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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）のＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）のアイデンティティに少なくとも部分的に基づいて前記Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを送信するために使用されるアンテナポートを判定するステップと、
　前記アンテナポートを介して前記Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、局所化された送信であることを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、分散された送信であることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記Ｅ－ＣＣＥは、複数のＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み、前記ア
ンテナポートは、前記Ｅ－ＣＣＥのＲＥのアイデンティティに少なくとも部分的に基づい
て判定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＲＥの前記アイデンティティは、前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ内の前記ＲＥの時間における
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位置であることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＲＥの時間における前記位置は、前記Ｅ－ＰＤＣＣＨのタイムスロットであること
を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＥは、前記アンテナポートを介して送信されるシンボルにマッピングされること
を特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＲＥと前記アンテナポートとの間の関係は、事前に構成されることを特徴とする請
求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記Ｅ－ＣＣＥは、複数のＥ－ＲＥＧ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）を含み、前記アンテナポートは、前記Ｅ－ＣＣＥのＥ－ＲＥＧの
アイデンティティに少なくとも部分的に基づいて判定されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記Ｅ－ＲＥＧは、前記Ｅ－ＣＣＥにマッピングされ、前記Ｅ－ＣＣＥへの前記Ｅ－Ｒ
ＥＧの前記マッピングは、事前に構成されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の動作のモードは、より上位の層のシグナリングに基づいて判
定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）のＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）のアイデンティティに少なくとも部分的に基づいて前記Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを送信するために使用されるアンテナポートを判定し、
　前記アンテナポートを介して前記Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号する
ように適合されたプロセッサ
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）。
【請求項１３】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、局所化された送信であることを特徴とする請求項１２に記
載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、分散された送信であることを特徴とする請求項１２に記載
のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記Ｅ－ＣＣＥは、複数のＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み、前記プ
ロセッサは、前記Ｅ－ＣＣＥのＲＥのアイデンティティに少なくとも部分的に基づいて前
記アンテナポートを判定するように適合されたことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１６】
　前記ＲＥの前記アイデンティティは、前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ内の前記ＲＥの時間における
位置であることを特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記ＲＥの時間における前記位置は、前記Ｅ－ＰＤＣＣＨのタイムスロットであること
を特徴とする請求項１６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記ＲＥは、前記アンテナポートを介して送信されるシンボルにマッピングされること
を特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
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　前記ＲＥと前記アンテナポートとの間の関係は、事前に構成されることを特徴とする請
求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　前記Ｅ－ＣＣＥは、複数のＥ－ＲＥＧ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）を含み、前記プロセッサは、前記Ｅ－ＣＣＥのＥ－ＲＥＧのアイ
デンティティに少なくとも部分的に基づいて前記アンテナポートを判定するように適合さ
れたことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２１】
　前記Ｅ－ＲＥＧは、前記Ｅ－ＣＣＥにマッピングされ、前記Ｅ－ＣＣＥへの前記Ｅ－Ｒ
ＥＧの前記マッピングは、事前に構成されることを特徴とする請求項２０に記載のＷＴＲ
Ｕ。
【請求項２２】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の動作のモードは、より上位の層のシグナリングに基づいて判
定されることを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を送信するのに使用されるアンテナポートを判定するステップ
であって、前記Ｅ－ＰＤＣＣＨのＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）のアイデンティティに従って判定するステップを含む、ス
テップと、
　前記アンテナポートを介して前記Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、局所化された送信であることを特徴とする請求項２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、分散された送信であることを特徴とする請求項２３に記載
の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信技術に関する。
関連出願の相互参照
　本願は、その内容がこれによって参照によって本明細書に組み込まれる、２０１１年２
月１１日に出願した米国特許仮出願第６１／４４１，８４６号、２０１１年８月１２日に
出願した米国特許仮出願第６１／５２３，０４３号、２０１１年９月３０日に出願した米
国特許仮出願第６１／５４１，１８８号、２０１１年１１月４日に出願した米国特許仮出
願第６１／５５６，０８８号、および２０１２年１月２７日に出願した米国特許仮出願第
６１／５９１，５３１号の利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）ＬＴＥ（Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）Ａｄｖａｎｃｅｄプロトコルは、第４世代（４Ｇ）
無線通信標準規格である。無線通信ユーザの数が増え続けているため、ＬＴＥ　Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ標準規格は、拡張された（ｅｎｈａｎｃｅｄ）サービスおよび能力をユーザに提
供することを試みて常に進化しつつある。たとえば、世界中の機能性およびローミング、
サービスの互換性、他の無線アクセスシステムとのインターワーキング、高度なサービス
およびアプリケーションをサポートするための高められたピークデータレート（たとえば
、高モビリティについて１００Ｍビット／ｓ、低モビリティについて１Ｇビット／ｓ）な
どの特徴は、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄを実施するネットワークの目標である。したがっ
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て、そのような機能性を可能にするためのモビリティおよび無線制御の詳細が、設計され
、指定されなければならない。
【発明の概要】
【０００３】
　ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）がＥ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を受信する方法を開示
する。ＷＴＲＵは、識別されたコンポーネントキャリア上の識別されたサブフレーム内で
Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することを試みるかどうかを判定することができる。ＷＴＲＵは、
識別されたサブフレームのＥ－ＰＤＣＣＨ領域に関連する識別されたコンポーネントキャ
リア上の識別されたサブフレーム内の複数のＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）
を判定する。ＷＴＲＵは、さらに、識別されたコンポーネントキャリアのＥ－ＰＤＣＣＨ
領域内の少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補を判定することができる。少なくとも１つ
のＥ－ＰＤＣＣＨ候補は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内の複数のＲＥのサブセットを含むことが
できる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を処理することを試みることができる。
【０００４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を処理することを試みるステップは、ＷＴＲＵがＥ－ＰＤＣＣＨ候
補をそこから復号することを試みる少なくとも１つのアンテナポートを判定することによ
って空間多重分離を実行するステップを含むことができる。空間多重分離は、少なくとも
１つの受信されたＵＥ（ユーザ機器）固有基準信号に基づいて実行され得る。ＷＴＲＵは
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内の少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補が、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域
内の少なくとも１つのＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
　ｅｌｅｍｅｎｔ）の位置に基づくことを判定することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を
処理するステップは、Ｅ－ＰＤＣＣＨとＥ－ＰＤＣＣＨ候補に対応するアンテナポートの
少なくとも１つの受信されたＵＥ固有基準信号との間の仮定される電力比に基づいてＥ－
ＰＤＣＣＨ候補からの複数の変調シンボルを復調するステップを含むことができる。ＷＴ
ＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータに基づいて、識別されたコンポーネントキャリアのＥ
－ＰＤＣＣＨ領域内の少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補を判定することができる。Ｅ
－ＰＤＣＣＨパラメータは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの判定された送信特性とすることができる。
Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータは、Ｅ－ＰＤＣＣＨがそれを介して受信される少なくとも１つ
のアンテナポートのアイデンティティ、Ｅ－ＰＤＣＣＨがそれを介して受信される少なく
とも１つのアンテナポートの特性、またはＥ－ＰＤＣＣＨがそれを介して受信されるアン
テナポートの総数のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０００５】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補は、複数のＥ－ＣＣＥを含むことができる。複数のＥ－ＣＣＥは、
複数のアンテナポートを介して受信され得る。ＷＴＲＵは、サポートするＰＤＣＣＨ（ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）内で受信された
情報に基づいてＥ－ＰＤＣＣＨ候補を処理することを試みることができる。ＷＴＲＵは、
Ｅ－ＰＤＣＣＨからの情報に基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を受信することができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈの送信特性に基づいてＰＤＳＣＨの送信特性を暗黙のうちに判定することができる。
【０００６】
　ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関連する少なくとも１つのアンテナポートを判定す
ることによって、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信することができる。ＷＴＲＵは、少なくとも１つ
のアンテナポートに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内に配置されたＥ－ＰＤＣＣＨ候補を
判定することができる。ＷＴＲＵは、少なくとも１つのアンテナポートに関連する少なく
とも１つの受信されたプリコーディングされた基準信号に基づいてＥ－ＰＤＣＣＨ候補を
処理することを試みることができる。少なくとも１つの受信されたプリコーディングされ
た基準信号は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補に使用されるものと同一のプリコーディング重みを用
いてプリコーディングされ得る。
【０００７】
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　Ｅ－ＰＤＣＣＨは、複数のアンテナポートに関連することができ、ＷＴＲＵは、複数の
アンテナポートの間のプリコーディング関係に基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を処理する
ことを試みることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、レガシＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）のレガシ制御領域の外部に配
置され得る。Ｅ－ＰＤＣＣＨは、複数のアンテナポートに関連することができ、ＷＴＲＵ
は、第１のアンテナポートに関連する第１のプリコーディングされた基準信号を使用して
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の第１の部分を処理し、第２のアンテナポートに関連する第２のプ
リコーディングされた基準信号を使用してＥ－ＰＤＣＣＨ候補の第２の部分を処理するこ
とによって、Ｅ－ＰＤＣＣＨを処理することを試みることができる。第１のプリコーディ
ングされた基準信号は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内のＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎ
ｔ）の第１のサブセットに関連することができ、第２のプリコーディングされた基準信号
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内のＲＥの第２のサブセットに関連することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　開示される実施形態の次の詳細な説明は、添付図面に関連して読まれる時によりよく理
解される。例示のために、図面には例示的実施形態が示されているが、本主題は、開示さ
れる特定の要素および手段に限定されない。
【図１Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態を実施できる通信システムの一例を示す
システム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示された通信システム内で使用できるＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニ
ット）の一例を示すシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示された通信システム内で使用できる無線アクセスネットワークの一
例およびコアネットワークの一例を示すシステム図である。
【図２】拡張された制御チャネルを送信するプロセスの一例を示す流れ図である。
【図３】拡張された制御チャネルを受信するプロセスの一例を示す流れ図である。
【図４】拡張された制御チャネル領域の一例を有するサブフレームを示す図である。
【図５】Ｅ－ＰＤＣＣＨ上で利用でき、１つまたは複数のアンテナポート上で送信できる
Ｅ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の
一例を示す図である。
【図６】ＰＣＩ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に従う
Ｅ－ＰＤＣＣＨリソース割当の一例を示す図である。
【図７】ＣＲＳとＤＭ－ＲＳとの両方を含むサブフレーム内のｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔの一例を示す図である。
【図８】ＤＭ－ＲＳを含むサブフレーム内のｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔの一例を示す図である。
【図９】ブロックインターリーバを用いるＥ－ＣＣＥアグリゲーションの例を示す図であ
る。
【図１０】Ｅ－ＣＣＥ番号付けのための時間優先マッピング（ｔｉｍｅ　ｆｉｒｓｔ　ｍ
ａｐｐｉｎｇ）の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態を実施できる通信システム１００の一
例の図である。通信システム１００を、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送、
その他などのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する多元接続システムとすることがで
きる。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソース
の共有を介してそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。た
とえば、通信システム１００は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（時分割多元
接続）、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）、ＯＦＤＭＡ（直交ＦＤＭＡ）、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（ｓｉｎｇｌｅ－ｃａｒｒｉｅｒ　ＦＤＭＡ）、および類似物などの１つまたは複数の
チャネルアクセス方法を使用することができる。
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【００１０】
　図１Ａに示されているように、通信システム１００は、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニ
ット）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、ＲＡＮ（無線アクセスネットワーク）
１０４、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）１０８、インターネット
１１０、および他のネットワーク１１２を含むことができるが、開示される実施形態が、
任意の個数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図
することを了解されたい。ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞ
れは、無線環境で動作し、かつ／または通信するように構成された任意のタイプのデバイ
スとすることができる。たとえば、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ
は、無線信号を送信し、かつ／または受信するように構成され得、ＵＥ（ユーザ機器）、
移動局、固定のまたはモバイルの加入者ユニット、ページャ、セル電話機、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、スマートホン、ラップトップ機、ネットブック、パーソナルコンピュータ、
無線センサ、消費者エレクトロニクス、および類似物を含むことができる。
【００１１】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含むこともできる。基
地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０
２ｄのうちの少なくとも１つと無線でインターフェースするように構成された任意のタイ
プのデバイスとし、コアネットワーク１０６、インターネット１１０、および／またはネ
ットワーク１１２などの１つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするこ
とができる。たとえば、基地局１１４ａ、１１４ｂは、ＢＴＳ（無線基地局）、Ｎｏｄｅ
－Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、サイトコ
ントローラ、ＡＰ（アクセスポイント）、無線ルータ、および類似物とすることができる
。基地局１１４ａ、１１４ｂは、それぞれ単一の要素として図示されているが、基地局１
１４ａ、１１４ｂが、任意の個数の相互接続された基地局および／またはネットワーク要
素を含むことができることを了解されたい。
【００１２】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ　１０４の一部とすることができ、ＲＡＮ　１０４は、ＢＳ
Ｃ（基地局制御装置）、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）、中継ノード、その他
など、他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）をも含むことができる。
基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂを、セル（図示せず）と称する場合がある
特定の地理的領域内で無線信号を送信し、かつ／または受信するように構成することがで
きる。セルを、さらに、セルセクタに分割することができる。たとえば、基地局１１４ａ
に関連するセルを、３つのセクタに分割することができる。したがって、一実施形態では
、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すなわち、セルのセクタごとに１つのトラン
シーバを含むことができる。もう１つの実施形態では、基地局１１４ａは、ＭＩＭＯ（ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）技術を使用することが
でき、したがって、セルのセクタごとに複数のトランシーバを使用することができる。
【００１３】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ　１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１つまたは複数と通信することができ、エア
インターフェース１１６は、任意の適切な無線通信リンク（たとえば、ＲＦ（ラジオ周波
数）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光、その他）とすることがで
きる。エアインターフェース１１６を、任意の適切なＲＡＴ（無線アクセス技術）を使用
して確立することができる。
【００１４】
　より具体的には、本明細書で注記するように、通信システム１００は、多元接続システ
ムとすることができ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、お
よび類似物などの１つまたは複数のチャネルアクセス方式を使用することができる。たと
えば、ＲＡＮ　１０４内の基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃは、ＵＴＲＡ（ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
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ｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ
）などの無線技術を実施することができ、ＵＴＲＡは、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（ｗｉｄ
ｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）を使用してエアインターフェース１１６を確立することができる
。ＷＣＤＭＡ（登録商標）は、ＨＳＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）および／またはＨＳＰＡ＋（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ）などの通信プロトコル
を含むことができる。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）および／またはＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　
Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）を含むことができる。
【００１５】
　もう１つの実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃは、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ）などの無線技術を実施することができ、Ｅ－ＵＴＲＡは、ＬＴＥ（Ｌ
ｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）および／またはＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ）を使用してエアインターフェース１１６を確立することができる。
【００１６】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ＩＥＥＥ　８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏ
ｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、ＣＤＭＡ２０
００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Ｉｎ
ｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００）、ＩＳ－９５（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　９５）、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６）、ＧＳＭ
（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ）、および類似物などの無線技
術を実施することができる。
【００１７】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、たとえば、無線ルータ、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、Ｈｏｍ
ｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントとすることができ、仕事場、家庭、車両、
キャンパス、および類似物など、局所化された区域内での無線接続性を容易にする任意の
適切なＲＡＴを利用することができる。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ
　１０２ｃ、１０２ｄは、ＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）を確立するため
にＩＥＥＥ　８０２．１１などの無線技術を実施することができる。もう１つの実施形態
では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ　１０２ｃ、１０２ｄは、ＷＰＡＮ（無線パーソナ
ルエリアネットワーク）を確立するためにＩＥＥＥ　８０２．１５などの無線技術を実施
することができる。もう１つの実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ　１０２ｃ
、１０２ｄは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するためにセルラベースのＲＡＴ（た
とえば、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ（登録商標）、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ－Ａ、その他）を利用することができる。図１Ａに示されているように、基地局１１
４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有することができる。したがって、基地局
１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセスすること
を要求されないものとすることができる。
【００１８】
　ＲＡＮ　１０４を、コアネットワーク１０６と通信しているものとすることができ、コ
アネットワーク１０６は、音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（
ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サービスをＷＴＲＵ　１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１つまたは複数に提供するように構成さ
れた任意のタイプのネットワークとすることができる。たとえば、コアネットワーク１０
６は、呼制御、請求サービス、モバイル位置ベースのサービス、前払い呼、インターネッ
ト接続性、ビデオ配布などを提供し、かつ／またはユーザ認証などの高水準セキュリティ
機能を実行することができる。図１Ａには図示されていないが、ＲＡＮ　１０４および／
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またはコアネットワーク１０６を、ＲＡＮ　１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを
使用する他のＲＡＮと直接にまたは間接に通信しているものとすることができることを了
解されたい。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用していることができるＲＡＮ　１０
４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６を、ＧＳＭ（登録商標）無線技術
を使用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信しているものとすることもできる。
【００１９】
　コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄがＰ
ＳＴＮ　１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワーク１１２にアク
セスするためのゲートウェイとして働くこともできる。ＰＳＴＮ　１０８は、ＰＯＴＳ（
ｐｌａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する回線交換電話網
を含むことができる。インターネット１１０は、ＴＣＰ（伝送制御プロトコル）／ＩＰ（
インターネットプロトコル）インターネットプロトコルスイート内のＴＣＰ、ＵＤＰ（ユ
ーザデータグラムプロトコル）、およびＩＰなどの一般的な通信プロトコルを使用する相
互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスの全世界のシステムを含む。ネッ
トワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有され、かつ／または運営される
有線のまたは無線の通信ネットワークを含むことができる。たとえば、ネットワーク１１
２は、１つまたは複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含むことができ、こ
の１つまたは複数のＲＡＮは、ＲＡＮ　１０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを使用
することができる。
【００２０】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの
いくつかまたはすべては、マルチモード能力を含むことができる、すなわち、ＷＴＲＵ　
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネッ
トワークと通信するために複数のトランシーバを含むことができる。たとえば、図１Ａに
示されたＷＴＲＵ　１０２ｃを、セルラベースの無線技術を使用することができる基地局
１１４ａおよびＩＥＥＥ　８０２無線技術を使用することができる基地局１１４ｂと通信
するように構成することができる。
【００２１】
　図１Ｂは、一例であるＷＴＲＵ　１０２のシステム図である。図１Ｂに示されているよ
うに、ＷＴＲＵ　１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１
２２、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド
１２８、ノンリムーバブルメモリ１３０、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、ＧＰ
Ｓ（全地球測位システム）チップセット１３６、および他の周辺機器１３８を含むことが
できる。ＷＴＲＵ　１０２が、実施形態と一貫したままでありながら前述の要素の任意の
副組合せを含むことができることを了解されたい。
【００２２】
　プロセッサ１１８を、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、ＤＳ
Ｐ（ディジタル信号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１
つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ
（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）回路、
任意の他のタイプのＩＣ（集積回路）、状態機械、および類似物とすることができる。プ
ロセッサ１１８は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷ
ＴＲＵ　１０２が無線環境内で動作することを可能にする任意の他の機能性を実行するこ
とができる。プロセッサ１１８を、トランシーバ１２０に結合することができ、トランシ
ーバ１２０を、送信／受信要素１２２に結合することができる。図１Ｂは、別々のコンポ
ーネントとしてプロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を示すが、プロセッサ１１８
およびトランシーバ１２０を、電子パッケージまたはチップ内に一緒に一体化することが
できることを了解されたい。
【００２３】
　エアインターフェース１１６を介して基地局（たとえば、基地局１１４ａ）へ信号を送
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信しまたはこれから信号を受信するように、送信／受信要素１２２を構成することができ
る。たとえば、一実施形態では、送信／受信要素１２２を、ＲＦ信号を送信し、かつ／ま
たは受信するように構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態では、送信／
受信要素１２２を、たとえばＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信し、かつ／または受信
するように構成されたエミッタ／検出器とすることができる。別の実施形態では、送信／
受信要素１２２を、ＲＦ信号と光信号との両方を送信し、受信するように構成することが
できる。送信／受信要素１２２を、無線信号の任意の組合せを送信し、かつ／または受信
するように構成することができることを了解されたい。
【００２４】
　さらに、送信／受信要素１２２は、図１Ｂでは単一の要素として図示されているが、Ｗ
ＴＲＵ　１０２は、任意の個数の送信／受信要素１２２を含むことができる。より具体的
には、ＷＴＲＵ　１０２は、ＭＩＭＯ技術を使用することができる。したがって、一実施
形態では、ＷＴＲＵ　１０２は、エアインターフェース１１６を介して無線信号を送信し
、受信する複数の送信／受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ）を含むことができ
る。
【００２５】
　送信／受信要素１２２によって送信される信号を変調し、送信／受信要素１２２によっ
て受信される信号を復調するように、トランシーバ１２０を構成することができる。本明
細書で注記するように、ＷＴＲＵ　１０２は、マルチモード能力を有することができる。
したがって、トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ　１０２がたとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１などの複数のＲＡＴを介して通信することを可能にする複数のトランシ
ーバを含むことができる。
【００２６】
　ＷＴＲＵ　１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（たとえば、ＬＣＤ（液晶デ
ィスプレイ）表示ユニットまたはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示ユニット）に結合
され、またはこれらからユーザ入力データを受け取ることができる。プロセッサ１１８は
、ユーザデータをスピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／またはデ
ィスプレイ／タッチパッド１２８に出力することもできる。さらに、プロセッサ１１８は
、ノンリムーバブルメモリ１３０および／またはリムーバブルメモリ１３２などの任意の
タイプの適切なメモリからの情報にアクセスし、そのメモリにデータを格納することがで
きる。ノンリムーバブルメモリ１３０は、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（
読取り専用メモリ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリストレージデバ
イスを含むことができる。リムーバブルメモリ１３２は、ＳＩＭ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）カード、メモリスティック、ＳＤ（ｓｅｃｕｒｅ　
ｄｉｇｉｔａｌ）メモリカード、および類似物を含むことができる。他の実施形態では、
プロセッサ１１８は、サーバ上またはホームコンピュータ（図示せず）上など、ＷＴＲＵ
　１０２上に物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセスし、そのメモリにデ
ータを格納することができる。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、ＷＴＲＵ　１０２内
の他のコンポーネントに電力を分配し、かつ／または制御するように構成することができ
る。電源１３４は、ＷＴＲＵ　１０２に電力を供給する任意の適切なデバイスとすること
ができる。たとえば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（たとえば、ＮｉＣｄ（ニ
ッケル－カドミウム）、ＮｉＺｎ（ニッケル－亜鉛）、ＮｉＭＨ（ニッケル水素）、リチ
ウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）、その他）、太陽電池、燃料電池、および類似物を含むこと
ができる。
【００２８】
　プロセッサ１１８を、ＧＰＳチップセット１３６に結合することもでき、ＧＰＳチップ
セット１３６を、ＷＴＲＵ　１０２の現在位置に関する位置情報（たとえば、経度および
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緯度）を提供するように構成することができる。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に
加えてまたはその代わりに、ＷＴＲＵ　１０２は、基地局（たとえば、基地局１１４ａ、
１１４ｂ）からエアインターフェース１１６を介して位置情報を受信し、かつ／または複
数の近くの基地局から受信されつつある信号のタイミングに基づいてその位置を判定する
ことができる。ＷＴＲＵ　１０２が、実施形態と一貫したままでありながら任意の適切な
位置判定方法によって位置情報を獲得できることを了解されたい。
【００２９】
　プロセッサ１１８を、他の周辺機器１３８にさらに結合することができ、他の周辺機器
１３８は、追加の特徴、機能性、および／または有線もしくは無線の接続性を提供する１
つまたは複数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールを含むこ
とができる。たとえば、周辺機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、衛星トランシーバ、
ディジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ＵＳＢ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ
　ｂｕｓ）ポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、ハンズフリーヘッドセッ
ト、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）ラジオユニット、
ディジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲームプレイヤモジュール、インタ
ーネットブラウザ、および類似物を含むことができる。
【００３０】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ　１０４およびコアネットワーク１０６のシステム
図である。本明細書で注記するように、ＲＡＮ　１０４は、エアインターフェース１１６
を介してＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するのにＥ－ＵＴＲＡ無線技術
を使用することができる。ＲＡＮ　１０４を、コアネットワーク１０６と通信しているも
のとすることもできる。
【００３１】
　ＲＡＮ　１０４は、ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むことができ
るが、ＲＡＮ　１０４が、実施形態と一貫したままでありながら任意の個数のｅＮｏｄｅ
－Ｂを含むことができることを了解されたい。ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１
４０ｃは、それぞれ、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃと通信する１つまたは複数のトランシーバを含むことができる。一実施形態
では、ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施すること
ができる。したがって、ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａは、たとえば、複数のアンテナを使用
して、ＷＴＲＵ　１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ　１０２ａから無線信号を受信
することができる。
【００３２】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれを、特定のセル（図示せず
）に関連付けることができ、無線リソース管理判断、ハンドオーバ判断、アップリンクお
よび／またはダウンリンクでのユーザのスケジューリング、ならびに類似物を処理するよ
うに構成することができる。図１Ｃに示されているように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ　１４０ａ、
１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信することができる。
【００３３】
　図１Ｃに示されたコアネットワーク１０６は、ＭＭＥ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　ｇａｔｅｗａｙ）１４２、サービングゲートウェイ１４４、およびＰＤＮ（
パケットデータネットワーク）ゲートウェイ１４６を含むことができる。前述の要素のそ
れぞれが、コアネットワーク１０６の一部として図示されているが、これらの要素の任意
の１つが、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有され、かつ／ま
たは運営される場合があることを了解されたい。
【００３４】
　ＭＭＥ　１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ　１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ
　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続することができ、制御ノードとして働
くことができる。たとえば、ＭＭＥ　１４２は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃのユーザの認証、ベアラアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２



