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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）をモニタリングする方法であって、前
記方法は、
　無線機器によって、基地局からＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）信号を受信することであって、前記ＲＲＣ信号は、少なくとも１つのＥＰＤＣＣＨが
モニタリングされる少なくとも１つのサブフレームを示す第１の情報と、第１のサーチス
ペースおよび第２のサーチスペースに関する第２の情報とを含む、ことと、
　前記無線機器によって、前記第１の情報によって示される前記サブフレーム上で前記第
１のサーチスペースにおいて第１のＥＰＤＣＣＨをモニタリングすることと、
　前記無線機器によって、前記第１の情報によって示される前記サブフレーム上で前記第
２のサーチスペースにおいて第２のＥＰＤＣＣＨをモニタリングすることと
　を含み、
　前記第１のＥＰＤＣＣＨは、局所モードに設定され、第１の復調基準信号（ＤＭＲＳ）
によって復調され、
　前記第２のＥＰＤＣＣＨは、分散モードに設定され、第２のＤＭＲＳによって復調され
る、方法。
【請求項２】
　前記サブフレームは、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、
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　前記第１のＥＰＤＣＣＨは、前記第１の情報によって示される前記サブフレームの少な
くとも１つの第１のＰＲＢ対内に割り当てられ、
　前記第２のＥＰＤＣＣＨは、前記第１の情報によって示される前記サブフレームの少な
くとも１つの第２のＰＲＢ対内に割り当てられ、前記少なくとも１つの第１のＰＲＢ対は
、前記少なくとも１つの第２のＰＲＢ対と重ならない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のＰＲＢ対の各々は、複数のＥＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の復調基準信号および前記第２の復調基準信号は、
【数１】

によって生成され、ここにおいて疑似ランダムシーケンスｃ（ｍ）は、

【数２】

として初期化され、
　ｎｓは無線フレーム内のスロット番号を表し、
　ＮＥＰＤＣＣＨ，ＩＤは、ＥＰＤＣＣＨに関連する識別子を表し、
　ＮＥＰＤＣＣＨ，ＳＣＩＤは、上位階層から与えられるパラメータを表す、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のＥＰＤＣＣＨおよび前記第２のＥＰＤＣＣＨは、前記第１のサーチスペース
および前記第２のサーチスペース内で前記無線機器の識別子に基づいてデコーディングさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のＤＭＲＳは、前記第１のサーチスペース内で受信され、前記第２のＤＭＲＳ
は、前記第２のサーチスペース内で受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいてＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）をモニタリングする無線機器であって
、前記無線機器は、
　無線信号を送信および受信するように構成されるＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）部と、
　前記ＲＦ部と動作可能に連結されているプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　基地局からＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）信号を受信する
ことであって、前記ＲＲＣ信号は、少なくとも１つのＥＰＤＣＣＨがモニタリングされる
少なくとも１つのサブフレームを示す第１の情報と、第１のサーチスペースおよび第２の
サーチスペースに関する第２の情報とを含む、ことと、
　前記第１の情報によって示される前記サブフレーム上で前記第１のサーチスペースにお
いて第１のＥＰＤＣＣＨをモニタリングすることと、
　前記サブフレーム上で前記第２のサーチスペースにおいて第２のＥＰＤＣＣＨをモニタ
リングすることと
　を行うように構成され、
　前記第１のＥＰＤＣＣＨは、局所モードに設定され、第１の復調基準信号（ＤＭＲＳ）
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によって復調され、
　前記第２のＥＰＤＣＣＨは、分散モードに設定され、第２のＤＭＲＳによって復調され
る、無線機器。
【請求項８】
　前記サブフレームは、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、
　前記第１のＥＰＤＣＣＨは、前記第１の情報によって示される前記サブフレームの少な
くとも１つの第１のＰＲＢ対内に割り当てられ、
　前記第２のＥＰＤＣＣＨは、前記第１の情報によって示される前記サブフレームの少な
くとも１つの第２のＰＲＢ対内に割り当てられ、前記少なくとも１つの第１のＰＲＢ対は
、前記少なくとも１つの第２のＰＲＢ対と重ならない、請求項７に記載の無線機器。
【請求項９】
　前記複数のＰＲＢ対の各々は、複数のＥＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含む、請求項８に記載の無線機器。
【請求項１０】
　前記第１の復調基準信号および前記第２の復調基準信号は、
【数３】

