の配分が、ｓ２（２０）に対して定義される。各検索空間における制御チャ
ネル要素の数はｋである。
【００６３】
　上述の説明から分かるように、この実施形態のある態様は、「ｃａｔ０」、制御チャネ
ル形式指定子、あるいはＰ－ＣＦＩＣＨの通信に関連している。制御チャネル形式指定子
は、サブフレーム内のＴＤＭ制御領域のサイズ、たとえばｎ＝１、２、あるいは３つのＯ
ＦＤＭ記号を伝達する。一般的に、制御チャネル形式指定子は、制御チャネル形式指定子
のビットの値あるいは制御チャネル形式指定子のステートの２論理積の数を示すことが可
能になるであろう。したがって、制御チャネル形式指定子は、ＴＤＭ制御領域のサイズを
識別したり、２つ以上の検索空間形式を識別したりするために用いられる値のサブセット
に用いることが可能である。上述の説明では、所定関連する検索空間構造において、一方
のｎ＝３ステートが存在し、代替構造において、他方のｎ＝３ステートが存在する。この
代替構造は、ＵＬとＤＬ検索空間に用いられる、リソースの比率について互いに異なる定
義から構成されていてもよい。たとえば幾つかの例において、ＵＬかＤＬのどちらかに関
して、検索空間は必要とされないこともある。このため、最大数のブラインド検出を大幅
に減少させてしまう。
【００６４】
　図８のプロセス８００において、遠隔ユニット（あるいはＵＥ）コントローラ１１６は
、ステップ８０２において示されるように、固有の識別子を決定する。たとえば遠隔ユニ
ット１０３と１１０は、ベースユニット１０２から携帯電話識別子を受信する。遠隔ユニ
ットコントローラ１１６は、ステップ８０４において、携帯電話識別子から、制御チャネ
ル要素の候補のセットを決定する。あるいは遠隔ユニットは、候補セットに関連する制御
信号を受信可能である。遠隔ユニット１０３と１１０は、制御チャネル要素からなる複合
制御チャネルから構成されるフレームを受信する。制御チャネル要素は、そのうちの幾つ
かが１つの無線通信実体に単独にアドレス指定される、無線リソース割当て情報を含んで
もよい。
【００６５】
　図８において、遠隔ユニットコントローラ１１６は、最初に結合要素を用いずに、１つ
の制御チャネル要素を復号化するようにしてもよいし、あるいは結合された要素の復号化
、あるいは復号化する試みの後に、１つの制御チャネル要素を復号化するようにしてもよ
い。任意の合成法が必要かどうかは、一般的に、遠隔ユニットが１つの制御チャネル要素
の復号化に成功するかどうかによる。たとえば１つの制御チャネル要素を復号化した後に
、周期的冗長検査（ＣＲＣ）あるいは他の情報検証検査が失敗した場合に、あるいは復号
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化が成功しない場合に、合成法が要求されることがある。情報検証は典型的に、復号化制
御チャネル要素内に含まれてもよい、あるいは符号化された制御チャネル要素によってマ
スキングされてもよく、あるいは周期的冗長検査カラーコーディング用の周期的冗長検査
にマスキングされてもよく、あるいは周期的冗長検査カラーコーディング用の周期的冗長
検査に供給されてもよい遠隔ユニットの固有情報を含む。
【００６６】
　幾つかの実施例において、複数の制御チャネル要素の各々は、その制御チャネル要素を
結合させるための基準として用いられてもよい、関連ルート指数を有している。たとえば
複合制御チャネルが１２のチャネル要素からなる場合、その要素のうちの４つは、制御チ
ャネル要素を復号化したり、結合したりするための基準として用いられてもよい、同一の
関連ルート指数を有することもある。上述のように、制御チャネルが対応する中心周波数
上で幾つかの部分に分割される実施形態において、遠隔ユニットは、同一の制御チャネル
部分から、制御チャネル要素を結合させるだけである。すなわち互いに異なる制御チャネ
ル部分からの制御チャネル要素は結合されない。
【００６７】
　幾つかの実施形態において、遠隔ユニットは、複合制御チャネルのうちの少なくとも２
つの制御チャネル要素を結合させる。ここで各制御チャネル要素は、１つの無線通信実体
に単独にアドレス指定される無線割当情報のみを含む種類である。たとえば１つの制御チ
ャネル要素を復号化した後に、周期的冗長検査（ＣＲＣ）あるいは他の情報検証検査が失
敗した場合に、あるいは復号化が成功しない場合に、合成法が要求されることがある。し
かしながら、一般的には、遠隔ユニットは最初に合成法なしで、制御チャネル要素を復号
化するようにしてもよい。
【００６８】
　一実施形態において、制御チャネル要素のうちの少なくとも２つは、第１と第２コード
名情報から導き出された、ソフトウェア情報を合計することによって結合される。ここで