(11) JP 5784152 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

ｂ、１０２ｃの初期アタッチ中の特定のサービングゲートウェイの選択、および類似物の
責任を負うことができる。ＭＭＥ　１４２は、ＲＡＮ　１０４とＧＳＭ（登録商標）また
はＷＣＤＭＡ（登録商標）などの他の無線技術を使用する他のＲＡＮ（図示せず）との間
の切替のための制御プレーン機能を提供することもできる。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４を、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ　１０４内の
ｅＮｏｄｅ　Ｂ　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続することができる。サ
ービングゲートウェイ１４４は、一般に、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへ／
からユーザデータパケットをルーティングし、転送することができる。サービングゲート
ウェイ１４４は、ｅＮｏｄｅ　Ｂ間ハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカリング、ダ
ウンリンクデータがＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのために使用可能である時
のページングのトリガ、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテンツの管理お
よび格納、ならびに類似物など、他の機能を実行することもできる。
【００３６】
　サービングゲートウェイ１４４を、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続することもでき、
ＰＤＮゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバ
イスとの間の通信を容易にするために、インターネット１１０などのパケット交換ネット
ワークへのアクセスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに与えることができる。
【００３７】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。た
とえば、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと伝統的
な陸線通信デバイスとの間の通信を容易にするために、ＰＳＴＮ　１０８などの回線交換
ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに与えることがで
きる。たとえば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ　１０
８との間のインターフェースとして働くＩＰゲートウェイ（たとえば、ＩＭＳ（ＩＰ　ｍ
ｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）サーバ）を含むことができ、またはこれと通
信することができる。さらに、コアネットワーク１０６は、ネットワーク１１２へのアク
セスをＷＴＲＵ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに与えることができ、このネットワーク
１１２は、他のサービスプロバイダによって所有され、かつ／または運営される他の有線
のまたは無線のネットワークを含むことができる。
【００３８】
　より高いデータ速度をサポートし、スペクトル効率を促進するために、３ＧＰＰ（Ｔｈ
ｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥシス
テムが、３ＧＰＰリリース８（Ｒ８）に導入された（ＬＴＥリリース８は、本明細書では
ＬＴＥ　Ｒ８またはＲ８－ＬＴＥと呼ばれる）。ＬＴＥでは、アップリンクでの送信は、
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用して実行され得る。たとえば、ＬＴＥアッ
プリンクで使用されるＳＣ－ＦＤＭＡは、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ｓｐｒｅａｄ　Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）技術に基づく。以下で使用さ
れる時に、用語ＳＣ－ＦＤＭＡおよびＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭは、交換可能に使用され得る
。
【００３９】
　ＬＴＥでは、あるいはＵＥ（ユーザ機器）と呼ばれるＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニッ
ト）は、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）配置で割り当てられた副搬送波の制限された連
続的なセットを使用して、アップリンク上で送信することができる。たとえば、全体的な
ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）信号またはアップリンクのシステム帯域幅が、周波数領
域で１から１００までの番号を付けられた副搬送波からなる場合には、第１のＷＴＲＵを
、副搬送波１～１２上で送信するように割り当てることができ、第２のＷＴＲＵを、副搬
送波１３～２４上で送信するように割り当てることができ、以下同様である。異なるＷＴ
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ＲＵは、それぞれ、使用可能な送信帯域幅のサブセット内で送信することができ、ＷＴＲ
Ｕのために働くｅＮｏｄｅＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）は、送信帯域幅全体にま
たがってコンポジットアップリンク信号を受信することができる。
【００４０】
　ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥリリース１０（Ｒ１０）を含み、リリース１１など
の将来のリリースを含み、本明細書ではＬＴＥ－Ａ、ＬＴＥ　Ｒ１０、またはＲ１０－Ｌ
ＴＥと呼ばれる）は、ＬＴＥネットワークおよび３Ｇネットワークの完全準拠４Ｇアップ
グレードパスを提供するＬＴＥ標準規格の拡張（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ）である。ＬＴ
Ｅ－Ａでは、キャリアアグリゲーションがサポートされ、ＬＴＥとは異なって、複数の搬
送波が、アップリンク、ダウンリンク、またはその両方に割り当てられる。キャリアアグ
リゲーションに使用される搬送波を、コンポーネントキャリアまたはセルと称する場合が
ある（たとえば、主セル／Ｐｃｅｌｌ、副セル／Ｓｃｅｌｌなど）。
【００４１】
　ＵＥ固有基準信号またはＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ）を、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）復調に使用することができる。本明細書で使用される時に、ＤＭ－Ｒ
ＳまたはＵＥ固有基準信号を、交換可能に参照することができる。ＤＭ－ＲＳを、特定の
ＷＴＲＵのために送信されたデータ内に埋め込むことができる。たとえば、ＤＭ－ＲＳを
、ＰＤＳＣＨを含む時間周波数グリッドの一部（たとえば、レガシ（ｌｅｇａｃｙ）ＰＤ
ＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のレ
ガシ制御領域の外部）に含めることができる。ＤＭ－ＲＳ信号を、データを含むＲＢ（リ
ソースブロック）内で送信することができるので、ＤＭ－ＲＳ信号は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）送信技法が利用される場合
に、データと同一のプリコーディングを受ける可能性がある。たとえば、ＰＤＳＣＨを介
して受信される、ＷＴＲＵに関するユーザデータに適用されるものと同一のプリコーディ
ング重みを、ＤＭ－ＲＳに適用することができる。
【００４２】
　ＷＴＲＵは、そのダウンリンクＰＤＳＣＨデータ（すなわち、送信モード７）を受信す
るために、受信されたＤＭーＲＳを利用することができる。たとえば、ＵＥ固有基準信号
が、そのＷＴＲＵに関するＰＤＳＣＨと同一の形で送信され、プリコーディングされる場
合に、ＷＴＲＵは、対応するＰＤＳＣＨ　ＲＢ内のデータを復調するためのチャネル推定
を導出するために、受信されたＵＥ固有基準信号を使用することができる。ＷＴＲＵは、
特定のアンテナポート上、たとえばアンテナポート５上で、ＵＥ固有基準信号を受信する
ことができる。
【００４３】
　単一層送信（ｓｉｎｇｌｅ　ｌａｙｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）に加えて、ＵＥ
固有基準信号を使用して、複数層の送信および受信を容易にすることができる。たとえば
、ＵＥ固有基準信号／ＤＭ－ＲＳを使用して、特定のＷＴＲＵへの複数空間層での送信を
容易にすることができる。一例では、ＵＥ固有基準信号は、ＭＵ－ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉ
－ｕｓｅｒ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）送信の
形での複数のＷＴＲＵのそれぞれへの単一層送信を容易にすることができる。ＵＥ固有基
準信号の使用は、ビームフォーミングなどの複数アンテナ動作をサポートし、したがって
、ｅＮＢがビームフォーミングし、ＷＴＲＵに送信したデータによって経験されるチャネ
ルをＷＴＲＵが正しく推定することを可能にすることができる。一例では、ＲＥ（Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の対を使用することができ、その結果、ＵＥ固有基準信号
を、複数（たとえば２つまたは３つ）の層について符号多重化できるようになる。たとえ
ば、２層送信（ｔｗｏ　ｌａｙｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）に関するＵＥ固有ＲＳ
を、アンテナポート７および／または８上で送信することができる。二重層（ｄｕａｌ－
ｌａｙｅｒ）ＵＥ固有基準信号を使用するように構成されたＷＴＲＵを、ＰＤＳＣＨ送信
モード８で構成することができる。
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【００４４】
　一例では、８つまでの送信層（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）を送信するた
めに、複数のＤＭ－ＲＳを利用することができる。（８つを超える層をサポートすること
もでき、本開示は、アンテナポートの個数に限定されないが）。したがって、送信される
ＤＭ－ＲＳ（１つまたは複数）を対応するポート（たとえば、送信ポート、アンテナポー
トなど）に関係付けまたはマッピングするために、マッピングを利用することができる。
ＤＭ－ＲＳ（１つまたは複数）が、ｅＮＢとＷＴＲＵとの間で経験されるチャネル条件に
基づいてプリコーディングされる（たとえば、ビームフォーミングされる）場合があるの
で、ＤＭ－ＲＳ（１つまたは複数）を使用して、チャネル推定および復調に関してより高
い性能をサポートし、ＰＤＳＣＨチャネルに関するより高い総合性能をもたらすことがで
きる。Ｒ－８／９／１０では、ＣＲＳ（ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａ
ｌ）（セル固有基準信号とも称する）を、たとえば正しいＰＤＣＣＨ検出のためのチャネ
ル推定に使用される主基準信号とすることができる。Ｒ－１０では、ＰＤＳＣＨの性能を
、ＤＭ－ＲＳを使用することによって改善することができる。しかし、ＰＤＳＣＨチャネ
ルの性能強化は、ＰＤＳＣＨ受信をサポートする制御チャネルが、より高い性能の機能性
をサポートするために変更されない場合に、制限される可能性がある。したがって、たと
えば、制御チャネル性能を、ＰＤＳＣＨチャネル内の改善と一緒に維持することができる
ように、制御チャネル性能を強化する技法を開示する。
【００４５】
　ＬＴＥ－Ａ送信方式は、ダウンリンクでＤＭ－ＲＳに頼り、ダウンリンク制御チャネル
を、ＤＭ－ＲＳに基づいて質を高めることができるので、ＣＲＳ（ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）使用は、システム内でより重要でなくなる可能性がある。
たとえば、新しいタイプのサブフレームを、リソース利用を増やすためにＣＲＳなしで定
義することができる。レガシＷＴＲＵ（Ｒ－８／９／１０）を、新しいタイプのサブフレ
ーム（たとえば、非後方互換サブフレーム）内でサポートすることはできない。したがっ
て、拡張された制御チャネルの設計を、新しい非後方互換サブフレームについて最適化す
ることができる。
【００４６】
　本開示の実施形態は、拡張された制御チャネルがＰＤＳＣＨの拡張をサポートするため
の技法を提供する。処理技法の一例は、拡張された制御チャネルの存在および位置を検出
すること、拡張された制御チャネルの送信リソースを定義すること、ＰＨＩＣＨ（ＨＡＲ
Ｑ（物理ハイブリッド自動再送要求）インジケータチャネル）拡張、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）リソースマッピングを定
義すること、ＲＬＦ（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｆａｉｌｕｒｅ）測定、および／またはそ
の任意の組合せのうちの１つまたは複数を含むことができる。
【００４７】
　本明細書で開示されるシステムおよび方法は、新しい拡張された制御チャネルを使用す
る制御チャネル情報の送信への言及を行う。本明細書で使用される時に、用語Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）は、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａの拡張された技法を使用して通信を最適化する
のに使用できる制御チャネルを説明するのに使用される場合があるが、本明細書で説明さ
れる技法は、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａに限定されず、任意の無線通信システムで使用する
ことができる。
【００４８】
　図２は、拡張された制御チャネルを送信するプロセスの一例を示す流れ図である。図２
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨを送信する処理ステップの一例を全般的に説明することを意図され、
ステップのそれぞれは、本明細書でより詳細に説明される。したがって、図２は、この詳
細な説明に含まれる他の開示に関連し、これと組み合わせて読まれることを意図されてい
る。了解できるように、いくつかの状況および実施形態では、送信器および／またはｅＮ
Ｂは、図２に示されたすべての処理ステップより少数を実行することができる。たとえば
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、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、単一層送信に含まれる場合には、送信器／ｅＮＢは、層マッピング
および／またはプリコーディングの実行を控えることができる。一例では、ｅＮＢは、１
つまたは複数のＷＴＲＵに１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨを送信することができる。ｅ
ＮＢ（および／またはネットワーク）は、その上でＥ－ＰＤＣＣＨを送信すべきサブフレ
ームのサブセットを判定することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨをすべてのサブフ
レーム内で送信することができる。もう１つの例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、すべて未満の
サブフレーム内で送信することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、すべてのサブフ
レーム内で、たとえばアンテナポートのあるサブセット（単一を含む）上で送信すること
ができる。もう１つの例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、サブフレームのサブセット上で、およ
びアンテナポート（１つまたは複数）のサブセット（単一を含む）上で送信することがで
きる。本明細書で使用される時に、用語サブセットは、グループ全体ではなく、グループ
の１つまたは複数のメンバを指すことができる。
【００４９】
　一例として、図２に示されているように、ｅＮＢは、所与のサブフレーム内で送信すべ
き拡張された制御チャネルデータがあると判定することができる。２０２では、ｅＮＢは
、１つまたは複数のＷＴＲＵに関する１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信のチャネル符
号化を実行することができる。チャネル符号化動作の出力を、１つまたは複数のＥ－ＰＤ
ＣＣＨ送信の第ｉ　Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に関するＭｂｉｔ

（ｉ）個の符号化されたビット
のシーケンスとすることができる。チャネル符号化方式の一例は、誤り検出、誤り訂正、
レートマッチング、インターリービング、および／または物理チャネルへの制御情報マッ
ピング／物理チャネルからの制御情報分割のうちの１つまたは複数（任意の組合せおよび
／または順序での）を実行することができる。２０４では、ｅＮＢは、１つまたは複数の
チャネル符号化されたＥ－ＰＤＣＣＨ送信を多重化することができる。２０６では、ｅＮ
Ｂは、１つまたは複数の符号化されたＥ－ＰＤＣＣＨ送信をスクランブルすることができ
る。スクランブルする動作の出力を、Ｍｔｏｔ個のスクランブルされたビットのシーケン
スとすることができる。
【００５０】
　２０８では、ｅＮＢが、スクランブルされたビットのシーケンスを変調することができ
る。変調の結果は、Ｍｓｙｍｂ個の複素数値の変調されたシンボルのシーケンスとするこ
とができる。変調技法の一例は、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉ
ｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、１６－ＱＡＭ（１６－Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄ
ｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、および／または６４－ＱＡＭ（６４－Ｑｕａｄｒａｔｕｒ
ｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を含むことができる。２１０では、ｅ
ＮＢが、層マッピングおよび／またはプリコーディングを実行することができる。層マッ
ピングおよび／またはプリコーディングは、無線チャネルを介する送信のために、送信さ
れるＥ－ＰＤＣＣＨデータを１つまたは複数のアンテナポート（たとえば、送信層）にマ
ッピングすることを指すことができる。たとえば、層マッピングおよび／またはプリコー
ディング動作は、Ｍｓｙｍｂ個のベクトルのブロックをもたらすことができる。このベク
トルの第ｐ要素は、アンテナポートｐを介して送信される信号（またはシンボル（１つま
たは複数））に対応することができる。
【００５１】
　２１２では、ｅＮＢは、結果のプリコーディングされたベクトルを時間周波数グリッド
内のリソース要素にマッピングする。たとえば、各アンテナポートは、関連する時間周波
数グリッドを有することができ、特定のアンテナポートに対応するデータを、特定のアン
テナポートに関連する時間周波数グリッドにマッピングすることができる。ｅＮＢは、各
アンテナポート（たとえば、各プリコーディングされたベクトル）の各変調されたシンボ
ルを、ＯＦＤＭ時間／周波数グリッドの特定のリソース要素にマッピングすることができ
る。リソース要素を、インデックスの対（ｋ，ｌ）によって定義することができ、ここで
、ｋは、副搬送波インデックスであり、ｌは、時間インデックスである。２１４では、ｅ
ＮＢは、アンテナポートごとにＯＦＤＭ信号を生成することができる。所与のアンテナポ
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ート上の送信は、１つまたは複数の技法を使用して、たとえば、単一の物理アンテナ要素
を介する送信、複数の重み付きアンテナ要素を介する送信、および／または他の複数アン
テナ送信技法を使用して、実現することができる。送信器は、同一のアンテナポートを介
して送信される２つの信号が、伝搬チャネルが比較的一定であるならば、同一のまたは類
似する送信チャネルを経験することを保証することができる。
【００５２】
　図３は、拡張された制御チャネルを受信するプロセスの一例の流れ図である。たとえば
、ＷＴＲＵは、１つまたは複数のｅＮＢから１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨを受信する
ことができる。図３は、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信する処理ステップの一例を全般的に説明す
ることを意図され、ステップのそれぞれは、本明細書でより詳細に説明される。したがっ
て、図３は、この詳細な説明に含まれる他の開示に関連し、これと組み合わせて読まれる
ことを意図されている。了解できるように、いくつかの状況および実施形態では、受信器
および／またはＷＴＲＵは、図３に示された処理ステップより少数を実行することができ
る。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、単一層送信に含まれる場合には、受信器／ＷＴＲＵは
、層マッピングおよび／または空間多重分離の実行を控えることができる。ＷＴＲＵ（お
よび／または別の受信器）は、その上でＥ－ＰＤＣＣＨを監視すべきサブフレームのサブ
セットを判定することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、すべてのサブフレーム内
で送信することができる。別の例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、すべてより少数のサブフレー
ム内で送信することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、すべてのサブフレーム内で
、たとえばアンテナポートのあるサブセット上で送信することができる。もう１つの例で
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、サブフレームのサブセット上で、およびアンテナポートのサブセ
ット上で送信することができる。
【００５３】
　たとえば、図３に示されているように、３０２で、ＷＴＲＵは、所与のサブフレーム内
および／または所与のコンポーネントキャリア上でＥ－ＰＤＣＣＨについて監視すると決
定することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、サブフレームのプロパティ（たとえば、Ｅ
－ＰＤＣＣＨパラメータ）に基づいて、または事前定義のスケジューリングルールに基づ
いて、所与のサブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨについて監視すると決定することができる
。ＷＴＲＵが、あるサブフレームおよびコンポーネントキャリア（またはサービングセル
）内でＥ－ＰＤＣＣＨを監視しなければならないと決定する時には、受信器（たとえば、
ＷＴＲＵ）は、送信器での処理ステップの知識を利用することによってＥ－ＰＤＣＣＨの
復号を試みることができる。たとえば、ＷＴＲＵは、各処理ステップが送信器側での対応
する処理ステップの逆の動作を実行できる、１つまたは複数の処理ステップを実施するこ
とができる。
【００５４】
　たとえば、３０４では、ＷＴＲＵは、複数のアンテナポートに対応する複数のＯＦＤＭ
信号を含むことができるＯＦＤＭ送信信号を受信することができる。この動作を実行する
ために、ＷＴＲＵは、このアンテナポートを介して送信される基準信号（たとえば、ＤＭ
－ＲＳ）の知識を使用して各アンテナポートに対応するチャネルを推定することができる
。アンテナポートの基準信号は、そのアンテナポート上でユーザデータおよび制御データ
を送信するのに使用されるものと同一のプリコーディング重みを用いてプリコーディング
される可能性がある。所与のアンテナポート（１つまたは複数）のＯＦＤＭ信号を判定し
た時に、３０６で、ＷＴＲＵは、リソース要素デマッピングを実行することができる。た
とえば、アンテナポートごとに、受信器／ＷＴＲＵは、送信器で使用されたマッピングに
従ってリソース要素からのシンボルをデマッピングすることができる。デマッピング動作
の出力は、Ｍｓｙｍｂ個のベクトルのブロックとすることができ、ここで、ベクトルの第
ｐ要素は、アンテナポートｐに対応する信号（またはシンボル）に対応する。
【００５５】
　３０８では、ＷＴＲＵが、層デマッピング／空間多重分離を実行することができる。た
とえば、ＷＴＲＵは、複数の送信層／アンテナポートの変調された送信を識別することに
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基づいて、ｅＮＢからの完全な変調された送信を判定することができる。層デマッピング
の結果は、複数の空間層／アンテナポートにまたがる全体的な送信に対応するＭｓｙｍｂ

個の複素数値の変調シンボルのシーケンスとすることができる。
【００５６】
　３１０では、ＷＴＲＵは、複素数値の変調シンボルを復調することができる。変調の一
例は、ＱＰＳＫ、１６－ＱＡＭ、および／または６４－ＱＡＭを含むことができる。復調
動作の結果は、Ｍｔｏｔ個のスクランブルされたビットのシーケンスとすることができる
。３１２では、ＷＴＲＵは、復調されたシンボル（たとえば、スクランブルされたビット
）に対してデスクランブリングを実行することができる。デスクランブリング動作の出力
を、Ｍｔｏｔ個の符号化されたビットのシーケンスとすることができ、これは、潜在的に
、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨに対応することができる。３１４では、ＷＴＲＵは、
符号化されたビットに対して多重分離を実行することができる。３１６では、ＷＴＲＵは
、符号化されたビットの復号を試みることができる。受信器（たとえば、ＷＴＲＵ）は、
Ｍｔｏｔ個の符号化されたビットの少なくとも１つのサブセットを復号することを試みる
ことができ、ＣＲＣ（巡回冗長検査）に対応する情報ビットを少なくとも１つのＲＮＴＩ
を用いてマスクすることによって、復号が成功であったかどうかをチェックすることがで
きる。ＷＴＲＵは、符号化されたビットのシーケンス内のＥ－ＰＤＣＣＨ送信の実際の回
数、アグリゲーションレベル、および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ送信の位置を知らない可能
性がある。したがって、ＷＴＲＵは、少なくとも１つの検索空間に従って、復号の試みに
関する符号化されたビットのサブセットを判定することができる。
【００５７】
　一例では、拡張された制御チャネルがＰＤＳＣＨデータに通常利用されるサブフレーム
の領域内に含まれるように、サブフレームを定義することができる。図４に、拡張された
制御チャネルの一例を有するサブフレームを示す。図４を参照すると、ＰＤＣＣＨチャネ
ルの性能改善は、伝統的にＰＤＳＣＨ領域に関連するリソース要素を使用してＷＴＲＵに
制御チャネル情報の一部またはすべてを送信することによって、達成することができる。
したがって、ＤＭ－ＲＳに頼ることによって、受信するＷＴＲＵは、より高いレベルの信
頼を伴って、ＰＤＳＣＨおよび／または拡張された制御チャネル情報を復調し、復号する
ことができる。
【００５８】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨを、ｅＮＢから送信し、ＷＴＲＵによって受信することができる。Ｅ－
ＰＤＣＣＨは、図４に示された例のように、サブフレームのレガシ「制御領域」（存在す
る場合に）の外部のリソース要素を占めることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信を、ＵＥ
固有基準信号および／またはＤＭ－ＲＳなどであるがこれに限定されない事前に符号化さ
れた基準信号を使用して実行することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨは、レガシ制御領域内の
リソース要素を占めることもできる。
【００５９】
　たとえば、図４に示されているように、方式の一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、サブフレ
ームのＰＤＳＣＨ領域内に含めることができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、時間領域
内の指定された個数のＯＦＤＭシンボルについて有効とすることができる周波数領域内の
ＲＢ割当によって定義される（ＲＥ、副搬送波、周波数、ＲＢ（リソースブロック）、Ｐ
ＲＢ（物理リソースブロック）、ＶＲＢ（仮想リソースブロック）その他に関して／の単
位であるものとすることができる）リソース要素のセットを占めることができる。たとえ
ば、図４に示されたＦＤＭ（周波数分割多重）の例は、サブフレームのＰＤＳＣＨ領域内
のＯＦＤＭシンボルのそれぞれについて存在するＥ－ＰＤＣＣＨ領域を含む。レガシＰＤ
ＣＣＨ領域は、サブフレームの始め（たとえば、サブフレームの最初の１～３ＯＦＤＭシ
ンボル内）に存在することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨは、図４のサブフレームのＰＤＳＣ
Ｈ領域内のリソース要素を占めるものとして図示されているが、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、
レガシＰＤＣＣＨ領域の一部を占めることもできる。図４に示されたＦＤＭ／ＴＤＭ（時
分割多重）の例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、周波数領域内で指定されたＥ－ＰＤＣＣＨ帯域
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幅（ＢＷ）割当を占めることができる。同様に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、時間領域内でＮ

ＳｔａｒｔとＮＥｎｄとの間の時間にまたがることができる。ＮＳｔａｒｔおよびＮＥｎ

ｄは、時間、リソース要素、ＯＦＤＭシンボル、スロット、および／または類似物に関し
て表すことができる。
【００６０】
　拡張された制御チャネル内で搬送される情報は、レガシＰＤＣＣＨチャネルを用いて搬
送できるすべての情報を含むことができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを使用して、アッ
プリンク（ＵＬ）グラントおよび関連するＵＬパラメータ、ダウンリンク（ＤＬ）割当お
よび関連するＤＬパラメータ、ＴＰＣコマンド、非周期的ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔ
ａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＳＲＳ（ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）要求、ランダムアクセス応答、ＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ
　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）アクティブ化および／または解放、ＢＣＨ（ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）リソース表示、任意の他の関連するパラメータ、ならびに／または
上で言及されたパラメータの任意の組合せのうちの１つまたは複数を送信することができ
る。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを使用して、レガシＰＨＩＣＨチャネル上で搬送されるす
べての情報（たとえば、ＡｃｋまたはＮａｃｋ）、レガシＰＣＦＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に含まれ
るすべての情報、および／または任意の他のタイプの新しい制御情報を送信することもで
きる。本明細書で説明される情報は、レガシＰＤＣＣＨ内で使用される既存のＤＣＩフォ
ーマットに従ってまたは新たに定義されるＤＣＩフォーマットに従って、構造化すること
ができる。
【００６１】
　たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、より古いレガシ制御チャネル（たとえば、レガシＰＤＣ
ＣＨ、ＰＨＩＣＨ、および／またはＰＣＦＩＣＨ）を除去するために定義することができ
る。もう１つの例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを使用して、レガシ制御チャネルを補足しまたは
補完することができる。この例では、ＷＴＲＵは、所与のサブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣ
Ｈだけを復号することができ、または、レガシＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ、および／もしく
はＰＣＦＩＣＨ（またはその任意の組合せ）のうちの１つもしくは複数と一緒にＥ－ＰＤ
ＣＣＨを復号することができる。
【００６２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨデータを受信し、処理する前に、ＷＴＲＵは、まず、Ｅ－ＰＤＣＣＨの
存在を検出し、かつ／またはこれを復号することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨが
、各すべてのサブフレームに（または、複数の層を含むサブフレームのすべての層に）含
まれない場合があり、したがって、ＷＴＲＵは、まず、Ｅ－ＰＤＣＣＨが所与のサブフレ
ームに含まれるかどうかの判定を行うことができる。たとえば、ＷＴＲＵが、所与のサブ
フレームが潜在的なＥ－ＰＤＣＣＨ候補を含まないと判定する場合に、ＷＴＲＵは、処理
リソースおよび／または電力を節約するために、そのサブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨを
復号する試みを控えることを選択することができる。したがって、ＷＴＲＵは、どのサブ
フレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨの復号および受信を試みることができるのかを選択的に決定
することができる。
【００６３】
　たとえば、所与のサブフレームを受信する時に、ＷＴＲＵは、そのサブフレーム内でＥ
－ＰＤＣＣＨについて監視するかどうかを判定することができる。復号の複雑さを穏当な
度合に維持するために、Ｅ－ＰＤＣＣＨ復号をすべてのサブフレーム内で試みるべきかど
うかをＷＴＲＵが判定することを可能にする方法を、使用することができる。たとえば、
ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが期待されないサブフレームを識別することができ、したが
って、ＷＴＲＵは、その識別されたサブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨを復号することを試
みる必要がないことを判定することができる。所与のサブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨに
ついて監視すべきかどうかの判定は、ＷＴＲＵについて構成された送信モードに基づくも
のとすることができる。たとえば、ＷＴＲＵは、ＤＭ－ＲＳまたはＵＥ固有基準信号の使
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用を伴う送信モードで構成された場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨについて監視することができる
。たとえば、ＷＴＲＵの現在の構成が、ＤＭ－ＲＳを利用しない場合には、そのＷＴＲＵ
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨの監視を試みることを控えると判定することができる。一例では、Ｗ
ＴＲＵは、ＤＭ－ＲＳまたはＵＥ固有基準信号の使用を伴う送信モードを用いて構成され
る場合に限ってＥ－ＰＤＣＣＨについて監視することができ、ＤＭ－ＲＳまたはＵＥ固有
基準信号の使用を伴う送信モードを用いて構成されないＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨを監
視しないと判定することができる。
【００６４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨについて監視するかどうかの判定を、サブフレームのプロパティに基づ
くものとすることができる。たとえば、この判定を、サブフレームが通常のサブフレーム
、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉ－ｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｏｖｅｒ　ａ　ｓｉｎｇ
ｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　ｓ
ｕｂｆｒａｍｅ）、および／または類似物であるかどうかなど、サブフレームのタイプに
基づくものとすることができる。この判定を、サブフレームが、フレーム番号および／ま
たはサブフレーム番号に関して指定できる、より上位の層によってシグナリングされるサ
ブフレームのサブセットに属するかどうかに基づくものとすることができる。本明細書で
使用される時に、用語、より上位の層は、物理層より上の通信プロトコル層を指すことが
でき（たとえば、より上位の層－ＭＡＣ（媒体アクセス制御）層、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖ
ｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層など）、Ｅ－ＰＤＣＣＨについて監視すべきサブ
フレームのアイデンティティを物理層に示すことができる。
【００６５】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨについて監視すべきかどうかの判定を、ＰＤＣＣＨがサブフ
レームのレガシ制御領域内で成功して受信されたかどうかに基づくものとすることができ
る。たとえば、ＰＤＣＣＨが、ＷＴＲＵによって（おそらくはある指定された検索空間（
１つまたは複数）内で）成功して復号される場合に、ＷＴＲＵは、たとえばＰＤＣＣＨが
成功して受信されたサブフレームの非制御領域内で、Ｅ－ＰＤＣＣＨについて監視しない
と判定することができる。一例では、ＷＴＲＵは、ＰＤＣＣＨが、あるＲＮＴＩ（ｒａｄ
ｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）値を使用してＷＴ
ＲＵによって成功して復号される場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨを監視しないと判定することが
できる。たとえば、ＰＤＣＣＨ送信のＣＲＣ（巡回冗長検査）が受信され、ＣＲＣが、特
定のＲＮＴＩ値（１つまたは複数）によってマスクされる場合に、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨを監視しないと判定することができる。一例では、ＷＴＲＵが、そのセルＲＮＴＩ
（Ｃ－ＲＮＴＩ）を使用してマスクされたＰＤＣＣＨを受信する場合に、ＷＴＲＵは、サ
ブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨについて監視しないと判定することができる。Ｃ－ＲＮＴ
Ｉが、本明細書で例示のために使用され、ＷＴＲＵが、そのＣ－ＲＮＴＩを用いてマスク
されたＰＤＣＣＨを受信し、それでもサブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣＨの復号を試みるシ
ナリオがあり得ることに留意されたい。一例では、ＷＴＲＵのＣ－ＲＮＴＩを用いてマス
クされたレガシＰＤＣＣＨ送信を成功して復号することが、所与のサブフレーム（たとえ
ば、レガシＰＤＣＣＨが受信されたのと同一のサブフレームおよび／または将来の４つの
サブフレームなどの近い将来のいくつかのサブフレーム）内のＥ－ＰＤＣＣＨについて監
視し、かつ／またはこれを復号することを試みるためにＷＴＲＵをトリガすることができ
る。一例では、受信されたＰＤＣＣＨ送信が、指定されたＲＮＴＩ、たとえば、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの存在を示すＲＮＴＩを用いてマスクされる場合に、ＷＴＲＵは、そのサブフレー
ム内のＥ－ＰＤＣＣＨについて監視し、および／またはこれを復号することを試みると判
定することができる。一例では、ＷＴＲＵは、所与のサブフレーム内でＰＤＣＣＨを成功
して復号しない場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨを監視しなければならないと判定することができ
る。
【００６６】
　本開示は、サポートするＰＤＣＣＨに言及する場合がある。サポートするＰＤＣＣＨを
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、Ｅ－ＰＤＣＣＨの検出、復号、復調などをサポートするのに使用することができる。た
とえば、サポートするＰＤＣＣＨを、受信されるＥ－ＰＤＣＣＨと同一のサブフレーム内
に含まれるレガシ／Ｒ－８　ＰＤＣＣＨとすることができる。サポートするＰＤＣＣＨを
、たとえばＥ－ＰＤＣＣＨの存在および／または位置をシグナリングするための拡張を有
するレガシ／Ｒ－８　ＰＤＣＣＨの変更されたバージョンとすることができる。Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨに関係するパラメータをシグナリングするのにサポートするＰＤＣＣＨを使用する
ことは、サブフレームごとの基礎でのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの動的変更を可能にする
ことができる。たとえば、ｅＮＢは、同一のサブフレーム内でＥ－ＰＤＣＣＨを同時にス
ケジューリングしながら、ＰＤＳＣＨを動的にスケジューリングできるものとすることが
できる。それを行うことによって、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、異なるサブフレームについて異な
る位置（たとえば、そのサブフレームのＰＤＳＣＨ領域の異なる部分／ＲＥ内）に存在す
ることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨが、異なる時にサブフレームの異なる位置に存在するこ
とを可能にすることは、すべてのサブフレーム（またはサブフレームのサブセット）内の
特定の事前に定義された位置に配置されるＥ－ＰＤＣＣＨと比較した追加のスケジューリ
ング柔軟性を提供する。さらに、サポートするＰＤＣＣＨ内でのＥ－ＰＤＣＣＨの位置の
シグナリングは、ＷＴＲＵでの減らされたブラインド復号複雑さにつながる可能性がある
。
【００６７】
　一例では、ＷＴＲＵは、サポートするＰＤＣＣＨが復号される場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
を監視しなければならないと判定することができる。一例では、ＷＴＲＵは、サポートす
るＰＤＣＣＨが復号される場合に限って、Ｅ－ＰＤＣＣＨを監視しなければならないと判
定することができる。もう１つの例では、サポートするＰＤＣＣＨ内の表示に、特定の値
がセットされる場合に、ＷＴＲＵは、その値に基づいてＥ－ＰＤＣＣＨを監視すべきか否
かを判定することができる。たとえば、サポートするＰＤＣＣＨ内のフィールドは、Ｅ－
ＰＤＣＣＨ送信がサポートするＰＤＣＣＨを含むサブフレームまたはある他のサブフレー
ム内に含まれるかどうかを示すことができる。送信が、複数の送信層および／または複数
のコンポーネントキャリア上で発生している場合に、サポートするＰＤＣＣＨは、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを含む送信層および／またはコンポーネントキャリアのアイデンティティを示す
ことができる。
【００６８】
　複数の技法および手順を実施し、その結果、ＷＴＲＵが、Ｅ－ＰＤＣＣＨを成功して復
号できるようにすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨを所与のサブフレーム内および／また
は所与のコンポーネントキャリア上で監視しなければならないと判定する際に、ＷＴＲＵ
は、そのサブフレーム内および／またはコンポーネントキャリア上のＥ－ＰＤＣＣＨを処
理し、復号することを試みることができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが潜在的に受信
される可能性がある、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨ領域を識別することができる。本
明細書で言及する時に、用語Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用すること
ができる所与のサブフレーム内のリソース要素またはリソース要素のグループを指すこと
ができる。たとえば、ＷＴＲＵは、サブフレームのＰＤＳＣＨ領域内に含まれるＲＥのサ
ブセットなど、サブフレームのリソース要素のサブセットとしてＥ－ＰＤＣＣＨ領域を識
別することができる。複数の送信層が使用される（たとえば、ＭＩＭＯ技法が利用される
）場合には、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域が、単一の送信層または複数の送信層に含まれる場合が
ある。
【００６９】
　たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、サブフレーム内の所与のコンポーネントキャリアに
関するリソース要素の少なくとも１つのセットを含むことができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域
内で、ＷＴＲＵは、少なくとも１つの検索空間内のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の少なくとも１つ
のセットを復号することを試みることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補は、潜在的にＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ送信を含むことができるＥ－ＰＤＣＣＨ領域内のＲＥのセットとすることができ
る。たとえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内の所与のＥ－ＰＤＣＣＨ候補について
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Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することを試みるために、送信特性のある種のセットを仮定するこ
とができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨの受信を試みることは、１つまたは複数の処理ステップを含
むことができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信するために、ＷＴＲＵは、周波数／時
間多重分離（たとえば、時間／周波数領域でＥ－ＰＤＣＣＨに使用されるリソース要素の
サブセットを入手すること）、空間多重分離／層デマッピング（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈに使用される各アンテナポートから信号を入手すること）、復調、デスクランブリング
、復号（たとえばＣＲＣを使用する）、および／またはその任意の組合せのうちの１つま
たは複数を実行することを試みることができる。本明細書で使用される時に、空間多重分
離を、層デマッピングと称する場合もある。
【００７０】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨを、指定されたアンテナポート上で送信し、受信することができる。た
とえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信する時に、ＷＴＲＵは、そこから対応するリソース要素内
のＥ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットを復号すべき１つまたは複数の
アンテナポートを判定することができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信について判定
されたアンテナポートに対応する変調されたシンボルを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－
ＰＤＣＣＨ候補のセットに対応するデータに関連付けることができる。ＷＴＲＵは、判定
されたアンテナポート上で送信される潜在的なＥ－ＰＤＣＣＨ候補に対応するＭｓｙｍｂ

