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(57)【要約】
　コントロールチャンネルは、サーチスペース配置から
利益が得られる。例えば、長期進化アドバンスト（ＬＴ
Ｅ－Ａ）の物理的レイヤにおける進化型又はエンハンス
ト物理的ダウンリンクコントロールチャンネル（Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ）は、サーチスペース構成から設計上の利益が
得られる。本発明の方法は、コントロールチャンネルの
サーチスペースを一対のパラメータにより指示すること
を含む。一対のパラメータは、物理的リソースブロック
インデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメ
ントインデックスを含む。又、この方法は、サーチスペ
ース内のコントロールチャンネルで送信することも含む
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示し、前記一対
のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネ
ルエレメントインデックスを含むものであり、及び
　前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信する、
ことを含む方法。
【請求項２】
　単一の割り当てられた一次の物理的リソースブロックを明確に指示することにより複数
のコードレートを暗示的に指示することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記指示することは、スタートインデックスを指示することを含み、前記スタートイン
デックスは、ユーザ装置が基準としてどのコントロールチャンネルエレメントインデック
スを使用すべきかについてユーザ装置に通知するように構成される、請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記スタートインデックスを指示することは、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを指示することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　サーチ位置をもたずパンクチャーアウトされるべき物理的リソースブロックを指示する
ことを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理し、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコン
トロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みる、
ことを含む方法。
【請求項７】
　前記受信された指示を処理することは、スタートインデックスを処理することを含み、
前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコントロールチャンネルエレ
メントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知するように構成される、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記スタートインデックスを処理することは、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを処理することを含む、請求項７に記載の方法
【請求項９】
　サーチ位置をもたずパンクチャーアウトされるべき物理的リソースブロックの指示を処
理することを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　サーチ戦略に使用される候補の物理的リソースブロックを、利用可能な物理的リソース
ブロックの合計数より小さい物理的リソースブロックの所定数に制限することを更に含む
、請求項６から９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示し、前記一対
のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネ
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ルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信する、
ようにさせるよう構成された装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、単一の割り当てられた一次の物理的リソ
ースブロックを明確に指示することにより複数のコードレートを暗示的に指示するように
させるよう構成された、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、スタートインデックスを指示するように
させるよう構成され、前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコント
ロールチャンネルエレメントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知する
ように構成される、請求項１１又は１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを指示することによりスタートインデックスを指示するようにさせるよう構
成された、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、サーチ位置をもたずパンクチャーアウト
されるべき物理的リソースブロックを指示するようにさせるよう構成された、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１６】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理し、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコン
トロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、及び
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みる、
ようにさせるよう構成された装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、スタートインデックスを処理するように
させるよう構成され、前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコント
ロールチャンネルエレメントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知する
ように構成される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを処理するようにさせるよう構成される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、サーチ位置をもたずパンクチャーアウト
されるべき物理的リソースブロックの指示を処理するようにさせるよう構成された、請求
項１６に記載の装置。
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【請求項２０】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、サーチ戦略に使用される候補の物理的リ
ソースブロックを、利用可能な物理的リソースブロックの合計数より小さい物理的リソー
スブロックの所定数に制限するようにさせるよう構成された、請求項１６から１９のいず
れかに記載の装置。
【請求項２１】
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出することを含み、
　前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コントロールチャンネルを、異
なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信で
きるようにし、１つの物理的リソースブロックへ局所化できるようにし、又は複数の物理
的リソースブロックへ分散できるようにする、方法。
【請求項２２】
　前記サーチスペースを定義するパラメータは、直接的にシグナリングされるか、又は他
のパラメータから部分的に導出される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記他のパラメータは、ユーザ装置識別子及びセル識別子の少なくとも１つを含む、請
求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出する、
ようにさせるよう構成され、前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コン
トロールチャンネルを、異なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソー
スブロックにおいて送信できるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化でき
るようにし、又は複数の物理的リソースブロックへと分散できるようにする、装置。
【請求項２５】
　前記サーチスペースを定義するパラメータは、直接的にシグナリングされるか、又は他