前記第１コード名情報は、第１制御チャネル要素内にあり、前記第２コード名情報は、第
２制御チャネル要素内にある。このような組合せにおいて、結合された制御チャネル要素
は典型的に、配列されて重複される（チェイス合成法として知られている）。この重複は
、最大比合成を含んでもよいし、あるいは対数尤度比（ＬＬＲ）などを合計してもよい。
ここで第１と第２コード名情報が、同一の遠隔ユニットにアドレス指定されるということ
が仮定される。そうでない場合には、復号化あるいは復号化の後の情報検証検査は成功し
ないであろう。失敗した場合、遠隔ユニットは、たとえば制御チャネル要素の互いに異な
るセットを結合することによって、あるいは付加的な要素を結合することによって、制御
チャネル要素の互いに異なるセットを形成してもよい。
【００６９】
　別の実施形態において、制御チャネル要素のうちの少なくとも２つは、互いに異なる第
１と第２コード名情報から導きだされたソフトウェア情報を再配置したり、合計したりす
ることによって、結合される。ここで前記第１コード名情報は、第１制御チャネル要素内
にあり、前記第２コード名情報は、第２制御チャネル要素内にある。たとえば前記第１コ
ード名と前記第２コード名は、情報セットのサブセットと、低速チャネルエンコーダから
生成されるパリティビットとから構成されてもよい。前記サブセットは、重複しなくても
よいし、あるいは部分的に重複してもよい。重複するコード名ビット位置に対応するソフ
トウェア情報は、一時的に、遠隔ユニット内において合計され、一方非重複ビット位置は
、典型的に、復号化に適切な位置に再配置される。
【００７０】
　一実施形態において、遠隔ユニットは、制御チャネル要素の所定組合せによって、制御
チャネル要素のうちの少なくとも２つを結合する。たとえば前記所定組合せのうち少なく
とも一つは、少なくとも二つの論理的に連続した制御チャネル要素の一つの組合せからな
る。この論理的に連続した制御チャネル要素は、物理的に連続していてもよいし、してい
なくてもよい。たとえば周波数に分布した副搬送波の一つのセット（くし状部）は、１つ
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の制御チャネル要素に関して用いられ、他の制御チャネル要素は、典型的に、前記第１制
御チャネル要素に隣接した副搬送波を物理的に占有してもよいし、しなくてもよい。ある
いは副搬送波の論理的と物理的な順序付けが同一である場合には、すなわち論理的と物理
的な副搬送波の一対一マッピングが存在する場合には、論理的な隣接はまた、物理的な隣
接も意味し、またその逆も意味する。別の実施形態において、少なくとも２つの非隣接制
御チャネル要素が結合される。ここで前記非隣接制御チャネル要素は、物理的に非隣接で
あってもよいし、あるいは論理的に非隣接であってもよい。
【００７１】
　幾つかの実施例において、前記所定組合せによって、遠隔ユニットが、制御チャネル要
素を結合しようとする試みの順序は、１以上の仮説あるいは仮定に基づく。たとえば制御
チャネル要素は、複合制御チャネルを構成する制御チャネル要素の数の決定に基づき結合
されてもよい。上述のように、複合制御チャネルが１以上の要素からなる幾つかの実施形
態において、このような判定はまた、特定種類の制御チャネル要素からなる、制御チャネ
ル要素の数を決定することも含む。制御チャネル要素の数は、たとえば複合制御チャネル
内に含まれる、制御チャネル要素の数の情報の存在に基づき決定されてもよい。たとえば
制御チャネル要素の数は、前記複合制御チャネルに付加されたビットのシーケンスに基づ
き決定されてもよい。ある実施例において、互いに異なるビットシーケンスは、互いに異
なる数の制御チャネル要素を示している。他の実施例において、フレーム内のビットシー
ケンスの位置は、制御チャネル要素の数を示している。この後者の実施例において、同一
のビットシーケンスは、このビットシーケンスがフレーム内のどこに設けられたかによっ
て、互いに異なる数の制御チャネル要素を示すために用いられてもよい。制御チャネル要
素の数はまた、無線通信装置とネットワークインフラストラクチャ実体との間で共有され
るデータあるいはメッセージングに基づき決定されてもよい。これは、時々送信される放
送チャネル、あるいは各送信タイムインターバル内に送信される放送メッセージを介して
、すべての遠隔ユニットに送信されたメッセージ内で起こり得る。遠隔ユニットが復号化
するべき制御チャネル要素の数、あるいは制御チャネル要素のサブセットの数はまた、そ
の遠隔ユニット専用のメッセージを介して送信されてもよい。
【００７２】
　一実施形態において、制御チャネルは、制御要素のサイズが、制御要素の種類を示して
