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(57)【要約】
　本発明は物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及
び装置を提供し、従来の期信号または物理ダウンリンク
共有チャネルの開始位置を示すシグナリングを伝送しな
い場合、物理ダウンリンク制御チャネルの伝送により、
物理ダウンリンク共有チャネル開始位置を指示すること
を実現する。当該方法は、端末が候補時間位置集合中の
各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候
補物理ダウンリンク制御チャネル/強化型物理ダウンリ
ンク制御チャネルリソース位置集合それぞれに基づいて
、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームに搬送されるダウ
ンリンク制御信号的物理ダウンリンク制御チャネル/強
化型物理ダウンリンク制御チャネルを決定するステップ
と、前記端末が決定された物理ダウンリンク制御チャネ
ル/強化型物理ダウンリンク制御チャネルによりダウン
リンク制御信号を受信するステップとを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候
補物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）/強化型物理ダウンリンク制御チャネル
（ｅＰＤＣＣＨ）リソース位置集合に基づき、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームに搬送
されるダウンリンク制御信号ＤＣＩのＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定するステップと、
　前記端末は、決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりＤＣＩを受信するステップと
を備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項２】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、基地局より端末に通知されたもので
あるか、または前記端末と基地局により相互に約定されたものであることを特徴とする請
求項１に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項３】
　前記端末が前記候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤ
ＣＣＨリソース位置集合に基づき、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨを決定するステップは、
　前記端末は、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる各々候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブラインドレート検出を行い、無線フレ
ームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定することを特徴とする請
求項１に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項４】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の物理ダ
ウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項５】
　基地局は、候補時間位置集合に基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップであって、前記候補時間位置集合中
の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応
する前記決定ステップと、
　前記基地局は、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位
置集合から１つの候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候
補時間位置においてＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するステップとを備えることを特徴
とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項６】
　基地局が候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップは、
　前記基地局は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへ
アクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選
出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候
補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位
置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに
用いられると決定することを特徴とする請求項５に記載の物理ダウンリンク制御チャネル
の伝送方法。
【請求項７】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
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候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末により相互に約定
されたものであるか、または、前記基地局により決定されたものであることを特徴とする
請求項６に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項８】
　前記基地局が、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時
間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当
てた後、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置
各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信すること
を特徴とする請求項７に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項９】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項５ないし請求項８のいずれかに記載の物理ダ
ウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項１０】
　候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレー
ムにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定する決定モジュールと、
　決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジ
ュールとを備えることを特徴とする端末。
【請求項１１】
　前記受信モジュールは、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合
中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を
受信することを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定さ
れたものであることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１３】
　前記決定モジュールは、
　前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅ
ＰＤＣＣＨリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームに
おいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定することを特徴とする請求項１
０に記載の端末。
【請求項１４】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項１０ないし請求項１３のいずれかに記載の端
末。
【請求項１５】
　候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
伝送の候補時間位置を決定する第１処理モジュールであって、前記候補時間位置集合中の
各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応す
る前記第１処理モジュールと、
　前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合から１つ
の候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置におい
てＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する第２処理モジュールとを備えることを特徴とする
基地局。
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【請求項１６】
　前記第１処理モジュールは、
　ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開
始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出され
た候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基
づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、ま
た、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられると決
定することを特徴とする請求項１５に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約
定されたものであることを特徴とする請求項１６に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記第１処理モジュールは、候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯におけ
る、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合
を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補ＰＤ
ＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当てることを特徴とする請求項１６に記載
の基地局。
【請求項１９】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュールをさ
らに備えることを特徴とする請求項１８に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項１５ないし請求項１９のいずれかに記載の基
地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年９月１１日に中国特許局に提出し、出願番号が２０１５１０５８
０５４６.３であり、発明名称が「物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置」
との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
【０００２】
　本発明は通信技術分野に関し、特に、物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装
置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＣＳＭＡ/ＣＡスペクトルにおいて、具体的なアプリケーション ・システムが計画して
おらず、多様な無線通信システム、たとえば、ブルートゥース（登録商標）、ＷｉＦｉ（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）などは、ソースの先取りにより、ＣＳＭＡ/ＣＡ周
波数リソースを共有することができる。異なる運用者により配置した免許不要ＬＴＥ（Ｌ
ＴＥ－Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ、ＬＴＥ－Ｕと略称し、Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ、ＬＴＥと略称）の間、及びＬＴＥ－Ｕ、ＷｉＦｉなどの無線通信システムがＣＳＭ
Ａ/ＣＡスペクトルリソースを共有するモードは、研究の重点と難点となっている。３Ｇ
ＰＰは、無線通信システムの間の公平・共存の確保を求め、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯がセカ
ンダリ・キャリアとして免許周波帯のプライマリ・キャリアアの補助により実施できる。
ＬＢＴ（Ｌｉｓｔｅｎ Ｂｅｆｏｒｅ Ｔａｌｋ）は、ＬＴＥ－Ｕ競合アクセスの基本手段
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である。
【０００４】
　８０２.１１システムに採用されるチャネルアクセスメカニズムはＣＳＭＡ/ＣＡ （Ｃ
ａｒｒｉｅｒ Ｓｅｎｓｅ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ/ Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ Ａｖｏ
ｉｄａｎｃｅ）メカニズムと称され、ＷｉＦｉがＣＳＭＡ/ＣＡスペクトルにおいて先取
りリソースを先取るモードは図１に示すように、具体的に、まずは、チャネルをリスニン
グし、チャネルアイドル時間がＤＩＦＳ（ＤＣＦ Ｉｎｔｅｒ－Ｆｒａｍｅ Ｓｐａｃｅ、
ＤＣＦＩＦＳ、ＤＣＦ: ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ ａｃｃｅｓｓ）に達す
る場合、現行チャネルをアイドルチャネルとして決定して、チャネルへのアクセスを待つ
各々ステーションはランダムバックオフ段階に入ることにより、複数のステーションが同
様なリソースにおける衝突を避けることができる。公平性を確保するため、それぞれのス
テーションは、ＣＳＭＡ/ＣＡスペクトルリソースを長期的に占有することができず、占
有時間が所定時間に達したかまたはデータ伝送量が上限になると、占有されたＣＳＭＡ/
ＣＡスペクトルリソースを解放して、他のシステムがリソースを先取るようにする。
【０００５】
　柔軟性及び公平性を有するアダプティヴチャネルアクセスメカニズムを提供するため、
ヨーロッパは、ＣＳＭＡ/ＣＡの５１５０-５３５０ＭＨｚ及び５４７０-５７２５ＭＨｚ
周波帯においてＬＢＴ技術を採用することを要求する。ＣＣＡ（Ｃｌｅａｒ Ｃｈａｎｎ
ｅｌ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ、アイドルチャネル評価）は、エネルギー検出により、チャ
ネルにおいて、目下、信号伝送の有無を判断して、チャネルが占有されたかどうかを判断
する。ＥＴＳＩ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｔａｎｄ
ａｒｄｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）基準によれば、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯の装置をｆａｍｅ－
ｂａｓｅｄとＬｏａｄ－ｂａｓｅｄに分類して、それぞれ２種のアクセスメカニズム、Ｆ
ＢＥ（Ｆｒａｍｅ Ｂａｓｅｄ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、フレームベースの装置）及びＬＢＥ
（Ｌｏａｄ Ｂａｓｅｄ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、負荷ベースの装置）に対応する。ここで、
ＬＢＥアクセスメカニズムは、ＷｉＦｉのＣＳＭＡ/ＣＡメカニズムと類似する。
【０００６】
　ＬＢＥチャネルアクセスメカニズムの場合、伝送たびに、チャネルを占有する時間及び
及び始点が変化可能であり、チャネルを取得する前ＣＣＡ検出を行うことが必要となる。
まず、競合ウインドウ（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ Ｗｉｎｄｏｗ、 ＣＷ）のサイズｑに基づ
いて、ランダム因子Ｎを生成して、チャネルアイドル時間がＣＣＡ時間（即ちｑ）のＮ倍
になり、かつ、チャネルがアイドル状態となってからチャネルへアクセスして、データ伝
送プロシージャを開始する。チャネルを占有できる最大時間は１３ｍｓである。ＬＢＥは
、オプションＡとオプションＢに区分して、オプションＢの競合ウインドウは、固定的で
あり、一番基本的なＬＢＥ形式である。図２は、ＥＴＳＩ ＬＢＥオプションＢのチャネ
ルアクセスメカニズムの示す図である。 
【０００７】
　目下、３ＧＰＰ研究の現状としては、ｌｏａｄ-ｂａｓｅｄ類装置の伝送に対し、ＬＢ
Ｔ類３及びＬＢＴ類４との２種のＬＢＴが定義されている。ＬＢＴ類３の場合、固定の競
合ウインドウが採用され、ＥＴＳＩ ＬＢＥ オプションＢがＬＢＴ類３に属する。一方、
ＬＢＴ類４は、ＥＴＳＩ ＬＢＥオプションＢにより訂正され、ｌｏａｄ-ｂａｓｅｄのＬ
ＢＴを用い、且つ、競合ウインドウは、指数関数的に増大するか、または半静的に（ｓｅ
ｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）設定される。ＷｉＦｉにＣＳＭＡ/ＣＡアクセスメカニズ
ムを採用する場合競合ウインドウが指数関数的に増大するため、ＬＴＥ－ＵとＷｉＦｉの
公平な共存を実現するため、３ＧＰＰは、ＬＴＥ－Ｕのダウンリンク伝送において、ＬＢ
Ｔ類４を採用するように要求する。
【０００８】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔ
ｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ、物理ダウンリンク制御チャネル）にダウンリンク制御信号が搬
送され、キャリアアグリゲーションに含まれるＰＤＣＣＨに必要とされるリソース数は、
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相対的に安定でき、高位層シグナリングにより半静的に指示されることができ、ＰＤＣＣ
Ｈをデコーデングすることにより、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓ
ｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ、物理ダウンリンク共有チャネル）の開始位置を決定するこ
とができる。ＰＤＣＣＨは、マルチユーザー共有方式を採用し、端末は制御領域全体にお
いて所定規則により制御シグナリングをサーチする必要がある。ブラインドレート検出さ
れる必要があるＰＤＣＣＨリソースは、共通検索領域（ｃｏｍｍｏｎ ｓｅａｒｃｈ ｓｐ
ａｃｅ）におけるＰＤＣＣＨリソース及びＵＥ（Ｕｓｅｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の個別
検索領域（ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｓｅａｒｃｈ ｓｐａｃｅ）ＰＤＣＣＨリソースとの２種を
主に有する。それぞれの検索領域において、ＣＣＥ（Cｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ、制御チャネルエレメント）のアグリゲーションレベルが異なり、対応のチ
ャネルリソース数も異なる。具体的に、表１に示すとおりである。

【０００９】
　共通検索領域の場合、ＣＣＥのアグリゲーションレベルが４であり、ブラインドレート
検出が必要とするＰＤＣＣＨリソース数が４である。または、ＣＣＥのアグリゲーション
レベルが８、ブラインドレートされる必要があるＰＤＣＣＨリソース数が２である。共通
検索領域において、異なる長さのＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ、ダウンリンク制御信号）フォーマット２種をブラインドレート検出すれば
、端末は、ＰＤＣＣＨ共通検索領域におけるブラインドレート検出数は、２×（４+２）=
１２回である。
【００１０】
　ＵＥ個別検索領域の場合、ＣＣＥのアグリゲーションレベルが１、２、４または８であ
り、ＣＣＥアグリゲーションレベルごとにブラインドレートされる必要があるＰＤＣＣＨ
リソース数は、順次に{６、６、２、２}である。ＵＥ個別検索領域においても異なる長さ
のＤＣＩフォーマット２種をブラインドレート検出すれば、そのうちのＤＣＩフォーマッ
トは、現行端末の伝送モードと関連し、具体的には３６.２１３中の記載を参考されたい
。端末は、ＵＥ個別のＰＤＣＣＨ検索領域におけるブラインドレート検出回数は２×（６
+６+２+２）=３２回である。
【００１１】
　ＬＴＥフレーム構成によれば、ＬＴＥの場合、信号伝送は、長さが１ｍｓであるサブフ