個の変調シンボルのブロックを判定することができる。
【００７１】
　ネットワークの送信器（たとえばｅＮＢ）は、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨの送信
に、１つまたは複数のアンテナポート、たとえばアンテナポートｐを利用することができ
る。１つまたは複数のアンテナポートは、既に定義された基準信号がその上で送信される
アンテナポートに対応することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、ＣＲＳ（ｃｅｌ
ｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を含むことができるアンテ
ナポート０から３までで送信し、受信することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、
ＭＢＳＦＮ基準信号を含むことができるアンテナポート４上で送信し、受信することがで
きる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、ＵＥ固有基準信号またはＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を含むことができるアンテナポート
５または７から１６上で送信し、受信することができる。
【００７２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨを送信するのに使用される１つまたは複数のアンテナポートは、１つま
たは複数の新しいアンテナポートを含むこともできる。新たに定義されるアンテナポート
を利用して、新たに定義される基準信号を送信することができる。アンテナポートおよび
／または基準信号の新たに定義されるセット／サブセットが使用されるのか、既存のセッ
ト／サブセットが使用されるのかは、サブフレームのタイプ（たとえば、サブフレームが
ＭＢＳＦＮサブフレームまたは通常のサブフレームのどちらであるのか）に依存すること
ができる。アンテナポートおよび／または基準信号の新たに定義されるセット／サブセッ
トが使用されるのか、既存のセット／サブセットが使用されるのかは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが
復号される搬送波のタイプ（搬送波が、通常／主搬送波または拡張／副搬送波のどちらで
あるのかなど）に依存することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポー
トのアイデンティティを、サポートするＰＤＣＣＨ内でＷＴＲＵに動的に示すこともでき
る。
【００７３】
　ＷＴＲＵの受信器は、そこから１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨの復号を試みるべき１
つまたは複数のアンテナポートのアイデンティティを判定することができる。ＷＴＲＵが
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信に利用される１つまたは複数のアンテナポートを判定した後に、Ｗ
ＴＲＵは、このアンテナポートを介して送信される対応する基準信号を測定することによ
って、各アンテナポートに対応するチャネルを推定することができる。
【００７４】
　ある種のアンテナポートのチャネルを推定する時に、ＷＴＲＵは、時間および／または
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周波数において隣接する異なるリソースブロック（またはリソースブロックの部分）内の
対応する基準信号を同一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信についてプリコーディングできると判定す
ることができる。たとえば、ＵＥ固有基準信号がＥ－ＰＤＣＣＨ受信を容易にするのに利
用される場合に、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内でＥ－ＰＤＣＣＨ候補に近接する（
および／またはこれにオーバーラップする）基準信号を含むリソース要素をＥ－ＰＤＣＣ
Ｈ候補と同一の形でプリコーディングできると判定することができる。
【００７５】
　一例では、隣接する基準信号を同一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信についてプリコーディングで
きることの判定は、基準信号が同一の制御チャネル要素（１つまたは複数）がマッピング
されるリソースブロック（１つまたは複数）の部分に含まれるかどうかに基づくものとす
ることができる。同一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信が隣接するリソースブロック内で発生するこ
との判定は、本明細書で説明する、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の識別および／または送信特性を
判定する方法のうちの１つまたは複数に基づいて判定することもできる。たとえば、プリ
コーディングされた基準信号とＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関するアンテナポートとの間の関係
を、明示的なより上位の層のシグナリングを使用して指定することができる。一例では、
プリコーディングされた基準信号とＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関するアンテナポートとの間の
関係を、動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードから暗黙のうちに判定することができる。たとえば
、プリコーディングされた基準信号とＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関するアンテナポートとの間
の関係を、本明細書で説明できるように、ＷＴＲＵが「周波数局所化された（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ－ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）」モードまたは「周波数分散された（ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ－ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）」モードのどちらで動作しつつあるのかに基づいて暗黙の
うちに判定することができる。一例では、プリコーディングされた基準信号とＥ－ＰＤＣ
ＣＨ送信に関するアンテナポートとの間の関係を、サポートするＰＤＣＣＨを使用して、
たとえばサブフレームごとの基礎で、動的にシグナリングすることができる。
【００７６】
　いくつかの例では、通常はチャネル推定に使用できる基準信号を搬送できるリソース要
素が、復調のために使用されない他のタイプの信号を搬送する場合がある。たとえば、Ｅ
－ＰＤＣＣＨの受信（および他の目的）のためにチャネルを推定するために、ＷＴＲＵは
、たとえば、異なる信号が存在することを示される（たとえば、より上位の層によってシ
グナリングされる時、式がそうであることを示す時、ネットワークによって構成される時
など）場合に、そうでなければＥ－ＰＤＣＣＨに使用されるアンテナポート上で基準信号
（たとえば、ＤＭ－ＲＳ）を搬送するリソース要素が、その代わりにそのような別のタイ
プの信号に使用されると仮定することができる。そうである場合に、ＷＴＲＵは、チャネ
ル推定のためにリソース要素を使用しないと判定することができる。この方法を、次の信
号すなわち、ＣＳＩ－ＲＳ（たとえば、「ゼロ電力」ＣＳＩ－ＲＳではない場合）および
／またはＰＲＳ（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）のうち
の少なくとも１つとの衝突の場合に利用することができる。
【００７７】
　上で注記したように、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの
個数およびアイデンティティを判定することができる。次の段落では、Ｅ－ＰＤＣＣＨの
送信または受信に関するアンテナポートのセットまたはサブセットならびにセット／サブ
セット内のアンテナポートの個数を判定するために送信器（たとえば、ｅＮＢ）および受
信器（たとえば、ＷＴＲＵ）によって使用できる方法の一例を説明する。
【００７８】
　たとえば、送信器／ｅＮＢは、単一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に対応するすべてのシンボル
について、アンテナポートの同一のセットを利用することができる。ｅＮＢは、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの受信についてターゲットにされるＷＴＲＵのアイデンティティに基づいて、どの
アンテナポートを使用すべきかを判定することができる。一例では、単一のアンテナポー
ト（たとえば、ポートｐ＝７）を、所与のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関連するシンボルの送信
に利用することができる。もう１つの例では、３つ以上のアンテナポートを、所与のＥ－
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ＰＤＣＣＨ送信に関連するシンボルの送信に利用することができる。
【００７９】
　ＷＴＲＵは、所与のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関連するアンテナポートの個数および／また
はアンテナポートのセットを、より上位の層のシグナリングに基づいて判定することがで
きる。ＷＴＲＵは、暗黙のうちにおよび／または明示的にのいずれかで、所与のＥ－ＰＤ
ＣＣＨ送信に関連するアンテナポートの個数および／またはアンテナポートのセットを動
的に判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、サブフレームのプロパティまたは構
成された送信モードに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数
および／またはアンテナポートのセットを暗黙のうちに動的に判定することができる。Ｗ
ＴＲＵは、たとえばサポートするＰＤＣＣＨを使用する、ｅＮＢからの明示的シグナリン
グに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはア
ンテナポートのセットを動的に判定することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨの受信についてＷ
ＴＲＵを構成するのに使用できるより上位の層のシグナリングの例は、ＲＲＣシグナリン
グを含むことができる。たとえば、ＷＴＲＵは、ＲＲＣシグナリングに基づいて、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ受信が、アンテナポートｐ＝７を使用して試みられなければならないと判定する
ことができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されるアンテナポートのセットを
事前に決定することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されるアンテナポ
ートのセットを、セルアイデンティティなどの別のパラメータの関数とすることができる
。ＷＴＲＵは、候補アンテナポートのセットについて複数のＥ－ＰＤＣＣＨ受信の試みを
実行することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信を開始する前にＥ－ＰＤＣＣＨ送
信に使用されるアンテナポートの個数およびアイデンティティを明示的に判定するのでは
なく、ＷＴＲＵは、すべてのアンテナポートまたはアンテナポートのサブセットにわたっ
てＥ－ＰＤＣＣＨを処理することを試みることができる。ＷＴＲＵは、アンテナポートの
サブセットを処理し始める前に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用される実際のアンテナポート
を知らない場合がある。一例では、アンテナポートのセットを、当初に、潜在的なアンテ
ナポートのサブセットに狭めることができ、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信は、潜在的なアンテナポ
ートのサブセットのうちの１つまたは複数の上に含まれる可能性がある。ＷＴＲＵは、Ｅ
－ＰＤＣＣＨ送信を含む潜在的なポートのサブセットを判定するために、潜在的なポート
のそれぞれを処理することを試みることができる。
【００８０】
　一例では、送信器／ｅＮＢは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に関連する１つまたは複数のアンテ
ナポートのセットを利用することができ、受信器／ＷＴＲＵは、これを判定することがで
きる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイデンテ
ィティは、１つまたは複数のパラメータに依存することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイデンティティは、アンテ
ナポート（１つまたは複数）を介して送信されるシンボルのＣＣＥ（１つまたは複数）お
よび／またはＥ－ＣＣＥ（１つまたは複数）のアイデンティティに依存することができる
。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイ
デンティティは、アンテナポート（１つまたは複数）を介して送信されるシンボルがマッ
ピングされるＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）のアイデンティティに依存する
ことができる。たとえば、アンテナポート（１つまたは複数）を介して送信されるシンボ
ルがマッピングされるＲＥを、アンテナポート（１つまたは複数）を使用する送信に関連
するＰＲＢ（物理リソースブロック）（１つまたは複数）またはＶＲＢ（仮想リソースブ
ロック）（１つまたは複数）のアイデンティティ（たとえば、ＰＲＢインデックスまたは
ＶＲＢインデックス）によって定義することができる。一例では、アンテナポート（１つ
または複数）を介して送信されるシンボルがマッピングされるＲＥを、送信に関連するタ
イムスロットなど、送信の時間における位置によって定義することができる。
【００８１】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイ
デンティティは、シンボルがマッピングされるＲＥＧ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎ
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ｔ　ｇｒｏｕｐ）（１つまたは複数）またはＥ－ＲＥＧ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）（１つまたは複数）に依存することができる。Ｒ
ＥＧおよびＥ－ＲＥＧに関するさらなる情報は、下に含まれる。
【００８２】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイ
デンティティは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが受信されるサブフレームのタイミングおよび／または
タイプに依存することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポ
ートの個数および／またはアイデンティティは、サブフレーム番号、サブフレームがＭＢ
ＳＦＮまたは通常のサブフレームのどちらであるのか、および／またはＣＲＳがサブフレ
ーム内で送信されるのかどうかに依存することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信
に使用されるアンテナポートの個数および／またはアイデンティティは、ＷＴＲＵに供給
されるセルアイデンティティまたは別のパラメータなどのパラメータに依存することがで
きる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートを別のパラメータに関連付けるこ
とは、複数の可能なセットの中でのアンテナポートの割当を可能にし、これによって、異
なるＥ－ＰＤＣＣＨを送信するポイントの間の干渉低減を可能にすることができる。たと
えば、複数の送信に関連するすべての悪影響を軽減するために、異なるアンテナポートを
、潜在的な送信器のそれぞれに割り当てることができる。異なるＥ－ＰＤＣＣＨ受信器（
たとえば、ＷＴＲＵ）の間でのアンテナポートの複数のセットまたはサブセットの使用は
、複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信を単一のＲＢおよび／またはＲＢの対に多重化することを容
易にするのに有益である可能性がある。
【００８３】
　一例では、特定のＷＴＲＵへのＥ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されるアンテナポート（１
つまたは複数）を、Ｅ－ＲＥＧインデックスｒおよびパラメータＮＩＤの関数とすること
ができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されるポートｐを、
　　ｐ＝７＋（ｒ＋ＮＩＤ）　ｍｏｄ　４　　式（１）
と定義することができる。式（１）の利用は、４つの可能なアンテナポートの間でのサイ
クルをもたらすことができる。一例では、ＮＩＤは、セルアイデンティティまたは別のパ
ラメータに対応することができる。たとえば、ＮＩＤは、専用の形で提供できる送信ポイ
ントアイデンティティに対応することができる。一例では、ＰＲＢ対が、４つの異なるＣ
ＣＥ／Ｅ－ＣＣＥに対応するシンボルを含み、各Ｅ－ＣＣＥが、ＰＲＢ対のＲＥの１／４
を占める場合に、４つまでの異なるアンテナポートを使用して、４つのＣＣＥ／Ｅ－ＣＣ
Ｅのそれぞれに対応するシンボルを復号することができる。
【００８４】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されるアンテナポート（１つまたは複数）を、
同一のＰＲＢ対内のタイムスロットの関数とすることができる。たとえば、第１のタイム
スロットについて、式（２）を利用することができ、第２のタイムスロットについて、式
（３）を利用することができる。　
　　ｐ＝７＋ＮＩＤ　ｍｏｄ　２　　　式（２）
　　ｐ＝８－ＮＩＤ　ｍｏｄ　２　　　式（３）
式（２）および（３）は、例示のために含まれ、送信のタイムスロットに基づいて適当な
アンテナポートを判定するのに使用できる実際の関数は、変化する可能性がある。
【００８５】
　一例では、周波数において最高の６つの副搬送波のＲＥ（おそらくは第１のＣＣＥ／Ｅ
－ＣＣＥに対応する）を、第１のアンテナポート（たとえば、アンテナポート＃７）を使
用して復号することができ、周波数において最低の６つの副搬送波のＲＥ（おそらくは第
２のＣＣＥ／Ｅ－ＣＣＥに対応する）を、第２のアンテナポート（たとえば、アンテナポ
ート＃８）を使用して復号することができる。
【００８６】
　一例では、指定されたＥ－ＲＥＧ、ＰＲＢ、ＶＲＢ、タイムスロット、および／または
サブフレーム内での所与のＥ－ＣＣＥまたはＥ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポ
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ートのセット／サブセットを、擬似乱数パターンに従って判定することができる。たとえ
ば、擬似乱数パターンを、ゴールド符号によって生成することができる。そのような擬似
乱数パターンの使用は、調整されないスケジューラによって制御されるセルまたは送信ポ
イントから発生するＥ－ＰＤＣＣＨ送信の間の干渉をランダム化するのに有益である可能
性がある。たとえば、このパターンは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に、アンテナポートの第１の
セット／サブセットが使用されるべき（たとえば、アンテナポートセット｛７，８｝）か
どうか、またはアンテナポートの第２のセット／サブセットが使用されるべき（たとえば
、アンテナポートセット｛９，１０｝）かどうかを判定しうる。擬似乱数コードジェネレ
ータの使用は、異なるスケジューラによって制御される隣接するポイントが所与のＲＢに
関してアンテナポートの同一のセットを使用する場合の数を最小にするのを容易にするこ
とができる。たとえば、ポートが、選択の等しい確率を有するアンテナポート（１つまた
は複数）のグループ化の間でランダムに選択される場合に、２つのスケジューラが所与の
送信について同一のアンテナポートを選択する可能性を軽減することができる。ＷＴＲＵ
は、より上位の層によって提供されるパラメータから擬似乱数ジェネレータの初期値を入
手することができる。擬似乱数シーケンスの初期値を、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ
パラメータに基づいて判定することができる。ＷＴＲＵは、サポートするＰＤＣＣＨを使
用するシグナリングなど、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータを判定する他の技法から擬似乱数ジ
ェネレータの初期値を入手することができる。擬似乱数ジェネレータの初期値を、時間領
域でのランダム化を達成するためにフレーム内のサブフレーム番号またはスロット番号の
関数とすることができる。たとえば、擬似乱数ジェネレータの初期値を、式（４）から入
手することができる。
【００８７】
【数１】

【００８８】
式（４）では、ｎｓを、スロット番号とすることができ、ＮＩＤは、物理セルアイデンテ
ィティまたはある他のパラメータなどのアイデンティティに対応することができる。たと
えば、ＮＩＤは、ＷＴＲＵが明示的にまたは暗黙のうちのいずれかで判定できる送信ポイ
ントアイデンティティおよび／または異なるパラメータ（たとえば、１つまたは複数のＥ
－ＰＤＣＣＨパラメータ）に対応することができる。
【００８９】
　一例では、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ検出を複数のアンテナポート上で試みることが
できると判定する場合がある。たとえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが単一のアンテナ
ポート上で送信される（単一のアンテナポートは、例示のために使用され、次の原理は、
Ｅ－ＰＤＣＣＨが複数のアンテナポート上に含まれる場合にもあてはまる）が、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨ候補を含むサブフレームに関するダウンリンク処理を開始する前にアンテナポート
のアイデンティティを明示的に判定できない可能性があると判定する場合がある。その代
わりに、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を含む可能性がある１つまたは複数の潜在的な
アンテナポートを識別し、潜在的なアンテナポートのそれぞれで別々に復号を試みること
ができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信に関するアンテナポートのサブセットのブラインド復号は
、アンテナポートの利用における送信器に関するより高い柔軟性を可能にすることができ
る。ＷＴＲＵは、潜在的なアンテナポートを判定し、潜在的なアンテナポートのそれぞれ
について、同一のＲＥ（１つまたは複数）、Ｅ－ＲＥＧ（１つまたは複数）、ＣＣＥ（１
つまたは複数）／Ｅ－ＣＣＥ（１つまたは複数）、および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域全
体内の潜在的なＥ－ＰＤＣＣＨ候補を復号することができる。この場合に、ＷＴＲＵは、
層マッピング／デマッピング処理セクションとして説明されるように、各ポート上でＲＥ
ごとに１つまたは複数のシンボルを入手することができる。マッピングルールを、より上
位の層のシグナリングから、サポートするＰＤＣＣＨから動的に、および／または観察さ
れもしくはシグナリングされたＥ－ＰＤＣＣＨパラメータに基づいて動的／半動的に判定
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【００９０】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートのセット／サブセットの判定に使用さ
れる方法は、より上位の層によって提供されるパラメータに依存する可能性があり、かつ
／またはより上の相違によって構成された動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードに基づいて暗黙で
ある可能性がある。たとえば、動作の周波数局所化されたモードでは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送
信に使用されるアンテナポートが、一定または固定である場合がある。一例では、動作の
周波数局所化されたモードでは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートが、チ
ャネル推定の質を高めるために、少なくとも１つのＰＲＢ上で固定される場合がある。動
作の周波数分散されたモードを使用する例では、より微細な粒度を定義することおよび／
またはＥ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートを動的にシグナリングすることが
有益である場合がある。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信に関するアンテナポート選択に
おけるより多くのオプションを可能にすることまたは使用すべきアンテナポートを動的に
シグナリングすることが、ｅＮＢでのより高いスケジューリング柔軟性を可能にする場合
がある。
【００９１】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信／受信および処理を容易にするために、基準信号を利用すること
ができる。たとえば、送信器は、受信器でのチャネル推定を容易にするために基準信号を
生成することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨが、１つまたは複数の特定のアンテナポート上で
送信される場合に、１つまたは複数の特定のアンテナポート上の有効チャネル条件を推定
するために、プリコーディングされた基準信号を利用することができる。たとえば、基準
信号を、対応するアンテナポート（１つまたは複数）上で送信されるＥ－ＰＤＣＣＨデー
タに使用されるものと同一のプリコーディング重みを用いてプリコーディングすることが
できる。
【００９２】
　ＤＭ－ＲＳなどの基準信号を、擬似乱数シーケンスから導出することができる。送信器
および／または受信器の擬似乱数シーケンスジェネレータを、各サブフレームの始めに値
ｃｉｎｉｔを用いて初期化することができる。各サブフレームの始めに新しい値を用いて
擬似乱数シーケンスジェネレータを初期化する時に、ｃｉｎｉｔの異なる値を使用して生
成されるＤＭ－ＲＳ（１つまたは複数）を、低い相互相関を有するように生成することが
でき、ｃｉｎｉｔの同一の値を使用して生成されるが異なるアンテナポートを介して送信
されるＤＭ－ＲＳ（１つまたは複数）を、直交にすることができる。ｃｉｎｉｔの値は、
たとえば式（５）に示されているように、スロット番号および異なるパラメータの関数と
することができる。
【００９３】
【数２】

【００９４】
　擬似乱数ジェネレータの初期値を導出するのに式（５）を使用することによって、ｃｉ

ｎｉｔの２つの値を、
【００９５】
【数３】

【００９６】
の値およびｎＳＣＩＤの値のうちの少なくとも１つが異なる場合に別個または異なるもの
とすることができる。一例として、項
【００９７】
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【数４】

【００９８】
またはｎＳＣＩＤのうちの少なくとも一方に、事前に決定された値をセットすることがで
き、他方のパラメータを変更することができる。一例では、両方の項を、たとえば半静的
にまたは動的に変更することができる。一例では、項
【００９９】

【数５】

【０１００】
またはｎＳＣＩＤのうちの少なくとも１つにゼロをセットすることができる。一例では、
パラメータ
【０１０１】

【数６】

【０１０２】
および／またはｎＳＣＩＤは、ＷＴＲＵに固有の値（たとえば、セルアイデンティティ）
を表し、またはこれに対応することができる。一例では、パラメータ
【０１０３】

【数７】

【０１０４】
および／またはｎＳＣＩＤの値を、たとえばこれらが事前に決定される場合に、ＷＴＲＵ
の現在の状態または状況に関わりなく選択することができる。
【０１０５】
　送信器／ｅＮＢは、
【０１０６】

【数８】

【０１０７】
および／またはｎＳＣＩＤの値に、どのＷＴＲＵがＥ－ＰＤＣＣＨの所期の受信側である
のかに関わりなく、すべてのＥ－ＰＤＣＣＨ送信について同一の値をセットすることがで
きる。たとえば、
【０１０８】

【数９】

【０１０９】
の値に、セルの物理アイデンティティをセットすることができ、ｎＳＣＩＤの値に、任意
の値（０など）をセットすることができる。受信器／ＷＴＲＵは、ジェネレータが上の式
を用いて初期化され、
【０１１０】

【数１０】
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【０１１１】
にサービングセルの物理セルアイデンティティがセットされ、ｎＳＣＩＤに任意の値がセ
ットされると仮定することができる。
【０１１２】
　一例では、送信器／ｅＮＢは、
【０１１３】
【数１１】

【０１１４】
および／またはｎＳＣＩＤの値に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に依存する異なる値をセットする
ことができる。
【０１１５】
【数１２】

【０１１６】
および／またはｎＳＣＩＤのうちの１つまたは複数に、対応するＥ－ＰＤＣＣＨ送信に依
存する異なる値をセットすることは、同一セル内の異なる送信ポイントからの非直交ＤＭ
－ＲＳ（１つまたは複数）の使用を容易にすることができる。たとえば、送信器／ｅＮＢ
は、
【０１１７】

【数１３】

【０１１８】
および／またはｎＳＣＩＤに、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信がそこから行われる送信ポイントに固
有の値をセットすることができる。受信器／ＷＴＲＵは、より上位の層のシグナリングか
ら
【０１１９】

【数１４】

【０１２０】
および／またはｎＳＣＩＤの値を判定することができる。受信器／ＷＴＲＵは、ＣＳＩ－
ＲＳ構成にリンクされ、かつ／またはこれに対応することができるパラメータ（１つまた
は複数）に基づいて、
【０１２１】

【数１５】

【０１２２】
および／またはｎＳＣＩＤの値を判定することができる。ＷＴＲＵに、
【０１２３】

【数１６】

【０１２４】
の単一の値（および／またはｎＳＣＩＤの単一の値）を与えることができ、または、
【０１２５】



(28) JP 5784152 B2 2015.9.24

10

20

30

40

【数１７】

【０１２６】
および／もしくはｎＳＣＩＤの複数の値を与えることができる。たとえば、ＷＴＲＵが、
【０１２７】
【数１８】

【０１２８】
および／またはｎＳＣＩＤについて複数の値（または値の対）を与えられる場合に、ＷＴ
ＲＵは、ＤＭ－ＲＳが受信されるリソースブロックのアイデンティティに少なくとも部分
的に基づいて、使用すべき値または値の対を判定することができる。ＷＴＲＵは、値また
は値の対が、ＤＭ－ＲＳが受信されるリソースブロックの関数であると仮定することがで
きる。ＷＴＲＵは、各値（または値の対）を使用して受信を試みることもできる。
【０１２９】
　一例では、ＷＴＲＵは、
【０１３０】
【数１９】

【０１３１】
および／またはｎＳＣＩＤの値を、サポートするＰＤＣＣＨから動的に判定することがで
きる。ＷＴＲＵは、ある他の形の動的シグナリングおよび／または処理を使用して、
【０１３２】
【数２０】

【０１３３】
および／またはｎＳＣＩＤの値を動的に判定することができる。擬似乱数シーケンスを、
サブフレームを基礎とするのではなくスロットを基礎として再初期化することができる。
擬似乱数シーケンスが、スロットごとの基礎で再初期化される場合に、ｃｉｎｉｔの異な
る値を、同一のサブフレームの２つのスロットのそれぞれについて使用することができる
。たとえば、ｃｉｎｉｔの値を、式（６）および／または式（７）に基づいて判定するこ
とができる。
【０１３４】
【数２１】

【０１３５】
【数２２】

【０１３６】
式（６）および（７）では、ｓは、スロット番号を表すことができ、次の関係を満足する
ことができる。　
　　ｓ＝ｎｓ　ｍｏｄ　２　　　式（８）
値
【０１３７】
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【０１３８】
は、あるサブフレームのスロット０（たとえば、そのサブフレームの第１のスロット）の
ｎＳＣＩＤ値を表すことができる。値
【０１３９】