によって生成され、ここにおいて疑似ランダムシーケンスｃ（ｍ）は、

【数４】

として初期化され、
　ｎｓは無線フレーム内のスロット番号を表し、
　ＮＥＰＤＣＣＨ，ＩＤは、ＥＰＤＣＣＨに関連する識別子を表し、
　ＮＥＰＤＣＣＨ，ＳＣＩＤは、上位階層から与えられるパラメータを表す、請求項７に
記載の無線機器。
【請求項１１】
　前記第１のＤＭＲＳは、前記第１のサーチスペース内で受信され、前記第２のＤＭＲＳ
は、前記第２のサーチスペース内で受信される、請求項７に記載の無線機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるダウンリンク制
御チャネルをモニタリングする方法及びそれを利用した無線機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）リリース（Ｒｅｌｅａｓｅ
）８に基づくＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、有力な次世代移動
通信標準である。最近、多重搬送波をサポートする３ＧＰＰ　ＴＳリリース１０に基づく
ＬＴＡ－Ａ（ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄ）の標準化が進行中である。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．２．０（２０１１－０６）“Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌ
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ｅａｓｅ　１０）”に開示されているように、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおける物
理チャネルは、ダウンリンクチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、アップリンクチャネルであるＰＵＳＣ
Ｈ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＵＣＣＨ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とに分けられる
。
【０００４】
　増加するデータトラフィックに対処するするために、移動通信システムの送信容量を増
加させる多様な技術が導入されている。例えば、複数のアンテナを使用するＭＩＭＯ（Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｐｕｔ）技術、複数のセルをサポ
ートするキャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術な
どが導入されている。
【０００５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａで設計された制御チャネルは、多様な制御情報を伝送す
る。新たな技術が導入されるにつれて、制御チャネルの容量を増加させると共に、スケジ
ューリングの柔軟性を向上させることが要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする方法及びそれを利用した無線
機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様において、無線通信システムにおけるダウンリンク制御チャネルモニタリング方
法が提供される。前記方法は、無線機器が第１のサーチスペースで第１のダウンリンク制
御チャネルをモニタリングするステップ及び前記無線機器が第２のサーチスペースで第２
のダウンリンク制御チャネルをモニタリングするステップを含む。前記第１のダウンリン
ク制御チャネルは、第１のサービングセルの識別子に基づいて生成される第１の基準信号
により復調され、前記第２のダウンリンク制御チャネルは、第２のサービングセルの識別
子に基づいて生成される第２の基準信号により復調される。
【０００８】
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
同じである。
【０００９】
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
異なる。
【００１０】
　他の態様において、無線通信システムにおける制御チャネルをモニタリングする無線機
器は、無線信号を送信及び受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｅｕｎｃｙ）部及び前記
ＲＦ部と連結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは、第１のサーチスペースで第１
のダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、第２のサーチスペースで第２のダウンリ
ンク制御チャネルをモニタリングする。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおけるダウンリンク制御チャネルモニタリング方法において、
　無線機器が第１のサーチスペースで第１のダウンリンク制御チャネルをモニタリングす
るステップ；及び、
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　前記無線機器が第２のサーチスペースで第２のダウンリンク制御チャネルをモニタリン
グするステップ；を含み、
　前記第１のダウンリンク制御チャネルは、第１のサービングセルの識別子に基づいて生
成される第１の基準信号により復調され、
　前記第２のダウンリンク制御チャネルは、第２のサービングセルの識別子に基づいて生
成される第２の基準信号により復調されることを特徴とするダウンリンク制御チャネルモ
ニタリング方法。
（項目２）
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
同じであることを特徴とする項目１に記載のダウンリンク制御チャネルモニタリング方法
。
（項目３）
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
異なることを特徴とする項目１に記載のダウンリンク制御チャネルモニタリング方法。
（項目４）
　前記第１のサーチスペースのための集約レベルと前記第２のサーチスペースのための集
約レベルは、互いに異なることを特徴とする項目１に記載のダウンリンク制御チャネルモ
ニタリング方法。
（項目５）
　前記第１及び第２のサーチスペースで前記第１及び第２のダウンリンク制御チャネルは
、前記無線機器の識別子に基づいてデコーディングされることを特徴とする項目１に記載
のダウンリンク制御チャネルモニタリング方法。
（項目６）
　前記第１の基準信号は、前記第１のサーチスペース内で受信され、前記第２の基準信号
は、前記第２のサーチスペース内で受信されることを特徴とする項目１に記載のダウンリ
ンク制御チャネルモニタリング方法。
（項目７）
　無線通信システムにおける制御チャネルをモニタリングする無線機器において、
　無線信号を送信及び受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｅｕｎｃｙ）部；及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセッサ；を含み、前記プロセッサは、
　第１のサーチスペースで第１のダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、及び、
　第２のサーチスペースで第２のダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、
　前記第１のダウンリンク制御チャネルは、第１のサービングセルの識別子に基づいて生
成される第１の基準信号により復調され、
　前記第２のダウンリンク制御チャネルは、第２のサービングセルの識別子に基づいて生
成される第２の基準信号により復調されることを特徴とする無線機器。
（項目８）
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
同じであることを特徴とする項目７に記載の無線機器。
（項目９）
　前記第１のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数は
、前記第２のダウンリンク制御チャネルのためのブラインドデコーディングの最大回数と
異なることを特徴とする項目７に記載の無線機器。
（項目１０）
　前記第１のサーチスペースのための集約レベルと前記第２のサーチスペースのための集
約レベルは、互いに異なることを特徴とする項目７に記載の無線機器。
（項目１１）
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　前記第１の基準信号は、前記第１のサーチスペース内で受信され、前記第２の基準信号
は、前記第２のサーチスペース内で受信されることを特徴とする項目７に記載の無線機器
。
【発明の効果】
【００１１】
　ダウンリンク制御チャネルを検出するためのブラインドデコーディングによる複雑度を
減らすことができ、且つダウンリンク制御チャネルのための送信リソースの効率を高める
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａにおけるダウンリンク無線フレームの構造を示す。
【図２】ＰＤＣＣＨの構成を示すブロック図である。
【図３】ＰＤＣＣＨのモニタリングを示す例示図である。
【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥのＤＬサブフレームで基準信号と制御チャネルが配置される例
を示す。
【図５】ＥＰＤＣＣＨを有するサブフレームの一例である。
【図６】本発明の実施例に係るサブフレーム設定を示す。
【図７】本発明の一実施例に係る制御チャネルモニタリングを示す。
【図８】本発明の一実施例に係るダウンリンク制御チャネルモニタリングを示す。
【図９】本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）は、固定されてもよいし、移動性を有し
てもよく、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏ
ｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）
、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）、携帯
機器（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれることもある。または、
無線機器は、ＭＴＣ（Ｍａｃｈｉｎｅ－Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）機器の
ようにデータ通信のみをサポートする機器であってもよい。
【００１４】
　基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）は、一般的に無線機器と通信する固定局（
ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴ
Ｓ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれることもある。
【００１５】
　以下、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ）ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）リリース（Ｒｅｌｅ
ａｓｅ）８に基づく３ＧＰＰ　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）又は
３ＧＰＰ　ＴＳリリース１０に基づく３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａに基づいて本発明が適用され
ることを記述する。これは例示に過ぎず、本発明は、多様な無線通信ネットワークに適用
されることができる。以下、ＬＴＥは、ＬＴＥ及び／又はＬＴＥ－Ａを含む。
【００１６】
　無線機器は、複数のサービングセルによりサービングされることができる。各サービン
グセルは、ＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）ＣＣ（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）又は
ＤＬ　ＣＣとＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）ＣＣとの対で定義されることができる。
【００１７】
　サービングセルは、１次セル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）と２次セル（ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　ｃｅｌｌ）とに区分されることができる。１次セルは、１次周波数で動作し、初
期連結確立過程を実行し、又は連結再確立過程を開始し、又はハンドオーバ過程で１次セ
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ルに指定されたセルである。１次セルは、基準セル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｅｌｌ）と
も呼ばれる。２次セルは、２次周波数で動作し、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）連結が確立された後に設定されることができ、追加的な無線リソース
の提供に使われることができる。常に少なくとも一つの１次セルが設定され、２次セルは
、上位階層シグナリング（例、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ
）メッセージ）により追加／修正／解除されることができる。
【００１８】
　１次セルのＣＩ（ｃｅｌｌ　ｉｎｄｅｘ）は、固定されることができる。例えば、最も
低いＣＩが１次セルのＣＩに指定されることができる。以下、１次セルのＣＩは０であり
、２次セルのＣＩは１から順次に割り当てられると仮定する。
【００１９】
　図１は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａにおけるダウンリンク無線フレームの構造を示す。これ
は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．２．０（２０１１－０６）“Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　１０）”の６節を参照することができる。
【００２０】
　無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、０～９のインデックスが付けられた１０
個のサブフレームを含む。一つのサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）は、２個の連続的な
スロットを含む。一つのサブフレームの送信にかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）といい、例えば、一つのサブフレームの長さは１
ｍｓであり、一つのスロットの長さは０．５ｍｓである。
【００２１】
　一つのスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含むことができる。
ＯＦＤＭシンボルは、３ＧＰＰ　ＬＴＥがダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）でＯ
ＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）を使用するため、時間領域で一つのシンボル区間（ｓｙｍｂｏｌ
　ｐｅｒｉｏｄ）を表現するためのものに過ぎず、多重接続方式や名称に制限があるもの
ではない。例えば、ＯＦＤＭシンボルは、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅ
ｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）シンボ
ル、シンボル区間など、他の名称で呼ばれることもある。
【００２２】
　一つのスロットは、７ＯＦＤＭシンボルを含むものを例示的に記述するが、ＣＰ（Ｃｙ
ｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の長さによって一つのスロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの
数は変わることができる。３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．２．０によると、正
規ＣＰにおいて、１スロットは７ＯＦＤＭシンボルを含み、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）Ｃ
Ｐにおいて、１スロットは６ＯＦＤＭシンボルを含む。
【００２３】
　リソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）は、リソース割当単位であ
り、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットは、時間領域で７
個のＯＦＤＭシンボルを含み、且つリソースブロックは、周波数領域で１２個の副搬送波
を含む場合、一つのリソースブロックは、７×１２個のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）を含むことができる。
【００２４】
　ＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）サブフレームは、時間領域で制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒ
ｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａｒｅｇｉｏｎ）とに分けられる。制御領域は、サブ
フレーム内の１番目のスロットの前方部の最大４個のＯＦＤＭシンボルを含むが、制御領
域に含まれるＯＦＤＭシンボルの個数は変わることができる。制御領域には、ＰＤＣＣＨ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び他の制
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御チャネルが割り当てられ、データ領域には、ＰＤＳＣＨが割り当てられる。
【００２５】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ１０．２．０に開示されているように、３ＧＰＰ　
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおける物理制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）があ
る。
【００２６】
　サブフレームの１番目ＯＦＤＭシンボルで送信されるＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム内
で制御チャネルの送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数（即ち、制御領域の大きさ）に対
するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を伝送する。無線機
器は、まず、ＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニタリングする。
【００２７】
　ＰＤＣＣＨと違って、ＰＣＦＩＣＨは、ブラインドデコーディングを使用せずに、サブ
フレームの固定されたＰＣＦＩＣＨリソースを介して送信される。
【００２８】
　ＰＨＩＣＨは、アップリンクＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅ
ａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のためのＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を伝送
する。無線機器により送信されるＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＰＨＩＣＨ上に送信される。
【００２９】
　ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、無線フレー
ムの１番目のサブフレームの２番目のスロットの前方部の４個のＯＦＤＭシンボルで送信
される。ＰＢＣＨは、無線機器と基地局との通信に必須なシステム情報を伝送し、ＰＢＣ
Ｈを介して送信されるシステム情報をＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｂｌｏｃｋ）という。これに対し、ＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上に送信され
るシステム情報をＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）という
。
【００３０】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨのリ
ソース割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれる）、Ｐ
ＵＳＣＨのリソース割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれ
る）、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令の集合及び／又はＶ
ｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含む
ことができる。
【００３１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおいて、ＤＬ送信ブロックの送信は、ＰＤＣＣＨとＰ
ＤＳＣＨとの対で実行される。ＵＬ送信ブロックの送信は、ＰＤＣＣＨとＰＵＳＣＨとの
対で実行される。例えば、無線機器は、ＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上にＤＬ
送信ブロックを受信する。無線機器は、ＤＬサブフレームでＰＤＣＣＨをモニタリングし
、ＤＬリソース割当をＰＤＣＣＨ上に受信する。無線機器は、前記ＤＬリソース割当が指
示するＰＤＳＣＨ上にＤＬ送信ブロックを受信する。
【００３２】
　図２は、ＰＤＣＣＨの構成を示すブロック図である。
【００３３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡではＰＤＣＣＨの検出のためにブラインドデコーディン
グを使用する。ブラインドデコーディングは、受信されるＰＤＣＣＨ（これを候補（ｃａ
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ｎｄｉｄａｔｅ）ＰＤＣＣＨという）のＣＲＣに所望の識別子をデマスキングし、ＣＲＣ
エラーをチェックして該当ＰＤＣＣＨが自分の制御チャネルかどうかを確認する方式であ
る。
【００３４】
　基地局は、無線機器に送るＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定した後、ＤＣ
ＩにＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付け、ＰＤＣＣＨの
オーナ（ｏｗｎｅｒ）や用途によって固有な識別子（これをＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）という）をＣＲＣにマスキン
グする（ブロック２１０）。
【００３５】
　特定無線機器のためのＰＤＣＣＨの場合、無線機器の固有識別子、例えば、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ（Ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。または、ページン
グメッセージのためのＰＤＣＣＨの場合、ページング指示識別子、例えば、Ｐ－ＲＮＴＩ
（Ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。システム情報の
ためのＰＤＣＣＨの場合、システム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。ランダムアク
セスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにＲＡ
－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされること
ができる。複数の無線機器に対するＴＰＣ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）命令を指示するためにＴＰＣ－ＲＮＴＩがＣＲＣにマスキングされることができる
。
【００３６】
　Ｃ－ＲＮＴＩが使われると、ＰＤＣＣＨは、該当する特定無線機器のための制御情報（
これを端末固有の（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）制御情報という）を伝送し、他のＲＮＴＩ
が使われると、ＰＤＣＣＨは、セル内の全て又は複数の無線機器が受信する共通（ｃｏｍ
ｍｏｎ）制御情報を伝送する。
【００３７】
　ＣＲＣが付加されたＤＣＩをエンコーディングして符号化されたデータ（ｃｏｄｅｄ　
ｄａｔａ）を生成する（ブロック２２０）。エンコーディングは、チャネルエンコーディ
ングとレートマッチング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）を含む。
【００３８】
　符号化されたデータは、変調されることで、変調シンボルが生成される（ブロック２３
０）。
【００３９】
　変調シンボルは、物理的なＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）にマッピングさ
れる（ブロック２４０）。変調シンボルの各々は、ＲＥにマッピングされる。
【００４０】
　サブフレーム内の制御領域は、複数のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）を含む。ＣＣＥは、無線チャネルの状態による符号化率をＰＤＣＣＨに提供
するために使われる論理的割当単位であり、複数のＲＥＧ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍ
ｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応される。ＲＥＧは、複数のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｅｌｅｍｅｎｔ）を含む。ＣＣＥの数とＣＣＥにより提供される符号化率の関係によっ
てＰＤＣＣＨのフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００４１】
　一つのＲＥＧは、４個のＲＥを含み、一つのＣＣＥは、９個のＲＥＧを含む。一つのＰ
ＤＣＣＨを構成するために｛１，２，４，８｝個のＣＣＥを使用することができ、｛１，
２，４，８｝の各々の要素をＣＣＥ集約レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）
という。
【００４２】
　ＰＤＤＣＨの送信に使われるＣＣＥの個数は、基地局がチャネル状態によって決定する
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。例えば、良いダウンリンクチャネル状態を有する無線機器には一つのＣＣＥをＰＤＣＣ
Ｈ送信に使用することができる。悪い（ｐｏｏｒ）ダウンリンクチャネル状態を有する無
線機器には８個のＣＣＥをＰＤＣＣＨ送信に使用することができる。
【００４３】
　一つ又はそれ以上のＣＣＥで構成された制御チャネルは、ＲＥＧ単位のインターリービ
ングを実行し、セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）に基づく循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　
ｓｈｉｆｔ）が実行された後に物理的リソースにマッピングされる。
【００４４】
　図３は、ＰＤＣＣＨのモニタリングを示す例示図である。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　３６
．２１３　Ｖ１０．２．０（２０１１－０６）の９節を参照することができる。
【００４５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥではＰＤＣＣＨの検出のためにブラインドデコーディングを使用する
。ブラインドデコーディングは、受信されるＰＤＣＣＨ（これをＰＤＣＣＨ候補（ｃａｎ
ｄｉｄａｔｅ）という）のＣＲＣに所望の識別子をデマスキングし、ＣＲＣエラーをチェ
ックして該当ＰＤＣＣＨが自分の制御チャネルかどうかを確認する方式である。無線機器
は、自分のＰＤＣＣＨが制御領域内でどの位置でどのようなＣＣＥ集約レベルやＤＣＩフ
ォーマットを使用して送信されるかを知らない。
【００４６】
　一つのサブフレーム内で複数のＰＤＣＣＨが送信されることができる。無線機器は、サ
ブフレーム毎に複数のＰＤＣＣＨをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、無線
機器が、モニタリングされるＰＤＣＣＨフォーマットによってＰＤＣＣＨのデコーディン
グを試みることを意味する。
【００４７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥではブラインドデコーディングによる負担を減らすために、サーチス
ペース（ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を使用する。サーチスペースは、ＰＤＣＣＨのため
のＣＣＥのモニタリングセット（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｓｅｔ）を意味する。無線機器
は、該当するサーチスペース内でＰＤＣＣＨをモニタリングする。
【００４８】
　サーチスペースは、共通のサーチスペース（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ
）と端末固有のサーチスペース（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）
とに分けられる。共通のサーチスペースは、共通の制御情報を有するＰＤＣＣＨを検索す
る空間であり、ＣＣＥインデックス０～１５の１６個のＣＣＥで構成され、｛４，８｝の
ＣＣＥ集約レベルを有するＰＤＣＣＨをサポートする。しかし、共通のサーチスペースに
も端末固有の情報を伝送するＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット０、１Ａ）が送信されるこ
ともできる。端末固有のサーチスペースは、｛１，２，４，８｝のＣＣＥ集約レベルを有
するＰＤＣＣＨをサポートする。
【００４９】
　以下の表１は、無線機器によりモニタリングされるＰＤＣＣＨ候補の個数を示す。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
　サーチスペースの大きさは、前記表１により決められ、サーチスペースの開始点は、共
通のサーチスペースと端末固有のサーチスペースが異なるように定義される。共通のサー
チスペースの開始点は、サブフレームに関係なしで固定されているが、端末固有のサーチ
スペースの開始点は、端末識別子（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ）、ＣＣＥ集約レベル及び／又
は無線フレーム内のスロット番号によってサブフレーム毎に変わることができる。端末固
有のサーチスペースの開始点が共通のサーチスペース内にある場合、端末固有のサーチス
ペースと共通のサーチスペースは、重なる（ｏｖｅｒｌａｐ）。
【００５２】
　集約レベルＬ∈｛１，２，４，８｝において、サーチスペースＳ（Ｌ）