レームを単位とする。しかし、ＬＴＥ－Ｕの場合、ダウンリンク伝送にＬＢＴメカニズム
が採用されなければならないため、競合アクセスの原因でＬＴＥ－Ｕ信号伝送の時間始点
は、サブフレームの開始点ではなく、チャネルアクセスサブフレームの任意の位置である
可能性が高い。目下、基準が２種のサブフレーム構成をサポートする。第１種は、パーシ
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ャルサブフレーム（Ｐａｒｔｉａｌ Ｓｕｂｆｒａｍｅ）であり、即ち、チャネルアクセ
スサブフレームに含まれる一部のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）シンボルを独立のＴＴＩ （Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ ｔｉｍｅ ｉｎｔｅｒｖａｌ、伝送時間間隔）とし、当該ＴＴＩは１ｍｓより小さ
い。第２種は、フローティングサブフレーム（ｆｌｏａｔｉｎｇ ｓｕｂｆｒａｍｅ）と
称され、即ち、１つのサブフレームの一部のＯＦＤＭシンボルが隣接する後ろの１サブフ
レームの一部ＯＦＤＭシンボルと時間が１ｍｓであるＴＴＩを構成することがでる。よっ
て、Ｐａｒｔｉａｌ ＳｕｂｆｒａｍｅであろうかＦｌｏａｔｉｎｇ Ｓｕｂｆｒａｍｅで
あろうか、ＣＳＭＡ/ＣＡキャリアのＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送方式と免許周波帯にお
ける伝送方式は、著しく異なる。
【００１２】
　目下、ランダムアクセス方式によりＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯を先取った後、初期信号また
はＰＤＳＣＨの開始位置を示すシグナリングを伝送しない場合、どのようにＰＤＣＣＨ伝
送によりＰＤＳＣＨの開始位置を示すのがまだ案出されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明に係る実施例は物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法及び装置を提供し、初
期信号またはＰＤＳＣＨの開始位置を示すシグナリングを伝送しない場合、ＰＤＣＣＨ伝
送によりＰＤＳＣＨの開始位置を示すように実現させる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る実施例により提供される技術案は以下とおりである。
【００１５】
　本発明の実施例に係る物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法は、
　端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候
補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づき、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無
線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定するステップと、
　前記端末は、決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨにより、ダウンリンク制御信号を受
信するステップとを備える。
【００１６】
　実施中、前記端末が無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
を決定する前、前記方法は、
　前記端末は、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候
補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を受信するス
テップをさらに備える。
【００１７】
　実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に
対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互い
に約定されたものである。
【００１８】
　実施中、前記端末が前記候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ
/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に基づいて、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰ
ＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定するステップは、
　前記端末は、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる各々候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブラインドレート検出を行い、無線フレ
ームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定する。
【００１９】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
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の和は所定値より大きくない。
【００２０】
　本発明の実施例に係る物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法は、
　基地局は、候補時間位置集合に基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップであって、前記候補時間位置集合中
の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応
する前記決定ステップと、
　前記基地局は、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位
置集合から１つの候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候
補時間位置においてＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するステップとを備える。
【００２１】
　実施中、基地局が候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣ
ＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップは、
　前記基地局は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへ
アクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選
出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候
補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位
置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに
用いられると決定する。
【００２２】
　実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に
対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお
互いに約定されたものである。
【００２３】
　実施中、前記基地局が、候補時間位置集合に基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における
、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する前、前記方法は、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時
間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当
てるステップを備える。
【００２４】
　実施中、前記基地局が、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各
々候補時間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合
を割り当てた後、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置
各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信するステ
ップを備える。
【００２５】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００２６】
　本発明の実施例に係る端末は、
　候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレー
ムにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定する決定モジュールと、
　決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジ
ュールとを備える。
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【００２７】
　実施中、前記受信モジュールは、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間
位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位
置集合を受信する。
【００２８】
　実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に
対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互い
に約定されたものである。
【００２９】
　実施中、前記決定モジュールは、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合
に含まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置それぞれにおいてブラインド
レート検出を行い、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを
決定する。
【００３０】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００３１】
　本発明の実施例に係る基地局は、