いる場合、１つあるいは２つの制御チャネル要素であってもよい。畳み込み符号化は、制
御要素に用いられてもよい。また、デコーダは前記第１制御要素を復号化して、周期的冗
長検査を検査して、それから、制御要素がユーザ用に指定された場合には、復号化を停止
してもよい。そうでない場合には、復号化は、両方の制御要素からなるトレリスの端部を
通して、前記第１制御要素上のテールビット挿入の直前のポイントから始まってもよい。
周期的冗長検査は再度、検査される。このようにして、制御チャネル復号化は、結合され
た制御要素がトレリスの先頭から復号化された場合よりは少ない力によって達成されるこ
とができる。ここで留意すべきは、１つと２つの制御要素についてのコードレートが、こ
の実施形態において同一になるはずであることである。
【００７３】
　幾つかの実施形態において、復号制御チャネルの一部は、各フレームに対して無線リソ
ースを割当てるために割当てられる。これらの実施形態において、制御チャネルの非割当
部分は、データ転送のために用いられてもよい。このようにして、無線通信ネットワーク
インフラストラクチャ実体、たとえばスケジューラは、対応するフレーム内にビットシー
ケンスを埋込むことによって、各フレームに対して無線リソースを割当てるための制御チ
ャネルの一部を割当ててもよい。一実施形態において、フレーム内のビットのシーケンス
の位置は、制御チャネルのサイズ、たとえば何個の制御チャネル要素が、１つ以上の遠隔
ユニットに対して、無線リソースを割当てるために割当てられるかを示している。この実
施例においては、制御チャネル要素は、１つの遠隔ユニットのみ、あるいは１つ以上の遠
隔ユニットにアドレス指定されてもよい。更に一般的には、前記ネットワークインフラス
トラクチャ実体は、フレームを送信する前に、各フレーム内に埋込まれたビットシーケン
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スあるいは位置ビットシーケンスを変更することによって、各フレームに対して無線リソ
ースを割当てるための、制御チャネルの部分を動的に変更させてもよい。更に、上記に示
唆されたように、ネットワークインフラストラクチャ実体はまた、互いに異なる種類の制
御チャネル要素とそのフレーム内における数を動的に割当ててもよい。
【００７４】
　別の実施形態において、サブフレーム内に埋込まれたビットシーケンスは、その制御チ
ャネル要素が遠隔ユニット用であることを特定するために用いられる。この場合、サブフ
レーム内に埋込まれたビットシーケンスは、無線通信装置識別情報で処理された周期的冗
長検査や、無線通信装置識別情報などでマスキングされたコード名などの、データ依存の
ビットシーケンスであってもよい。この実施形態において、送信タイムインターバルの最
後のサブフレームであってもよい第１サブフレームは、変調種類、リソース、あるいはア
ンテナモード指定子から構成される制御情報を含む。各制御チャネルは、１つ以上のチャ
ネル要素であってもよく、その制御要素のサイズは、前記第１と第２サブフレーム内にお
いて互いに異なっていてもよい。前記第２サブフレームは、前記第１サブフレームからの
制御情報として、制御チャネルの同じ部分、あるいは互いに異なる部分において発生する
ことがある。サブフレームの互いに異なる部分が用いられる場合、前記第１サブフレーム
における遠隔ユニット制御チャネル要素の場所から知られる前記第２サブフレーム内に、
制御チャネル要素を有することによって、ブラインド復号化の複雑性が低減することがあ
る。
【００７５】
　図９のプロセス図９００において、無線通信ネットワークインフラストラクチャ実体、
たとえばベースユニット１０１と１０２は、遠隔ユニットに固有のステップ９０２におい
て、携帯電話識別子を決定する。固有の識別子は、好適には、携帯電話接続の一般的な過
程において、しかし互いに異なる動作として、その代わりに、ベースユニットによって生
成されることが可能であり、あるいは携帯電話から受信されることが可能である。ステッ
プ９０４で、ネットワークは特定遠隔ユニット用の制御チャネル要素の候補セットを決定
する。それから、ステップ９０６においてベースユニットは、候補セットから、遠隔ユニ
ット用の制御チャネル要素を選択する。制御情報はその後、選択した制御チャネル要素に
おける遠隔ユニットに伝達される。
【００７６】
　上述のように、制御チャネルの一部は、遠隔ユニットに用いられるために、対応するフ
レーム内にビットシーケンスを埋込むことによって、各フレームに対して、無線リソース
を割当てるためのものである。制御チャネルの一部を割当てることには、制御チャネルの