【数２４】

【０１４０】
は、あるサブフレームのスロット１（たとえば、そのサブフレームの第２のスロット）の
ｎＳＣＩＤ値を表すことができる。言い替えると、ｎＳＣＩＤの値は、サブフレームのス
ロット値に依存することができる。
【０１４１】

【数２５】

【０１４２】
および／または
【０１４３】

【数２６】

【０１４４】
の値は、本明細書で説明するように、ｎＳＣＩＤの値に似た形でＷＴＲＵによって判定す
ることができる。一例では、差
【０１４５】

【数２７】

【０１４６】
に、所定の値をセットすることができる。
【０１４７】
　一例では、擬似乱数ジェネレータの初期値（ｃｉｎｉｔ）を、式９に示されているよう
に表すことができる。
【０１４８】

【数２８】

【０１４９】
この例では、
【０１５０】

【数２９】

【０１５１】
に関する２つのスロット依存値を定義することができる。一例では、
【０１５２】
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【数３０】

【０１５３】
とｎＳＣＩＤとの両方をスロット依存値とすることができる。
【０１５４】
　一例では、送信器／ｅＮＢは、異なる物理リソースブロックについて、異なる仮想リソ
ースブロックについて、および／またはリソースブロック対内の２つのリソースブロック
の間で、擬似乱数ジェネレータの異なる初期化値（たとえば、ｃｉｎｉｔ）を利用するこ
とができる。それを行うことは、より高いスケジューリング柔軟性を可能にすることがで
きる。たとえば、初期値を、第１のＲＢのｎＳＣＩＤ＝０からおよび第２のＲＢのｎＳＣ

ＩＤ＝１から導出することができる。ＷＴＲＵは、初期化値ｃｉｎｉｔが、たとえば事前
に決定されまたはより上位の層によっておよび／もしくは動的に（たとえば、サポートす
るＰＤＣＣＨを使用して）シグナリングされるマッピングに従う、物理リソースブロック
および／または仮想リソースブロックの関数であると仮定することができる。
【０１５５】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨの正しい受信および処理を容易にするために、アンテナポートおよび／
または基準信号の新しいセットを定義することができる。たとえば、新しい基準信号は、
既存の基準信号に使用されるものとは異なるＲＥのセットを占めることができる。一例で
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に関するＤＭ－ＲＳポートを、ポート｛２３，２４｝と定義する
ことができる。図５に、Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＤＭ－ＲＳポート｛２３，２４｝の例を
示す。図５に示された例では、水平軸は、周波数領域を表すことができ、垂直軸は、時間
領域を表すことができる。
【０１５６】
　たとえば、ＲＢ対５００は、複数のＥ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ　５０２
、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１　５０４、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　５０６、およびＥ－ＣＣＥ　
＃ｎ＋３　５０８）を含むことができる。図５に示された例では、ＣＲＳを使用されない
ものとすることができるが、ＣＲＳを、指定されたリソース要素内に含めることもできる
。例示のために、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　５０６は、２つのアンテナ／ＤＭ－ＲＳポート
（たとえば、ＤＭ－ＲＳポート＃２３　５１０およびＤＭ－ＲＳポート＃２４　５２０）
を含むが、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　５０６を介して空間的に多重化される他のアンテナポ
ートがあってもよい。ＤＭ－ＲＳポート＃２３　５１０およびＤＭ－ＲＳポート＃２４　
５２０は、所与のサブフレーム内で同一の時間周波数リソースを占めることができる。特
定のアンテナポートに固有のＤＭ－ＲＳ基準信号を、ＤＭ－ＲＳポート＃２３　５１０お
よびＤＭ－ＲＳポート＃２４　５２０の陰付きのリソース要素内に含めることができる。
ＤＭ－ＲＳを使用して、アンテナポートごとにチャネルを正しく推定することができる。
【０１５７】
　ＤＭ－ＲＳポートを、時間領域ＯＣＣ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅ
）を用いて多重化することができる。ＤＭ－ＲＳポートを、ＣＤＭ多重化に加えて動作に
使用することができる（たとえば、ＣＤＭ多重化に制限されない）。
【０１５８】
　図２および図３を参照して説明したように、ＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ
）マッピング動作の一部として、送信器／ｅＮＢは、所与のサブフレームおよび所与のコ
ンポーネントキャリアに関するＯＦＤＭ時間／周波数グリッドの特定のＲＥに、各アンテ
ナポートｐの各Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルｙ（ｐ）（ｉ）をマッピングすることができる。
１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関するものとすることができるサブフレーム内で
Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルが潜在的にそれを介してマッピングされるＲＥのセットを、Ｅ－
ＰＤＣＣＨ領域と称する場合がある。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を、ある搬送波に関
するサブフレーム内のリソース要素の完全なセットとすることができる。もう１つの例で
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を、ある搬送波に関するサブフレーム内のリソース要素のセット
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のサブセットとすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、サブフレームのレガシＰＤＳ
ＣＨ領域内にあるＲＥを含むことができる。ＷＴＲＵは、本明細書で説明されるように、
暗黙のうちにまたは明示的に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のアイデンティティおよび／または位
置を判定することができる。
【０１５９】
　ＷＴＲＵの受信器は、各アンテナポートのＲＥからのＥ－ＰＤＣＣＨシンボルをデマッ
ピングするために、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ領域を識別することができる。ＵＥ
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のすべてのＥ－ＰＤＣＣＨシンボルｙ（ｐ）（ｉ）をデマッピン
グすることができ、または、定義された検索空間に従って少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣ
Ｈ候補に対応するＥ－ＰＤＣＣＨシンボルのサブセットをデマッピングすることを選択す
ることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内の検索空間は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内のＲＥのサ
ブセットを参照する場合がある。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、１つまたは複数のＵ
Ｅ固有検索空間（たとえば、特定のＷＴＲＵに固有の検索空間）および／または１つまた
は複数の共通の検索空間（たとえば、複数のＷＴＲＵの間で共有できる検索空間）を含む
ことができる。各検索空間は、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補を含むことができる
。
【０１６０】
　所与のサブフレームのＥ－ＰＤＣＣＨ領域を、時間領域情報、周波数領域情報、および
／またはリソースブロックのセットのうちの１つまたは複数に関して定義することができ
る。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を定義するのに使用される時間領域情報は、Ｅ－ＰＤＣＣＨを含
む少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに関する情報を含むことができる。たとえば、Ｅ－
ＰＤＣＣＨが時間領域で連続である場合には、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、開始ＯＦＤＭシンボル
および終了ＯＦＤＭシンボルによって定義することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を、少
なくとも１つのタイムスロットに基づいて定義することもできる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨ領域は、サブフレームの第１のタイムスロット、第２のタイムスロット、および／ま
たは両方のタイムスロットを占めることができる。
【０１６１】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を定義するのに使用される周波数領域情報を、ビットマップによっ
て定義することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を、Ｅ－ＰＤＣＣＨをトランス
ポートするのに使用されるリソースブロックのセットに基づいて、周波数領域内で定義す
ることができる。リソースブロックを、１つもしくは複数の物理リソースブロック、１つ
もしくは複数の仮想リソースブロック、および／またはリソースブロック割当に関して定
義することができる。リソースブロック割当を、リソース割当のタイプ（たとえば、局所
化されまたは分散される）に関して定義することができる。リソース割当のタイプに加え
て（またはその代替案として）リソースブロック割当を、物理リソースブロックまたは仮
想リソースブロックのセットを示すビットのセットによって定義することができ、ここで
、マッピングは、既存の仕様に従うか、新たに定義されるルールに従うものとすることが
できる。
【０１６２】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を定義するのに使用される時間領域情報の場合に、ＷＴ
ＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の開始ＯＦＤＭシンボルおよび終了ＯＦＤＭシンボルをさま
ざまな形で判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、明示的シグナリング、たとえ
ばより上位の層のシグナリングまたは物理層シグナリング（たとえば、ＰＣＦＩＣＨ）に
従って、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の開始ＯＦＤＭシンボルおよび終了ＯＦＤＭシンボルを判定
することができる。開始ＯＦＤＭシンボルおよび終了ＯＦＤＭシンボルを、サブフレーム
の第１のスロットと第２のスロットとの間で異なるものとすることができる。ＷＴＲＵが
、より上位の層のシグナリングを介してＥ－ＰＤＣＣＨ領域の開始ＯＦＤＭシンボルおよ
び終了ＯＦＤＭシンボルを判定するように構成されるシナリオでは、より上位の層によっ
て提供されるパラメータは、ＰＣＦＩＣＨの処理（たとえば、ＰＣＦＩＣＨがサブフレー
ム内に存在する場合）からＷＴＲＵによって検出された情報をオーバーライドすることが
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できる。一例として、パラメータｅＰＤＣＣＨ＿ＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌが、より上位の
層（たとえば、ＲＲＣ）によって構成されると仮定する。ＷＴＲＵは、表１に従って、開
始ＯＦＤＭシンボルおよび終了ＯＦＤＭシンボルを判定することができる。表１の値は、
例示のためのものである。他の値を利用することができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
領域の判定された第１のＯＦＤＭシンボルに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の最後のＯＦ
ＤＭシンボルを判定することができ、逆も同様である。
【０１６３】
【表１】

【０１６４】
　一例では、ＷＴＲＵは、特定の構成を介して暗黙のうちにＥ－ＰＤＣＣＨ領域の開始Ｏ
ＦＤＭおよび／または終了ＯＦＤＭを判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵが、レ
ガシＰＤＣＣＨ領域が存在しないものとすることができる非後方互換サブフレームおよび
／または搬送波を用いて構成される時に、ＷＴＲＵは、暗黙のうちにｅＰＤＣＣＨ＿Ｓｔ
ａｒｔＳｙｍｂｏｌ＝０を仮定することができる。ＰＤＣＣＨのないサブフレームは、マ
クロセルによって引き起こされる干渉が低電力ノード（たとえば、フェムトセルまたはピ
コセル）によってサービスされるＷＴＲＵに悪影響を及ぼす異種ネットワーク内で特に有
用である可能性がある。
【０１６５】
　レガシＰＤＣＣＨ領域がサブフレーム内に存在しない例では、ＷＴＲＵは、所与のサブ
フレーム内の他のレガシＤＬ制御チャネル（たとえば、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨなど）
の存在に依存して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ検出に使用されるリソース要素を判定することができ
る。たとえば、レガシＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨ制御チャネルがサブフレーム内に存
在しない場合に、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、基準信号用に予約されたリソース要素
を除く、サブフレームの第１のスロット内のすべてのリソース要素上で送信されると仮定
することができる。レガシＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨ制御チャネルがサブフレーム内
に存在する場合に、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、および
／または基準信号用に予約されたリソース要素を除く、サブフレームの第１のスロット内
のすべてのリソース要素上で送信されると仮定することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨに関する変調された制御情報シンボルを、ＰＣＦＩＣＨおよび／またはＰＨＩＣＨに
使用されないリソース要素グループ上でマッピングすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨに
関する変調された制御情報シンボルを、ＷＴＲＵのデマッパによってスキップすることが
できる。所与のサブフレーム内のレガシ制御チャネルの存在または不在は、ＷＴＲＵに、
Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域がそのサブフレーム内に存在することを示すことができる。ＷＴＲＵ
は、現在の構成に基づいて、ＰＤＣＣＨ領域の位置を判定することができる。ＷＴＲＵは
、１つまたは複数のレガシ制御チャネルがサブフレーム内に存在しない、かつ／または存
在する場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨがサブフレームのＲＥのサブセットに配置されると暗黙の
うちに判定することができる。
【０１６６】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のタイプを、周波数領域内の対応するリソース割当が局所化され（
たとえば、周波数選択的）または分散される（たとえば、周波数分散または周波数ダイバ
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スブロック割当のいくつかの例を続ける。方法の一例では、リソースブロック割当は、搬
送波の中央付近のいくつかのリソースブロックを含むことができる。もう１つの方法の例
では、リソースブロック割当は、周波数領域内で等間隔のＰＲＢを含むことができる。
【０１６７】
　一例では、ビットマップ表示を用いるＲＢまたはＲＢ対（および／またはＰＲＢもしく
はＰＲＢ対および／またはＶＲＢ／ＶＲＢ対）ベースのリソース定義を利用することがで
きる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を定義するのにビットマップを使用することは、Ｅ
－ＰＤＣＣＨに関する完全に柔軟なリソース割当を可能にすることができる。ビットマッ
プは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるＲＢ（１つまたは複数）またはＲＢ対（１つまた
は複数）（および／またはＰＲＢ／ＰＲＢ対および／またはＶＲＢ／ＶＲＢ対）を示すこ
とができる。ビットマップのビット数を、Ｅ－ＰＤＣＣＨに使用可能な最小リソースに従
って２ｘＮＲＢ（ＤＬ）ビットまたはＮＲＢ（ＤＬ）ビットとすることができ、ここで、
ＮＲＢ（ＤＬ）は、サブフレーム内のリソースブロックの個数とすることができる。Ｅ－
ＰＤＣＣＨを示すビットマップを、レガシＰＤＣＣＨ、サポートするＰＤＣＣＨ、ＲＲＣ
シグナリングを介して、ブロードキャストチャネルを使用して、および／またはその組合
せでＷＴＲＵに示すことができる。
【０１６８】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信のために割り当てられるＲＢ対および／またはＰＲＢ対
を、周波数領域内で分散させることができる。たとえば、第１のＰＲＢを、システム帯域
幅の上半分に配置することができ、第２のＰＲＢをシステム帯域幅の下半分に配置するこ
とができる（たとえば、システム帯域幅の両端）。この方式を使用して、周波数ダイバー
シティを介して達成可能な利得を最大にすることができる。ＷＴＲＵは、第１のＰＲＢの
示された位置から、暗黙のうちにＰＲＢ対内の第２のＰＲＢの位置を判定することができ
る。第２のＰＲＢの位置の暗黙の判定は、Ｅ－ＰＤＣＣＨリソース表示に関するシグナリ
ングオーバーヘッドを減らすことができる。たとえば、ビットマップを使用して、第１の
ＰＲＢを示すことができ、ＷＴＲＵは、固定されたオフセットを使用して、第２のＰＲＢ
に関連するビットマップを導出することができる。
【０１６９】
　もう１つの方法の例は、ビットマップ表示を用いるＲＢＧ（リソースブロックグループ
）ベースのリソース定義を含むことができる。ＲＢＧを、Ｅ－ＰＤＣＣＨに関する最小の
リソース粒度とすることができる。ＲＢＧを、所与のタイムスロット内の１つまたは複数
のリソースブロックおよび／または物理リソースブロックとすることができる。リソース
ブロックグループ内に含まれるリソースブロックの個数は、変化しうるとともに、システ
ム帯域幅に依存しうる。ビットマップを使用して、どのＲＢＧ（１つまたは複数）がＥ－
ＰＤＣＣＨに使用されるのかを示すことができる。ビットマップのビット数は、（ＮＲＢ

（ＤＬ）／Ｐ）ビットとすることができ、ここで、Ｐは、ＲＢＧのサイズとすることがで
きる。Ｅ－ＰＤＣＣＨを示すビットマップを、レガシＰＤＣＣＨ、サポートするＰＤＣＣ
Ｈ、ＲＲＣシグナリング、および／またはブロードキャストするチャネルを介してＷＴＲ
Ｕに示すことができる。表２に、システム帯域幅（ＤＬ　ＲＢの個数に関する）とＲＢＧ
サイズとの間の関係の一例を示す。
【０１７０】
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【表２】

【０１７１】
　一例では、事前に定義された割当を有するＲＢＧベースのリソース定義を指定すること
ができる。たとえば、ＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセットを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に
使用することができる。ＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセットを、サービングセルの物
理セルＩＤ（たとえば、ＰＣＩ／Ｎｃｅｌｌ，ｉｄ）によって識別することができる。一
例では、ＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセットを、より上位の層によってＷＴＲＵに提
供されるパラメータに基づいて判定することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を
定義するＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセットを、ＲＲＣ情報要素内で識別することが
でき、このＲＲＣ情報要素を、ｅＮＢから受信することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を
定義するＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセットを、たとえば、ＷＴＲＵに関するＣＳＩ
－ＲＳ構成の一部としてＲＲＣ情報要素を介して受信することができる。一例では、単一
のＰＲＢまたは単一のＰＲＢ対を、所与のセルのＥ－ＰＤＣＣＨ領域に関連付けることが
できる。ＲＢＧ（１つまたは複数）のサブセット内で、所与のセルに関するＰＲＢまたは
ＰＲＢ対の位置を、ＰＣＩに基づいて識別することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
領域を含むＰＲＢの位置（たとえば、Ｎｓｈｉｆｔ）を、
　　Ｎｓｈｉｆｔ＝Ｎｃｅｌｌ，ｉｄ　ｍｏｄ　Ｐ　　式（１０）
と定義することができる。
【０１７２】
　図６に、ＰＣＩに従うＥ－ＰＤＣＣＨリソース割当の一例を示す。図６に示された例で
は、各ＲＢＧは、合計３つのＰＲＢを含むことができ、したがって、ＲＢＧサイズＰ＝３
である。したがって、ＲＢＧ１　６０２、ＲＢＧ２　６０４、ＲＢＧ３　６０６、および
ＲＢＧ４　６０８のそれぞれは、それぞれ８つのＰＲＢを含むことができる。了解できる
ように、１つのＲＢＧに含まれるＰＲＢの個数は、変化することができる。１つのＲＢＧ
内に３つのＰＲＢがある例では、Ｎｃｅｌｌ，ｉｄ＝０を有するセルについて、各ＲＢＧ
の第１のＰＲＢが、Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信のために割り当てられたＰＲＢになるはずである
。同様に、Ｎｃｅｌｌ，ｉｄ＝１を有するセルについて、各ＲＢＧの第２のＰＲＢが、Ｅ
－ＰＤＣＣＨ受信のために割り当てられたＰＲＢになるはずである。同様に、Ｎｃｅｌｌ

，ｉｄ＝２を有するセルについて、各ＲＢＧの第３のＰＲＢが、Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信のた
めに割り当てられたＰＲＢになるはずである。
【０１７３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＲＢＧベースのリソース割当は、レガシＷＴＲＵがＥ－ＰＤＣ
ＣＨを含むサブフレーム内でスケジューリングされる時のレガシＷＴＲＵとの完全な後方
互換性を可能にすることができる。さらに、ＲＢＧ内でＰＲＢまたはＰＲＢ対を使用する
ことによって、隣接セルとのＥ－ＰＤＣＣＨ衝突を減らすことができ、その結果、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨのカバレージを、たとえば軽い負荷を有するネットワーク環境の下でセルエッジ
に配置されたＷＴＲＵについて、改善できるようになる。
【０１７４】
　可能なＥ－ＰＤＣＣＨ領域を判定しまたは定義する時に、ネットワーク（たとえば、ｅ
ＮＢ）および／またはＷＴＲＵが、Ｅ－ＰＤＣＣＨの動作の構成されたモードに従って異
なる方法を利用できることを理解されたい。たとえば、動作の周波数局所化されたモード
の一例では、チャネルに敏感なスケジューリングの利益を最大にするために、Ｅ－ＰＤＣ
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ＣＨ領域を、周波数領域で連続するリソースのセット内に含めることができる。動作の周
波数分散されたモードの一例では、周波数ダイバーシティの利益を最大にするために、Ｅ
－ＰＤＣＣＨ領域を、周波数領域で不連続なリソースのセット内（および／またはタイム
スロットの間）に含めることができる。ＷＴＲＵは、より上位の層のシグナリングに基づ
いておよび／またはサポートするＰＤＣＣＨもしくはある他の動的表示から動的に、その
動作のモードを判定することができる。一例では、１つのサブフレーム内に複数のＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域を設けることができ、各Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を、独立に定義することができ
る。たとえば、第１のＥ－ＰＤＣＣＨ領域は、周波数選択的でありうるし、第２のＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域は、周波数分散されうる。
【０１７５】
　ＷＴＲＵは、判定されたＥ－ＰＤＣＣＨ領域内で１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補
を判定しまたは識別することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、特定のＲＥへの１つまた
は複数のアンテナポートに関する特定のシンボルをデマッピングするのに１つまたは複数
の方法を利用することができる。したがって、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域内の１つまたは複数の
ＲＥは、１つまたは複数のアンテナポート上のＥ－ＰＤＣＣＨの変調されたシンボルを含
むことができる。
【０１７６】
　了解できるように、あるＥ－ＰＤＣＣＨ領域内に含まれる１つまたは複数のＲＥが、Ｅ
－ＰＤＣＣＨシンボルをマッピングするのに使用可能ではない場合がある。一例では、Ｅ
－ＰＤＣＣＨシンボルをマッピングするのに使用可能ではないＲＥ（たとえば、基準信号
を搬送するＲＥ）を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の外部と考えることができる。もう１つの例で
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルをマッピングするのに使用可能ではないＲＥ（たとえば、基
準信号を搬送するＲＥ）を、それらがＥ－ＰＤＣＣＨシンボルの搬送に使用可能ではない
場合であっても、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の一部と考えることができる。たとえば、あるＥ－
ＰＤＣＣＨ領域内の１つまたは複数のＲＥは、他の目的、たとえば、１つもしくは複数の
アンテナポートに関する基準信号の実際の送信もしくは潜在的送信および／または干渉測
定に使用されるように構成されたＲＥに対応することができる。
【０１７７】
　基準信号を、１つまたは複数のアンテナポートについて送信することができる。Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域内のどのリソース要素が、予約済みおよび／またはＥ－ＰＤＣＣＨシンボル
を搬送できないのかを判定する時に、ＷＴＲＵは、所与のリソースブロック内で実際の送
信がそれを介して行われることが分かっているアンテナポートのセットを検討することが
でき、または、実際に使用されるものより大きいアンテナポートのセットを検討すること
ができる。たとえば、アンテナポート０および１上でＣＲＳに使用されるＲＥおよび／ま
たはアンテナポート１５～２３上でＣＳＩ－ＲＳに使用されるＲＥは、そのようなＣＲＳ
またはＣＳＩ－ＲＳが送信されつつある（おそらくは、ＣＳＩ－ＲＳの場合にゼロ電力を
用いて）サブフレーム内で使用可能ではない可能性がある。一例では、ある種のＲＢにつ
いて使用中であるとＷＴＲＵによって判定されるアンテナポートのセット上でＤＭ－ＲＳ
に使用されるＲＥは、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルの搬送に使用できない可能性がある。一例
では、Ｅ－ＰＤＤＣＨ領域内に基準信号を含むアンテナポート（および／またはそれに関
連するＲＳ）のセットを、送信に実際に使用されるアンテナポートセットと独立に、アン
テナポートの事前に決定されるセットおよび／またはシグナリングされるセットとするこ
とができる。たとえば、ＷＴＲＵ構成は、アンテナポート７から１０までで送信が発生し
つつあるかどうかに関わりなく、リソースを、これらのアンテナポートについて予約しな
ければならないことを示すことができる。ＷＴＲＵは、より上位の層のシグナリングから
および／またはサポートするＰＤＣＣＨを介するなどの動的シグナリングを介して、どの
リソースを予約しなければならないのかを判定することができる。
【０１７８】
　一例で、シンボル対ＲＥマッピング法に従ってＥ－ＰＤＣＣＨシンボルに普通にマッピ
ングできるＥ－ＰＤＣＣＨ領域内のＲＥは、基準信号との衝突および／または干渉測定の
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機会に起因して使用不能である可能性があり、ｅＮＢ／ＷＴＲＵは、そのＲＥが、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ送信に使用されないと判定することができる。この例では、ｅＮＢは、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの使用可能な符号化されたビットの結果のより少ない個数に対処するために、符号
化レート（たとえば、チャネル符号化を実行する時の）を調整することができる。たとえ
ば、ｅＮＢは、パンクチャリングおよび／またはある他のレートマッチング方法を利用す
ることができる。ＷＴＲＵは、ＲＥがＥ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されないという判定に基
づいて、チャネル符号化レートが、このサブフレームについて変更されると判定すること
ができる。
【０１７９】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のＲＥにマッピングされる１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨに対応
するシンボルのセットを、異なるサブセットにグループ化することができる。たとえば、
Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるＲＥのサブセットを、ＲＥＧ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）またはＥ－ＲＥＧ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅ
ｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に基づいて定義することができる。Ｅ－ＲＥＧは、１つのリ
ソースブロックおよび／またはリソースブロックの対内のＲＥのサブセットに対応するこ
とができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用されるＲＥのサブセットを、ＣＣＥ（
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）またはＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅ
ｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に基づいて定義することができ
る。Ｅ－ＣＣＥは、単一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に関する最小単位に対応することができる
。
【０１８０】
　ＲＥＧおよび／またはＥ－ＲＥＧは、単一のＰＲＢ内（たとえば、単一のタイムスロッ
ト内）、ＰＲＢ対内（たとえば、両方のタイムスロット上の副搬送波の同一のセット）、
またはＶＲＢもしくはＶＲＢ対内の、ＲＥの定義されたサブセットに対応することができ
る。たとえば、Ｅ－ＲＥＧは、所与の副搬送波に関する時間領域内の連続するＲＥのセッ
ト、所与の時刻に関する周波数領域内の連続するＲＥのセット（たとえば、１つまたは複
数のＯＦＤＭシンボル）、および／または第１に時間、第２に周波数もしくは第１に周波
数、第２に時間によって順序付けることのできるＲＥのブロック（複数の時間および副搬
送波に関する）を含むことができる。ＣＲＳまたはＤＭ－ＲＳなどの基準信号の送信に使
用できるある種のＲＥを、省略し（またはスキップし）、かつ／またはＥ－ＲＥＧに含め
ないものとすることができる。
【０１８１】
　Ｅ－ＲＥＧ内のＲＥの個数ｍを固定することができる。もう１つの例では、Ｅ－ＲＥＧ
に含まれるＲＥの個数を、Ｅ－ＰＤＣＣＨの動作の構成されたモードに依存するものとす
ることができる。たとえば、チャネルに敏感なスケジューリングからの利益を達成するた
めに、ＷＴＲＵは、動作の周波数局所化されたモードで動作することができる。動作の周
波数局所化されたモードについて、同一の物理リソースブロック内に同一のＥ－ＰＤＣＣ
Ｈに関する多数のシンボルを含めるために、Ｅ－ＲＥＧを、相対的に多数のＲＥ（たとえ
ば３２個のＲＥおよび／または６４個のＲＥ）を含むように定義することができる。ＷＴ
ＲＵが、周波数ダイバーシティが求められる動作の周波数分散されたモードで動作しつつ
ある場合には、Ｅ－ＲＥＧを、相対的に少数のＲＥ（たとえば、４個のＲＥまたは８個の
ＲＥ）を含むように定義することができる。それを行うことによって、所与のＥ－ＰＤＣ
ＣＨのシンボルを、より大きい帯域幅にわたって送信することができる。
【０１８２】
　１次元または２次元のインデクシング方式を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域および／またはサブ
フレーム内のＥ－ＲＥＧの位置を定義するのに利用することができる。たとえば、Ｅ－Ｒ
ＥＧを、単一のインデックスｒを用いて識別することができ、Ｅ－ＲＥＧは、おそらくは
動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードに依存して、第１に周波数領域、第２に時間領域によって、
またはその逆によって順序付けられる。一例では、インデクシングは、連続するインデッ
クスを有するＥ－ＲＥＧが、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の隣接しないＰＲＢ内に配置されるよう
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なものとすることができる。それを行うことによって、シンボルのグループが、インター
リーブなしでＥ－ＲＥＧにマッピングされる場合に、周波数ダイバーシティの利益を、そ
れでも達成することができる。もう１つの例として、１つのＥ－ＲＥＧを、リソースグリ
ッドおよび／またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域内の周波数領域（ｋ）位置および時間領域（ｌ）
位置を表す２つのインデックス（ｋ，ｌ）を用いて識別することができる。
【０１８３】
　たとえば周波数割当のインデックスとしての周波数時間リソースグリッド内のＥ－ＰＤ
ＣＣＨ領域の位置および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域領域内のインデックスによって識別
されるある種のＥ－ＲＥＧの（より一般的には、所与のＥ－ＣＣＥに対応し、所与のサブ
フレームに関するＲＥの）位置を定義する１つまたは複数のパラメータを、セルアイデン
ティティなどのパラメータの関数とすることができる。周波数時間リソースグリッド内の
Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の位置および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域内のインデックスによって
識別されるある種のＥ－ＲＥＧの（より一般的には、所与のＥ－ＣＣＥに対応し、所与の
サブフレームに関するＲＥの）位置を定義する１つまたは複数のパラメータを、サブフレ
ームタイミングおよび／またはスロット番号の関数として変更することができる。Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域の位置および／またはインデックスによって識別されるある種のＥ－ＲＥＧ
の位置を定義するパラメータを、専用の形でＷＴＲＵに提供される別のパラメータ（たと
えば、送信ポイントアイデンティティ）の関数とすることができる。インデックスによっ
て識別されるある種のＥ－ＲＥＧの位置を、たとえばゴールド符号によって生成される、
擬似乱数パターンに従って判定することもできる。そのような擬似乱数パターンの使用は
、調整されないスケジューラによって制御されるセルまたは送信ポイントから発生するＥ
－ＰＤＣＣＨ送信の間の干渉をランダム化するのに有益である可能性がある。擬似乱数パ
ターンが利用される場合に、ＷＴＲＵは、より上位の層によって提供されるパラメータま
たはサポートするＰＤＣＣＨなどの動的シグナリングから擬似乱数ジェネレータの初期値
を入手することができる。初期値を、時間領域でのランダム化を達成するために、フレー
ム内のサブフレーム番号および／またはスロット番号の関数とすることができる。たとえ
ば、初期値を、式（１１）から入手することができる。
【０１８４】