　候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
伝送の候補時間位置を決定する第１処理モジュールであって、前記候補時間位置集合中の
各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応す
る前記第１処理モジュールと、
　前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合から１つ
の候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置におい
てＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する第２処理モジュールとを備える。
【００３２】
　実施中、前記第１処理モジュールは、
　ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開
始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出され
た候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基
づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、ま
た、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられると決
定する。
【００３３】
　実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に
対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお
互いに約定されたものである。
【００３４】
　実施中、前記第１処理モジュールは、
　候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集
合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース
位置集合を割り当てる。
【００３５】
　実施中、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に
対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュ
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ールをさらに備える。
【００３６】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【発明の効果】
【００３７】
　上記のような技術案によれば、本発明に係る実施例において、基地局及び端末は、ＣＳ
ＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ伝送のための候補時間位置集合を約定し、及び、
前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣ
Ｈリソース位置集合を約定し、基地局は、約定された候補時間位置及び当該約定された候
補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置において、ＰＤＣＣＨ
を伝送し、一方、端末は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対
応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置において、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを
ブラインドレート検出する。こうして、ＰＤＳＣＨの開始位置を示すシグナリングまたは
初期信号の送信が必要ではない場合、検出されたＰＤＣＣＨに基づいてＰＤＳＣＨを開始
位置を決定することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】背景技術のＷｉＦｉがＣＳＭＡ/ＣＡスペクトルにおいてリソースを先取るプロ
シージャを示す図である。
【図２】背景技術のＬＢＥオプションＢのチャネルへアクセスするメカニズムを示す図で
ある。
【図３】本発明の実施例に係る端末がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する方法フローチ
ャートである。
【図４】本発明の実施例に係る基地局がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する方法のフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の実施例に係るパーシャルサブフレーム構成場合のＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨ伝送を示す図である。
【図６】本発明に係る実施例のフローティングサブフレーム構成の場合のＰＤＣＣＨ/ｅ
ＰＤＣＣＨ伝送を示す図である。
【図７】本発明の実施例に係る端末の構造図である。
【図８】本発明の実施例に係る基地局の構造図である。
【図９】本発明の実施例に係るたの端末の構造図である。
【図１０】本発明の実施例に係るたの基地局の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、実施例により本発明を説明するが、これらの実施例に限定されたものではない。
本発明の趣旨及び実質を逸脱しない限り、発明方法、工程または条件に対しての修正また
は取り換えることも、全て本発明の範囲に属する。
【００４０】
　以下の説明において、ネットワーク側と端末側の協働実施の視点から説明するが、二者
が必ず協働実施することを意味するわけではなく、実に、ネットワーク側と端末側がそれ
ぞれ独立的に実施する場合も、ネットワーク側、端末側における問題点を解決できるが、
ただし、二者が協働する場合、一層優れた技術効果を得る。
【００４１】
　本発明に係る実施例において、図３に示すように、端末がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを
伝送する方法の流れは以下とおりである。
【００４２】
　ステップ３０１において、端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記
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候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づ
き、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣ
Ｈを決定する。
【００４３】
　ここで、候補時間位置集合に複数の候補時間位置が含まれ、１つの候補時間位置は、基
地局がＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームにおいて、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送でき
る開示時刻を約定した。即ち、候補時間位置集合は、基地局がＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線
フレームにおいて、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送できる開始時刻の集合を約定した。
【００４４】
　実施中、候補時間位置集合における各々候補時間位置は、連続のＯＦＤＭシンボルであ
ってもよく、分散のＯＦＤＭシンボルであってもよい。前記候補時間位置は、プロトコル
により許可された無線サブフレームの任意の位置であってもよい。
【００４５】
　例えば、候補時間位置集合が{２,４}であり、即ち、基地局は、無線サブフレームの２
番目のＯＦＤＭシンボルまたは４番目のＯＦＤＭシンボルをＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨの
開始位置としてＤＣＩを伝送することができる。ここでは、１つの例にすぎず、候補時間
位置集合は多様であり、１つ１つ説明しない。
【００４６】
　実施中、候補時間位置集合及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合は、以下２種の方式により得られる。
【００４７】
　＜方式１＞端末は、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の
各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を受信
する。
【００４８】
　実施中、端末は、免許周波帯の基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位
置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置
集合を受信する。
【００４９】
　＜方式２＞前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自
に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互
いに約定されたものである。
【００５０】
　例えば、候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応
する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、端末と基地局の間に、プロトコ
ルにより約定されるか、または端末及び基地局に設定される。
【００５１】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００５２】
　実施中、当該所定値は、システムシミュレーショ及びシステム煩雑さにより決定され、
または、当該所定値は、それぞれのアグリゲーションレベル場合の、全部可能の候補ＰＤ
ＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数により決定される。例えば、当該所定値は、それぞ
れアグリゲーションレベル場合の全部可能の候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置
数の和よりちいさいか等しい。
【００５３】
　実施中、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合、含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数は、同じ
値であってもよいし、異なる値であってもよい。
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【００５４】