すべての利用可能な部分、あるいはその利用可能な部分すべてより少ない部分を割当てる
ことが含まれる。ここで非割当部分は、他の目的、たとえばデータ転送のために用いられ
てもよい。ベースユニットなどの無線通信ネットワークインフラストラクチャ実体は、各
フレームに対して無線リソースを割当てるための制御チャネルの部分を動的に変更させる
ことが可能である。ここで複数のフレームが、無線フレームを構成している。本開示のこ
の態様によれば、無線フレームを構成する、各フレームにおける、各制御チャネルの互い
に異なる部分は、潜在的に、無線リソースの割当てに割当てられてもよい。各フレームに
対して無線リソースを割当てるための制御チャネルの部分は、上述のように、各フレーム
内に埋込まれたビットシーケンスの位置を変更させることによって、あるいは互いに異な
るビットシーケンスを用いることによって、動的に変更されてもよい。
【００７７】
　一般的に、無線フレームを構成する互いに異なるフレームは、無線リソース割当て用に
、対応制御チャネルの互いに異なる部分を割当ててもよい。ある実施例において、無線通
信装置は、送信時間間隔に対応するフレームを受信可能な受信機から構成される。ここで
このフレームは、制御チャネルと、そのフレーム内に埋込まれたビットシーケンスとから
なる。前記受信機に通信可能に結合されたコントローラは、対応するビットシーケンスが
、前記受信されたフレーム内のどこに埋込まれたかに基づき、無線リソース割当てに用い
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られる制御チャネルの部分を決定するために構成されている。ここで無線リソース割当て
に用いられる制御チャネルの部分は、制御チャネル全体よりも小さくても良い。
【００７８】
　ベースユニットは、対応するビットシーケンスがフレーム内のどこに埋込まれるかに基
づき、各フレームにおける無線リソース割当てに用いられる制御チャネルの一部を決定す
る。一般的に、無線リソース割当てに用いられる制御チャネルの部分は、前記制御チャネ
ル全体よりも小さくてもよく、また、各フレームは、対応するビットシーケンスがフレー
ム内のどこに埋込まれるかに基づき、無線リソース割当て用の制御チャネルの互いに異な
る部分を用いてもよい。
【００７９】
　幾つかの場合において、複合制御チャネルのすべての制御チャネル要素は、制御チャネ
ル情報を伝達する。この特定実施形態において、制御チャネル要素数情報の欠如、たとえ
ばフレーム内に埋込まれたビットシーケンスの欠如は、無線リソース割当て用の全複合制
御チャネルの使用を示している。たとえば制御チャネル要素数情報の欠如において、遠隔
ユニットは、無線リソースを割当てるために用いられる、制御チャネル要素の既定の数を
仮定してもよい。
【００８０】
　このように、ブラインド検出の最大数は、サブフレームにおいて、要求される最大数の
予定された遠隔ユニットを支持するために必要な、最大数の制御チャネル要素によりよく
適合した、複数の検索空間を作成することによって減少することが見られる。定義された
信号伝達は、サブフレーム上での制御領域のサイズと、検索空間の位置決めとを、サブフ
レームベースで動的に示している。検索空間の数と、どちらがＤＬ用でどちらがＵＬ用で
あるかが、制御チャネル形式指定子（あるいは各サブフレームに含まれるＰ－ＣＦＩＣＨ
）によって動的に、ベースユニット（このベースユニットは、携帯電話識別子を割当てる
）によって半静的に、および、ＬＴＥ帯域モード（搬送波）と制御チャネル構造（１、２
、３あるい４）に基づき静的に示される情報から決定される。
【００８１】
　本発明の他の態様は、ＵＥ用に意図されている制御チャネルを除外することなく、ブラ
インド復号化の試みの平均回数を減らす必要性に言及している。これは、より広い帯域幅
、たとえば５ＭＨｚから２０ＭＨｚの帯域幅に関して特に重要である。ここで制御チャネ
ルの数は大きい（たとえば３０から４０）。Ｌ１／Ｌ２制御チャネルの平均的なエネルギ
ーレベルは、互いに異なるユーザの制御チャネルに対して互いに異なっていてもよい。Ｌ
１／Ｌ２制御チャネルにおけるリソース要素のリソース要素ごとのエネルギー（ＥＰＲＥ
）（周期的プレフィックスにおいてエネルギーを含まず、予期されるリソース要素のエネ
ルギーである、送信されたリソース要素のエネルギー）もまたリソース要素間で変化して
もよい。しかしながら、可能なら、ブラインド検出の平均回数を減少させるために、ソー
ス要素と同一あるいは同様の、制御チャネルのリソース要素のＥＰＲＥを有することが望
ましい。ＵＥにとって、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルにおけるリソース要素に関するＥＰＲＥ