ｋは、ＰＤＣＣ
Ｈ候補のセットで定義される。サーチスペースＳ（Ｌ）

ｋのＰＤＣＣＨ候補ｍに対応する
ＣＣＥは、以下のように与えられる。
【００５３】
【数１】

【００５４】
　ここで、ｉ＝０，１，．．．，Ｌ－１、ｍ＝０，．．．，Ｍ（Ｌ）－１、ＮＣＣＥ，ｋ

は、サブフレームｋの制御領域内でＰＤＣＣＨの送信に使用することができるＣＣＥの全
体個数である。制御領域は、０～ＮＣＣＥ，ｋ－１でナンバリングされたＣＣＥのセット
を含む。Ｍ（Ｌ）は、与えられたサーチスペースでのＣＣＥ集約レベルＬでＰＤＣＣＨ候
補の個数である。
【００５５】
　無線機器にＣＩＦ（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ）が設定される
場合、ｍ′＝ｍ＋Ｍ（Ｌ）ｎｃｉｆである。ｎｃｉｆは、ＣＩＦの値である。無線機器に
ＣＩＦが設定されない場合、ｍ′＝ｍである。
【００５６】
　共通のサーチスペースで、Ｙｋは、２個の集約レベル、Ｌ＝４及びＬ＝８に対して０に
セッティングされる。
【００５７】
　集約レベルＬの端末固有のサーチスペースで、変数Ｙｋは、以下のように定義される。
【００５８】
【数２】