　実施中、端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対し、以下のように動作す
る。ウンリンク制御信号を搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを検出できるまで、端末は
、前記候補時間位置に対応する前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含
まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置において、ブラインドレート検出
を行う。
【００５５】
　実に応用の場合、端末が各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブラ
インドレート検出を行う回数は、可能のＤＣＩフォーマット長により決定される。例えば
、異なる長さのＤＣＩフォーマット２種があれば、端末が各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置においてブラインドレート検出を行う回数は２回である。
【００５６】
　ステップ３０２において、端末は、決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨにより、ダウ
ンリンク制御信号を受信する。
【００５７】
　同様な発明思想により、本発明に係る実施例は、対応の基地局側における実施案を提供
する。図４に示すように、基地局がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する方法の流れは以
下とおりである。
【００５８】
　ステップ４０１において、基地局は、候補時間位置集合に基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周
波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する。前記候補時間
位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置
集合に対応する。
【００５９】
　ここで、候補時間位置集合に複数の候補時間位置が含まれ、１つの候補時間位置は、基
地局がＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームにおいて、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送でき
る開示時刻を約定したものである。即ち、候補時間位置集合は、基地局がＣＳＭＡ/ＣＡ
周波帯無線フレームにおいて、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送できる開始時刻の集合を
約定したものである。
【００６０】
　実施中、候補時間位置集合における各々候補時間位置の間は、連続のＯＦＤＭシンボル
であってもよく、分散のＯＦＤＭシンボルであってもよい、前記候補時間位置は、プロト
コルにより許可された無線サブフレームの任意の位置であってもよい。
【００６１】
　実施中、以下の２つの方法により、基地局候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ
周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するが、この２つ
の方法にかぎられない。
【００６２】
　＜方法１＞前記基地局は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、
チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時
間位置を選出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに
用いられる。
【００６３】
　＜方法２＞前記基地局は、前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選
出された候補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする
開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝
送するのに用いられると決定する。
【００６４】
　具体的な実施において、基地局は、ＬＢＴにより、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャ
ネルへアクセスする場合、候補時間位置集合中のある候補時間位置を開始位置として選択



(13) JP 2018-530961 A 2018.10.18

10

20

30

40

50

して、チャネルへアクセスする。または、基地局は、ＬＢＴにより、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波
帯においてチャネルへアクセスする場合、候補時間位置集合中のある候補時間位置が属す
るＯＦＤＭシンボルの直前ＯＦＤＭシンボルの非境界位置を選択してチャネルへアクセス
し、当該直前のＯＦＤＭシンボルの非境界位置から当該直前ＯＦＤＭシンボルと当該直前
ＯＦＤＭシンボルのつぎのＯＦＤＭシンボルの境界は、ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ信号の伝
送に用いられる。例えば、候補時間位置集合が{２,４}であれば、基地局は、ＣＳＭＡ/Ｃ
Ａ周波帯において無線サブフレームの２番目ＯＦＤＭシンボルまたは４番目ＯＦＤＭシン
ボルにおいてチャネルへアクセスし、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりＤＣＩを伝送する
。
【００６５】
　実施中、以下の２つの方法により、候補時間位置集合及び前記候補時間位置に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を得られる。
【００６６】
　＜方法１＞前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自
に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末により
お互いに約定されたものである。
【００６７】
　＜方法２＞基地局は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯において候補時間位置集合に基づいて無線
フレームにおけスチャネルへアクセする開始位置を決定する前、前記基地局は、前記候補
時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応
する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当てる。
【００６８】
　方法２について、基地局は、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中
の各々候補時間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置
集合を割り当てた後、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間
位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信する
。
【００６９】
　具体的な実施において、基地局は、免許周波帯において前記候補時間位置集合及び前記
候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリ
ソース位置集合を、端末に送信する。
【００７０】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。それぞれの候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨリソース位置数を限定することにより、端末のブラインドレート検出回数を限定
することができ、こうして、ブラインドレート検出の煩雑さを低減して、オーバーヘッド
削減させる。
【００７１】
　実施中、候補時間位置集合中の各々候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合、含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数は、同じ
値であってもよいし、異なる値であってもよい。
【００７２】
　ステップ４０２において、基地局は、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅ
ＰＤＣＣＨリソース位置集合から１つの候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選
出し、選出された候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置に基づいて、前記無線フレ
ームの決定された候補時間位置においてＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する。
【００７３】
　実際に応用する場合、目下３ＧＰＰ研究の結論として、ＣＳＭＡ/ＣＡキャリアにおい
てブロードキャスト類制御を伝送しないため、ＣＳＭＡ/ＣＡキャリアのＰＤＣＣＨ/ｅＰ
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ＤＣＣＨには、共通検索領域が存在せず、従来のＬＴＥプロトコルを多重利用すれば、異
なる長さのＤＣＩフォーマットが２種であり、端末がの個別検索領域におけるブラインド
レート検出回数は２を超えることができない。即ち、端末が候補時間位置集合中の各々候
補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブラインドレ
ート検出を行う回数の和は、３２回を超えることができない。表２には、候補時間位置が
２つである場合、異なるアグリゲーションレベルにおいて、それぞれの候補時間位置に対
応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合含まれるコンポーネント数と、そ
れぞれの候補時間位置に対応するブラインドレート検出回数の間の関係を示す。

【００７４】
　具体的な実施例において、図５は、ＴＴＩが１ｍｓより小さいＰａｒｔｉａｌ Ｓｕｂ
ｆｒａｍｅ構造の制御チャネルの伝送構造図である。基地局は、無線サブフレームＮのあ
る候補時間位置において、チャネルへアクセスした後、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ及びＰ
ＤＳＣＨを伝送し、端末は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを正確に解析できるまで、前記候