が同一であることを仮定することが有利であることもある。この場合、エネルギーがゼロ
ではない他の制御チャネル要素のリソース要素から取り出されたＤＬ基準記号に関する任
意のエネルギーは、すべての制御チャネル要素のリソース要素から均一に取り出される。
【００８２】
　非常に互いに異なる受け取られたエネルギーレベルを有する、２つの制御チャネル要素
が、同一の制御チャネルに属しそうにないとい事実を用いることによって、ブラインド検
出の平均回数が減少されてもよい。したがって、制御チャネル要素のエネルギーレベルは
、所定制御チャネルの候補を考慮から外すために用いることが可能である。図５は、４つ
の制御チャネル要素を有する一例を示している。ＣＣＥ０とＣＣＥ２において、受け取っ
たエネルギーが非常に互いに異なる場合、サイズ３とサイズ４の制御チャネルは実行可能
ではなく、サイズ２の２つの制御チャネルのみが、サイズ１の制御チャネルに加えて検査
される必要があると結論づけることが可能である。チャネルと干渉がともに、互いに異な
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る受け取られたエネルギーに寄与しているため、閾値は、有効な制御検出が見落とされな
いことを確実にするために用いられる。これによって、ブラインド検出の試みの平均回数
が減少する。
【００８３】
　ＵＥにおいて、コントローラ１１６は、互いに異なる制御チャネル要素の平均的なエネ
ルギーレベルを前もって測定して、可能なブラインド検出のセットを減少させることが可
能である。たとえばＣＣＥ０とＣＣＥ１とは、同様なエネルギーを有してもよい。このエ
ネルギーは、ＣＣＥ２のエネルギーとは互いに異なっており、また、ＣＣＥ３のエネルギ
ーとも互いに異なっている。ＣＣＥ０からＣＣＥ３（１ＣＣＥ）とＣＣＥ０＋ＣＣＥ１の
ブラインド検出が発生する。ＣＣＥ２＋ＣＣＥ３のブラインド検出と３つと４つのＣＣＥ
を含む制御チャネルは、発生しない。ＵＥはまた、これらの制御チャネル要素が集められ
、復号化されて、その後のブラインド検出の数を限定するように、制御チャネル要素の平
均的なエネルギーレベルを測定することも可能である。好適な場合において、１つの制御
チャネル要素制御チャネルが最初に復号化され、次に、有効な２つの制御チャネル要素制
御チャネルが、次に、３つの制御チャネル要素制御チャネルが、更に、４つの制御チャネ
ル要素制御チャネルなどが復号化される。
【００８４】
　ｅＮｏｄｅＢにおいて、互いに異なるユーザの制御チャネルは、互いに異なる平均的な
エネルギーを有する制御チャネル要素が混合されるように配置されることが可能である。
これは、その場合の変化が更に漸進的になるように、最小エネルギーから最大エネルギー
の順番で、制御チャネル要素を過度に配置することが好まれる。
【００８５】
　制御チャネル要素のエネルギー測定は、報告されたチャネル品質インジケータ情報（瞬
間的あるいは平均的）を用いることと有利に結びついて、ブラインド検出の最大数も減少
させる。チャネル品質インジケータは、ブラインド検出の最大数を最小限に抑えるために
用いられる。ここでＵＥは、報告されたチャネル品質インジケータが閾値を超える場合、
サイズ１、サイズ２、およびサイズ３の制御チャネル要素の制御チャネル候補のみを考察
し、報告されたチャネル品質インジケータが閾値を下回る場合、サイズ３、サイズ４、お
よびサイズ８の制御チャネル要素の制御チャネル候補のみを考察する。これは、制御チャ
ネル要素の割当てに関して、スケジューラ上に制限を加えるが、下位チャネル品質インジ
ケータが報告された場合には、よりも多くの制御チャネル要素を割当てる、通常の制御チ
ャネル要素割当手順と一致している。
【００８６】
　結合の１つの手順において、最初に、チャネル品質インジケータ（たとえば｛１，２，
３｝ＣＣＥＯＲ｛３，４，８｝ＣＣＥ）に基づき、可能性のある制御チャネル候補のセッ
トを決定して、次に、より小さい制御チャネル要素結合において制御チャネル要素のエネ
ルギー測定を用いて、より大きい制御チャネル要素結合を有する制御チャネルを、場合に
よっては排除する。あるいは任意の可能な制御チャネルを除外しないために、チャネル品
質インジケータは、制御チャネル候補の順序付けを決定するために用いることが可能であ
る。たとえば最初にチャネル品質インジケータ（エネルギー測定を実行する）に基づき、
最もありそうなセットを考察して、次に、他のセットを考察する。この検索順序は、制御
チャネルが存在する場合（チャネル品質インジケータが特に有用）と、制御チャネルが存
在しない場合（エネルギー検出が特に有用）の両方の場合において、検出の平均回数を減