【００５９】
　ここで、Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、Ａ＝３９８２７、Ｄ＝６５５３７、ｋ＝ｆｌｏｏｒ
（ｎｓ／２）、ｎｓは、無線フレーム内のスロット番号（ｓｌｏｔ　ｎｕｍｂｅｒ）であ
る。
【００６０】
　無線機器がＣ－ＲＮＴＩに基づいてＰＤＣＣＨをモニタリングする時、ＰＤＳＣＨの送
信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）によってモニタリングするＤＣＩフォ
ーマットとサーチスペースが決定される。以下の表は、Ｃ－ＲＮＴＩが設定されたＰＤＣ
ＣＨモニタリングの例を示す。
【００６１】
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【表２】

   
【００６２】
　ＤＣＩフォーマットの用途は、以下の表のように区分される。
【００６３】
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【表３】

【００６４】
　図４は、３ＧＰＰ　ＬＴＥのＤＬサブフレームで基準信号と制御チャネルが配置される
例を示す。
【００６５】
　制御領域（又は、ＰＤＣＣＨ領域）は、前方部の３個のＯＦＤＭシンボルを含み、ＰＤ
ＳＣＨが送信されるデータ領域は、残りのＯＦＤＭシンボルを含む。
【００６６】
　制御領域内ではＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ及び／又はＰＤＣＣＨが送信される。ＰＣＦ
ＩＣＨのＣＦＩは、３個のＯＦＤＭシンボルを指示する。制御領域でＰＣＦＩＣＨ及び／
又はＰＨＩＣＨが送信されるリソースを除外した領域がＰＤＣＣＨをモニタリングするＰ
ＤＣＣＨ領域になる。
【００６７】
　また、サブフレームには多様な基準信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）が送信
される。
【００６８】
　ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）は、セル
内の全ての無線機器が受信することができ、全ダウンリンク帯域にわたって送信される。
図面において、‘Ｒ０’は、第１のアンテナポートに対するＣＲＳが送信されるＲＥ（ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を示し、‘Ｒ１’は、第２のアンテナポートに対する
ＣＲＳが送信されるＲＥを示し、‘Ｒ２’は、第３のアンテナポートに対するＣＲＳが送
信されるＲＥを示し、‘Ｒ３’は、第４のアンテナポートに対するＣＲＳが送信されるＲ
Ｅを示す。
【００６９】
　ＣＲＳのためのＲＳシーケンスｒｌ，ｎｓ（ｍ）は、以下のように定義される。
【００７０】
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【数３】

【００７１】
　ここで、ｍ＝０，１，．．．，２ＮｍａｘＲＢ－１、ＮｍａｘＲＢはＲＢの最大個数で
あり、ｎｓは無線フレーム内のスロット番号であり、ｌはスロット内のＯＦＤＭシンボル
番号である。
【００７２】
　疑似ランダムシーケンス（ｐｓｅｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）ｃ（ｉ）
は、以下のような長さ３１のゴールド（Ｇｏｌｄ）シーケンスにより定義される。
【００７３】
【数４】

【００７４】
　ここで、Ｎｃ＝１６００、１番目のｍ－シーケンスはｘ１（０）＝１、ｘ１（ｎ）＝０
、ｍ＝１，２，．．．，３０で初期化される。
【００７５】
　２番目のｍ－シーケンスは、各ＯＦＤＭシンボルの初めでｃｉｎｉｔ＝２１０（７（ｎ
ｓ＋１）＋ｌ＋１）（２Ｎｃｅｌｌ

ＩＤ＋１）＋２Ｎｃｅｌｌ
ＩＤ＋ＮＣＰで初期化され

る。Ｎｃｅｌｌ
ＩＤは、セルのＰＣＩ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ

）であり、正規ＣＰでＮＣＰ＝１であり、拡張ＣＰでＮＣＰ＝０である。
【００７６】
　サブフレームにはＵＲＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ）が送信される。ＣＲＳがサブフレームの全領域で送信されるが、ＵＲＳは、サブフレ
ームのデータ領域内で送信され、対応するＰＤＳＣＨの復調に使われる。図面において、
‘Ｒ５’は、ＵＲＳが送信されるＲＥを指示する。ＵＲＳは、ＤＲＳ（ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）又はＤＭ－ＲＳ（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）とも呼ばれる。
【００７７】
　ＵＲＳは、対応するＰＤＳＣＨがマッピングされるＲＢでのみ送信される。図面にはＰ
ＤＳＣＨが送信される領域外にもＲ５が表示されているが、これはＵＲＳがマッピングさ
れるＲＥの位置を示すためである。
【００７８】
　ＵＲＳは、対応するＰＤＳＣＨを受信する無線機器のみが使用する。ＵＳのためのＲＳ
シーケンスｒｎｓ（ｍ）は、数式３と同じである。このとき、ｍ＝０，１，．．．，１２
ＮＰＤＳＣＨ，ＲＢ－１であり、ＮＰＤＳＣＨ，ＲＢは、対応するＰＤＳＣＨ送信のＲＢ
個数である。疑似ランダムシーケンス生成器は、各サブフレームの初めでｃｉｎｉｔ＝（
ｆｌｏｏｒ（ｎｓ／２）＋１）（２Ｎｃｅｌｌ

ＩＤ＋１）２１６＋ｎＲＮＴＩで初期化さ
れる。ｎＲＮＴＩは、無線機器の識別子である。
【００７９】
　前記は、ＵＲＳがシングルアンテナを介して送信される場合であり、ＵＲＳが多重アン
テナを介して送信される時、疑似ランダムシーケンス生成器は、各サブフレームの初めで
ｃｉｎｉｔ＝（ｆｌｏｏｒ（ｎｓ／２）＋１）（２Ｎｃｅｌｌ

ＩＤ＋１）２１６＋ｎＳＣ
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ＩＤで初期化される。ｎＳＣＩＤは、ＰＤＳＣＨ送信と関連したＤＬグラント（例えば、
ＤＣＩフォーマット２Ｂ又は２Ｃ）から得られるパラメータである。
【００８０】
　ＵＲＳは、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｐｕｔ
）送信をサポートする。アンテナポート又は階層（ｌａｙｅｒ）によってＵＲＳのための
ＲＳシーケンスは、以下のような拡散シーケンスに拡散されることができる。
【００８１】
【表４】