補時間位置に対応する各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブライン
ドレート検出を行う。こうして、Ｐａｒｔｉａｌ ＳｕｂｆｒａｍｅのＰＤＳＣＨをデコ
ーデングすることができる。
【００７５】
　他の具体的な実施例において、図６に示すように、ＴＴＩがいつも１ｍｓであるＦｌｏ
ａｔｉｎｇ Ｓｕｂｆｒａｍｅ構造の制御チャネルを伝送する。基地局は、無線サブフレ
ームＮのある候補時間位置においてチャネルへアクセスして、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
及びＰＤＳＣＨを伝送し、端末は、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤ
ＣＣＨリソース位置において、ブラインドレート検出を行う。ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
を正確に解析すると、ＰＤＳＣＨの開始位置を決定することができ、無線サブフレームＮ
及び無線サブフレームＮ+１内の長さが１ｍｓであるＴＴＩをデコーデングすることがで
きる。
【００７６】
　同様な発明思想により、本発明に係る実施例は端末をさらに提供する。当該端末の具体
的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明しな
い。図７に示すように、当該端末は、
　候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレー
ムにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定する決定モジュール７０１
と、
　決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジ
ュール７０２とを備える。
【００７７】
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　具体的な実施において、前記受信モジュール７０２は、基地局から、前記候補時間位置
集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅ
ＰＤＣＣＨリソース位置集合を受信する。
【００７８】
　たの具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々
候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端
末と基地局がお互いに約定されたものである。
【００７９】
　具体的に、前記決定モジュール７０１は、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース
位置集合に含まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置それぞれにおいてブ
ラインドレート検出を行い、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤ
ＣＣＨを決定する。
【００８０】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００８１】
　同様な発明思想により、本発明に係る実施例は基地局をさらに提供し、当該基地局の具
体的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明し
ない。図８に示すように、当該基地局は、候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周
波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する第１処理モジュ
ール８０１であって、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤ
ＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応する前記第１処理モジュール８０１と、前
記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合から１つの候
補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置においてＰ
ＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する第２処理モジュール８０２とを備える。
【００８２】
　実施中、前記第１処理モジュール８０１は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへ
アクセスした後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合
から１つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣ
Ｈを伝送するのに用いられる。
【００８３】
　または、前記第１処理モジュール８０１は、前記候補時間位置集合から１つの候補時間
位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネ
ルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられると決定する。
【００８４】
　具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補
時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局
と端末によりお互いに約定されたものである。
【００８５】
　たの具体的な実施において、前記第１処理モジュール８０１は、候補時間位置集合に基
づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決
定する前、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置
のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当てる。
【００８６】
　当該具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々
候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に
送信する送信モジュール８０３をさらに備える。
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【００８７】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００８８】
　同様な発明思想により、本発明に係る実施例はたの端末をさらに提供する。当該端末の
具体的な実施は、上記方法の実施例の説明を参照することができるため、繰り返して説明
しない。図９に示すように、当該端末は、プロセッサ９０１と、メモリ９０２と、送受信
機９０３とを備える。前記送受信機９０３は、プロセッサ９０１の制御によりデータを送
受信する。前記メモリ９０２にはプリセットしたプログラムが格納されている。前記プロ
セッサ９０１は、メモリ９０２に格納されたプログラムを読み出して、候補時間位置集合
中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリ
ソース位置集合それぞれに基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームにおいてＤＣＩ
を搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定し、決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによ
りダウンリンク制御信号を受信するように送受信機９０３を指示する。
【００８９】
　具体的な実施において、プロセッサ９０１は、送受信機９０３により、基地局から、前
記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を受信する。
【００９０】
　たの具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々
候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端
末と基地局がお互いに約定されたものである。
【００９１】
　具体的に、前記プロセッサ９０１は、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置
集合に含まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置それぞれにおいてブライ
ンドレート検出を行い、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣ
Ｈを決定する。
【００９２】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【００９３】
　バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に
、プロセッサが代表となる１つまたは複数のプロセッサ及びメモリが代表となるメモリの
多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及
び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術で
あるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェー
スを提供する。送受信機は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備
え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサは、バズアー
キテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリは、プロセッサが動作する際に利用するデー
タを記憶することができる。
【００９４】
　同様な発明思想により、本発明に係る実施例は基地局をさらに提供し、前記基地局の具
体的な実施は上記方法実施例部分の説明を参照されたく、繰り返して説明しない。図１０
に示すように、前記基地局は、プロセッサ１００１と、メモリ１００２と、送受信機１０
０３とを備える。前記送受信機１００３は、プロセッサ１００１の制御によりデータを送
受信する。前記メモリ１００２にプリセットしたプログラムが格納されている。前記プロ
セッサ１００１は、メモリ１００２に格納されたプログラムを読み出して、候補時間位置
集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間