【数３１】

【０１８５】
式（１１）では、ｎｓを、スロット番号とすることができ、ＮＩＤは、より上位の層によ
って提供されるかサポートするＰＤＣＣＨなどの動的シグナリングを介して受信される物
理セルアイデンティティまたは他の何か（たとえば、送信ポイントアイデンティティ）な
どのアイデンティティに対応するものとすることができる。
【０１８６】
　仮想Ｅ－ＲＥＧを、Ｅ－ＰＤＣＣＨを送信し、処理するために定義することもできる。
たとえば、仮想Ｅ－ＲＥＧの周波数領域インデックスまたは位置は、仮想リソースブロッ
クの周波数領域インデックスまたは位置に対応することができる。したがって、ＲＥ、Ｒ
Ｂ、および／またはＰＲＢに関してＥ－ＲＥＧの位置を判定するのではなく（またはこれ
に加えて）、仮想Ｅ－ＲＥＧを、ＶＲＢに関して定義することができる。この例では、仮
想Ｅ－ＲＥＧの位置を定義するインデックスは、ＶＲＢに関する仮想Ｅ－ＲＥＧの位置を
示すことができる。仮想Ｅ－ＲＥＧの定義は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域が分散タイプの周波数
割当に基づいて定義される時に、特に有用である可能性がある。
【０１８７】
　ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、および／または仮想Ｅ－ＲＥＧへのＥ－ＰＤＣＣＨシンボルのマ
ッピングを、送信の論理編成またはグループ化に基づいて実行することができる。たとえ
ば、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルを、単一のＣＣＥまたはＥ－ＣＣＥに対応するシンボルのブ
ロックまたはグループに基づいて、ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、および／または仮想Ｅ－ＲＥＧ
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にマッピングすることができる。たとえば、あるＥ－ＣＣＥに含まれるシンボルのそれぞ
れを、異なるＥ－ＣＣＥからのシンボルをマッピングする前に、Ｅ－ＲＥＧにマッピング
することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルを、固定された個数のＣＣＥまた
はＥ－ＣＣＥに対応するシンボルのブロックまたはグループに基づいてＲＥＧ、Ｅ－ＲＥ
Ｇ、および／または仮想Ｅ－ＲＥＧにマッピングすることができる。たとえば、固定され
た個数のＥ－ＣＣＥに含まれるシンボルのそれぞれを、Ｅ－ＣＣＥの異なるグループ化か
らのシンボルをマッピングする前に、Ｅ－ＲＥＧにマッピングすることができる。一例で
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルを、単一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に対応するシンボルのブロッ
クまたはグループ（たとえば、符号化レートに依存して、１つ、２つ、４つ、または８つ
のＥ－ＣＣＥ）に基づいて、ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、および／または仮想Ｅ－ＲＥＧにマッ
ピングすることができる。たとえば、単一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に含まれるシンボルのそ
れぞれを、異なるＥ－ＰＤＣＣＨ送信からのシンボルをマッピングする前に、Ｅ－ＲＥＧ
にマッピングすることができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルを、複数のＥ－ＰＤ
ＣＣＨ送信（たとえば、あるサブフレームに関するすべてのＥ－ＰＤＣＣＨ送信）に対応
するシンボルのブロックまたはグループに基づいてＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、および／または
仮想Ｅ－ＲＥＧにマッピングすることができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルを、
すべてのＥ－ＰＤＣＣＨ送信に対応するシンボルのブロックまたはグループおよび複数の
＜ＮＩＬ＞要素（たとえば、パディング）に基づいてＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、および／また
は仮想Ｅ－ＲＥＧにマッピングし、その結果、シンボルの総数が、ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧ、
および／または仮想Ｅ－ＲＥＧ内の使用可能なＲＥの総数と一致するようにすることがで
きる。
【０１８８】
　Ｍｓｙｍｂを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の一部に含まれるシンボルの個数（アンテナポート
あたりの）（たとえば、１つまたは複数のＥ－ＣＣＥ内のシンボルの個数）、単一のＥ－
ＰＤＣＣＨ送信に含まれるシンボルの個数、および／または複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信に
含まれるシンボルの個数とすることができる。一例では、送信器は、シンボルのブロック
をサブグループに分割することができる。たとえば、サブグループの個数を、式（１２）
に基づいて判定することができる。　
　　Ｍｓｕｂｇｒｏｕｐｓ＝（Ｍｓｙｍｂ／ｍ）　　式（１２）
ここで、ｍは、Ｅ－ＲＥＧあたりのＲＥの個数とすることができる。あるサブグループの
シンボルｚ（ｐ）（ｉ）を、
　　ｚ（ｐ）（ｉ）＝〈ｙ（ｐ）（ｍ・ｉ），ｙ（ｐ）（ｍ・ｉ＋１），…，ｙ（ｐ）（
ｍ・ｉ＋ｍ－１）〉　　式（１３）
と表すことができ、ここで、ｐは、アンテナポートインデックスとすることができ、ｉは
、サブグループインデックスとすることができ、ｙ（ｐ）（ｎ）は、グループの第ｎのシ
ンボルとすることができる。一例では、ＲＥへの特定のＥ－ＲＥＧのマッピングを、サブ
グループ定義に基づいて実行することができる。
【０１８９】
　サブグループ内では、Ｅ－ＲＥＧのシンボルは、事前に定義された順序に従ってＲＥに
マッピングすることができる。たとえば、シンボルを、第１に周波数領域、第２に時間領
域での昇順でマッピングすることができる。もう１つの例では、シンボルを、第１に時間
領域、第２に周波数領域での昇順でマッピングすることができる。
【０１９０】
　一例では、連続するサブグループが、周波数領域で隣接するＥ－ＲＥＧにマッピングさ
れるようにするために、サブグループｚ（ｐ）（ｉ）をＥ－ＲＥＧにマッピングすること
ができる。たとえば、サブグループｚ（ｐ）（ｉ）を、Ｋがマッピングされるシンボルの
特定のブロックに存するものとすることができる単一インデクシング方式で、Ｅ－ＲＥＧ
インデックスｉ＋Ｋにマッピングすることができる。この方法は、スケジューリング柔軟
性を促進するために、動作の周波数局所化されたモードで有益である可能性がある。一例
では、連続するサブグループが時間領域で隣接するＥ－ＲＥＧにマッピングされるように



(39) JP 5784152 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

するために、サブグループｚ（ｐ）（ｉ）をＥ－ＲＥＧにマッピングすることができる。
【０１９１】
　一例では、連続するサブグループが、たとえば擬似乱数パターンに従って、周波数領域
（および／または時間領域）で隣接しないＥ－ＲＥＧにマッピングされる形で、サブグル
ープｚ（ｐ）（ｉ）をＥ－ＲＥＧにマッピングすることができる。擬似乱数割当を、サブ
グループｚ（ｐ）（ｉ）を置換することによって実現することができ、この置換は、置換
されたシーケンスｗ（ｐ）（ｉ）をもたらすことができる。たとえば、置換を、ブロック
インターリーバおよび／またはランダムインターリーバ（たとえば、おそらくは動作のモ
ードに依存する）を使用して達成することができる。たとえば、この方法を、動作の周波
数分散されたモードに使用することができる。ランダム化された割当は、ｚ（ｐ）（ｉ）
がＥ－ＲＥＧ　＃ｉに直接にマッピングされる場合であっても、たとえば、上で説明した
ように、インデクシング方式が擬似乱数パターンを使用してＥ－ＰＤＣＣＨ領域内のＥ－
ＲＥＧの位置をマッピングする場合であっても、可能とすることができる。
【０１９２】
　一例では、連続するサブグループマッピングと連続しないサブグループマッピングとの
両方を利用することができる。たとえば、サブグループｗ（ｐ）（ｉ）の各シンボルを、
Ｅ－ＲＥＧインデックスｉ＋Ｋの各ＲＥ上にマッピングすることができる。連続するサブ
グループマッピングの場合には、ＷＴＲＵは、ｗ（ｐ）（ｉ）＝ｚ（ｐ）（ｉ）と判定す
ることができる。この例では、置換を利用しないものとすることができ、単一のＣＣＥか
らのサブグループを、隣接するＲＥＧにマッピングすることができる。連続しないサブグ
ループマッピングの場合には、式（１４）を利用することができる。　
　　ｗ（ｐ）（ｉ）＝ｚ（ｐ）（Π（ｉ））　　式（１４）
ここで、Π（ｉ）は、インターリーブされたシーケンスを表すことができ、したがって、
単一のＣＣＥからＥ－ＰＤＣＣＨ領域内の隣接しないＲＥＧへのサブグループのマッピン
グが可能になる。
【０１９３】
　一例では、サブグループがマッピングされるＲＥＧまたはＥ－ＲＥＧを１つまたは複数
の異なるＥ－ＰＤＣＣＨを送信する隣接するポイントの間でランダム化するために、サブ
グループｗ（ｐ）（ｉ）またはｚ（ｐ）（ｉ）を循環シフトすることができる。たとえば
、マッピングを、式（１５）に示されているサブグループから行うことができる。　
　　ｗ’（ｐ）（ｉ）＝ｗ（ｐ）（（ｉ＋ＮＩＤ）　ｍｏｄ　Ｍｓｕｂｇｒｏｕｐｓ）　
　式（１５）
ここで、ＮＩＤは、物理セルアイデンティティまたは別のパラメータ（たとえば、送信ポ
イントアイデンティティ）などのアイデンティティに対応することができる。マッピング
方法のうちの１つまたは複数を、おそらくは同一のサブフレーム内でさえ、使用すること
ができる。ＷＴＲＵは、どの方法が使用されるのかを、１つまたは複数の判断基準または
方法に基づいて判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、より上位の層のシグナリ
ング（たとえば、ＲＲＣまたはＭＡＣ）に基づいて、マッピング方法を判定することがで
きる。ＷＴＲＵは、たとえばサポートするＰＤＣＣＨからの、動的表示に基づいてマッピ
ング方法を判定することができる。ＷＴＲＵは、動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードに基づいて
マッピング方法を暗黙のうちに判定することができる。動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードを、
より上位の層によってまたは動的に（たとえば、サポートするＰＤＣＣＨから）提供する
ことができる。ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが受信されるサブフレームタイミングまたは
サブフレームのタイプに基づいてマッピング方法を判定することができる。たとえば、連
続するサブグループマッピングを、ＭＢＳＦＮサブフレーム内で使用することができる。
ＷＴＲＵは、たとえば複数のＥ－ＰＤＣＣＨ領域がサブフレーム内で定義される場合に、
Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の位置および／またはアイデンティティに基づいてマッピング方法を
判定することができる。
【０１９４】
　ＷＴＲＵは、シンボルのグループまたはサブグループのインデックスに基づいてマッピ
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ング方法を判定することができる。グループを、単一のＥ－ＣＣＥ、複数のＥ－ＣＣＥ、
Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の一部、単一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信、複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信、お
よび／または類似物に関して定義することができる。たとえば、Ｅ－ＣＣＥの第１のサブ
セット（たとえば、１からＫまででインデクシングされる）のシンボルを、グループ化し
、連続するＥ－ＲＥＧマッピング技法を使用してマッピングすることができ、Ｅ－ＣＣＥ
の第２のグループまたはサブセット（たとえば、Ｋ＋１からＭＣＣＥまででインデクシン
グされ、ＭＣＣＥは、ＣＣＥの総数である）のシンボルを、グループ化し、連続しないＥ
－ＲＥＧマッピング技法を使用してマッピングすることができる。
【０１９５】
　ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＤＣＨ検索空間のアイデンティティおよび／もしくは位置または
そのプロパティに基づいてマッピング方法を判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵ
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ復号が、共通の検索空間またはＵＥ固有検索空間のどちらで試みられ
るのかに基づいて、マッピング方法を判定することができる。一例では、ＷＴＲＵは、検
索空間のアグリゲーションレベル基づいてマッピング方法を判定することができる。たと
えば、連続するＥ－ＲＥＧマッピング技法を、高いアグリゲーションレベル（たとえば、
４、８）について使用することができ、連続しないＥ－ＲＥＧマッピング技法を、低いア
グリゲーションレベル（たとえば、１、２）について使用することができる。
【０１９６】
　一例では、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨシンボルを、Ｅ－ＲＥＧを利用しない技法
を使用してＲＥにマッピングすることができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のリソー
ス要素のサブセットを、１つまたは複数のＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に基づいて定義し、判定することができる。Ｅ－
ＰＤＣＣＨシンボルを、Ｅ－ＣＣＥに基づいてマッピングすることができる。「ｅｎｈａ
ｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ」を、基準信号を含む、Ｐ
ＲＢ対および／またはＲＢ対内の複数（たとえば、４４個）のＲＥとすることができる。
ＲＢ対は、所与のサブフレーム内の２つのスロットにまたがって発生するＲＢの対を指す
ことができる。ＲＢの対は、周波数領域で所定の関係を有することができる。たとえば、
ＲＢ対のＲＢは、同一のＶＲＢ（仮想リソースブロック）インデックス（ｎＶＲＢ）を共
有することができる。ＶＲＢを、局所化されたＶＲＢまたは分散されたＶＲＢとすること
ができる。一例では、ＲＢ対のＲＢは、同一の物理リソースブロックインデックス（ｎＰ

ＲＢ）を共有することができる。ＲＢ対の物理リソースブロックインデックスを、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨについて定義された関係に従ってリンクすることができる。１つまたは複数のＥ
－ＣＣＥを、ＲＢ対内で定義することができる。
【０１９７】
　基準信号に使用されるＲＥを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信のためにレートマッチングすること
ができ、Ｅ－ＣＣＥを、レートマッチングされた基準信号に基づいて定義することができ
る。たとえば、Ｅ－ＣＣＥを、基準信号の送信に使用されるＲＥに対するＥ－ＣＣＥ内の
ＲＥの相対位置に基づいて定義することができる。ＣＲＳとＤＭ－ＲＳとの両方を含むサ
ブフレーム内のｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔの
一例を、図７に示す。たとえば、ＲＢ対７００を、４アンテナポート（たとえば、アンテ
ナポート＃０～３）に関してＣＲＳを利用するシナリオでのＲＢ対の一例とすることがで
きる。たとえば、Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１　７０２、Ｅ－ＣＣＥ　
＃ｎ　７０４、およびＥ－ＣＣＥ　＃ｎ－１　７０６）を、ＲＢ対７００に含めることが
できる。時間周波数グリッド内のＥ－ＣＣＥの位置を、ＲＢ対７００内のＤＭ－ＲＳおよ
び／またはＣＲＳの位置に基づいて判定することができる。同様に、ＲＢ対７１０を、２
アンテナポートに関してＣＲＳを利用するシナリオでのＲＢ対の一例とすることができる
。たとえば、Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１　７１２、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ
　７１４、およびＥ－ＣＣＥ　＃ｎ－１　７１６）を、ＲＢ対７１０に含めることができ
る。時間周波数グリッド内のＥ－ＣＣＥの位置を、ＲＢ対７１０内のＤＭ－ＲＳおよび／
またはＣＲＳの位置に基づいて判定することができる。
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【０１９８】
　一例では、Ｅ－ＣＣＥの開始点（たとえば、Ｅ－ＣＣＥに対応する第１のリソース要素
）を判定することができる。たとえば、Ｅ－ＣＣＥの開始点／第１のリソース要素を、動
的表示（おそらくはレガシＰＤＣＣＨによってシグナリングされる）、より上位の層の構
成（たとえば、送信モード）、および／またはリソース要素グリッド内の固定されたポイ
ントのうちの少なくとも１つに基づいて定義することができる。
【０１９９】
　図８に、ＣＲＳを含まないサブフレームのＲＢ対の一例を示す。たとえば、図８に示さ
れているように、ＲＢ対８００は、一例であるＲＢ対内のＥ－ＣＣＥ位置の１つの例とす
ることができる。この例では、Ｅ－ＣＣＥ内にＤＭ－ＲＳを含む６つのリソース要素があ
るものとすることができる。たとえば、Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ　８０
２、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１　８０４、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　８０６、およびＥ－ＣＣＥ
　＃ｎ＋３　８０８）を、ＲＢ対８００に含めることができる。時間周波数グリッド内の
Ｅ－ＣＣＥの位置を、ＲＢ対８００内のＤＭ－ＲＳの位置に基づいて判定することができ
る。同様に、Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ　８１２、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１
　８１４、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　８１６、およびＥ－ＣＣＥ　＃ｎ＋３　８１８）を、
ＲＢ対８１０に含めることができる。この例では、Ｅ－ＣＣＥ内にＤＭ－ＲＳを含む８つ
のリソース要素があるものとすることができる。時間周波数グリッド内のＥ－ＣＣＥの位
置を、ＲＢ対８１０内のＤＭ－ＲＳの位置に基づいて判定することができる。
【０２００】
　一例では、Ｅ－ＣＣＥ番号付けは、第１に時間領域で、ダウンリンク制御チャネルにつ
いて定義されたＲＢ対に関して増加するものとすることができる（時間優先マッピング）
。Ｅ－ＣＣＥの時間優先マッピングを、ＲＢ対８００およびＲＢ対８１０に関して図８に
示す。もう１つの例では、Ｅ－ＣＣＥ番号付けは、第１に周波数領域で、ダウンリンク制
御チャネルについて定義されたＰＲＢ対内で増加するものとすることができる（周波数優
先マッピング（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｆｉｒｓｔ　ｍａｐｐｉｎｇ））。基準信号（たと
えば、ＵＥ固有基準信号／ＤＭ－ＲＳ）を、Ｅ－ＣＣＥのエッジ内に配置することができ
る。たとえば、ＤＭ－ＲＳの位置は、Ｅ－ＣＣＥのエッジを定義することができる。一例
では、基準信号を、アンテナポート５または７から１４のうちの少なくとも１つに対応す
るＲＥと同一のＲＥ内に配置することができる。
【０２０１】
　ＷＴＲＵは、Ｅ－ＣＣＥが時間周波数グリッド内でリソース要素にどのようにマッピン
グされるのかを判定することができる。次の方法またはルールのうちの１つまたは複数を
使用して、リソース要素へのＥ－ＣＣＥのマッピングを判定し、かつ／またはマッピング
することができる。制御チャネル要素は、単一のＲＢまたはＲＢの対のリソース要素のサ
ブセットを占めることができる。一例では、ＲＢおよび／またはＲＢの対内のＲＥのサブ
セットは、各ＲＢ内の副搬送波のあるサブセットに対応することができる。たとえば、副
搬送波のあるサブセットを、周波数において最低または最高のＮ個の副搬送波とすること
ができる。一例では、ＲＢまたはＲＢの対内のＲＥのサブセットは、時間領域でのＲＥの
あるサブセットに対応することができる。たとえば、ＲＢまたはＲＢの対内のＲＥのサブ
セットは、瞬間Ｔ１と瞬間Ｔ２との間のＲＥに対応することができる。一例では、異なる
Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の部分とすることができる複数の制御チャネル要素を、同一のＲＢま
たはＲＢの同一の対にマッピングすることができる。制御チャネル要素は、複数のＲＢま
たはＲＢの複数の対のリソース要素のサブセットを占めることができる。
【０２０２】
　周波数ダイバーシティモードおよび周波数選択的モードなどの複数のＥ－ＰＤＣＣＨリ
ソース割当モードを定義して、それぞれ周波数ダイバーシティ利益および周波数選択的利
益を達成することができる。周波数ダイバーシティモードとして、Ｅ－ＣＣＥアグリゲー
ションは、アグリゲーションレベルＬ＝４について｛Ｅ－ＣＣＥ＃０，Ｅ－ＣＣＥ＃４，
Ｅ－ＣＣＥ＃８，Ｅ－ＣＣＥ＃１２｝などのデシメーションの形で複数のＥ－ＰＤＣＣＨ
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　ＰＲＢにまたがって実行することができる。もう１つの例では、｛Ｅ－ＣＣＥ＃０，Ｅ
－ＣＣＥ＃１，Ｅ－ＣＣＥ＃２，Ｅ－ＣＣＥ＃３｝などの連続するＥ－ＣＣＥ番号を、周
波数選択的モードについてアグリゲートすることができる。
【０２０３】
　インターリーバベースのＥ－ＣＣＥアグリゲーションを、Ｅ－ＰＤＣＣＨリソース割当
モードに従って使用することができる。周波数ダイバーシティモードについて、Ｅ－ＣＣ
Ｅアグリゲーションを、アグリゲーションレベルに従って、ある行から開始することがで
き、Ｅ－ＣＣＥアグリゲーションを、周波数選択的モードについて列から開始することが
できる。使用できる
【０２０４】
【数３２】

【０２０５】
を有するブロックインターリーバの例を、図９に示す。たとえば、図９は、ブロックイン
ターリーバ（ＭＣＣＥ，ｋ＝４，
【０２０６】

【数３３】

【０２０７】
）を用いるＥ－ＣＣＥアグリゲーションを示す。図９に示されているように、周波数選択
的モードについては、第１の４つのＥ－ＣＣＥインデックス（たとえば、インデックス０
～３）がアグリゲートされるはずであるが、周波数ダイバーシティモードでは、複数のＰ
ＲＢからのＥ－ＣＣＥをアグリゲートすることができる。
【０２０８】
　論理Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、
【０２０９】

【数３４】

【０２１０】
）を、論理ＣＣＥ対物理ＣＣＥ（たとえば、
【０２１１】
【数３５】

【０２１２】
）マッピングを用いて定義することができ、ここで、ブロックインターリーバに関して、
【０２１３】
【数３６】

【０２１４】
かつ
【０２１５】
【数３７】

【０２１６】
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である。さらに、他のタイプのインターリーバを、ブロックインターリーバに加えてまた
はその代わりに使用することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、周波数選択的モードを利
用することができ、ここで、
【０２１７】
【数３８】

【０２１８】
であり、ｉ＝ｍである。もう１つの例では、ＷＴＲＵは、周波数ダイバーシティモードを
利用することができ、ここで、
【０２１９】
【数３９】

【０２２０】
である。
【０２２１】
　ＷＴＲＵは、たとえば
【０２２２】
【数４０】

【０２２３】
を利用して、特定のアグリゲーションレベルＬを有するＥ－ＰＤＣＣＨを検出することが
でき、ここで、ｓｋは、サブフレームｋ内の開始Ｅ－ＣＣＥを表す。開始Ｅ－ＣＣＥ番号
を、ＷＴＲＵごとに異なるものとすることができる。さらに、各ＷＴＲＵについて、開始
Ｅ－ＣＣＥ番号を、サブフレームごとに変更することができる。
【０２２４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨのリソースを、さらに、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢおよびＥ－ＣＣＥとし
て分類することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢは、少なくとも１つのＥ－ＣＣＥを含
むことができ、複数のＥ－ＣＣＥを、１つのＥ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ内に配置することも
できる。ＭＣＣＥ，ｋは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ内のＥ－ＣＣＥの個数を表し、
【０２２５】
【数４１】

【０２２６】
は、サブフレームｋ内のＥ－ＰＤＣＣＨに関するＰＲＢの総数を表しうる。したがって、
サブフレームｋ内のＥ－ＣＣＥの総数を、
【０２２７】
【数４２】

【０２２８】
と表すことができる。
【０２２９】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨのＥ－ＣＣＥリソースに関して時間優先の形または周波数優先の形のい
ずれかの昇順で、Ｅ－ＣＣＥ番号を定義することができる。図１０に、ＭＣＣＥ，ｋ＝４
を有するＥ－ＣＣＥ番号付けのための時間優先マッピング例を示す。たとえば、ＲＢＧ１
　１００２、ＲＢＧ２　１００４、ＲＢＧ３　１００６、およびＲＢＧ４　１００８を、
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ｅＮＢによって送信し、ＷＴＲＵによって受信することができる。ＲＢＧ１　１００２お
よびＲＢＧ３　１００６は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を含むＰＲＢを含むことができる。この
例では、ＲＢＧ２　１００４およびＲＢＧ４　１００８は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信（１つま
たは複数）を含むＰＲＢを含まないものとすることができる（たとえば、通常のＰＲＢ１
０１４などの通常のＰＲＢを含むことができる）。Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を含むＰＲＢ（た
とえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃１　１０１２、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃２　１
０１６、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃Ｎ　１０１８）は、まず時間領域でマッピングされ
（たとえば、まず所与の周波数範囲に関するさまざまなＯＦＤＭシンボルにまたがって）
、その後に周波数領域でマッピングされる（たとえば、ＯＦＤＭシンボルの第２の周波数
範囲にまたがって）Ｅ－ＣＣＥを含むことができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ
　＃１　１０１２は、Ｅ－ＣＣＥ　＃０　１０２２、Ｅ－ＣＣＥ　＃１　１０２４、Ｅ－
ＣＣＥ　＃２　１０２６、およびＥ－ＣＣＥ　＃３　１０２８を含むことができる。Ｅ－
ＣＣＥをリソース要素にマッピングする時に、第２のＥ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ
　＃１　１０２４）は、第１のＥ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃０　１０２２）と
同一の周波数領域内に配置されるが、時間領域ではより後に発生する（たとえば、時間優
先マッピング）。さらなるリソースが、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃１　１０１２の時間
領域に残っていない時には、次のＥ－ＣＣＥ（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃２　１０２６）
が、周波数領域で次に使用可能なリソースにマッピングされる。その後、マッピングは、
Ｅ－ＣＣＥのそれぞれがリソースを割り当てられるか、ＰＲＢが満杯になるまで、時間領
域で増加する（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃３　１０２８）。同様の時間優先マッピング方
式を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃２　１０１６（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ　＃０　１０３
２、Ｅ－ＣＣＥ　＃１　１０３４、Ｅ－ＣＣＥ　＃２　１０３６、およびＥ－ＣＣＥ　＃
３　１０３８）およびＥ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ　＃Ｎ　１０１８（たとえば、Ｅ－ＣＣＥ
　＃ｎ　１０４２、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋１　１０４４、Ｅ－ＣＣＥ　＃ｎ＋２　１０４６
、およびＥ－ＣＣＥ　＃ｎ＋３　１０４８）について適用することができる。
【０２３０】
　ＷＴＲＵを、干渉によって永続的には影響されない時間リソースおよび周波数リソース
内にＥ－ＰＤＣＣＨを配置することを試みるように構成することができる。たとえば、Ｅ
－ＰＤＣＣＨ領域、１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性、１つまたは複数の
Ｅ－ＣＣＥの送信特性、および／または１つまたは複数のＥ－ＲＥＧの送信特性を決定す
る１つまたは複数のパラメータを、既知のパターンに従ってサブフレームごとに変更する
ことができる。たとえば、パターンを、循環パターンまたは擬似乱数パターンとすること
ができる。ＷＴＲＵは、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータに基づいて、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域の位置を決定することができる。干渉ランダム化を達成するために、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨパラメータの値を変更することができる。
【０２３１】
　もう１つの例では、サブフレームｋ内のＥ－ＰＤＣＣＨのＰＲＢを、ランダムシーケン
スパラメータＩｋを使用して配置することができる。ランダムシーケンスパラメータＩｋ

および／またはランダムシーケンスの生成に使用される初期値を、サブフレーム番号、Ｓ
ＦＮ（ｓｙｓｔｅｍ　ｆｒａｍｅ　ｎｕｍｂｅｒ）、物理セルＩＤ、アンテナポート番号
、および／またはスロット番号のうちの１つまたは複数の関数として定義することができ
る。
【０２３２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を送信する時に、ｅＮＢは、層マッピング（および／またはプリコ
ーディング）を実行することができる。同様に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を受信する時に、ｅ
ＮＢは、層デマッピング（および／またはプリコーディング処理）を実行することができ
る。一例では、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットを受
信し、復号するために、空間多重分離または層デマッピングを利用することができる。た
とえば、ＷＴＲＵは、複数の着信送信ストリームを利用して（たとえば、ＭＩＭＯ送信に
基づいて）Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することができる。ＷＴＲＵは、判定されたリソース要
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素内のＥ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットをそこから復号すべき少な
くとも１つのアンテナポートを判定することができる。ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵについ
て構成された送信モードに基づいて、少なくとも１つのアンテナポートを判定することが
できる。ＷＴＲＵは、識別されたＥ－ＰＤＣＣＨ候補、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補のセット、お
よび／またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補（１つまたは複数）を復号するために選択された少なく
とも１つのアンテナポートに基づいて、変調シンボルのブロック（Ｍｓｙｍｂ個）を判定
することができる。
【０２３３】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、１つまたは複数のＭＩＭＯ送信ストリームを介して送信
することができる。たとえば、ダウンリンク送信は、時間次元、周波数次元、および／ま
たは空間次元の複数の次元を有することができる。同一の時間リソースおよび周波数リソ
ースを利用して複数の空間次元を介して複数の送信ストリームを送信するために、ＭＩＭ
Ｏ技法を利用することができる。したがって、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を受信する時に、ＷＴ
ＲＵは、ＭＩＭＯ送信を正しく受信するために、空間多重分離（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈを含む空間次元の判定）を実行することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、複数
の送信ストリームのうちの単一の送信ストリームを介して送信することができる。Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを含むこの単一の送信ストリームを、１つまたは複数のアンテナポートに関連付
けることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨを、複数のＭＩＭＯ送信ストリームを介して送信する
ことができる。リソース要素／リソースブロックの同一のセットを使用して第２の送信ス
トリームを介して同一のＷＴＲＵおよび／または第２のＷＴＲＵにＰＤＳＣＨを送信する
間に、Ｅ－ＰＤＣＣＨを、リソース要素／リソースブロックのセットを使用して第１の送
信ストリームを介して第１のＷＴＲＵに送信することができる。
【０２３４】
　アンテナポートを、異なる空間次元（送信層とも称する）に関連付けることができる。
ＷＴＲＵがアンテナポートに関連する無線チャネルを推定することを可能にするために、
各アンテナポートの基準信号を、アンテナポートに関連する送信ストリーム上で送信する
ことができる。各アンテナポートを、所与のサブフレームについて時間周波数データのセ
ットに関連付けることができる。複数の送信アンテナおよび／または複数の送信ストリー
ムに関する時間周波数データを、ＭＩＭＯ送信技法を使用して空間的に多重化することが
できる。受信されたストリームを、受信処理中に空間的に多重分離することができる。
【０２３５】
　たとえば、送信器／ｅＮＢは、Ｍｓｙｍｂ個の変調シンボルのブロックｄ（０），…，
ｄ（Ｍｓｙｍｂ－１）をとり、層マッピング（空間多重化とも称する）を実行して、次元
ＰのＭｓｙｍｂ個のベクトルｙ（ｉ）のブロックを出力することができ、ここで、ベクト
ルｙ（ｉ）の第ｐの要素ｙ（ｐ）（ｉ）は、アンテナポートｐを介して送信される信号（
またはシンボル）に対応することができる。Ｐは、アンテナポートの総数とすることがで
きる。同様に、ＷＴＲＵが、層デマッピング（空間多重分離とも称する）を実行する時に
、受信器／ＷＴＲＵは、送信されたリソース要素のデマッピングの後に次元ＰのＭｓｙｍ