【００８２】
　階層（ｌａｙｅｒ）は、プリコーダで入力される情報経路（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｐａｔｈ）で定義されることができる。ランク（ｒａｎｋ）は、ＭＩＭＯチャネル行列の
零でない固有値（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｅｉｇｅｎｖａｌｕｅ）の数であり、階層の個数又
は空間ストリームの個数と同じである。階層は、ＵＲＳを区分するアンテナポート及び／
又はＵＲＳに適用される拡散シーケンスに対応されることができる。
【００８３】
　一方、ＰＤＣＣＨは、サブフレーム内の制御領域という限定された領域でモニタリング
され、また、ＰＤＣＣＨの復調のためには全帯域で送信されるＣＲＳが使われる。制御情
報の種類が多様化し、制御情報の量が増加するにつれて既存ＰＤＣＣＨのみではスケジュ
ーリングの柔軟性が落ちる。また、ＣＲＳ送信による負担を減らすために、ＥＰＤＣＣＨ
（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）が導入されている。
【００８４】
　図５は、ＥＰＤＣＣＨを有するサブフレームの一例である。
【００８５】
　サブフレームは、零又は一つのＰＤＣＣＨ領域４１０及び零又はそれ以上のＥＰＤＣＣ
Ｈ領域４２０、４３０を含むことができる。
【００８６】
　ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０は、無線機器がＥＰＤＣＣＨをモニタリングする領域
である。ＰＤＣＣＨ領域４１０は、サブフレームの前方部の最大４個のＯＦＤＭシンボル
内で位置するが、ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０は、ＰＤＣＣＨ領域４１０以後のＯＦ
ＤＭシンボルで柔軟にスケジューリングされることができる。
【００８７】
　無線機器に一つ以上のＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０が指定され、無線機器は、指定
されたＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０でＥＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる
。
【００８８】
　ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０の個数／位置／大きさ及び／又はＥＰＤＣＣＨをモニ
タリングするサブフレームに対する情報は、基地局が無線機器にＲＲＣメッセージ等を介
して知らせることができる。
【００８９】
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　ＰＤＣＣＨ領域４１０ではＣＲＳに基づいてＰＤＣＣＨを復調することができる。ＥＰ
ＤＣＣＨ領域４２０、４３０ではＥＰＤＣＣＨの復調のためにＣＲＳでないＤＭ（ｄｅｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ）ＲＳを定義することができる。関連されたＤＭ　ＲＳは、対応する
ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０で送信されることができる。
【００９０】
　関連されたＤＭ　ＲＳのためのＲＳシーケンスｒｎｓ（ｍ）は、数式３と同じである。
このとき、ｍ＝０，１，．．．，１２ＮＲＢ－１であり、ＮＲＢは、最大ＲＢの個数であ
る。疑似ランダムシーケンス生成器は、各サブフレームの初めでｃｉｎｉｔ＝（ｆｌｏｏ
ｒ（ｎｓ／２）＋１）（２ＮＥＰＤＣＣＨ，ＩＤ＋１）２１６＋ｎＥＰＤＣＣＨ，ＳＣＩ