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位置を決定する。前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応する。
【００９５】
　また、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合か
ら１つの候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位
置においてＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するように送受信機１００３に指示する。
【００９６】
　実施中、プロセッサ１００１は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスし
た後、チャネルへアクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの
候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送す
るのに用いられる。
【００９７】
　または、プロセッサ１００１は、プロセッサ１００１前記候補時間位置集合から１つの
候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯におい
てチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤ
ＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられると決定する。
【００９８】
　具体的な実施において、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補
時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局
と端末によりお互いに約定されたものである。
【００９９】
　たの具体的な実施において、プロセッサ１００１は、候補時間位置集合に基づいてＣＳ
ＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する前、
前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各
自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当てる。
【０１００】
　当該具体的な実施において、プロセッサ１００１は、前記候補時間位置集合及び前記候
補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソ
ース位置集合を、送受信機１００３により端末に送信する。
【０１０１】
　実施中、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数
の和は所定値より大きくない。
【０１０２】
　バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に
、プロセッサが代表となる１つまたは複数のプロセッサ及びメモリが代表となるメモリの
多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及
び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術で
あるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェー
スを提供する。送受信機は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備
え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサは、バズアー
キテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリは、プロセッサが動作する際に利用するデー
タを記憶することができる。
【０１０３】
　以上の技術案によれば、本発明に係る実施例において、基地局及び端末は、ＣＳＭＡ/
ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ伝送のための候補時間位置集合を約定し、及び、前記候
補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソ
ース位置集合を約定し、基地局は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間
位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置において、ＰＤＣＣＨを伝送
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し、一方、端末は、約定された候補時間位置及び当該約定された候補時間位置に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置において、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨをブライ
ンドレート検出する。こうして、ＰＤＳＣＨの開始位置を示すシグナリングまたは初期信
号の送信が必要ではない場合、検出されたＰＤＣＣＨに基づいてＰＤＳＣＨを開始位置を
決定することができるようになる。
【０１０４】
　本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプロ
グラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェ
ア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できる
ことがかわるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム
製品の形式を採用できる。また、当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを
含むコンピュータ使用可能な記憶媒体（ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれ
とは限らない）において実施する。
【０１０５】
　以上は本発明の実施形態の方法、装置（システム）、およびコンピュータプログラム製
品のフロー図および／またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは
、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および／またはブロック図における各
フローおよび／またはブロックと、フロー図および／またはブロック図におけるフローお
よび／またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラ
ム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログ
ラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログ
ラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行
し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或
いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
【０１０６】
　これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能な
データ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これに
よって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図
における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或いは複数のブ
ロックに指定する機能を実現する。
【０１０７】
　これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能
なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピ
ュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、
関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される
指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図にお
ける一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
【０１０８】
　上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術
要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範
囲から逸脱するとは見なされない。
【０１０９】
　無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或
いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明
の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、す
べて本発明の請求の範囲に属する。
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月12日(2018.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末は、候補時間位置集合中の各々候補時間位置、及び前記候補時間位置に対応する候
補物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）/強化型物理ダウンリンク制御チャネル
（ｅＰＤＣＣＨ）リソース位置集合に基づき、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレームに搬送
されるダウンリンク制御信号ＤＣＩのＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定するステップと、
　前記端末は、決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりＤＣＩを受信するステップと
を備えることを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項２】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、基地局より端末に通知されたもので