ｂ個のベクトルｙ（ｉ）のブロックを入力としてとり、ここで、ベクトルｙ（ｉ）の第ｐ
要素ｙ（ｐ）（ｉ）は、アンテナポートｐから受信された信号（またはシンボル）に対応
することができる。受信器／ＷＴＲＵは、Ｍｓｙｍｂ個の変調シンボルｄ（０），…，ｄ
（Ｍｓｙｍｂ－１）のブロックを出力することができ、このブロックは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
送信に対応することができる。
【０２３６】
　層マッピング／デマッピングおよび／またはプリコーディングを、さまざまな形で実行
することができる。使用される方法は、アンテナポートがセル固有基準信号またはＵＥ固
有基準信号のどちらに関するものであるのかに依存するものとすることができる。層デマ
ッピングに使用される方法は、送信（１つまたは複数）に関連するアンテナポートインデ
ックスに依存するものとすることができる。
【０２３７】
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　一例では、層マッピングは、単一のアンテナポートｐ０（ｉ）を所与のリソース要素を
介する送信に使用できるようなものとすることができる。単一のアンテナポートの動作を
、
　　ｙ（ｐ）（ｉ）＝ｄ（ｉ），　ｐ＝ｐ０（ｉ）について　　式（１７）
　　ｙ（ｐ）（ｉ）＝０，　ｐ≠ｐ０（ｉ）について　　式（１８）
と定義することができ、ここで、ｐ０（ｉ）とシンボルインデックスｉとの間の関係（た
とえば、関数ｄ（ｉ））は、アンテナポートのセットの判定に使用される方法に依存する
ものとすることができる。特定の層マッピング方法について異なる式を定義することがで
き、たとえば、
【０２３８】
【数４３】

【０２３９】
であり、ここで、ｍは、たとえばアンテナポートがＥ－ＲＥＧ（またはＥ－ＣＣＥ）を用
いてサイクルする場合に、Ｅ－ＲＥＧごとのＲＥの個数（またはＥ－ＣＣＥごとのＲＥの
個数）とすることができ、ＮＩＤは、専用の形で提供できる、セルアイデンティティまた
は送信ポイントアイデンティティなどの別のパラメータに対応することができる。アンテ
ナポートがＥ－ＰＤＣＣＨ送信の関数である場合には、ｐ０（ｉ）＝ｐ（ｌ（ｉ））であ
り、ここで、ｌ（ｉ）は、シンボルｉに対応するＥ－ＰＤＣＣＨインデックスとすること
ができる。
【０２４０】
　一例では、層マッピングは、複数のアンテナポートｐ０（ｉ）が所与のリソース要素を
介する送信に使用されるようなものとすることができる。そのような動作を、一般に、
　　ｙ（ｐ）（ｉ）＝ｄ（ｎ＊ｉ＋ｋ）　ｐ＝ｐｋ（ｉ）について　　式（２０）
　　ｙ（ｐ）（ｉ）＝０，　ｐ≠ｐｋ（ｉ）について　　式（２１）
と定義することができ、ここで、ｎは、リソース要素あたりの層の個数であり、ｋは、０
とｎ－１との間の値をとることができる。たとえば、ｎ個のアンテナポート／層のセット
とデータシンボルインデックスｉとの間に定義される関係があるものとすることができる
。ｎ個のアンテナポート／層のセットとデータシンボルインデックスｉとの間の関係は、
１つまたは複数のＲＥ（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信を含むＲＥ）を送信するのに利用
されるアンテナポートのセットの判定に使用される方法に依存するものとすることができ
る。
【０２４１】
　一例では、明示的なプリコーディングが、層マッピングを実行するのに利用され得る。
たとえば、層マッピングは、各アンテナポート上の信号がプリコーダＷ（ｉ）から導出さ
れるようなものとすることができる。明示的プリコーディングは、アンテナポートのセッ
トがセル固有基準信号のセットに対応する場合に有利である可能性がある。たとえば、ア
ンテナポートのセットを介して送信される信号のセットおよびｎ個のアンテナポート／層
のセットとデータシンボルインデックスｉとの間の関係は、関係
【０２４２】

【数４４】

【０２４３】
を満足するものとすることができる。
【０２４４】
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　式（２２）では、プリコーダ動作Ｗ（ｉ）および層の個数ｎを、可能なプリコーダのセ
ットから選択することができる。たとえば、プリコーダ動作を、Ｒ８および／またはＲ１
０仕様に関する既存のコードブックまたは新たに定義されるコードブックから選択するこ
とができる。プリコーダ動作を、層の可能な個数に基づいて選択することができる。１つ
または複数の層マッピングパラメータ（たとえば、プリコーディング動作、送信ランク）
を、より上位の層のシグナリングに基づいて判定し、かつ／またはたとえばサポートする
ＰＤＣＣＨを介して、動的にシグナリングされるものとすることができる。ＷＴＲＵは、
動作の構成されたモードに基づいて、暗黙のうちにパラメータを判定することができる。
ＷＴＲＵは、可能なプリコーディング行列インデックスのセットおよび／または層の可能
な個数のセット（たとえば、送信ランク）を判定するために、本明細書で説明される他の
方法を使用することができる。
【０２４５】
　ＷＴＲＵは、ＤＭ－ＲＳポート／アンテナポートの個数および関連する複数アンテナ送
信方式（１つまたは複数）を判定することができる。ＷＴＲＵは、ＤＭ－ＲＳポート／ア
ンテナポートの個数が２ポートであると仮定することができる。ＷＴＲＵは、２つのＤＭ
－ＲＳポートを使用してＥ－ＰＤＣＣＨを層デマッピングすることを試みることができる
。たとえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、次のプリコーディング動作（送信ダイバー
シティを利用するために実施することができる）を用いて、両方のＤＭ－ＲＳポート（た
とえば、アンテナポートｐ０およびアンテナポートｐ１）で送信されたと仮定することが
できる。
【０２４６】

【数４５】

【０２４７】
ここで、たとえば、ｄ（２ｉ）は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の諸部分を含む変調されたシンボ
ルを表すことができ、ｄ（２ｉ＋１）は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信の諸部分を含む変調された
シンボルを表すことができ、ｙ(p0)（ｉ）は、ＤＭ－ＲＳポートｐ０を介して受信された
信号を表すことができ、ｙ(p1)（ｉ）は、ＤＭ－ＲＳポートｐ１を介して受信された信号
を表すことができる。
【０２４８】
　層マッピングまたは層デマッピングに使用される方法は、Ｅ－ＰＤＣＣＨの動作の構成
されたモードに依存することができる。たとえば、動作の周波数局所化されたモードの一
例では、層デマッピングを、式（１７）～（２２）のうちの１つまたは複数によって表さ
れる空間多重化の方法のうちの１つに従って実行することができる。動作の周波数分散さ
れたモードの一例では、層デマッピングを、たとえば式（２３）によって表される、送信
ダイバーシティを利用する方法に従って実行することができる。ＷＴＲＵは、より上位の
層のシグナリングに基づいておよび／またはサポートするＰＤＣＣＨもしくはある他の動
的表示から動的に、その動作のモードを決定することができる。ＷＴＲＵは、たとえば異
なる検索空間内の、同一のサブフレームでの動作の複数のモードに従って、復号を試みる
こともできる。
【０２４９】
　複数のＤＭ－ＲＳポートを用いるＥ－ＰＤＣＣＨ復調について、ＷＴＲＵは、リソース
要素ごとに、単一のシンボルがポートのうちの１つから判定されると判定することができ
、ここで、リソース要素とポートとの間の関係を、事前に決定されまたはシグナリングさ
れるものとすることができる。たとえば、最高の搬送波周波数を有する６つの副搬送波の
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ＲＥ（おそらく、第１の制御チャネル要素に対応する）を、第１のアンテナポート（たと
えば、アンテナポート７）を使用して復調することができ、最低の搬送波周波数を有する
６つの副搬送波のＲＥ（おそらく、第２の制御チャネル要素に対応する）を、第２のアン
テナポート（たとえば、アンテナポート８）を使用して復調することができる。この復調
方式の使用は、単一のＲＢまたはＲＢの単一の対への複数のＥ－ＰＤＣＣＨ送信の多重化
を容易にすることができる。一例では、ＷＴＲＵは、必ず、そのＷＴＲＵがＥ－ＰＤＣＣ
Ｈ受信／復号について使用するように構成された各アンテナポートを使用してすべてのＲ
Ｅを復調することができる。この例では、ＲＥの同一のサブセットについて複数のアンテ
ナポートから入手されるシンボルのセットは、同一のＥ－ＣＣＥまたは異なるＥ－ＣＣＥ
のいずれかに対応することができる。
【０２５０】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセット）
を含む可能性がある変調されたシンボルのシーケンス（１つまたは複数）を入手した時に
、ＷＴＲＵは、復調されたビットストリームを成功して受信し、判定するために、１つま
たは複数の復調方法を使用することができる。同様に、スクランブルされたビットを受信
した時に、送信器／ｅＮＢは、スクランブルされたビットを変調して、送信のための変調
されたシンボル（および／またはビット）を作成することができる。スクランブルされた
ビット
【０２５１】
【数４６】

【０２５２】
を、複素数値の復調シンボルのセットｄ（０），…　ｄ（Ｍｓｙｍｂ－１）に変調するこ
とができ、逆も同様である。たとえば、スクランブルされたビットを、ＱＰＳＫ（Ｑｕａ
ｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調方法（たとえば、Ｍｓｙ

ｍｂ＝Ｍｔｏｔ／２）、１６ＱＡＭ（１６　ｓｔａｔｅ　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐ
ｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）（たとえば、Ｍｓｙｍｂ＝Ｍｔｏｔ／４）、およ
び／または６４ＱＡＭ（６４　ｓｔａｔｅ　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）（たとえば、Ｍｓｙｍｂ＝Ｍｔｏｔ／６）を使用して変調する
ことができ、ここで、Ｍｔｏｔは、変調されるスクランブルされたビットの個数とするこ
とができる。
【０２５３】
　たとえば、ＷＴＲＵは、Ｍｓｙｍｂ個のシンボルがＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、および／ま
たは６４ＱＡＭのうちの１つまたは複数を使用して変調されたと仮定して、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットのＭｓｙｍｂ個のシンボルを復調することがで
きる。これらの変調技法（またはある他の変調技法）のうちの１つが、基準信号に使用さ
れないリソース要素内でＥ－ＰＤＣＣＨの送信に使用されたと仮定することができる。た
とえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ信号と対応するアンテナポートの基準信号との間の
仮定される電力比（たとえば、推定された、または定義された）に基づいて、振幅情報を
判定することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットのＷＴＲ
Ｕによる復調の結果を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットのＭｔｏ

ｔ個の復調されたビット
【０２５４】
【数４７】

【０２５５】
のブロックとすることができる。シンボルの順序を、副搬送波インデックス、時間インデ
ックス、ＲＥＧインデックス、Ｅ－ＲＥＧインデックス、制御要素インデックス、スロッ
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トインデックス、ＲＢインデックス（たとえば、ＶＲＢインデックスまたはＰＲＢインデ
ックス）、アンテナポート、および／またはその任意の組合せのうちの１つまたは複数の
中からの指定された優先順位順序を使用して判定することができる。
【０２５６】
　ＷＴＲＵは、復調されたビットをデスクランブルすることができる。同様に、ｅＮＢは
、複数の符号化されたビットをスクランブルすることができる。たとえば、送信器／ｅＮ
Ｂは、符号化されたビットのブロックｂ（０），…，ｂ（Ｍｔｏｔ－１）をスクランブリ
ングシーケンスｃ（ｉ）によって乗算することによって、スクランブルされたビットのブ
ロック
【０２５７】
【数４８】

【０２５８】
を入手することができる。同様に、受信器／ＷＴＲＵは、復調されたビット
【０２５９】

【数４９】

【０２６０】
をスクランブリングシーケンスｃ（ｉ）によって乗算することによって、デスクランブル
されたビットのブロックｂ（０），…，ｂ（Ｍｔｏｔ－１）を入手することができる。ス
クランブリングシーケンスｃ（ｉ）は、たとえば長さ３１のゴールドシーケンスによって
定義される、擬似乱数シーケンスとすることができる。長さＭＰＮの出力擬似乱数シーケ
ンスｃ（ｎ）（ただし、ｎ＝０，１，…，ＭＰＮ－１）を、次式によって定義することが
できる。　
　　ｃ（ｎ）＝（ｘ１（ｎ＋Ｎｃ）＋ｘ２（ｎ＋Ｎｃ））　ｍｏｄ　２　　式（２４）
　　ｘ１（ｎ＋３１）＝（ｘ１（ｎ＋３）＋ｘ１（ｎ））　ｍｏｄ　２　　式（２５）
　　ｘ２（ｎ＋３１）＝（ｘ２（ｎ＋３）＋ｘ２（ｎ＋２）＋ｎ２（ｎ＋１）＋ｘ２（ｎ
））　ｍｏｄ　２　　式（２６）
ただし、Ｎｃ＝１６００であり、第１のｍ系列を、ｘ１（０）＝１，ｘ１（ｎ）＝０，ｎ
＝１，２，…，３０を用いて初期化することができる。
【０２６１】
　一例では、第２のｍ系列の初期化を、
【０２６２】
【数５０】

【０２６３】
によって表すことができ、その値は、系列の適用に依存する。スクランブリングシーケン
スジェネレータを、ｃｉｎｉｔを用いて初期化することができ、ｃｉｎｉｔを、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨが復号されるサービングセルのセルアイデンティティ（たとえば、
【０２６４】

【数５１】

【０２６５】
）、ＵＥ固有Ｃ－ＲＮＴＩ（たとえば、ｎＲＮＴＩ）、スクランブリングパラメータ（た
とえば、ＮＩＤ）、Ｅ－ＰＤＣＣＨがそこから送信された送信ポイントアイデンティティ
（たとえば、ｎＴＰ）、検索空間に関係するパラメータ、ＤＣＩフォームに関係するパラ
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メータ、スロット番号、サブフレーム番号、および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ送信に使用さ
れたＤＭ－ＲＳポート（１つまたは複数）に関係するパラメータのうちの１つまたは複数
の関数とすることができる。たとえば、スクランブリングシーケンスジェネレータを、次
式を使用して入手することができる。
【０２６６】
【数５２】

【０２６７】
ここで、ｎｓは、無線フレーム内のスロット番号とすることができ、ＮＩＤは、セルアイ
デンティティまたは送信ポイントアイデンティティ（ｎＴＰ）などのより上位の層によっ
て提供される別のパラメータに対応することができる。たとえば、このパラメータを、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ構成および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ送信のために割り当てられたＤＭ－ＲＳア
ンテナポートのパラメータのうちの１つから暗黙のうちに導出することができる。Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨをスクランブルするこの手法は、ＷＴＲＵが、ランダムアクセス応答、ページン
グ、電力制御、および／または共通検索空間内でのＥ－ＰＤＣＣＨによるシステム情報な
どのブロードキャスト制御送信を受信するシナリオで有益である可能性がある。
【０２６８】
　一例では、ＷＴＲＵのスクランブリングシーケンスジェネレータを、式（２９）に示さ
れているようにセル固有値およびＷＴＲＵ固有値によって初期化することができる。
【０２６９】

【数５３】

【０２７０】
ここで、ｎＲＮＴＩは、たとえばＣＲＣマスキング（たとえば、ＣＲＣスクランブリング
）のための、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に関連するＲＮＴＩに対応することができるパラメータ
とすることができる。このパラメータは、Ｅ－ＰＤＣＣＨによって搬送される情報のタイ
プに依存して、ＷＴＲＵ固有または共通とすることができる。上で定式化された初期化値
の使用は、異なるスクランブリングシーケンスが、異なるＲＮＴＩおよびアイデンティテ
ィＮＩＤの異なる値を使用して２つのＷＴＲＵの間で使用されることを保証することがで
きる。それを行うことによって、ランダム化を、システム内のＷＴＲＵのすべての対の間
で保証しまたは達成することができる。
【０２７１】
　一例では、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨデスクランブリングに関するスクランブリング
シーケンスジェネレータを暗黙のうちに選択することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、
関連するＤＣＩフォーマットに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨデスクランブリングに関するス
クランブリングシーケンスジェネレータを暗黙のうちに選択することができる。たとえば
、ＷＴＲＵは、ＤＣＩフォーマット１Ａおよび／または１Ｃについて、事前に定義された
スクランブリングシーケンスジェネレータを使用することができ、ＤＣＩフォーマット、
０、１、１Ｂ、２、２Ａ、および／または他などの他のＤＣＩフォーマットについて、異
なるスクランブリングシーケンスジェネレータを使用することができる。一例として、Ｄ
ＣＩフォーマット１Ａまたは１Ｃのスクランブリングシーケンスジェネレータを、関数ｃ

ｉｎｉｔ＝ｆ（ｎｓ，ＮＩＤ）を使用して入手することができる。ＤＣＩフォーマット１
Ａまたは１Ｃのスクランブリングシーケンスジェネレータを、この関数を使用して入手す
ることができ、他のＤＣＩフォーマット（たとえば、０、１、１Ｂ、２、および／または
２Ａ）について、ＷＴＲＵは、スクランブリングシーケンスジェネレータを初期化するの
に関数ｃｉｎｉｔ＝ｆ（ｎＲＮＴＩ，ｎｓ，ＮＩＤ）を使用することができる。
【０２７２】
　ＷＴＲＵは、関連する検索空間に基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨデスクランブリングに関す
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るスクランブリングシーケンスジェネレータを暗黙のうちに選択することができる。たと
えば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨが共通の検索空間またはＵＥ固有検索空間のどちらで
受信されるのかに依存して、スクランブリングシーケンスジェネレータを判定することが
できる。一例として、共通の検索空間で受信されるＤＣＩフォーマットに関するスクラン
ブリングシーケンスジェネレータを、関数ｃｉｎｉｔ＝ｆ（ｎｓ，ＮＩＤ）を使用して入
手することができる。ＵＥ固有検索空間で受信されるＤＣＩフォーマットに関して、ＷＴ
ＲＵは、関数ｃｉｎｉｔ＝ｆ（ｎＲＮＴＩ，ｎｓ，ＮＩＤ）を使用して、スクランブリン
グシーケンスジェネレータを初期化することができる。
【０２７３】
　ＷＴＲＵは、関連する送信ポイントに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨデスクランブリングに
関するスクランブリングシーケンスジェネレータを暗黙のうちに選択することができる。
たとえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用される送信ポイントに依存して、異な
るスクランブリングシーケンスジェネレータを使用することができる。そのような手法の
主な利益は、送信ポイント間干渉をランダム化することによる、制御チャネルリソースの
改善された空間的再利用を達成することとすることができる。一例として、ＷＴＲＵのス
クランブリングシーケンスジェネレータを、関数
【０２７４】
【数５４】

【０２７５】
または
【０２７６】

【数５５】

【０２７７】
を使用して初期化することができ、ここで、ｎＴＰは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に関連する送
信ポイント（および／またはＣＳＩ－ＲＳリソースもしくは構成）に対応することができ
、
【０２７８】

【数５６】

【０２７９】
は、Ｅ－ＰＤＣＣＨがそこから送信されるセルの物理アイデンティティに対応することが
できる。
【０２８０】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨのスクランブラの初期化の方式は、ＰＤＳＣＨとＥ－ＰＤＣＣＨとの間
のハイブリッドＦＤＭ／ＴＤＭ多重化と純ＦＤＭ多重化との両方に同等に適用可能とする
ことができる。しかし、ＰＤＳＣＨとＥ－ＰＤＣＣＨとの間のハイブリッドＦＤＭ／ＴＤ
Ｍ多重化の場合に、所与のＷＴＲＵのＥ－ＰＤＣＣＨが、サブフレーム内の１つのスロッ
ト（たとえば、サブフレームの第１のスロット）に制限される場合がある。ＷＴＲＵは、
サブフレーム番号ではなく（またはこれに加えて）スロット番号の関数として、ならびに
、セル内干渉およびセル間干渉をよりよくランダム化するために１つまたは複数のセル固
有値および／またはＵＥ固有値に基づいてスクランブリングシーケンスにバイアスを与え
ることによって、スクランブリングシーケンスを導出することができる。たとえば、スク
ランブリングシーケンスジェネレータが、ＵＥ固有値（たとえば、ｎＲＮＴＩ）に基づい
て入手される場合に、スクランブリングシーケンスジェネレータを、たとえば次式を使用
して入手することができる。
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【０２８１】
【数５７】

【０２８２】
　符号化処理ステップ（たとえば、ｅＮＢが符号化を実行し、ＷＴＲＵが復号を実行する
）では、送信器／ｅＮＢは、第ｉ　Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信のＭｂｉｔ

（ｉ）個の符号化され
たビットのシーケンスを生成するために、少なくとも１つのＷＴＲＵのための少なくとも
１つのＥ－ＰＤＣＣＨ送信のディジタル制御情報を符号化することができる。符号化され
るビットの個数は、符号化されるビットの可能な個数のセットのうちの１つとすることが
でき、ここで、符号化されるビットの可能な個数は、ＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）またはＥ－ＣＣＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の単位でのアグリゲーションレベルＬに対応することがで
きる。いくつかのＲＥがマッピングに使用不能である（たとえば、ＲＥが基準信号を含み
、かつ／または干渉監視に使用される）場合には、ｅＮＢ／ＷＴＲＵは、使用可能なＲＥ
の個数に合わせて符号化されるビットの個数を調整するために、パンクチャリングおよび
／またはレートマッチングを実行することができる。
【０２８３】
　複数のＥ－ＰＤＣＣＨが送信される場合に、送信器は、これらのＥ－ＰＤＣＣＨ送信か
らの符号化されたビットｂ（０），…，ｂ（Ｍｔｏｔ－１）を連結して、Ｍｔｏｔ個の符
号化されたビットのシーケンスを生成することができ、ここで、Ｍｔｏｔは、Ｍｂｉｔ

（

ｉ）のｉにまたがる合計である。これを、多重化と称する場合がある。同様に、ＷＴＲＵ
／受信器は、Ｍｔｏｔ個の符号化されたビットから各Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信のＭｂｉｔ

（ｉ

）個のビットを判定することによって、多重分離を実行することができる。
【０２８４】
　送信器は、周波数ダイバーシティの質を高める方法として、おそらくはＥ－ＣＣＥの単
位によって、Ｍｔｏｔ個の符号化されたビットのブロックのインターリービングを実行す
ることができる。たとえば、ブロックインターリーバを、Ｑ個のＥ－ＣＣＥにわたって適
用することができる。インターリーバが使用される場合に、１つまたは複数の＜ＮＩＬ＞
Ｅ－ＣＣＥ（たとえば、パディング）を実際のＥ－ＣＣＥに追加して、インターリーバ入
力に適切な合計Ｑ個のＥ－ＣＣＥを入手することができる。一例として、インターリービ
ングは、オリジナルシーケンス内の２つの連続するＣＣＥが、インターリーブされたシー
ケンス内でＣ個のＣＣＥによって分離されるようなものとすることができる。
【０２８５】
　ＷＴＲＵが、所与のサブフレームについてＥ－ＰＤＣＣＨを監視しなければならないと
判定する時に、ＷＴＲＵは、次の方法のうちの１つまたは複数を使用して、候補Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨを復号することを試みることができる。復号手順を、デスクランブルされたビット
ストリームまたはＥ－ＰＤＣＣＨ候補もしくはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットを含む任意の
ビットストリームに適用することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、Ｍｔｏｔ個のデスク
ランブルされた（または復調された）ビットからとられたＭｂｉｔ個の符号化されたビッ
トの少なくとも１つのサブセットを使用して、候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することを試み
ることができる。一例では、ＷＴＲＵは、仮定されたＤＣＩフォーマットまたは仮定され
たＣＲＣサイズでバイアスを与えられた仮定された個数の情報ビットのうちの少なくとも
１つを使用して、候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することを試みることができる。一例では、
ＷＴＲＵは、ダウンリンク制御情報のＣＲＣをマスクする（たとえば、スクランブルする
）ために仮定された少なくとも１つのＲＮＴＩを使用して、候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号す
ることを試みることができる。たとえば、ＲＮＴＩは、ＵＥ固有セルＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮ
ＴＩ）、システム情報ＲＮＴＩ（ＳＩ－ＲＮＴＩ）、ページングＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ
）、ランダムアクセスＲＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）、および／または別のタイプのＲＮＴ
Ｉのうちの１つまたは複数を含むことができる。新しいＲＮＴＩを、Ｅ－ＰＤＣＣＨを復
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号するために定義することができる。
【０２８６】
　ＷＴＲＵは、ＲＮＴＩを用いてマスクされたＣＲＣが、復号されたＤＣＩと一貫するか
どうか、および／またはＤＣＩが、仮定されたＤＣＩフォーマットに従って符号化されて
いるかどうかに基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨが成功して復号されると判定することができる
。特定のＥ－ＰＤＣＣＨ候補のＭｂｉｔ個の符号化されたビットのサブセットを、次の方
法のうちの１つまたは複数を使用して判定することができる。
【０２８７】
　ＷＴＲＵは、この候補Ｅ－ＰＤＣＣＨのＥ－ＰＤＣＣＨに使用される変調次数（ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）および／またはリソース要素の個数に基づいて、候補Ｅ－
ＰＤＣＣＨの符号化されたビットの総数を判定することができる。たとえば、ＷＴＲＵは
、他のルールに従って他の信号が存在するように構成されている時（たとえば、より上位
の層によってシグナリングされる時、式がそうであることを示す時、ネットワークによっ
て構成される時など）に、そうでなければＥ－ＰＤＣＣＨ位置を判定するための判断基準
に従ってＥ－ＰＤＣＣＨの情報シンボルを搬送するはずのリソース要素が、そうではなく
別のタイプの信号に使用されていると仮定することができる。そのようなシナリオは、衝
突と考えることができ、そのような衝突が発生する時に、ＷＴＲＵは、衝突に関わるＲＥ
が、Ｅ－ＰＤＣＣＨに対応するシンボルを含まないと仮定することができる。この場合に
、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの情報シンボルがそのリソース要素内で送信されず、減ら
された個数の符号化されたビットを介して符号化するためにレートマッチングが利用され
ると仮定して、Ｅ－ＰＤＣＣＨを復号することができる。この方法を、ＣＳＩ－ＲＳ、Ｐ
ＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＳＳ（Ｐｒｉｍ
ａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）／ＳＳＳ（Ｓｅｃｏｎｄａｒ
ｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＰＲＳ（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、および／または類似物という信号のうちの少
なくとも１つとの衝突の場合に利用することができる。
【０２８８】
　一例では、ＷＴＲＵは、Ｍｔｏｔ個のデスクランブルされた（または復調された）ビッ
トをＭＣＣＥ個のビットのＮＣＣＥ個のグループにグループ化することができ、ここで、
各グループは、１つのＥ－ＣＣＥに対応することができる。Ｅ－ＣＣＥあたりのビット数
（ＭＣＣＥ）を、事前に決定するか、より上位の層によってシグナリングすることができ
る。たとえば、ＭＣＣＥは、７２ビットの固定長を有することができる。もう１つの例で
は、ＭＣＣＥは、送信モードに基づいてまたはｅＮＢによってシグナリングされる長さ表
示に基づいて決定できる可変長を有することができる。ＷＴＲＵは、受信されたＥ－ＣＣ
Ｅのサブセット、たとえば、Ｌ個のＥ－ＣＣＥ（Ｌは整数である）を選択することができ
、このサブセットは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットのＭｂｉｔ

個の符号化されたビットに対応する。この例では、Ｌを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補（１つまた
は複数）のアグリゲーションレベルとすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨのアグリゲーシ
ョンレベルを、そのＥ－ＰＤＣＣＨの送信のためにアグリゲートされるＥ－ＣＣＥの総数
とすることができる。もう１つの例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨのアグリゲーションレベルを、
そのＥ－ＰＤＣＣＨの送信のためにアグリゲートされる仮想リソースブロックおよび／ま
たは物理リソースブロックの総数とすることができる。
【０２８９】
　検索空間を、所与のアグリゲーションレベルＬに関するＥ－ＰＤＣＣＨ候補のＥ－ＣＣ
Ｅの複数のそのようなサブセットによって定義することができる。ＷＴＲＵが復号を試み
るアグリゲーションレベルのセットを、検索空間が共通またはＵＥ固有のどちらであるの
かに依存するものとすることができる。ＷＴＲＵが復号を試みるアグリゲーションレベル
のセットを、より上位の層からシグナリングすることができる。各試みの開始Ｅ－ＣＣＥ
を、ＲＮＴＩの関数とすることができる。
【０２９０】
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　複数のＥ－ＣＣＥアグリゲーションレベル（Ｌ）を、Ｅ－ＰＤＣＣＨリンク適合に利用
することができる。たとえば、Ｅ－ＣＣＥアグリゲーションレベルは、ＵＥ固有検索空間
内のＬ∈｛１，２，４，８｝またはＬ∈｛１，２，３，４，５，６，７，８｝の集合に対
応することができる。Ｅ－ＣＣＥアグリゲーションレベルを、共通の検索空間内のＬ∈｛
４，８｝とすることができる。Ｅ－ＣＣＥアグリゲーションレベルを、ＵＥ固有のより上
位の層のシグナリングによって構成することができる。Ｅ－ＣＣＥアグリゲーションの開
始点を、ＷＴＲＵのＲＮＴＩの関数として定義することができる。
【０２９１】
　一例では、ＷＴＲＵを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試みるように構成することができ
、ここで、Ｌ個のＥ－ＣＣＥのサブセットは、Ｌ個の連続するＥ－ＣＣＥを含む。一例で
は、次の式を使用して、検索空間内のＥ－ＰＤＣＣＨ候補のＥ－ＣＣＥのインデックスを
判定することができる。
【０２９２】
【数５８】

【０２９３】
ここで、Ｙｋは、サブフレーム番号ｋの関数とすることができる擬似乱数変数とすること
ができ、ｍ’は、候補インデックスとすることができる。ＮＣＣＥ，ｋは、サブフレーム
ｋ内のＥ－ＣＣＥの個数とすることができ、ｉは、０からＬ－１までの範囲にわたること
ができる。
【０２９４】
　一例では、ＷＴＲＵを、Ｌ個のＥ－ＣＣＥがＬ個の不連続なＥ－ＣＣＥを含むことがで
きる１つまたは複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補を復号することを試みるように構成することが
できる。たとえば、不連続なＥ－ＣＣＥは、送信器／ｅＮＢが対応するインターリービン
グ動作を適用する場合に使用される可能性がある。たとえば、Ｌ個の不連続なＥ－ＣＣＥ
は、合計Ｃ個のＥ－ＣＣＥ全体にわたって分布するものとすることができる。そのような
手法は、たとえば、Ｌ個の不連続なＥ－ＣＣＥが、周波数において分離されたリソースブ
ロックにマッピングされる場合に使用することができる。これは、周波数ダイバーシティ
利益が求められる場合とすることができる。一例では、次の式を使用して、検索空間内の
Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＥ－ＣＣＥのインデックスを判定することができる。
【０２９５】
【数５９】

【０２９６】
ここで、式（３２）のパラメータは、式（３１）で開示されたものと同一の意味を有する
ことができる。Ｌ個の不連続なＥ－ＣＣＥを含むＥ－ＣＣＥの総数Ｃを、事前に決定する
か、より上位の層によってシグナリングすることができる。パラメータＣ、したがってＥ
－ＰＤＣＣＨ候補のＥ－ＣＣＥを、より上位の層によって構成されるか他の形の、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨが周波数選択的モードまたは周波数ダイバーシティモードのどちらであるのかに
依存するものとすることができる。
【０２９７】
　一例では、上の式（３１）および／または（３２）を利用するのではなく（またはこれ
に加えて）、ＷＴＲＵは、たとえば送信器がインターリービング動作を適用する場合に、
送信器の逆の動作を実行することによって、Ｅ－ＣＣＥのシーケンスをデインターリーブ
することができる。
【０２９８】
　Ｌ個の不連続なＥ－ＣＣＥのサブセットを含むＥ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を、複数のＥ
－ＣＣＥが異なるアンテナポート上の同一のリソース要素にマッピングされる可能性があ
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る場合にも使用することができる。複数のアンテナポートを使用するＥ－ＰＤＣＣＨの送
信は、好ましい無線条件にあるＷＴＲＵの複数の層でのＥ－ＰＤＣＣＨの受信を可能にす
ることができる。より好ましくない無線条件にあるＷＴＲＵについて、Ｅ－ＰＤＣＣＨを
、単一の層で受信することもできる。たとえば、アンテナポートの複数の個数および／ま
たは組合せでの受信を可能にするために、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、Ｃ個のアンテナポートで受
信され、（Ｃｊ＋ｃ）を用いてインデクシングされるＥ－ＣＣＥを、第ｃの層でリソース
要素の同一のセット（ｊによってインデクシングされる）にマッピングすることができ、
ｃが０からＣ－１まで範囲にわたることができると仮定することができる。たとえば、Ｃ
＝２について、ｃ＝０は、アンテナポート７に対応することができ、ｃ＝１は、アンテナ
ポート８に対応することができる。ＷＴＲＵは、式（８）を使用する連続するＥ－ＣＣＥ
インデックスについて、次式を使用することによってＣ個の層においてアグリゲーション
レベルＬでＥ－ＰＤＣＣＨ候補の受信を試みることができる。一例では、ＷＴＲＵは、Ｃ
個のＥ－ＣＣＥ上で間隔をおかれたＬ個のＥ－ＣＣＥについて式（９）を使用することに
よって、単一の層においてアグリゲーションレベルＬでＥ－ＰＤＣＣＨ候補の受信を試み
ることもできる。
【０２９９】
　ブライド復号の複雑さを減らすために、ＷＴＲＵは、単一の層またはＣ個の層のいずれ
かを介する送信を仮定して、Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号を試みることができる。一例では、Ｗ
ＴＲＵがＥ－ＰＤＣＣＨの復号を試みることができる唯一の時は、ＷＴＲＵが単一の層ま
たはＣ個の層を介する送信を仮定する時とすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用
される層の個数を、より上位の層によって示すことができ、かつ／または暗黙のうちに判
定することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ送信に使用される層の個数を、アグリゲ
ーションレベルに関するＥ－ＣＣＥビットの総数および／または仮定されたＤＣＩフォー
マットに関する情報ビットの個数に基づいて暗黙のうちに判定することができる。たとえ
ば、情報ビットの個数と符号化されたビットの個数（たとえば、Ｅ－ＣＣＥビットの総数
）との間の比によって与えることができる有効な符号化レートが、しきい値を越える場合
に、複数の層を介する送信を試みることができる。一例では、単一の層を介する送信は、
有効な符号化レートがしきい値未満である場合に試みることができる。このしきい値を、
事前に定義することができ、または、より上位の層によって提供することができる。
【０３００】
　さらに、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を定義するパラメータおよび少なくとも１つのＥ－ＰＤＣ
ＣＨ候補の送信特性を判定する方法を定義することができる。そのようなパラメータを、
この説明では集合的にＥ－ＰＤＣＣＨパラメータと称する場合がある。Ｅ－ＰＤＣＣＨパ
ラメータを使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の位置および／または特性を定義することがで
きる。さらに、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータを使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ候補のセットの位置および／または特性を定義することができる。たとえば、Ｅ
－ＰＤＣＣＨパラメータをＷＴＲＵによって利用して、所与のサブフレームの時間周波数
リソースグリッド内のＥ－ＰＤＣＣＨ領域および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補の位置およ
び／または特性を判定することができる。同様に、時間周波数リソースグリッド内のＥ－
ＰＤＣＣＨ領域および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補の位置および／または特性を使用して
、他のＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを判定することができる。一般に、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラ
メータは、潜在的なＥ－ＰＤＣＣＨ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域の任意の送信特性、プ
ロパティ、属性、品質、特徴、および／または類似物とすることができる。Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域を、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータの組合せに基づいて定義
することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号に関する処理ス
テップで使用される複数の可能な方法のうちの１つを示すことができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ
パラメータは、「周波数局所化された」または「周波数分散された」など、動作のＥ－Ｐ
ＤＣＣＨモードを示すことができる。
【０３０１】
　たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータおよび／またはＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの組合
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せを使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を定義し、識別することができる。以下のＥ－ＰＤＣ
ＣＨパラメータのうちの任意の１つまたは複数を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性／アイ
デンティティを任意の組合せで判定するために、ＷＴＲＵによって使用することができる
。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータの一例を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補のリソース要素の
サブセットのアイデンティティとすることができる。ＷＴＲＵは、これらのリソース要素
のアイデンティティ／位置に基づいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補によって関連付けられる他の
送信特性を判定することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を含むリソース要素のサブセット
を、複数のパラメータまたは量（たとえば、アグリゲーションレベル、Ｅ－ＣＣＥの個数
、Ｅ－ＣＣＥが連続的または分散されている、のどちらであるのかなど）によって定義し
、かつ／または特徴を表すことができるので、これらの量も、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータ
と考えることができる。
【０３０２】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性／アイデンティティを定義するのに使用でき
るＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、２つの隣接するリソースブロックまたはリソースブロッ
クの２つの部分内の基準信号が同一のＥ－ＰＤＣＣＨのためにプリコーディングされるの
かどうかとすることができる。たとえば、ＷＴＲＵは、基準信号が同一のプリコーディン
グ重みを使用してプリコーディングされる場合に、基準信号を含むＥ－ＣＣＥが、両方と
も同一のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の一部であると判定することができる。言い替えると、Ｅ－
ＰＤＣＣＨ候補を、さまざまな基準信号に関連するプリコーディングに基づいて判定しま
たは識別することができる。もう１つの例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補パラメータを、２つ
の隣接するリソースブロックまたはリソースブロックの２つの部分の基準信号が、異なる
プリコーディング重みを使用してプリコーディングされることとすることができる。この
例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を定義するパラメータを、基準信号（およびおそらくはその
基準信号を含むＥ－ＣＣＥ）が異なるプリコーディング重みを用いてプリコーディングさ
れることとすることができる。
【０３０３】
　一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性および／またはアイデンティティを定義する
のに使用できるＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、スクランブリングパラメータＳｃまたはＮ