のパラメータから部分的に導出される、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記他のパラメータは、ユーザ装置識別子及びセル識別子の少なくとも１つを含む、請
求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータによって指示するための
指示手段を備え、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明
確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
　更に、前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信するための送信手段
を備えた、装置。
【請求項２８】
　単一の割り当てられた一次の物理的リソースブロックを明確に指示することにより複数
のコードレートを暗示的に指示する手段を更に備えた、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記指示することは、スタートインデックスを指示することを含み、前記スタートイン
デックスは、ユーザ装置が基準としてどのコントロールチャンネルエレメントインデック
スを使用すべきかについてユーザ装置に通知するように構成される、請求項２７又は２８
に記載の装置。
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【請求項３０】
　前記スタートインデックスを指示することは、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを指示することを含む、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　サーチ位置をもたずパンクチャーアウトされるべき物理的リソースブロックを指示する
手段を更に含む、請求項２７に記載の装置。
【請求項３２】
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理するための処理手段を備え、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックイン
デックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みるための試み手段を更に備えた、装置。
【請求項３３】
　前記受信された指示を処理することは、スタートインデックスを処理することを含み、
前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコントロールチャンネルエレ
メントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知するように構成される、請
求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記スタートインデックスを処理することは、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを処理することを含む、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　サーチ位置をもたずパンクチャーアウトされるべき物理的リソースブロックの指示を処
理するための手段を更に備えた、請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　サーチ戦略に使用される候補の物理的リソースブロックを、利用可能な物理的リソース
ブロックの合計数より小さい物理的リソースブロックの所定数に制限するための制限手段
を更に備えた、請求項３２から３５のいずれかに記載の装置。
【請求項３７】
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出するための導出手段を備え、
　前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コントロールチャンネルを、異
なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信で
きるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化できるようにし、又は複数の物
理的リソースブロックへと分散できるようにする、装置。
【請求項３８】
　前記サーチスペースを定義するパラメータは、直接的にシグナリングされるか、又は他
のパラメータから部分的に導出される、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記他のパラメータは、ユーザ装置識別子及びセル識別子の少なくとも１つを含む、請
求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　ハードウェアで実行されたとき、請求項１から１０又は２１から２３のいずれかに記載
の方法を含むプロセスを遂行するインストラクションでエンコードされた非一時的コンピ
ュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コントロールチャンネルのためのサーチスペース配置に関する。
【０００２】
　関連出願の相互参照：本願は、２０１２年１月３０日に出願された米国特許出願第１３
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／３６１，２１０号に関連し、その優先権を主張し且つそれを参考としてここにそのまま
援用する。
【背景技術】
【０００３】
　コントロールチャンネルは、サーチスペース配置から利益を得ることができる。例えば
、長期進化アドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）の物理的レイヤにおける進化型又はエンハンスト
物理的ダウンリンクコントロールチャンネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ）は、サーチスペース配置
から設計上の利益を得ることができる。
【０００４】
　ＬＴＥダウンリンク物理的レイヤは、以前は、共通基準信号（ＣＲＳ）に基づくもので
あったが、その後、よりユーザ装置（ＵＥ）独自の基準信号に基づくものとなっている。
ＬＴＥのリリース１０は、復調基準信号（ＤＭ　ＲＳ）に基づく送信の利益を完全に与え
ることができない。というのは、システムが、コントロール情報を復調するのにセル独自
の基準信号に依然依存しているからである。これは、システムにおけるコントロールオー
バーヘッドの増加を招く。
【０００５】
　リレーバックホールリンクのためのリレー物理的ダウンリンクコントロールチャンネル
（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）では、物理的リソースブロック（ＰＲＢ）は、ダウンリンク（ＤＬ）
コントロール情報（ＤＣＩ）を搬送するＥ－ＰＤＣＣＨのための第１スロットと、アップ
リンク（ＵＬ）ＤＣＩを搬送するＥ－ＰＤＣＣＨ又は物理的ダウンリンク共有チャンネル
（ＰＤＳＣＨ）のための第２スロットとで半スタティックに共有される。又、Ｒ－ＰＤＣ
ＣＨ設計では、ＰＲＢレベルスペクトル共有（ＳＳ）がサポートされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、Ｒ－ＰＤＣＣＨでは、Ｒ－ＰＤＣＣＨが存在するリソースブロックを指
示することによりサーチスペースが構成される。付加的な明確なコンポーネントキャリア
エレメント（ＣＣＥ）インデックスは、シグナリングされない。更に、Ｒ－ＰＤＣＣＨで
は、ＵＬ及びＤＬ割り当てが異なる物理的位置に置かれ、異なるスロットが各リンク方向
の情報を搬送する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ある実施形態によれば、方法は、コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパ
ラメータにより指示することを含む。一対のパラメータは、物理的リソースブロックイン
デックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含む。又、この方
法は、サーチスペース内のコントロールチャンネルで送信することも含む。
【０００８】
　ある実施形態によれば、装置は、コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパ
ラメータにより指示するための指示手段を備えている。一対のパラメータは、物理的リソ
ースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを
含む。又、この装置は、サーチスペース内のコントロールチャンネルで送信するための送
信手段も備えている。
【０００９】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、ある実施形態では、ハードウェアにおい
て実行されたときにプロセスを遂行するインストラクションでエンコードされる。そのプ
ロセスは、コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示する
ことを含む。一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコン
トロールチャンネルエレメントインデックスを含む。又、このプロセスは、サーチスペー