Ｄで初期化されることができる。ｎｓは無線フレーム内のスロット番号であり、ＮＥＰＤ

ＣＣＨ，ＩＤは該当するＥＰＤＣＣＨ領域と関連したセルインデックスであり、ｎＥＰＤ

ＣＣＨ，ＳＣＩＤは上位階層シグナリングから与えられるパラメータである。
【００９１】
　各ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０は、互いに異なるセルのためのスケジューリングに
使われることができる。例えば、ＥＰＤＣＣＨ領域４２０内のＥＰＤＣＣＨは、１次セル
のためのスケジューリング情報を伝送し、ＥＰＤＣＣＨ領域４３０内のＥＰＤＣＣＨは、
２次セルのためのスケジューリング情報を伝送することができる。
【００９２】
　ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０でＥＰＤＣＣＨが多重アンテナを介して送信される時
、ＥＰＤＣＣＨ領域４２０、４３０内のＤＭ　ＲＳは、ＥＰＤＣＣＨと同じプリコーディ
ングが適用されることができる。
【００９３】
　ＰＤＣＣＨが送信リソース単位にＣＣＥを使用することと比較し、ＥＰＣＣＨのための
送信リソース単位をＥＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ）という。集約レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）は、ＥＰＤ
ＣＣＨをモニタリングするリソース単位で定義されることができる。例えば、１ＥＣＣＥ
がＥＰＤＣＣＨのための最小リソースとする時、集約レベルＬ＝｛１，２，４，８，１６
｝のように定義されることができる。
【００９４】
　以下、ＥＰＤＤＣＨサーチスペース（ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）は、ＥＰＤＣＣＨ領
域に対応されることができる。ＥＰＤＣＣＨサーチスペースでは一つ又はそれ以上の集約
レベル毎に一つ又はそれ以上のＥＰＤＣＣＨ候補がモニタリングされることができる。
【００９５】
　ＥＰＤＣＣＨは、既存の限定されたＰＤＣＣＨ領域に制御情報を送信するものではなく
、ＰＤＳＣＨ領域でＤＣＩを基地局が送信できるため、柔軟なスケジューリングが可能で
ある。また、ＥＰＤＣＣＨは、マクロセルとピコセル（Ｐｉｃｏ　ｃｅｌｌ）を有する無
線ネットワークでセル間干渉の減少に寄与することができる。
【００９６】
　ＥＰＤＤＣＨ領域は、ＲＲＣメッセージ等を介して事前に指定され、ＥＰＤＣＣＨ領域
に限って、無線機器は、ブラインドデコーディングを実行することができる。しかし、予
期しない干渉、ＥＰＤＣＣＨ再設定（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、ＲＲＣ再設定
などによってＥＰＤＣＣＨを正常にモニタリングすることができない状況が発生できる。
この場合、ＥＰＤＣＣＨの代わりにＰＤＣＣＨをモニタリングすることがシステム動作を
ロバストに（ｒｏｂｕｓｔ）することができる。即ち、無線機器は、正規モード（ｎｏｒ
ｍａｌ　ｍｏｄｅ）ではＥＰＤＣＣＨをモニタリングするが、特定状況ではＥＰＤＣＣＨ
の代わりにＰＤＣＣＨをモニタリングするフォールバックモード（ｆａｌｌｂａｃｋ　ｍ
ｏｄｅ）に切り替えることができる。
【００９７】
　フォールバックモードに切り替えるためにはＰＤＣＣＨをモニタリングすることができ
るサブフレームが指定される必要がある。無線機器が指定されたサブフレームでフォール
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バックモードに動作するようにすることである。例えば、無線機器は、セル間干渉により
ＥＰＤＣＣＨのデコーディングに失敗しても、フォールバックモードのサブフレームのＰ
ＤＣＣＨを介してＤＣＩを取得することができる。フォールバックモードのＰＤＣＣＨ上
のＤＣＩは、ＥＰＤＣＣＨ上のＤＣＩと同じ内容を含み、又は新たな内容を含むことがで
きる。
【００９８】
　もし、特定条件を満たしてＥＰＤＣＣＨを受信することができない状況が一定時間区間
を超える場合、無線機器は、その以後にＰＤＣＣＨのみをモニタリングすることができる
。例えば、前記特定条件は、１）ＥＰＤＣＣＨ受信品質が閾値以下より小さい、又は２）
ＥＰＤＣＣＨデコーディング失敗が指定された時間区間でＮ回以上であり、又は３）ＥＰ
ＤＣＣＨデコーディング失敗が開始した以後にＮサブフレーム以後、４）ＥＰＤＣＣＨデ
コーディング失敗が発生するにつれてタイマを開始し、前記タイマが満了された時のうち
少なくともいずれか一つを含むことができる。
【００９９】
　図６は、本発明の実施例に係るサブフレーム設定を示す。
【０１００】
　サブフレーム＃１、＃２、＃３において、無線機器は、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングし
、サブフレーム＃４、＃５において、無線機器は、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。サ
ブフレーム＃１、＃２、＃３は、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするサブフレームであり、
正規（ｎｏｒｍａｌ）サブフレーム、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム、第１のタイプサブフレ
ームとも呼ばれる。ＥＰＤＤＣＨサブフレームは、ＥＤＰＣＣＨ外にＰＤＣＣＨもモニタ
リングすることができる。サブフレーム＃４、＃５は、ＥＰＤＣＣＨではないＰＤＣＣＨ
をモニタリングするサブフレームであり、フォールバックサブフレーム、ＰＤＣＣＨサブ
フレーム、第２のタイプサブフレームとも呼ばれる。サブフレームの個数、位置は、例示
に過ぎない。
【０１０１】
　ＰＤＣＣＨサブフレームは、無線フレーム（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）単位に指定され
、又は無線フレームの整数倍毎に指定されることができる。例えば、無線フレーム単位に
特定パターン又はビットマップ形態で指定されることができる。サブフレーム＃１～＃１
０に対するビットマップ｛０００１１０００１１｝は、サブフレーム＃４、＃５、＃９、
＃１０がＰＤＣＣＨサブフレームであることを指示することができる。または、特定信号
（例、ＰＢＣＨ、同期信号）が送信されるサブフレームがＰＤＣＣＨサブフレームに指定
されることができる。
【０１０２】
　制御情報の特性によって、ＰＤＣＣＨサブフレームとＥＰＤＣＣＨサブフレームを適切
に組み合せて運営することができる。例えば、システム情報、セル選択／再選択のような
重要な情報の変更及び更新のような情報又はブロードキャスト情報又はＳＩ－ＲＮＴＩ、
Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩでマスキングされる情報は、ＰＤＣＣＨ領域でモニタリン
グされ、スケジューリング情報（ＤＬグラントとＵＬグラント）は、ＥＰＤＣＣＨでモニ
タリングされることができる。ＰＤＣＣＨ上に送信される情報は、ＥＰＤＣＣＨ上に送信
されない。または、ＥＰＤＣＣＨ領域には、共通のサーチスペース（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅ
ａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ、以下、ＣＳＳ）は存在せず、端末固有のサーチスペース（ＵＥ－
Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ、以下、ＵＳＳ）のみ存在するということ
ができる。
【０１０３】
　ＥＰＤＣＣＨ領域には、ＣＳＳとＵＳＳが両方とも存在することができるが、システム
情報のような重要情報は、指定されたサブフレーム（例、無線フレームの１番目と６番目
のサブフレーム）ではＥＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳの代わりにＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳでモ
ニタリングされることができる。
【０１０４】
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　以下、ＣＳＳとＵＳＳをＰＤＣＣＨ領域とＥＰＤＣＣＨ領域で具現する多様な方法を提
案する。
【０１０５】
　第１の実施例として、サブフレーム間のブラインドデコーディング複雑度（ｃｏｍｐｌ
ｅｘｉｔｙ）／性能（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）／回数（ｔｒｉａｌ）を同一に維持するよ
うに設計することができる。
【０１０６】
　サブフレーム毎にブラインドデコーディング回数が変わらないと仮定すると、無線機器
は、ＰＤＣＣＨサブフレームとＥＰＤＣＣＨサブフレームで性能を超過しない範囲で多様
なブラインドデコーディングを試みることができる。例えば、無線機器のブラインドデコ
ーディング性能が最大４４回数と仮定する。ＥＰＤＣＣＨサブフレームでモニタリングさ
れるＤＣＩフォーマットが一つの場合、全てのブラインドデコーディング性能を使用する
ことができる。２個のＤＣＩフォーマットがある場合、ＤＣＩフォーマット別に分けてブ
ラインドデコーディングを試みることができる。ＤＣＩフォーマット当たり２２回のデコ
ーディングを試みることができる。ＤＣＩフォーマット１ＡとＤＣＩフォーマット０の場
合のように、大きさが同じＤＣＩフォーマットは、一つのＤＣＩフォーマットと見なされ
ることができる。
【０１０７】
　ＰＤＣＣＨサブフレームにはＣＳＳのみ存在し、ＤＣＩフォーマット１Ａ／１Ｃのみモ
ニタリングされ、ＥＰＤＣＣＨサブフレームにはＵＳＳのみ存在すると仮定する。ＣＳＳ
でのブラインドデコーディング複雑度とＵＳＳでのブラインドデコーディング複雑度が実
質的に同じに設定されることができる。
【０１０８】
　第２の実施例として、同じサブフレームでサーチスペース間又はＤＣＩフォーマット間
又は候補位置（ｃａｎｄｉｄａｔｅ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）間にブラインドデコーディング
複雑度を配分することができる。
【０１０９】
　無線機器が一つのサブフレームで実行することができるブラインドデコーディングの総
回数が固定される時、候補ＥＰＤＣＣＨの個数及び／又はＥＰＤＣＣＨの集約レベルは変
わることができる。
【０１１０】
　無線機器が総Ｎ回のブラインドデコーディングを一つのサブフレームで実行することが
できると仮定する。サブフレームｋにおいて、ＰＤＣＣＨ領域でＫ回のブラインドデコー
ディングを実行すると、ＥＰＤＣＣＨ領域では最大（Ｎ－Ｋ）回のブラインドデコーディ
ングを実行することができる。サブフレームｋ＋１において、ＰＤＣＣＨ領域をモニタリ
ングしない場合、ＥＰＤＣＣＨ領域では最大Ｎ回のブラインドデコーディングを実行する
ことができる。
【０１１１】
　ＤＣＩ送信のブロッキング確率（ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ）を最小
化するために、無線機器がモニタリングするＥＰＤＣＣＨ領域の集約レベル／候補ＥＰＤ
ＤＣＨの個数をサブフレームによって、特に、該当サブフレームにおいて、ＰＤＣＣＨを
デコーディングするかどうかによって異なるように調節することを提案する。
【０１１２】
　図７は、本発明の一実施例に係る制御チャネルモニタリングを示す。
【０１１３】
　１６個のＣＣＥがあり、インデックス０～１５がある。集約レベルＬ＝４であり、（１
）（２）（３）（４）の４個のＰＤＣＣＨ候補があると仮定する。したがって、集約レベ
ルＬ＝４において、最大ブラインドデコーディング回数は４である。
【０１１４】
　サブフレームｎにおいて、無線機器は、ＰＤＣＣＨ領域７１０とＥＰＤＣＣＨ領域７２
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０をモニタリングし、サブフレームｎ＋１において、無線機器は、ＥＰＤＣＣＨ領域７８
０をモニタリングすると仮定する。
【０１１５】
　サブフレームｎにおいて、無線機器は、ＰＤＣＣＨ領域７１０でＰＤＣＣＨ候補（１）
をモニタリングし、ＥＰＤＣＣＨ領域７２０でＰＤＣＣＨ候補（２）（３）（４）をモニ
タリングする。サブフレームｎ＋１において、無線機器は、ＥＰＤＣＣＨ領域７８０でＰ
ＤＣＣＨ候補（１）（２）（３）（４）をモニタリングする。したがって、全てのサブフ
レームにおいて、最大ブラインドデコーディング回数は同じに４である。
【０１１６】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ領域の位置／個数、集約レベル、ＰＤＣＣＨ候補の個数、Ｃ
ＣＥ個数は、例示に過ぎない。
【０１１７】
　図面において、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨが同じＣＣＥ集約を使用することを例示して
いるが、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨは、独立的なリソース割当が可能である。ＰＤＣＣＨ
は、既存ＣＣＥ集約を使用し、ＥＰＤＤＣＨは、ＥＣＣＥ集約を使用することができる。
【０１１８】
　Ｎ個のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＤＣＨ候補があると仮定し、ＰＤＣＣＨは、前方部（Ｎ－Ｋ
）個のＰＤＣＣＨ候補に対してデコーディングを実行することができる。ＣＣＥ集約内で
ＰＤＣＣＨ候補の位置を均一にするために、ｆｌｏｏｒ｛ｎ＊Ｎ／（Ｎ－Ｋ）｝（ｎ＝０
，１，．．．，Ｎ－Ｋ－１）の演算によるＣＣＥインデックスを該当ＰＤＣＣＨ候補の開
始点として選択することもできる。ここで、ｆｌｏｏｒ｛ｘ｝は、ｘより小さい最大の整
数を意味する。
【０１１９】
　以下、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨの分割（ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ）のための数式の
一例を示す。
【０１２０】
【数５】