あるか、または前記端末と基地局により相互に約定されたものであることを特徴とする請
求項１に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項３】
　前記端末が前記候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤ
ＣＣＨリソース位置集合に基づき、無線フレームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨを決定するステップは、
　前記端末は、前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる各々候補
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ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置においてブラインドレート検出を行い、無線フレ
ームにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定することを特徴とする請
求項１に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項４】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の物理ダ
ウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項５】
　基地局は、候補時間位置集合に基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/
ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップであって、前記候補時間位置集合中
の各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応
する前記決定ステップと、
　前記基地局は、前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位
置集合から１つの候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補
ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候
補時間位置においてＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するステップとを備えることを特徴
とする物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項６】
　基地局が候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定するステップは、
　前記基地局は、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへ
アクセスする開始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選
出し、選出された候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候
補時間位置に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位
置を決定し、また、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに
用いられると決定することを特徴とする請求項５に記載の物理ダウンリンク制御チャネル
の伝送方法。
【請求項７】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末により相互に約定
されたものであるか、または、前記基地局により決定されたものであることを特徴とする
請求項６に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項８】
　前記基地局が、前記候補時間位置集合を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時
間位置のために各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当
てた後、
　前記基地局は、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置
各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信すること
を特徴とする請求項７に記載の物理ダウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項９】
　前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣ
ＣＨリソース位置集合に含まれる候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置数の和は所
定値より大きくないことを特徴とする請求項５ないし請求項８のいずれかに記載の物理ダ
ウンリンク制御チャネルの伝送方法。
【請求項１０】
　候補時間位置集合中の各々候補時間位置及び前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣ
Ｈ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合それぞれに基づいて、ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯無線フレー
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ムにおいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定する決定モジュールと、
　決定されたＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨによりダウンリンク制御信号を受信する受信モジ
ュールとを備えることを特徴とする端末。
【請求項１１】
　前記受信モジュールは、基地局から、前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合
中の各々候補時間位置各自に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を
受信し、
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記端末と基地局がお互いに約定さ
れたものであることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記決定モジュールは、
　前記候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に含まれる各々候補ＰＤＣＣＨ/ｅ
ＰＤＣＣＨリソース位置それぞれにおいてブラインドレート検出を行い、無線フレームに
おいてＤＣＩを搬送するＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを決定することを特徴とする請求項１
０に記載の端末。
【請求項１３】
　候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯における、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ
伝送の候補時間位置を決定する第１処理モジュールであって、前記候補時間位置集合中の
各々候補時間位置それぞれは、候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合に対応す
る前記第１処理モジュールと、
　前記候補時間位置に対応する候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合から１つ
の候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置を選出し、選出された候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰ
ＤＣＣＨリソース位置にもとづいて、前記無線フレームの決定された候補時間位置におい
てＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送する第２処理モジュールとを備えることを特徴とする
基地局。
【請求項１４】
　前記第１処理モジュールは、
　ＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスした後、チャネルへアクセスする開
始時間位置に基づいて前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出され
た候補時間位置は、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられ、
　または、
　前記候補時間位置集合から１つの候補時間位置を選出し、選出された候補時間位置に基
づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯においてチャネルへアクセスする開始時間位置を決定し、ま
た、選出された候補時間位置がＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨを伝送するのに用いられると決
定することを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合は、前記基地局と端末によりお互いに約
定されたものであり、
　前記第１処理モジュールは、候補時間位置集合に基づいてＣＳＭＡ/ＣＡ周波帯におけ
る、ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨ伝送の候補時間位置を決定する前、前記候補時間位置集合
を決定し、前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置のために各自に対応する候補ＰＤ
ＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を割り当て、
　前記候補時間位置集合及び前記候補時間位置集合中の各々候補時間位置各自に対応する
候補ＰＤＣＣＨ/ｅＰＤＣＣＨリソース位置集合を、端末に送信する送信モジュールをさ
らに備えることを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
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