少させることが可能である。
【００８７】
　エネルギーアプローチは、その中のチャネル品質インジケータと結合されて、それがｅ
ＮｏｄｅＢに、報告されたチャネル品質インジケータと一致しない多数の制御チャネル要
素を割当てさせるようなときに特に有用である。これはｅＮｏｄｅＢが、チャネル品質イ
ンジケータが変化することを感知するときに、あるいはより少ないＵＥ制御チャネルが送
信される必要があるときに、また、より多くの制御チャネル要素が、改善された信頼性の
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ために用いられることが可能なときに発生してもよい。一例として、１つの制御チャネル
要素しか必要でないにもかかわらず、ＵＥが８つの制御チャネル要素に割当てられ、一方
、劣悪な条件においては、ＵＥが典型的に３つ、４つ、あるいは８つの制御チャネル要素
（あるいはチャネル品質インジケータがかなり劣悪な場合には、８つのみ）を要求し、ま
た、良好な条件においては、ＵＥが１つから２つの制御チャネル要素を要求するように、
ＵＥは、すべての残りの制御チャネル要素をＵＥに与えてもよい。良好な条件のＵＥは、
エネルギーの状態が適切な（整合性のある）場合に限り、制御チャネル要素のより大きい
結合を考慮可能である。
【００８８】
　この態様は、制御チャネルにおける各リソース要素に対するリソース要素あたりのエネ
ルギーが同一（より安定した平均値）である場合に、最も良好に作用可能である。しかし
ながら、エネルギーが、幾つかの記号上でＤＬの無線リソースに用いられている制御チャ
ネルからのいくらかのエネルギーによって変化するような場合にも、この態様は作用可能
である。このような柔軟性が許容されるのであれば、本発明の他の態様によれば、互いに
異なるリソース要素を有する制御チャネル要素の数を最小限にするか、あるいはすべての
制御チャネル要素上に、ＤＬの無線リソースに用いられるエネルギーを、平等に分散させ
たりするかのどちらかが可能となる。
【００８９】
　更に、この態様が、送信エネルギーとチャネル減衰との複合的な効果である、受け取ら
れたエネルギーの測定を要求することが想定される。ＤＬに関しては、制御チャネル要素
のリソース要素が、時間と周波数とに略均一に分布するため、チャネル減衰を変化させる
効果が、大幅に平均化される。なぜなら、制御チャネル要素が、少なくとも３６のリソー
ス要素から形成される可能性が高いためである。このようにして、制御チャネル要素の受
け取られたエネルギーにおける主要な差異は、もしあるとすれば、送信エネルギーの差異
から生じる。
【００９０】
　上述のように、２つの閾値は、この実施形態において設定される必要がある。１つは、
制御チャネル要素間のエネルギーレベルの差異に対して設定され、もう１つは、チャネル
品質インジケータに対して設定される。これらの閾値は、効果的にするために、慎重に設
定される必要がある。エネルギーレベルの差異に関して、高すぎる閾値が設定される場合
には、ブラインド検出の回数が減少することがあり、低すぎる閾値が設定される場合には
、割当てられた制御チャネルが除外されることもある。十分なエネルギーを有する制御チ
ャネル要素が一つもない場合、ブラインド検出が全く実行されないような他の閾値がある
可能性もある。予期される受け取られたエネルギーのレベルは、報告されたチャネル品質
インジケータと、考慮されている制御チャネル候補における、チャネル要素の数に条件づ
けされた、予期された経路損失（ＵＬの電力制御の一部）に基づくものであってもよい。
【００９１】
　更に、本発明のこの実施形態によれば、チャネル品質インジケータを用いるときに、Ｕ
Ｅは、その最後に報告されたチャネル品質インジケータおよびまたはそのチャネル品質イ
ンジケータの履歴の両方に対して、その検索を条件付けることができることが想定される
。なぜなら、チャネルがＵＥに関して改善されたにもかかわらず、それは一時的なチャネ
ル状態にすぎず、そのため、スケジューラは保守的になるべきであり、また現在報告され
ているチャネル品質インジケータに関して期待される数よりも多くの制御チャネル要素が
与えられるべきであると、スケジューラが決定できるからである。実際に、スケジューラ
は複数の報告からチャネル品質インジケータを平均化する。そのため、ＵＥは、平均化ウ
ィンドウを知る必要があるか、およびまたは、スケジューラが本当に保守的であることと
、ＵＥが、１つ、２つ、３つ、および４つの制御チャネル要素の代わりに、（たとえば）
１つまたは２つの制御チャネル要素の制御チャネル候補のみを安全に考察可能となる前に
、閾値を越えた幾つかのチャネル品質インジケータの報告を取りだすであろうこととを仮