ＩＤとすることができる。たとえば、２つの異なるＥ－ＰＤＣＣＨ候補が、類似する送信
特性を有する場合があるが、２つの候補を、それぞれ、異なるスクランブリングパラメー
タを用いてスクランブルし、かつ／またはスクランブルされると仮定することができる。
一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性および／またはアイデンティティを定義するの
に使用できるＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を含むＥ－ＣＣＥのイン
デックスの間の間隔Ｃとすることができる。たとえば、複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補が、そ
れぞれ、Ｅ－ＣＣＥの間の間隔の異なる値を有することができ、連続しないＥ－ＣＣＥの
さまざまな分布を使用して、さまざまなＥ－ＰＤＣＣＨ候補を定義することができる。一
例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨが、周波数選択的モードまたは周波数ダイバーシティモードのど
ちらで受信されなければならないのかを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性を定義するＥ－
ＰＤＣＣＨパラメータとして使用することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送
信特性を定義できるＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、Ｅ－ＰＤＣＣＨシンボルをＲＥＧまた
はＥ－ＲＥＧにマッピングするのに使用される方法の表示（たとえば、置換が使用される
か否か）とすることができる。
【０３０４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性および／またはアイデンティティを定義するのに使用で
きるもう１つの例であるＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、変調次数、たとえばＱＰＳＫ、１
６－ＱＡＭ、または６４－ＱＡＭとすることができる。いくつかのＥ－ＰＤＣＣＨ候補は
、第１の変調次数を利用することができ、他のＥ－ＰＤＣＣＨ候補は、第２の変調次数を
利用することができる。したがって、変調次数を使用して、潜在的なＥ－ＰＤＣＣＨ候補
の間で区別することができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性および／またはアイデンテ
ィティを定義するのに使用できるもう１つの例であるＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを、Ｅ－
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ＰＤＣＣＨがそれを介して送信されるアンテナポートのセットとすることができる。アン
テナポートのセットを、アンテナポート（または送信層）の個数および／またはアンテナ
ポートを介して送信される基準信号がセル固有（たとえば、ＣＲＳ）またはＵＥ固有（た
とえば、ＤＭ－ＲＳ）のどちらであるのかに関して定義することができる。アンテナポー
トのさまざまな組合せを使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を定義することができる。
【０３０５】
　一例では、アンテナポートを介して送信される基準信号の特性のセットを使用して、候
補Ｅ－ＰＤＣＣＨの送信特性を定義することができる。基準信号の特性のセットを、その
基準信号がそれを介して送信されるアンテナポート、スクランブリングアイデンティティ
（たとえば、ｎＳＣＩＤ）、および／または基準信号とＥ－ＰＤＣＣＨ送信との間の電力
オフセットのうちの１つまたは複数に関して定義することができる。一例では、基準信号
の特性のセットを、時間および／または周波数において隣接する異なるリソースブロック
内の基準信号が同一のＥ－ＰＤＣＣＨ送信についてプリコーディングされるとＷＴＲＵが
判定するかどうか（たとえば、ＰＲＢバンドリングを利用できるかどうか）に関して定義
することができる。一例では、基準信号の特性のセットを、擬似乱数ジェネレータの初期
値を計算するためのパラメータ（ｃｉｎｉｔ）に関して定義することができる。Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨパラメータの任意の組合せを使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を定義することができ
る。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを介して送信される情報の性質および量を決定するＤＣＩ
（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットを使用し
て、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性を定義することができる。ＤＣＩフォーマットを、フ
ォーマットの表示（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、２など）、ＤＣＩフォーマットの情報ビットの個
数、ならびに／またはＤＣＩがダウンリンク割当、アップリンクグランド、および／もし
くは他のタイプの制御情報を示すのかどうかに基づいて判定することができる。一例では
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の送信特性を、拡張されたダウンリンク制御チャネル送信のＣＲＣ
をマスクするのに使用されるＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒ
ｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）に基づいて定義することができる。
【０３０６】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータの特定の組合せによって定義するこ
とができる。次の全般的な方法を、ＷＴＲＵによって使用して、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補に関
する、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータまたはＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの特
定の組合せを判定することができる。一例では、ＷＴＲＵは、少なくとも１つのＥ－ＰＤ
ＣＣＨパラメータに関する事前に決定された値を仮定することができる。たとえば、Ｅ－
ＰＤＣＣＨ送信に使用されるアンテナポートを、７または８（または、ある他の事前に定
義された値）に固定することができ、またはこれに固定されると仮定することができる。
ＷＴＲＵは、より上位の層のシグナリング（たとえば、ＲＲＣ）から、１つまたは複数の
Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータの値を入手することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域
（または、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の開始ＯＦＤＭシンボル）を、半静的な形でＲＲＣ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）によって、ブロードキャスト（たとえば、
システム情報）または専用シグナリング（たとえば、ｅＮＢからのＲＲＣメッセージ）を
使用してシグナリングすることができる。
【０３０７】
　ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵについて構成されたより上位の層の構成に基づいてＥ－ＰＤ
ＣＣＨパラメータの値を判定することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号を試み
る時にＷＴＲＵが仮定する可能なＤＣＩフォーマットのサブセットおよび／または可能な
検索空間（１つまたは複数）のセットを、Ｅ－ＰＤＣＣＨが受信されるセルおよび／また
はＰＤＳＣＨが受信されるセルについて構成された送信モードに依存するものとすること
ができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータを、ある種の信号がサブフレーム内に存
在するかどうかに基づいて判定することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の位置
を、ＣＳＩ－ＲＳ、ＰＲＳ、ＰＳＳ／ＳＳＳ、および／または類似物など、ある種の信号
の存在に依存するものとすることができる。
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【０３０８】
　ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨがその中で監視されるサブフレームおよび／またはコンポ
ーネントキャリア（またはサービングセル）のプロパティを判定することができる。サブ
フレームのプロパティは、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータと考えることができる。たとえば、
Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号を試みる時にＷＴＲＵが仮定する可能なＤＣＩフォーマットのサブ
セットおよび／または可能な検索空間（１つまたは複数）のセットを、サブフレームが通
常のサブフレームまたはＭＢＳＦＮサブフレームのどちらであるのかに依存するものとす
ることができる。Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号を試みる時にＷＴＲＵが仮定する可能なＤＣＩフ
ォーマットのサブセットおよび／または可能な検索空間（１つまたは複数）のセットを、
Ｅ－ＰＤＣＣＨがその上で復号される搬送波が通常の搬送波または拡張搬送波（ｅｘｔｅ
ｎｓｉｏｎ　ｃａｒｒｉｅｒ）のどちらであるのかに依存するものとすることができる。
一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域および／またはＥ－ＰＤＣＣＨの検索空間（１つまたは複
数）を、サブフレームタイミング、サブフレーム番号、またはフレーム番号の関数とする
ことができる。たとえば、ＷＴＲＵのＥ－ＰＤＣＣＨ領域が、既知のパターンまたはシグ
ナリングされたパターンに従ってサブフレームからサブフレームへホッピングしている場
合がある。これは、フェージングおよび干渉に対するダイバーシティを提供するのに有益
である可能性がある。
【０３０９】
　ＷＴＲＵは、共通の検索空間またはＵＥ固有検索空間でのＰＤＣＣＨの復号から少なく
とも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの値を入手することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨ領域（またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域の開始ＯＦＤＭシンボル）またはＥ－ＰＤＣＣＨ
に使用されるアンテナポートを、レガシ制御領域内で受信されるＰＤＣＣＨを介してシグ
ナリングすることができる。さらなる方法の一例を、下で説明する。
【０３１０】
　ＷＴＲＵは、ＰＣＦＩＣＨの復号から少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの値
を入手することができ、かつ／またはより上位の層からＰＤＳＣＨの開始シンボルを入手
することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの第１のＯＦＤＭシンボルは、ＰＣＦＩＣ
Ｈまたはより上位の層から判定されたＰＤＣＳＨの第１のＯＦＤＭシンボルに対応するこ
とができる。一例では、ＷＴＲＵは、同一のサブフレーム内のＰＣＦＩＣＨから復号され
た値に基づいて、サブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣＨ領域のプロパティを判定することがで
きる。たとえば、ＷＴＲＵは、ＰＣＦＩＣＨから復号された値に基づいておよび／または
より上位の層のシグナリングに基づいて、サブフレーム内に含まれるＥ－ＰＤＣＣＨが、
周波数選択的または周波数分散された、のどちらのタイプであるのかを判定することがで
きる。一例では、ＷＴＲＵは、ＰＣＦＩＣＨシグナリングおよび／またはより上位の層の
シグナリングに基づいて、周波数領域でのＥ－ＰＤＣＣＨ領域（たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ送信を含む副搬送波のブロック）の位置を判定することができる。一例では、ＰＣＦＩ
ＣＨの使用を、より上位の層によって構成されたサブフレームのサブセットについて適用
可能とすることができる。たとえば、レガシ／Ｒ８　ＷＴＲＵが、ＰＣＦＩＣＨを正しく
解釈できない場合には、いくつかのサブフレームを後方互換にすることを可能にするため
に、いくつかのサブフレームが、ＰＣＦＩＣＨおよび／またはＥ－ＰＤＣＣＨを含まない
ものとすることができる。
【０３１１】
　ＷＴＲＵは、以下ではＰＥＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）と称する、新たに定義される物理チャネルの復号から少なくと
も１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの値を入手することができる。ＰＥＩＣＨを、リソー
ス要素の既知のサブセットにマッピングすることができる。たとえば、ＰＥＩＣＨから復
号されたＮ個のビットは、事前定義のマッピングまたはより上位の層によって提供される
マッピングに従って、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータの２Ｎ個までの可能なセットを示すこと
ができる。
【０３１２】
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　ＷＴＲＵは、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの値を示すこのＷＴＲＵから
の以前の送信に基づいて、このパラメータの値を入手することができる。たとえば、アグ
リゲーションレベル、変調次数、および／または送信ランク（たとえば、層の個数）を、
物理層（たとえば、非周期的ＣＳＩフィードバック）またはＭＡＣ層（たとえば、ＭＡＣ
制御要素）でのＷＴＲＵフィードバックに基づいて判定することができる。
【０３１３】
　本明細書で説明する方法を、個々のＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの判定に適用可能とする
ことができるが、より一般的に、パラメータの有効な組合せの可能なセットのうちの１つ
の判定にも適用可能とすることができる。これは、パラメータのある種の組合せが実際に
は使用されてはならないことを考慮すると、より効率的なシグナリングを可能にすること
ができ、ブラインド復号の複雑さを制限することができる。たとえば、変調次数およびア
グリゲーションレベルの組合せのいくつかは、動作中に許可されない可能性がある。実施
形態の一例では、１６ＱＡＭの変調次数を用いる動作について、アグリゲーションレベル
が、１、２、または４に制限される可能性がある。もう１つの例では、６４ＱＡＭの変調
次数を用いる動作について、アグリゲーションレベルが、１または２に制限される可能性
がある。ＷＴＲＵを、有効なパラメータのセットを用いて構成することができる。したが
って、ＷＴＲＵが、第１のＥ－ＰＤＣＣＨパラメータを判定する時に、ＷＴＲＵは、第２
のパラメータがＷＴＲＵの構成に従って有効な値の制限されたセットを有する可能性があ
るという事実に基づいて、有効なパラメータのセットに基づいて第２のＥ－ＰＤＣＣＨパ
ラメータを判定することもできる。一例では、アグリゲーションレベルのセットは、「周
波数分散された」または「周波数局所化された」など、動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードに依
存する可能性がある。
【０３１４】
　一例では、ＷＴＲＵは、ある種のＤＣＩフォーマットが、検索空間のサブセットについ
て可能であるが、他の検索空間について使用されてはならないと判定することができる。
たとえば、ダウンリンク割当に対応するＤＣＩフォーマットを、検索空間（１つまたは複
数）またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域（１つまたは複数）のサブセットに制限することができる
。たとえば、ダウンリンク割当に対応するＤＣＩフォーマットを、サブフレームの第１の
ＯＦＤＭシンボルまたは第１のタイムスロットに制限することができる。これは、ＷＴＲ
ＵがＤＬ割当を処理するためのより長い時間を可能にすることができる。
【０３１５】
　有効な組合せのセット（たとえば、変調次数ごとの可能なアグリゲーションレベルまた
は他の特性との他のタイプの組合せ）を、より上位の層によって提供することができ、か
つ／または動作のＥ－ＰＤＣＣＨモードに依存するものとすることができる。ＷＴＲＵは
、さまざまな目的のために、１サブフレーム内の複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試み
ることができる。たとえば、複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試みることは、ＷＴＲＵ
が、１サブフレーム内で複数のＤＣＩ（たとえば、おそらくは複数の搬送波またはセルに
関する、ＤＬ割当およびＵＬグラント）を入手することを可能にすることができる。もう
１つの例ではＳ、複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試みることは、ＷＴＲＵが、動的リ
ンク適合を利用することを可能にすることができる。ＷＴＲＵは、ネットワークが、瞬間
的なチャネル条件に従って可能な符号化レートのセットのうちの１つを使用して送信する
ことを可能にすることができる。リンク適合をサポートする追加の方法（たとえば、ＣＳ
Ｉフィードバック）を、下で説明する。複数のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試みることは
、たとえばネットワークがＥ－ＰＤＣＣＨ領域内のＷＴＲＵごとの多数の可能な位置のセ
ットのうちの１つを使用することを可能にすることによって、スケジューリング柔軟性を
可能にすることもできる。
【０３１６】
　ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨを用いて動作するように構成されている時に、レガシＰＤ
ＣＣＨの監視のために、本明細書で開示される方法を使用することができる。これらの方
法は、スケジューリング柔軟性を維持しながらブラインド復号の複雑さを穏当なレベルに
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維持するのに有用である可能性がある。本明細書で言及する時に、用語サポートするＰＤ
ＣＣＨは、受信されたＥ－ＰＤＣＣＨと同一のサブフレーム内に存在するレガシＰＤＣＣ
Ｈ送信を指すことができる。サポートするＰＤＣＣＨを、サブフレームのレガシ制御領域
（たとえば、サブフレームの最初の１～３個のＯＦＤＭシンボル）内に配置することがで
きる。サポートするＰＤＣＣＨを、Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータを示すか、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
候補またはＥ－ＰＤＣＣＨ候補のセットの識別、検出、および／または復号を容易にする
追加のシグナリングを含むように構成することができる。もう１つの例では、サポートす
るＰＤＣＣＨを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補とは異なるサブフレーム内に配置することができる
。さらに、サポートするＰＤＣＣＨを、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補とは異なるコンポーネントキ
ャリアおよび／または異なる送信層／アンテナポート上に配置することができる。
【０３１７】
　サポートするＰＤＣＣＨを復号する時にＷＴＲＵが仮定する可能なＤＣＩフォーマット
のサブセットならびに可能な検索空間（１つまたは複数）のセットは、サポートするＰＤ
ＣＣＨがその中で監視されるサブフレームのプロパティに依存するものとすることができ
る。たとえば、ＤＣＩフォーマットのサブセットを、サブフレームが通常のサブフレーム
またはＭＢＳＦＮサブフレームのどちらであるのかに依存するものとすることができる。
もう１つの例では、可能なＤＣＩフォーマットのサブセットを、ＷＴＲＵの送信モードま
たはＥ－ＰＤＣＣＨがサブフレーム内で監視されるのかどうかに依存するものとすること
ができる。
【０３１８】
　ＷＴＲＵを、サポートするＰＤＣＣＨの復号から少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨパラ
メータを入手するように構成することができる。サポートするＰＤＣＣＨの利用は、サブ
フレームごとの基礎でのＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの動的変更を可能にすることができる
。これは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域がリソースグリッドの固定された位置にある状況と比較し
て、同一サブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣＨと一緒のＰＤＳＣＨのスケジューリングを容易
にすることができる。これは、ＷＴＲＵのより少ない検出複雑さを可能にすることができ
る、Ｅ－ＰＤＣＣＨのいくつかの送信特性の動的シグナリングをも可能にすることができ
る。さらに、レガシ制御領域でのサポートするＰＤＣＣＨの監視は、いずれにせよ、Ｅ－
ＰＤＣＣＨをも監視しつつあるＷＴＲＵにとって有益である可能性がある。というのは、
ある種の条件（たとえば、高いドップラまたはＣＳＩ情報の欠如）の下で、サポートする
ＰＤＣＣＨが、より頑健である可能性があり、より信頼できる形で検出され、受信される
可能性があるからである。
【０３１９】
　サポートするＰＤＣＣＨの検出および復号を、Ｒ１０動作について既に定義されている
方法に従って実行することができる。あるいはまたはそれに加えて、サポートするＰＤＣ
ＣＨを監視する手順を、Ｅ－ＰＤＣＣＨの検出および受信をサポートするために変更する
ことができる。
【０３２０】
　たとえば、ＷＴＲＵは、サブフレームのサブセット内でのみ、サポートするＰＤＣＣＨ
の復号を試みることができる。ＷＴＲＵがサポートするＰＤＣＣＨの復号を試みるサブフ
レームを、Ｅ－ＰＤＣＣＨがそのサブフレーム内に存在する可能性があるかどうか、サブ
フレームのタイプ（ＭＢＳＦＮ、ＡＢＳ、または通常のサブフレーム）、ならびに／また
はそのサブフレームがより上位の層によってシグナリングされた、フレームおよび／もし
くはサブフレーム番号に関して指定され得るサブフレームのサブセットに属するかどうか
のうちの１つまたは複数に関して定義することができる。
【０３２１】
　ＷＴＲＵがサポートするＰＤＣＣＨの復号を試みるサブフレーム内で、サポートするＰ
ＤＣＣＨの検索空間は、ＰＤＣＣＨのＵＥ固有検索空間、ＰＤＣＣＨの共通の検索空間、
および／またはサポートするＰＤＣＣＨに固有の新たに定義される検索空間のうちの１つ
または複数に対応することができる。この検索空間を、ＵＥ固有Ｃ－ＲＮＴＩとは異なる
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ものとすることができる特定のＲＮＴＩ値に基づいて導出することができる。
【０３２２】
　さらに、ＷＴＲＵは、レガシＰＤＣＣＨに使用されるアグリゲーションレベルのセット
とは異なるアグリゲーションレベルのセットについて検索空間を監視することができる。
このセットがより小さい場合に、ＷＴＲＵの展望からの復号の複雑さを減らすことができ
る。たとえば、アグリゲーションレベルのセットを、｛１｝または｛２，４｝に制限する
ことができる。このセットを、事前に定義するか、より上位の層からシグナリングするこ
とができるはずである。
【０３２３】
　検索空間内でサポートするＰＤＣＣＨ候補の復号を試みる時に、ＷＴＲＵは、ＣＲＣが
、ＵＥ固有Ｃ－ＲＮＴＩまたは、ＵＥ固有であってもなくてもよい異なるＲＮＴＩ値のい
ずれか１つによってスクランブルされると仮定することができる。この値を、より上位の
層によって提供することができる。
【０３２４】
　サポートするＰＤＣＣＨは、既存のフォーマット（０、１Ａ、１、２、など）に従って
または新たに定義されるフォーマットに従って、ＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を搬送することができる。この新たに定義されるフォー
マットは、パディングビットを含むことができ、このパディングビットは、既存フォーマ
ットのサイズにマッチさせ、したがって、ブラインド検出の試みの全体的な回数を減らす
ことを可能にすることができる。そうである場合には、既存フォーマットと新たに定義さ
れるフォーマットとの間の区別を、レガシフォーマット内のあるフィールド（１つまたは
複数）に特定の値を割り当てることによって、または異なるＲＮＴＩを用いてＣＲＣをマ
スクすることによって達成することができる。
【０３２５】
　サポートするＰＤＣＣＨは、同一のサブフレーム内または後続サブフレーム内、同一の
搬送波内または異なる搬送波内のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の検出および復号をサポートするさ
まざまな情報を含むことができる。たとえば、サポートするＰＤＣＣＨは、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈがそのサブフレーム内に存在するかどうかを示すことができる。一例では、サポートす
るＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨがそのサブフレーム内に存在するかどうかを示すことができ
る。ＰＤＳＣＨが存在するかどうかを示すことによって、ＷＴＲＵでのバッファリング要
件を減らすことができる。一例では、サポートするＰＤＣＣＨは、ある種のＤＣＩ（１つ
または複数）を含むＥ－ＰＤＣＣＨがそのサブフレームに存在するかどうかを示すことが
できる。たとえば、サポートするＰＤＣＣＨは、ＤＬ割当がそのサブフレーム内に存在す
るかどうかを示すことができる。存在しない場合には、ＷＴＲＵは、そのサブフレームの
残りに含まれる残りのＯＦＤＭシンボルのすべてをバッファリングしないと決定すること
ができる。その代わりに、ＷＴＲＵは、ＵＬグラント情報を含むＥ－ＰＤＣＣＨを含む可
能性があるリソース要素をバッファリングし、復号を試みるが、他の情報を復号しないと
決定することができる。
【０３２６】
　サポートするＰＤＣＣＨは、そのサブフレーム内で復号すべきＥ－ＰＤＣＣＨの総数（
おそらくはＤＣＩフォーマットごとの基礎で）を示すことができる。これは、ＷＴＲＵが
、示された個数を成功して復号した後に、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補の復号を試みるのを停止す
ることを可能にすることができる。さらに、ＷＴＲＵが、サポートするＰＤＣＣＨで示さ
れたものと同数のＥ－ＰＤＣＣＨを検出しない場合、ＷＴＲＵは、これをネットワーク中
に（たとえば、物理層シグナリングを介して）報告することができる。サポートするＰＤ
ＣＣＨは、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨに関する少なくとも１つの検索空間に関係す
る情報を示すことができる。たとえば、少なくとも１つのＥ－ＰＤＣＣＨのアグリゲーシ
ョンレベルを、サポートするＰＤＣＣＨによって示すことができる。サポートするＰＤＣ
ＣＨは、サブフレーム内に存在するＥ－ＰＤＣＣＨの少なくとも１つのＤＣＩに関係する
情報を示すことができる。たとえば、サポートするＰＤＣＣＨは、ＤＣＩフォーマットま
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たはＥ－ＰＤＣＣＨのＤＣＩ内に含まれる情報ビットの個数を示すことができる。
【０３２７】
　サポートするＰＤＣＣＨ内に含まれるＤＣＩの少なくとも１つのフィールドは、同一の
サブフレーム内または将来のサブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣＨに関係する、より上位の層
によって構成された可能なＥ－ＰＤＣＣＨパラメータのセットのうちの１つを示すインデ
ックスを含むことができる。このフィールドを、拡張されたＤＬ制御チャネルインジケー
タ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＤＬ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
フィールドと称する場合がある。可能なパラメータのセットは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの潜在的
な送信特性を定義するＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの任意のサブセットを含むことができる
。Ｅ－ＰＤＣＣＨパラメータのサブセットを、拡張されたダウンリンク制御チャネルがダ
ウンリンク割当またはアップリンクグラントを含むかどうかに依存するものとすることが
できる。たとえば、拡張されたＤＬ制御チャネルインジケータは、Ｅ－ＰＤＣＣＨのアグ
リゲーションレベル、Ｅ－ＰＤＣＣＨを含むリソース要素のセット、変調、および／また
は本明細書で説明する他のＥ－ＰＤＣＣＨパラメータの任意の組合せを示すものとするこ
とができる。
【０３２８】
　たとえば、拡張されたＤＬ制御チャネルインジケータおよび／またはサポートするＰＤ
ＣＣＨが、ＤＬ割当を含む場合がある。そうである場合に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａ／Ｎ）
リソースインジケータ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）（ＡＲＩ）を利用して
、将来のサブフレーム内でＡ／Ｎ情報を搬送するＰＵＣＣＨのリソースインデックスおよ
び／またはフォーマットを示すことができる。一例では、将来のサブフレーム内でＡ／Ｎ
情報を搬送するＰＵＣＣＨのリソースインデックスおよび／またはフォーマットを、Ｅ－
ＰＤＣＣＨの存在および特性および／またはＥ－ＰＤＣＣＨ自体を示すサポートするＰＤ
ＣＣＨのうちの１つまたは複数で示すこともできる。
【０３２９】
　サポートするＰＤＣＣＨのＣＲＣを、ＵＥに固有のＣ－ＲＮＴＩ値とは異なるＲＮＴＩ
値を用いてマスクすることができる。それを行うことによって、たとえば、シグナリング
されたＲＮＴＩまたは事前に定義されたＲＮＴＩが異なるＷＴＲＵによって共有される場
合に、同一のサポートするＰＤＣＣＨを、多数のＷＴＲＵの間で共有することができる。
サポートするＰＤＣＣＨが、複数のＷＴＲＵのためのＥ－ＰＤＣＣＨに関する情報を含む
場合に、第１のＷＴＲＵは、さまざまな要因に基づいて、その情報のどの部分が第１のＷ
ＴＲＵに適用可能であるのかを判定することができる。たとえば、第１のＷＴＲＵは、サ
ポートするＰＤＣＣＨのビットの復号されたシーケンス内のビット位置に基づいて、その
情報のどの部分が第１のＷＴＲＵに適用可能であるのかを判定することができる。ビット
のどのサブセットがＷＴＲＵに関連するのかに関する情報を、より上位の層によって提供
することができる。
【０３３０】
　ＷＴＲＵは、サポートするＰＤＣＣＨの少なくとも１つの送信特性からＥ－ＰＤＣＣＨ
の少なくとも１つの送信特性を暗黙のうちに判定することもできる。たとえば、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの可能なアグリゲーションレベルのセットを、定義された関係に従って、サポート
するＰＤＣＣＨに使用されるアグリゲーションレベルまたはＷＴＲＵ宛の別のＰＤＣＣＨ
のアグリゲーションレベルに関係付けることができる。
【０３３１】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨリソースに関するＷＴＲＵ　ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フィードバックに基づくＥ－ＰＤＣＣＨリンク適合を利用するこ
とができる。たとえば、独立のＣＳＩフィードバック構成を、ＰＤＳＣＨ送信に関するＣ
ＳＩフィードバックの代わりにまたはこれに加えて利用することができる。ＷＴＲＵは、
Ｅ－ＰＤＣＣＨ周波数ダイバーシティモードに関するＣＳＩ測定に使用される送信方式が
、１つまたは複数の異なる方式である可能性があると仮定することができる。たとえば、
ＷＴＲＵは、送信方式が、ＣＲＳポート｛０，１｝を用いる２アンテナＳＦＢＣ（ｓｐａ
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ｃｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｂｌｏｃｋ　ｃｏｄｉｎｇ）またはＣＲＳポート｛０，１，
２，３｝を用いる４送信アンテナＳＦＢＣに関すると仮定することができる。もう１つの
例では、仮定される送信方式を、アンテナ仮想化を用いるＣＲＳポート｛０，１，２，３
｝に基づく２送信アンテナＳＦＢＣとすることができる。アンテナ仮想化行列を、事前に
定義された４ｘ２行列とすることができる。一例では、仮定される送信方式を、２つ、４
つ、または８つの送信アンテナのいずれかに関するＣＳＩ－ＲＳポートの各個数に関する
固定されたランク２プリコーダとすることができる。
【０３３２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ周波数選択的モードの場合に、ＣＳＩ測定で仮定される送信方式を、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポートの個数に従うランク１プリコーダおよび／またはＣＳＩ－ＲＳポートの
個数に従うランク２プリコーダのうちの１つまたは複数とすることができる。Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨ周波数選択的モードのプリコーダを、たとえば既存のリリースで定義されている、コ
ードブック内のプリコーディング行列インデックスを用いて識別することができる。コー
ドブックのサブセット（たとえば、コードブックサブサンプリング）を、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
関連ＣＳＩフィードバックに使用して、フィードバックオーバーヘッドを最小化すること
ができる。
【０３３３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＣＳＩフィードバックを、さまざまなアップリンクチャネルを
介して報告することができる。たとえば、Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＣＳＩフィードバック
を、ＰＵＣＣＨフォーマット２、２ａ、２ｂ、または３上で報告することができる。一例
では、Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＣＳＩフィードバックを、ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）上のＵＣＩ（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）またはＰＵＳＣＨ上で送信されないＵＣＩを用いて報
告することができる。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨに関するＣＳＩフィードバックを、より
上位の層のシグナリング（Ｌ２／Ｌ３）を使用して報告することができる。たとえば、Ｃ
ＳＩが、ＰＵＣＣＨを使用してＥ－ＰＤＣＣＨについて報告される場合に、広帯域ＣＱＩ
（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）およびＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｅｘ）を、周波数選択的モードについて報告することがで
き、広帯域ＣＱＩを、周波数ダイバーシティモードについて報告することができる。一例
では、ＰＭＩを、周波数ダイバーシティモードについて報告しないものとすることができ
る。ランク２送信が構成される場合には、ＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を報告
することもできる。ＷＴＲＵが、同一サブフレームでＰＤＳＣＨのＣＳＩとＥ－ＰＤＣＣ
ＨのＣＳＩとの両方を報告するように構成されている場合に、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣ
ＨのＣＳＩを捨てる（たとえば、報告しない）ものとすることができる。
【０３３４】
　一例では、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣＨの受信を容易にするのにＥ－ＰＤＣＣＨを利用する
ことができる。ＰＤＳＣＨを復号するために、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣＨの送信特性のセッ
トを入手することができる。特性のセットは、所与の送信モードでレガシＰＤＳＣＨの復
号に使用されるものに似たいくつかの特性を含むことができ、かつ／または送信にＥ－Ｐ
ＤＣＣＨが含まれることに基づいて新しいパラメータを含むことができる。たとえば、Ｐ
ＤＳＣＨを正しく復号し、受信するために判定することのできる特性のセットを、リソー
スグリッド内のＰＤＳＣＨ候補／領域の位置（たとえば、周波数割当および関連情報）、
ＰＤＳＣＨに使用されるアンテナポート、符号語（ｃｏｄｅｗｏｒｄ）の個数、各符号語
の変調および符号化方式、ならびに／またはＨＡＲＱ（ハイブリッドＡＲＱ）情報とする
ことができる。
【０３３５】
　所与のサブフレーム（ｎ）で、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの復号から入手された情報
に基づいて、ＰＤＳＣＨの送信特性の少なくとも１つのセットを判定することができる。
たとえば、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣＨ送信を正しく受信するために、同一のサブフレーム（
ｎ）または以前のサブフレーム（ｎ－ｋ）（ｋは整数である）に受信されたＥ－ＰＤＣＣ
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Ｈから復号された情報を利用することができる。そのようなＥ－ＰＤＣＣＨを、関連する
Ｅ－ＰＤＣＣＨと称する場合がある。一例では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを介して受信された情報
に加えて（またはその代わりに）、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣＨ送信を正しく受信するために
、同一のサブフレーム（ｎ）または以前のサブフレーム（ｎ－ｋ）で復号されたＰＤＣＣ
Ｈから復号された情報を利用することができる。そのようなＰＤＣＣＨを、関連するＰＤ
ＣＣＨと称する場合がある。
【０３３６】
　一例では、ＰＤＳＣＨ割当に関係する情報を、実際の割当に先行するサブフレーム内で
シグナリングすることができ、その結果、ＷＴＲＵは、サブフレームが始まる前に、サブ
フレーム内にダウンリンク割当があったか否かを知るようになる。この形で、ＷＴＲＵは
、ＰＤＳＣＨデータが現在のサブフレーム内で受信／復号されるかどうかを判定できるよ
うになるためにサブフレーム（またはＥ－ＰＤＣＣＨ／ＰＤＣＣＨ領域（１つまたは複数
））のすべてのＯＦＤＭシンボルをバッファリングする必要がない。非ゼロサブフレーム
差ｋの場合に、Ａ／Ｎ情報を、サブフレームｎ＋４に送信することができる。もう１つの
例として、Ａ／Ｎ情報を、サブフレームｎ＋４－ｋに送信することができる。
【０３３７】
　ＰＤＳＣＨ送信とそれに関連するＥ－ＰＤＣＣＨ／ＰＤＣＣＨとの間にタイミング差ｋ
（サブフレーム差とも称する）がある場合に、ＰＤＳＣＨとそれに関連するＥ－ＰＤＣＣ
Ｈとの間のタイミング差ｋを、固定されたものとするか、より上位の層から入手すること
ができる。タイミング差ｋを、ＰＤＳＣＨとそれに関連するＥ－ＰＤＣＣＨとの間のより
柔軟なタイミング関連付けのために、ＰＤＳＣＨサブフレーム（ｎ）のタイミングに依存
するものとすることができる。たとえば、例示のために、タイミング差を、偶数番号のサ
ブフレームについてｋ、奇数番号のサブフレームについてｋ＋１とすることができる。こ
の形で、所与のサブフレーム（ｎ－ｋ）に受信されるＥ－ＰＤＣＣＨは、一方はサブフレ
ームｎ内、他方はサブフレームｎ＋１内の、２つのＰＤＳＣＨ割当の特性を示すことがで
きる。複数のＰＤＳＣＨが同一の関連するＥ－ＰＤＣＣＨを有することができる、そのよ
うな割当は、Ｅ－ＰＤＣＣＨシグナリングの全体的な効率を高めることができる。
【０３３８】
　一例では、ＷＴＲＵは、復号された関連するＥ－ＰＤＣＣＨの少なくとも１つの特性に
基づいて、ＷＴＲＵ宛のＰＤＳＣＨ送信の少なくとも１つの特性を判定することができる
。さまざまな技法を、関連する特性を判定するために実施することができる。
【０３３９】
　たとえば、ＰＤＳＣＨ送信の１つまたは複数の特性を、それに関連するＥ－ＰＤＣＣＨ
によって搬送されるダウンリンク制御情報から明示的に入手することができる。さらに、
ＰＤＳＣＨ送信の１つまたは複数の特性を、ＰＤＳＣＨ送信に関する関連するＥ－ＰＤＣ
ＣＨに関する関連するＰＤＣＣＨおよび／またはサポートするＰＤＣＣＨから明示的に入
手することができる。
【０３４０】
　一例では、ＰＤＳＣＨの少なくとも１つの特性を、ＰＤＳＣＨ送信に関する関連するＥ
－ＰＤＣＣＨの１つまたは複数の送信特性から暗黙のうちに入手することができる。ＷＴ
ＲＵが関連するＥ－ＰＤＣＣＨの送信特性に基づいてＰＤＳＣＨ送信特性を暗黙のうちに
判定することの利益は、より少ない明示的情報をダウンリンク制御情報で伝えることがで
き、したがって、より少ないオーバーヘッドがあるものとすることができることである。
たとえば、ＰＤＳＣＨリソース要素のサブセットを、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに使用され
るリソース要素と同一の副搬送波内であるが、異なるシンボル内または異なるタイムスロ
ット内に存在すると判定することができる。
【０３４１】
　一例では、ＰＤＳＣＨリソース要素のサブセットを、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに利用さ
れる物理リソースブロックまたは仮想リソースブロックに対する定義された関係を有する
物理リソースブロックまたは仮想リソースブロック内に存在すると判定することができる
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。たとえば、ＰＤＳＣＨを、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに使用される物理リソースブロック
または仮想リソースブロックに周波数および／または時間において直接に隣接する（より
上、より下、または両方）Ｎ個の物理リソースブロックまたは仮想リソースブロック内に
存在すると判定することができる。一例では、ＰＤＳＣＨがこれらの隣接するリソースブ
ロック内に存在するかどうかを、関連するＥ－ＰＤＣＣＨ、関連するＰＤＣＣＨ、および
／または関連するＥ－ＰＤＣＣＨのサポートするＰＤＣＣＨによって搬送されるダウンリ
ンク制御情報内で示すことができる。ＰＤＳＣＨがこれらの隣接するリソースブロック内
に存在するかどうかを、より上位の層のシグナリングによって示すことができる。値Ｎを
、類似する手段（たとえば、関連するＥ－ＰＤＣＣＨ、関連するＰＤＣＣＨ、および／ま
たは関連するＥ－ＰＤＣＣＨのサポートするＰＤＣＣＨ）を使用してシグナリングするこ
ともできる。
【０３４２】
　ＰＤＳＣＨに使用されるアンテナポートのセットまたは少なくとも１つのアンテナポー
トを、それに関連するＥ－ＰＤＣＣＨを送信するのに使用される少なくとも１つのアンテ
ナポートに関係付けることができる。たとえば、ＷＴＲＵは、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに
使用されるアンテナポートのセットが、ＰＤＳＣＨに使用されるアンテナポートのサブセ
ットまたはセット全体であると暗黙のうちに判定することができる。同様に、ＰＤＳＣＨ
に使用されるアンテナポート（層）の個数を、Ｅ－ＰＤＣＣＨに使用されるアンテナポー
トの個数に関係付けることができる。ＰＤＳＣＨ復号のためのチャネル推定に使用される
基準信号の擬似乱数シーケンスのジェネレータの初期値を、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに関
するものと同一とすることができる。
【０３４３】
　アンテナポート上で送信される基準信号とＰＤＳＣＨ送信との間の電力オフセットを、
基準信号とＥ－ＰＤＣＣＨ送信との間の電力オフセットに関係付けることができ、かつ／
または同一とすることができる。一例では、ＰＤＳＣＨに使用される変調次数を、関連す
るＥ－ＰＤＣＣＨに使用される変調次数に基づいて判定することができる。たとえば、１
６－ＱＡＭ変調が、関連するＥ－ＰＤＣＣＨに使用される場合に、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣ
Ｈに使用される変調も１６－ＱＡＭであると判定することができる。
【０３４４】
　ＰＤＳＣＨリソース要素のサブセットを、たとえばこれらのリソース要素が関連するＥ
－ＰＤＣＣＨによって使用されない場合に、それに関連するＥ－ＰＤＣＣＨによって部分
的に使用されるリソースブロック内のリソース要素のサブセットに対応すると判定するこ
とができる。ＰＤＳＣＨを送信するセルまたはコンポーネントキャリアを、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈが復号されるセルまたはコンポーネントキャリアに基づいて判定することができる。た
とえば、クロスキャリアスケジューリング（ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｃｈｅｄｕ
ｌｉｎｇ）を、サポートするＰＤＣＣＨからの搬送波表示フィールドをシグナリングする
ことによって達成することができ、この搬送波表示フィールドは、ＰＤＳＣＨとそれに関
連するＥ－ＰＤＣＣＨとの両方のセルまたは搬送波を示すことができる。
【０３４５】
　本明細書で説明する方法のうちの少なくとも１つが特定のサブフレーム内で使用される
のかどうかを、サポートするＰＤＣＣＨ内、Ｅ－ＰＤＣＣＨ内、またはより上位の層から
示すことができる。たとえば、サポートするＰＤＣＣＨまたはＥ－ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳ
ＣＨ特性が、Ｅ－ＰＤＣＣＨ特性とは独立である（この場合に、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、ＰＤ
ＳＣＨ特性に関するより多くの明示的な情報を含むことができる）または、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ特性から導出される（この場合に、より少ない明示的情報をＥ－ＰＤＣＣＨに含めるこ
とができる）のどちらであるのかの表示を含むことができる。ＰＤＳＣＨ特性がＥ－ＰＤ
ＣＣＨ特性とは独立であるかどうかの表示を、ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＤＣＣＨ、またはＰＤ
ＳＣＨ内で示されるリソース割当のサイズまたは他の特性に基づく暗黙のものとすること
もできる。ＰＤＳＣＨ割当のサイズに依存して、本明細書の方法の使用は、オーバーヘッ
ド削減の観点からより多くまたはより少なく有利である可能性があり、したがって、動的



(66) JP 5784152 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

表示が有益である可能性がある。
【０３４６】
　ＰＤＳＣＨが、それに関連するＥ－ＰＤＣＣＨに使用されるリソースブロックに隣接す
るリソースブロック内にあると判定される時に、ＷＴＲＵは、両方の送信に使用されるリ
ソースブロック内の基準信号にまたがって平均をとるか補間することによって、各アンテ
ナポートでのチャネル推定の品質を高めることができることに留意されたい。さらに、Ｐ
ＤＳＣＨおよびそれに関連するＥ－ＰＤＣＣＨが、アンテナポートの同一のセットを共有
する場合に、ＷＴＲＵは、両方の送信に使用されるリソースブロック内の基準信号にまた
がって平均をとるか補間することによって、各アンテナポートでのチャネル推定の品質を
高めることができる。
【０３４７】
　一例では、ＷＴＲＵは、拡張されたＰＨＩＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＨＩＣＨ）の存
在を検出し、復号することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、拡張されたＰＨＩＣＨ情報
が配置されるＰＤＳＣＨフィールドの位置をポイントするレガシＰＤＣＣＨからＤＣＩメ
ッセージを復号することができる。一例では、このメッセージは、ユーザのグループに関
する拡張されたＰＨＩＣＨ情報を搬送することができる。ＵＥは、新しい専用のＤＣＩメ
ッセージから拡張されたＰＨＩＣＨ情報を読み取ることができる。新しいＤＣＩメッセー
ジは、ユーザのグループに関するＰＨＩＣＨ情報を搬送することができる。たとえば、新
しいＤＣＩフォーマット３Ｂを、ＰＵＳＣＨのＡ／Ｎの送信に使用することができる。一
例では、複数のユーザのＡ／Ｎフィードバックを、新しいＤＣＩフォーマットに含めるこ
とができる。たとえば、ＤＣＩフォーマット３Ｂは、ユーザ１のＡ／Ｎ、ユーザ２のＡ／
Ｎ、…、ユーザＮのＡ／Ｎを含むことができ、ここで、
【０３４８】
【数６０】

【０３４９】
であり、Ｌｆｏｒｍａｔ　３Ｂは、ＤＣＩフォーマット３Ｂのペイロードサイズと等しい
ものとすることができる。たとえば、Ｌｆｏｒｍａｔ　３Ｂを、フォーマット０に付加さ
れるすべてのパディングビットを含むＣＲＣアタッチメントの前のＤＣＩフォーマット０
のペイロードサイズと同一になるようにセットすることができる。より上位の層によって
提供されるパラメータＡＣＫ／ＮＡＣＫ－Ｉｎｄｅｘを使用して、所与のＷＴＲＵのＡ／
Ｎへのインデックスを判定することができる。
【０３５０】
【数６１】

【０３５１】
である場合には、値０の１つまたは複数のビットを、フォーマット３Ｂに付加することが
できる。
【０３５２】
　ＤＣＩフォーマット３Ｂを、ＭＤ－ＲＳに基づいてＰＤＣＳＨ領域にマッピングし、プ
リコーディングすることができる。ＷＴＲＵは、さまざまな方法を使用することによって
、拡張されたＰＨＩＣＨの存在を検出し、これを復号することができる。たとえば、ＷＴ
ＲＵは、ＰＨＩＣＨ情報が配置されるＰＤＳＣＨフィールド内の位置をポイントするレガ
シＰＤＣＣＨからＤＣＩメッセージを復号することができる。このメッセージ（たとえば
、ＤＣＩフォーマット３Ｂ）は、ユーザのグループのＰＨＩＣＨ情報を搬送することがで
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きる。一例では、ＷＴＲＵは、新しい専用のＤＣＩメッセージからＰＨＩＣＨ情報を読み
取ることができる。このメッセージ（たとえば、ＤＣＩフォーマット３Ｂ）は、ユーザの
グループのＰＨＩＣＨ情報を搬送することができる。
【０３５３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信のために構成されたＷＴＲＵについて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信す
るそのＰＵＣＣＨのリソース割当を、Ｅ－ＰＤＣＣＨリソース割当および／またはＤＭ－
ＲＳポート割当にマッピング（またはリンク）することができる。たとえば、ＷＴＲＵは
、サブフレームｎでのＨＡＲＱ－Ａ／Ｎの送信にＰＵＣＣＨリソース
【０３５４】
【数６２】

【０３５５】
を利用することができる。ＰＵＣＣＨリソース
【０３５６】

【数６３】

【０３５７】
であり、サブフレームｎ－４内の対応するＥ－ＰＤＣＣＨの検出によって示されるＰＤＳ
ＣＨ送信、および／またはサブフレームｎ－４内のダウンリンクＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）解放を示すＥ－ＰＤＣＣＨの値を判定するた
めに、ＷＴＲＵは、式（１３）を使用してＰＵＣＣＨリソースの値を判定することができ
る。
【０３５８】
【数６４】

【０３５９】
ここで、
【０３６０】
【数６５】

【０３６１】
は、対応するＥ－ＰＤＣＣＨ送信内の最小のＰＲＢインデックスとすることができ、ｎＤ

Ｍ－ＲＳは、最小のＤＭ－ＲＳポートインデックスとすることができ、ＳＣＩＤは、Ｅ－
ＰＤＣＣＨに使用されるＤＭ－ＲＳシーケンスのスクランブリングＩＤとすることができ
、
【０３６２】

【数６６】

【０３６３】
は、より上位の層によって構成されるものとすることができる。単純な例（たとえば、Ｍ
Ｕ－ＭＩＭＯが利用されない）は、
【０３６４】
【数６７】
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【０３６５】
の場合に発生することができる。ＭＵ－ＭＩＭＯがＥ－ＰＤＣＣＨに使用される場合には
、ｎＤＭ－ＲＳおよびＳＣＩＤを使用して、ＰＵＣＣＨリソース割当を導出することがで
きる。ＬＴＥ－Ａシステムについて、ｎＤＭ－ＲＳは、７、８、９などの値をとることが
できる。たとえば、ＬＴＥ－Ａシステムについて、
【０３６６】
【数６８】

【０３６７】
になるように、式１３にオフセットを追加することができる。ＷＴＲＵは、まずＥ－ＰＤ
ＣＣＨのリソース割当情報を入手し、その後、上で指定された関係から、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信するＰＵＣＣＨのリソースマッピングを導出することができる。ＳＰ
Ｓに似て、ＰＵＣＣＨタイプ１リソースマッピングを、構成時に定義することができ、そ
の結果、ＷＴＲＵは、事前に定義された位置を使用できるようになる。
【０３６８】
　ほとんどおよび／またはすべてのＷＴＲＵ（たとえば、リリース８、９、および／また
は１０のＷＴＲＵ）について、無線リンク障害を、全チャネル帯域幅にわたるチャネル条
件に基づくものとすることができる。しかし、ＷＴＲＵは、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信するた
めに、全システム帯域幅のサブセクションを監視できる可能性がある。したがって、ＰＤ
ＳＣＨフィールドを介して制御情報を受信するＣｏＭＰ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｍｕ
ｌｔｉｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）ＷＴＲＵの無線リンク障害判断基準を、
再定義することができる。
【０３６９】
　一例では、ＷＴＲＵは、次の方法のうちの１つまたは組合せを使用することによって、
無線リンク障害（ＲＬＦ）測定を実行することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨの送信のために割り当てられたＰＤＳＣＨフィールド内で使用可能なＤＭ－ＲＳ
基準信号を使用して測定を実行することによって、無線リンク測定を実行することができ
る。一例では、ＷＴＲＵは、ＣＲＳ基準信号を使用して無線リンク測定を実行することが
できる。この例では、ＷＴＲＵは、拡張された制御チャネルがアクティブ化される時に、
ＲＬＦ測定しきい値（１つまたは複数）にオフセットを適用することができる。
【０３７０】
　特徴および要素が、上では特定の組合せで説明されるが、当業者は、各特徴または要素
を単独でまたは他の特徴および要素との任意の組合せで使用できることを了解するであろ
う。さらに、本明細書で説明される方法を、コンピュータまたはプロセッサによる実行の
ためにコンピュータ可読媒体内に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、
またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号
（有線または無線の接続を介して送信される）およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。
コンピュータ可読記憶媒体の例は、ＲＯＭ（読取り専用メモリ）、ＲＡＭ（ランダムアク
セスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディス
クおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディ
スクおよびＤＶＤ（ディジタル多用途ディスク）などの光学媒体を含むが、これらに限定
されない。ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地
局、ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータ内で使用されるラジオ周波数トランシーバ
を実施することができる。
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