【０１２１】
　ここで、Ｎは分割されるサーチスペースでＰＤＣＣＨ候補の全体数であり、ＫはＰＤＣ
ＣＨ又はＥ－ＰＤＣＣＨに割り当てるＰＤＣＣＨ候補の数であり、ｉは選択されるＰＤＣ
ＣＨ候補のインデックスである。ａ、ｂ、ｃは、分割比率、選択パターンによるパラメー
タである。
【０１２２】
　他の方法として、上位階層信号を介して（Ｎ－Ｋ）個のＰＤＣＣＨ候補の位置と個数を
基地局が端末に設定することができる。
【０１２３】
　以下、ＣＳＳをＥＰＤＣＣＨ領域で定義する方法を提案する。
【０１２４】
　以下、ＵＳＳ及びＣＳＳは、ＰＤＣＣＨ領域内のＵＳＳ及びＣＳＳを意味し、Ｅ－ＵＳ
Ｓ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＵＳＳ）、Ｅ－ＣＳＳ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＣＳＳ）は、ＥＰＤ
ＣＣＨ領域内のＵＳＳ及びＣＳＳを意味する。ＣＳＳは、セル内の複数の無線機器又はセ
ル内の全ての無線機器によりモニタリングされる領域である。
【０１２５】
　既存ＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳは、集約レベルが｛４，８｝であり、その開始点が固定さ
れている。ＥＰＤＣＣＨ領域で、Ｅ－ＣＳＳは、Ｅ－ＵＳＳと一部又は全体が重なるよう
にする。ここで、重なる領域は、Ｅ－ＣＳＳのＥＰＤＣＣＨ候補の位置に依存して構成さ
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れることができる。
【０１２６】
　Ｅ－ＣＳＳは、複数の無線機器に対する制御情報及びシステム情報の伝達を目的とする
ため、高い信頼性が要求される。したがって、例えば、｛４，８｝のように相対的に高い
集約レベルが使われることが好ましい。もし、Ｅ－ＵＳＳが集約レベルＬ＝｛１，２，４
，８｝に対して定義されている場合、無線機器は、Ｌ＝｛４，８｝でＥ－ＣＳＳ　ＤＣＩ
フォーマットが検出されることもできるという事実を知っていなければならない。この場
合、Ｅ－ＣＳＳをＤＣＩフォーマット１Ａ／０と同じ大きさで構成するようになると、Ｄ
ＣＩフォーマット１Ａ／０を区分することと類似の方式をＥ－ＣＳＳ　ＤＣＩフォーマッ
トに適用することができてブラインドデコーディング複雑度が減ることができる。Ｅ－Ｃ
ＳＳを区分するために、別途のＲＮＴＩを使用し、又はＤＣＩがＣＳＳ／ＵＳＳを区分す
る指示子を含むようにすることができる。
【０１２７】
　特定集約レベル（例、４、８）に対してはＥ－ＣＳＳ　ＤＣＩフォーマットのみモニタ
リングされるようにすることができる。また、Ｌ＝１２のように、Ｅ－ＣＳＳは、Ｅ－Ｕ
ＳＳと異なる集約レベルを使用することもできる。Ｅ－ＵＳＳとＥ－ＣＳＳの重なりは、
一部集約レベル又は全ての集約レベルに対して適用することができる。または、Ｅ－ＵＳ
Ｓが使用可能な集約レベルのうち、一部をＥ－ＣＳＳに割り当て、Ｅ－ＵＳＳは、該当集
約レベルを使用しないと仮定することができる。例えば、Ｅ－ＵＳＳにＬ＝｛１，２，４
，８｝が定義されているが、Ｅ－ＣＳＳがＬ＝４に設定される場合、無線機器は、Ｅ－Ｕ
ＳＳでＬ＝｛１，２，８｝に対してのみＥＰＤＣＣＨ検出を試みることができる。
【０１２８】
　ＥＰＤＣＣＨ領域内のＥ－ＣＳＳは、ＤＭ　ＲＳを共有する無線機器又は特定無線機器
グループによってモニタリングされることができる。
【０１２９】
　以下、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨのためのサブフレーム設定に対して記述する。
【０１３０】
　以下の表は、提案されたサブフレーム設定の一例である。
【０１３１】
【表５】

【０１３２】
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　前記‘Ｏ’は、該当サブフレームに該当サーチスペースが存在することを示す。
【０１３３】
　サブフレーム設定７は、正規サブフレームでのサーチスペース分割を示す。安定したＰ
ＤＣＣＨ領域にＣＳＳを定義し、ＥＰＤＣＣＨ領域にＥ－ＵＳＳを定義する。ＥＰＤＣＣ
Ｈが無線機器のスケジューリング情報を送信し、ＰＤＣＣＨが共通の制御情報を送信する
。
【０１３４】
　サブフレーム設定１３は、ＥＰＤＣＣＨ領域にＥ－ＣＳＳ及びＥ－ＵＳＳが定義される
が、追加的にＰＤＣＣＨ領域にＣＳＳが定義されることを示す。ブラインドデコーディン
グ複雑度は、ブラインドデコーディング回数に大きく左右されるため、最大回数を増加さ
せない範囲で３個のサーチスペースを適切に設計すると、複雑度は増加されない。より具
体的に、ＣＳＳとＥ－ＣＳＳとの間にＥＰＤＤＣＨ候補の個数又は集約レベルを配分する
ことができる。例えば、ＣＳＳは、集約レベル４を使用し、Ｅ－ＣＳＳは、集約レベル８
を使用することができる。ＣＳＳとＥ－ＣＳＳとの間のブラインドデコーディング回数を
同じにし、又は互いに異なるようにすることができる。サーチスペースによるブラインド
デコーディング配分は、サブフレーム設定６、７、９、１２、１３、１４、１５にも適用
されることができる。
【０１３５】
　サブフレーム設定１５ではＰＤＣＣＨ領域とＥＰＤＣＣＨ領域の両方ともでＣＳＳ／Ｕ
ＳＳが定義される。
【０１３６】
　サブフレーム設定５ではＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳ／ＵＳＳのみが定義される。これは一
種のＰＤＣＣＨフォールバックと見なされることができる。無線機器は、ＥＰＤＣＣＨ領
域をモニタリングし、特定の状況でフォールバックモード、即ち、ＰＤＣＣＨをモニタリ
ングするモードに切り替えられることができる。フォールバックモードでは３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥと違って、より多くの集約レベル又はより多くのＰＤＣＣＨ候補の数が定義されるこ
とができる。
【０１３７】
　サブフレーム設定１１は、ＰＤＣＣＨ領域内のＣＳＳが足りなくて追加的にＥ－ＣＳＳ
を確保するために活用されることができる。
【０１３８】
　サブフレーム設定１２は、安全に設計されたＰＤＣＣＨ領域をモニタリングすることを
基本にして、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に追加的にＥ－ＵＳＳを確保する方法である。
【０１３９】
　サブフレーム設定１３は、サブフレーム設定７で追加的にＥ－ＣＳＳを確保することを
示す。反対に、Ｅ－ＰＤＣＣＨを構成し、追加的にＣＳＳをＰＤＣＣＨ領域に確保すると
解釈することもできる。
【０１４０】
　サブフレーム設定１４は、ＥＰＤＣＣＨモニタリングモードで追加的にＰＤＣＣＨ領域
のＵＳＳをモニタリングするものである。
【０１４１】
　前述したサブフレーム設定１～１６は、組み合せられることができる。サブフレーム設
定は、サブフレーム単位、周期的又は非周期的に変更されることができる。その理由は、
各サブフレーム設定毎の利点があるため、状況によって適切なサブフレーム設定を選択す
ることがより効率的である。
【０１４２】
　例えば、サブフレーム設定１０と５が組み合せられることができる。特定サブフレーム
ではサブフレーム設定１０によりＥＰＤＣＣＨのみモニタリングし、他のサブフレームで
はサブフレーム設定５によりＰＤＣＣＨのみモニタリングすることができる。
【０１４３】
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　サブフレーム設定７と５が組み合せられることができる。特定サブフレームではサブフ
レーム設定７によりＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳとＥＰＤＣＣＨ領域のＵＳＳをモニタリング
し、他のサブフレームではサブフレーム設定５によりＰＤＣＣＨのみモニタリングするこ
とができる。これはＴＤＤのｓｐｅｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅに有用に適用されること
ができる。Ｓｐｅｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅではサブフレーム設定５によってＰＤＣＣ
Ｈに依存し、残りのＴＤＤサブフレームではサブフレーム設定７による。
【０１４４】
　サブフレーム設定９と６が組み合せられることができる。特定サブフレームではサブフ
レーム設定９によりＰＤＣＣＨ領域のＵＳＳとＥＰＤＣＣＨ領域のＥ－ＵＳＳをモニタリ
ングし、他のサブフレームではサブフレーム設定６によりＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳとＥＰ
ＤＣＣＨ領域のＥ－ＣＳＳをモニタリングすることができる。
【０１４５】
　前記組み合せは、例示に過ぎず、前記サブフレーム設定１～１６の多様な組み合せが可
能である。または、一つのサブフレームに一つ以上のサブフレーム設定が適用されること
ができる。サブフレーム設定は、特定条件が満たす場合、変わり、又は予め指定されたパ
ターンによって変わることができる。
【０１４６】
　サブフレーム設定は、サブフレーム単位又は無線フレーム単位に設定されることができ
る。基地局は、サブフレーム設定が変わる周期及び／又は変更条件を無線機器に設定する
ことができる。
【０１４７】
　基地局は、可用なサブフレーム設定集合を無線機器に割り当て、可用なサブフレーム設
定集合を活性化／非活性化することができる。例えば、基地局は、無線機器に可用なサブ
フレーム設定がサブフレーム設定７と５であることを知らせる。そして、基地局は、サブ
フレーム単位又は無線フレーム単位にサブフレーム設定を知らせることができる。例えば
、基地局が無線フレームに属する１０個のサブフレームに対してビットマップ｛０００１
１０００００｝を無線機器に送信すると、無線機器は、インデックス３と４を有するサブ
フレームに対してサブフレーム設定５を適用し、残りのサブフレームに対してサブフレー
ム設定７を適用することができる。以後、サブフレーム設定を変更するために、基地局は
、変更されたビットマップのみを無線機器に送信することができる。
【０１４８】
　帯域幅によってサブフレーム設定を異なるようにすることができる。例えば、無線ネッ
トワークが２０ＭＨｚ帯域幅と１ＭＨｚ帯域幅をサポートすると仮定する。このとき、１
ＭＨｚ帯域幅に対応するサブフレームではデータ領域に割り当てられるＲＥの数が足りな
い。したがって、２０ＭＨｚ帯域幅ではサブフレーム設定７を使用し、１ＭＨｚ帯域幅で
はサブフレーム設定５を使用することができる。
【０１４９】
　図８は、本発明の一実施例に係るダウンリンク制御チャネルモニタリングを示す。
【０１５０】
　ＥＰＤＣＣＨ領域は、複数のサブ領域８１０、８２０に分けられることができる。ＥＰ
ＤＣＣＨ領域がＮ個のＥＣＣＥを含むと仮定する。第１のサブ領域８１０はインデックス
０であるＥＣＣＥから始めて、第２のサブ領域８２０はインデックス４であるＥＣＣＥか
ら始めることができる。
【０１５１】
　サブ領域の個数や開始点は、例示に過ぎない。
【０１５２】
　サブ領域８１０、８２０は、各サービングセル毎に定義されることができ、他の用語で
ＥＰＤＣＣＨセットということができる。以下、第１のサブ領域８１０はＥＰＤＣＣＨセ
ット１に対応され、第２のサブ領域８２０はＥＰＤＣＣＨセット２に対応されると仮定す
る。