定する必要があるかのどちらかである。
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【００９２】
　別の実施形態においては、ＰＤＣＣＨ検索空間における、制御チャネル要素の場所の特
定領域は、ネットワークに対する性能と事前符号化とが開始されて、そのＰＤＣＣＨに適
用されることを示した後に、事前符号化されたＰＤＣＣＨを検索するような、特に有能な
ＵＥに対して割当て可能である。
【００９３】
　一つのアプローチは、ＰＤＣＣＨの検索空間における、制御チャネル要素の特定領域に
対する、事前符号化コードブックの１６のマトリックスエントリの各々から、ランク１の
各事前符号化ベクトルをマッピングすることである。これによって、ＵＥは、使用された
、事前符号化ベクトルを盲目的に検出する必要がなくなるが（すなわちこれは、事前符号
化されたＰＤＣＣＨの候補を形成するために用いられる、制御チャネル要素の領域によっ
て暗黙のうちに決定される）、その代わり、使用された制御チャネル要素の数に関連して
、候補を盲目的に検出することだけが必要となる。報告された事前符号化マトリックス指
定子（ＰＭＩ）、あるいは「デフォルトの事前符号化マトリックス指定子」のＵＥに対応
するランク１の事前符号化ベクトルが２つしか用いられない場合、このアプローチはとて
も単純なものになる。
【００９４】
　別の実施形態において、有能なＵＥの報告されたＰＤＣＣＨは、見込まれる、使用可能
な各事前符号化ベクトルのみならず、実行可能な制御チャネル要素の場所の各セットに関
連して、各ＰＤＣＣＨの候補を盲目的に検出する。これは、ブラインド検出の数が、１６
の見込まれる事前符号化ベクトルに対して、１６だけ増えることを意味している。ＵＥは
特に、この余分な処理負荷と事前符号化ブラインド検出を実行する能力とを取り扱うこと
が可能である。このＵＥは、この能力を、呼設定において、ｅＮＢに対して開始する。事
前符号化ベクトルの小さいサブセットに、所定制御チャネル要素を割当てることによって
、ブラインド検出の数を減少できる。このサブセットは、セミステート方法において、レ
イヤー３メッセージングを介して示すことが可能である。そうでなければ、このサブセッ
トは、（たとえばＬＴＥにおける動的放送チャネルを用いることによって）放送されるこ
とが可能である。
【００９５】
　最終的に、一実施形態において、制御チャネル候補の検索空間の決定と割当てのための
手順は、以下の手順によって与えられる。
　１．Ｋ、Ｋｄｌ、Ｋｕｌ、Ｓｄｌ、Ｓｕｌは、（動的放送チャネルを介した、ＳＵ－１
システム情報ブロック放送によって）示される、あるいはｎごとに予め定められる。
【００９６】
　２．ＫｄｌとＫｕｌを決定する場合のある制約は、ブラック検出の回数（Ｋ）＜１８で
ある。ここでＫ＝最大数（Ｋｄｌ、Ｋｕｌ）。ブラック検出の回数（Ｋ）が１８よりも大
きい場合には、移動局は受容できないほど複雑になり、周期的冗長検査の不良は高くなり
すぎてしまう。
【００９７】
　３．ＵＬのＳＧと比較して、より大きいペイロードサイズのＤＬＳＧを前提として、Ｋ
ｄｌとＫｕｌを決定する場合の他の制約は、Ｋｄｌ＞Ｋｕｌである。
　４．したがって、たとえばＫｄｌ＝８、Ｋｕｌ＝６は、ブラック検出の最大回数（ユー
ザ装置の複雑性）と周期的冗長検査の不良の問題などを対象範囲として選択される。
【００９８】
　５．ｎが示される（Ｐ－ＣＦＩＣＨは、少なくともｎを示し、また、各サブフレームの
１番目のＯＦＤＭ記号内で放送される）。
　６．ｎ個の制御チャネル要素のサイズのリストには、起こった順番に論理的にマッピン
グされた制御領域のすべての制御チャネル要素が含まれる。
【００９９】
　７．ｎ個の制御チャネル要素と（５．から、論理的にマッピングされたリストにおける
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）制御チャネル要素の場所は、ｎ、ＢＷ、ＣＣＥ＿ｃｏｎｆｉｇから決定される。
　ａ．ＢＷは、Ｐ－ＢＣＨを介して示される。
【０１００】
　ｂ．ＣＣＥ＿ｃｏｎｆｉｇは、制御領域、ｎ、ＤＬ　Ａ／Ｎのリソース要素のサイズ、
Ｐ－ＣＦＩＣＨのリソース要素のサイズ、ＤＬの無線リソースの形式（未使用のアンテナ
の無線リソースのリソース要素が破壊されたか、あるいは制御チャネル要素に用いられて
いるかどうかを含む）において用いられる、ＴＸアンテナの数から決定される。
【０１０１】
　８．ｎ個のＣＣＥ≦Ｋであるならば、制御領域において唯一の検索空間が存在し、それ
は、ＵＬとＤＬの両方のために用いられる。
　ａ．すなわちＵＬとＤＬの検索空間は、１００％重複されている。
【０１０２】
　９．ｎ個のＣＣＥ＞Ｋであるならば、第１ＵＬ形式の一つのサイズのＫｕｌの検索空間
とＤＬ形式の一つのサイズのＫｄｌの検索空間。
　ａ．すなわちＵＬとＤＬの検索空間＜１００％の重複。
【０１０３】
　１０．Ｓ＝最高許容限度（ｎ個のＣＣＥ／Ｋ）と、Ｓｄｌ＋Ｓｕｌ＝Ｓ。
　１１．Ｋｄｌ個の制御チャネル要素のＤＬの検索空間は、論理的にマッピングされた制
御チャネル要素のシーケンシャルリストの最上部から始まり、下へ降りる。
【０１０４】
　ａ．Ｋｄｌ×Ｓｄｌ＜ｎ個の制御チャネル要素であるようにＫｄｌとＳｄｌが選択され
るため、ＤＬの検索空間の重複はない。
　１２．Ｋｕｌサイズの制御チャネル要素のＵＬの検索空間は、論理的にマッピングされ
た制御チャネル要素のリストの最下部から始まり、上昇する。
【０１０５】
　ａ．Ｋｄｌ×Ｓｄｌ＜ｎ個の制御チャネル要素であるように、ＫｕｌとＳｕｌが選択さ
れるため、ＵＬの検索空間の重複はない。
　ｂ．ＤＬとＵＬの検索空間領域の重複の量は、Ｋｄｌ×Ｓｄｌ＋Ｋｕｌ×Ｓｕｌ－ｎ個
の制御チャネル要素によって与えられる。
【０１０６】
　１３．すべてのＵＥは、無線リソースごとだけでなく、制御チャネル要素、物理制御形
式表示チャネル、ＤＬのＡ／Ｎごとにも、リソース要素の場所を知り、また、どの制御チ
ャネル要素が、どの検索空間に対してマッピングするかを知る。
【０１０７】
　１４．あるＵＥは、ＤＬの形式の検索空間とＵＬの形式の検索空間の各々の一つに割当
てられる。所定形式の１つ以上の検索空間が存在するのであれば、ＵＥは、Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＰＵＣＣＨの数などの、その割当てられた独自のアイデンティティ（ＵＥＩＤ）に基づ
き、ＵＥとｅ個のＮＢにおいて知られる、一般的なハッシング関数を用いて、それらの検
索空間のうちの最初の一つに割当てられる。
【０１０８】
　１５．ＵＥＩＤに基づいた、単純なハッシング関数は、たとえば検索空間の数＝独自の
携帯電話識別子のモジュロのＳｄｌあるいはＵＥＩＤのモジュロのＳｕｌである。
　本開示とその最良の形態が、所有権を確立させ、当業者がこれらを創造し、使用可能と
なるような方法で記載されている一方で、ここに記載された典型的な実施形態の同等物が
存在し、また、本発明の範囲と精神から離れることなくして、典型的な実施形態によって
ではなく、添付の請求の範囲によって限定される本発明に改良点や変更点が加えられても
よいことが理解され、認識されるであろう。
頭字語のリスト：
　ＵＥＩＤ：独自の携帯電話識別子。
【０１０９】
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　ＥＳＮ：電子シリアルナンバー。
　ＵＬ：アップリンク。
　ＤＬ：ダウンリンク。
【０１１０】
　ＡＩＣＨ：アクセス指定子チャネル。
　ＰＩＣＨ：ページング指定子チャネル。
　Ｄ－ＢＣＨ：動的放送チャネル。
【０１１１】
　ＣＱＩ：チャネル品質インジケータ。
　ＰＭＩ：事前符号化マトリックス指定子（あるいは指標）。
　ＣＣＦＩ：制御チャネル形式指定子。
【０１１２】
　ＣＣＥ：ＣＣＥ－タイムスロットと周波数サブバンドによって規定された固定サイズで
あって、定数のリソース要素からなる（たとえば３６の変調記号）。
　ＲＥ：リソース要素－変調記号。
【０１１３】
　ＳＰ：制御チャネル候補の検索空間。
　Ｋｄｌ＝ＫＤＬ：第１ＤＬ（ＰＤＣＣＨ）形式の各検索空間における制御チャネル要素
の数。
【０１１４】
　Ｋｕｌ＝ＫＵＬ：第１ＵＬ（ＰＵＣＣＨ）形式の各検索空間における制御チャネル要素
の数。
　Ｓｄｌ＝ＳＤＬ：第１ＤＬ形式の検索空間の数。
【０１１５】
　Ｓｕｌ＝ＳＵＬ：第１ＵＬ形式の検索空間の数。
　ｎ：制御領域におけるＯＦＤＭ記号の数であって、ｎは、互いに異なる｛Ｋｄｌ、Ｋｕ
ｌ、Ｓｄｌ、Ｓｕｌ｝のセット内でインデックスを付けられることが可能である。
【０１１６】
　ｎＣＣＥ：制御領域におけるＣＣＥの総数。
　検索空間内のＣＣＥは、｛１、２、[３]、４、８｝のように配置されて、ＰＤＣＣＨｓ
を形成する。
【０１１７】
　ＢＷ：Ｐ－ＢＣＨを介して、示されたＢＷ。
　ＣＣＨ　ｃｏｎｆｉｇ：制御領域において使用された、ＴＸアンテナの数によって特徴
付けられた制御チャネルの構成。ｎ、ＤＬ、Ａ／Ｎのリソース要素のサイズ、Ｐ－ＣＦＩ
ＣＨのリソース要素のサイズ、およびＤＬの基準記号の形式が用いられる。
【０１１８】
　Ｋ：最大数（Ｋｄｌ、Ｋｕｌ）。
　Ｓ＝Ｓｄｌ＋Ｓｕｌ＝最高許容限度（ｎ個のＣＣＥ／Ｋ）－　検索空間の総数。
　ＢＤの数：ブラインド検出の数。
【０１１９】
　ＲＳ：基準記号。
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