(23) JP 5980938 B2 2016.8.31

10

20

30

【０１５３】
　ＥＰＤＣＣＨセット１の復調に使われる第１のＤＭ　ＲＳとＥＰＤＣＣＨセット２の復
調に使われる第２のＤＭ　ＲＳは、互いに異なるセルＩＤに基づいて生成されることがで
きる。例えば、第１のＤＭ　ＲＳは、第１のサービングセルのセルＩＤに基づいて生成さ
れ、第２のＤＭ　ＲＳは、第２のサービングセルＩＤに基づいて生成されることができる
。
【０１５４】
　ＥＰＤＣＣＨセットの個数は、サブフレーム毎に変更されることができる。各ＥＰＤＣ
ＣＨセット毎に前述した表５のサブフレーム設定が適用されることができる。
【０１５５】
　各ＥＰＤＣＣＨセットは、ＥＰＤＣＣＨ領域内で互いに異なる開始点を有することがで
きる。または、各ＥＰＤＣＣＨセットは、ＥＰＤＣＣＨ領域内で同じ開始点を有すること
ができる。
【０１５６】
　複数のＥＰＤＣＣＨセットに対する設定は、基地局が無線機器にＲＲＣメッセージ等を
介して知らせることができる。
【０１５７】
　ＥＰＤＣＣＨ領域を複数のＥＰＤＣＣＨセットに分けることは多くの利点がある。第一
に、複数のＥＰＤＣＣＨセットに互いに異なる送信モードを適用することで、さらに信頼
性高い送信が可能である。例えば、ＥＰＤＣＣＨセット１は、局所送信（ｌｏｃａｌｉｚ
ｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を適用し、ＥＰＤＣＣＨセット２は、分散送信（ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を適用することができる。チャネル状
況がよくなくてあるＥＰＤＣＣＨセットのモニタリングが難しいとしても、他のＥＰＤＣ
ＣＨセットのモニタリングはさらに容易である。第二に、送信リソース割当に柔軟性を高
めることができる。ＥＰＤＣＣＨは、ＰＲＢ対（ｐａｉｒ）単位に割り当てられ、ペイロ
ードが大きくない場合、一つのＰＲＢ対に互いに異なるＥＰＤＣＣＨセットを割り当てる
ことができる。
【０１５８】
　ＥＰＤＣＣＨ領域が複数のＥＰＤＣＣＨセットに分けても、ブラインドデコーディング
の最大回数は維持することが好ましい。ＥＰＤＣＣＨ領域のためのブラインドデコーディ
ング性能は、複数のＥＰＤＣＣＨセットに対するブラインドデコーディング性能に分けら
れることができる。
【０１５９】
　複数のＥＰＤＣＣＨセットの各々に対するブラインドデコーディングの最大回数は、全
て同じ又は異なる。
【０１６０】
　以下の表は、ＥＰＤＣＣＨセット１と２があり、集約レベルＬ＝｛１，２，４，８，１
６｝が定義される時、各集約レベルによるＥＰＤＣＣＨ候補の数を示す。
【０１６１】
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【表６】

【０１６２】
　設定０及び１は、ＥＰＤＣＣＨセット１とＥＰＤＣＣＨセット２を均等に配分したもの
である。設定２は、ＥＰＤＣＣＨセット１に一層多いブラインドデコーディング回数を与
え、低い集約レベルに優先順位を与えたものである。設定３は、ＥＰＤＣＣＨセット１に
一層多いブラインドデコーディング回数を与え、高い集約レベルに優先順位を与えたもの
である。設定４は、ＥＰＤＣＣＨセット１とＥＰＤＣＣＨセット２に互いに異なる集約レ
ベルを割り当てたものである。
【０１６３】
　以下の表は、多様な実施例を示す。
【０１６４】
【表７】

【０１６５】
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【表８】

【０１６６】
【表９】

【０１６７】
　図９は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【０１６８】
　基地局５０は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）５１、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）５２
及びＲＦ部（ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ｕｎｉｔ）５３を含む。メモリ５
２は、プロセッサ５１と連結され、プロセッサ５１を駆動するための多様な情報を格納す
る。ＲＦ部５３は、プロセッサ５１と連結され、無線信号を送信及び／又は受信する。プ
ロセッサ５１は、提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。前述した実施例にお
いて、基地局の動作は、プロセッサ５１により具現されることができる。プロセッサ５１
は、ＥＰＤＣＣＨ及び／又はＰＤＣＣＨのためのサーチスペースを設定し、ＥＰＤＣＣＨ
及びＰＤＣＣＨを送信することができる。
【０１６９】
　無線機器６０は、プロセッサ６１、メモリ６２及びＲＦ部６３を含む。メモリ６２は、
プロセッサ６１と連結され、プロセッサ６１を駆動するための多様な情報を格納する。Ｒ
Ｆ部６３は、プロセッサ６１と連結され、無線信号を送信及び／又は受信する。プロセッ
サ６１は、提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。前述した実施例において、
無線機器の動作は、プロセッサ６１により具現されることができる。プロセッサ６１は、
サーチスペースでＥＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる。
【０１７０】
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　プロセッサは、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／又はデータ処理装置を
含むことができる。メモリは、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（
ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカード、格納
媒体及び／又は、他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部は、無線信号を処理するため
のベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述し
た技法は、前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で具現されることがで
きる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより実行されることができる。メ
モリは、プロセッサの内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサと
連結されることができる。
【０１７１】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップ又はブロックでフローチ
ャートに基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではな
く、あるステップは、前述と異なるステップと、異なる順序に又は同時に発生することが
できる。また、当業者であれば、フローチャートに示すステップが排他的でなく、他のス
テップが含まれ、又はフローチャートの一つ又はそれ以上のステップが本発明の範囲に影
響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図９】
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