ス内のコントロールチャンネルを経て送信することを含む。
【００１０】
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　ある実施形態において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログ
ラムコードを含む少なくとも１つのメモリとを備えている。少なくとも１つのメモリ及び
コンピュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくと
も、コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示するように
させるよう構成される。一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び
明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含む。又、少なくとも１つのメ
モリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、
少なくとも、サーチスペース内のコントロールチャンネルで送信するようにさせるように
構成される。
【００１１】
　ある実施形態によれば、方法は、一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサ
ーチスペースの受信した指示を処理し、一対のパラメータは、物理的リソースブロックイ
ンデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含む。この方法
は、又、前記受信した指示に基づくサーチ戦略を使用してコントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みることを含む。
【００１２】
　ある実施形態によれば、装置は、一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサ
ーチスペースの受信した指示を処理するための処理手段を備え、一対のパラメータは、物
理的リソースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデ
ックスを含む。この装置は、又、前記受信した指示に基づくサーチ戦略を使用してコント
ロールチャンネルのブラインドデコーディングを試みるためのデコーディング手段も備え
ている。
【００１３】
　ある実施形態において、非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、ハードウェアに
おいて実行されたときにプロセスを遂行するインストラクションでエンコードされる。そ
のプロセスは、一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信
した指示を処理することを含み、一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデッ
クス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含む。又、このプロセ
スは、その受信した指示に基づくサーチ戦略を使用してコントロールチャンネルのブライ
ンドデコーディングを試みることも含む。
【００１４】
　ある実施形態において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログ
ラムコードを含む少なくとも１つのメモリとを備えている。少なくとも１つのメモリ及び
コンピュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくと
も、一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信した指示を
処理するようにさせるよう構成され、一対のパラメータは、物理的リソースブロックイン
デックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含む。又、少なく
とも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサと
で、装置が、少なくとも、その受信した指示に基づくサーチ戦略を使用してコントロール
チャンネルのブラインドデコーディングを試みるようにさせるよう構成される。
【００１５】
　ある実施形態において、方法は、１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャ
ンネルエレメント識別子に基づいてコントロールチャンネルのサーチスペースを導出する
ことを含む。コントロールチャンネルのサーチスペースは、コントロールチャンネルを、
異なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信
できるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化できるようにし、又は複数の
物理的リソースブロックへと分散できるようにする。
【００１６】
　ある実施形態において、非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、ハードウェアに
おいて実行されたときにプロセスを遂行するインストラクションでエンコードされる。そ
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のプロセスは、１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識
別子に基づいてコントロールチャンネルのサーチスペースを導出することを含む。コント
ロールチャンネルのサーチスペースは、コントロールチャンネルを、異なるコードレート
で送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信できるようにし、１
つの物理的リソースブロックへと局所化できるようにし、又は複数の物理的リソースブロ
ックへと分散できるようにする。
【００１７】
　ある実施形態によれば、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログ
ラムコードを含む少なくとも１つのメモリとを備えている。少なくとも１つのメモリ及び
コンピュータプログラムコードは、少なくとも１つのプロセッサとで、装置が、少なくと
も、１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づ
いてコントロールチャンネルのサーチスペースを導出するようにさせるよう構成される。
コントロールチャンネルのサーチスペースは、コントロールチャンネルを、異なるコード
レートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信できるように
し、１つの物理的リソースブロックへと局所化できるようにし、又は複数の物理的リソー
スブロックへと分散できるようにする。
【００１８】
　ある実施形態によれば、装置は、１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャ
ンネルエレメント識別子に基づいてコントロールチャンネルのサーチスペースを導出する
ための導出手段を備えている。コントロールチャンネルのサーチスペースは、コントロー
ルチャンネルを、異なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロ
ックにおいて送信できるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化できるよう
にし、又は複数の物理的リソースブロックへと分散できるようにする。
【００１９】
　本発明を適切に理解するため、添付図面を参照して以下に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】単一のサブフレーム内の規範的なＥ－ＰＤＣＣＨを示す。
【図２】ある実施形態によりインデックス及びオフセットで明示された規範的なスタート
位置を示す。
【図３】ある実施形態によるオリジナルインデックスに対するものであるインデックスの
複写を示す。
【図４】ある実施形態による構成されたＥ－ＰＤＣＣＨリソースにわたるＣＣＥリソース
の組み合わせを示す。
【図５】ある実施形態による各ＰＲＢにおけるアグリゲートされた候補サーチ位置を示す
。
【図６】ある実施形態による方法を示す。
【図７】ある実施形態による別の方法を示す。
【図８】ある実施形態によるシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の長期進化（ＬＴＥ）は、より高
いスケジューリング及びマルチプレクシング融通性を許すために付加的なリソースを利用
するエンハンスト物理的ダウンリンクコントロールチャンネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ、これは
交換可能にｅ－ＰＤＣＣＨ及びｅＰＤＣＣＨとも称される）を使用することができる。あ
る実施形態では、復調基準信号（ＤＭ　ＲＳ）に基づいて復調できるダウンリンクコント
ロールチャンネルが可能となる。より詳細には、ある実施形態は、１つの物理的リソース
ブロック（ＰＲＢ）内の複数のユーザをマルチプレクスするための方法及びシステムを提
供する。
【００２２】
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　例えば、ある実施形態は、局所化及び分散の両方がなされるユーザ装置（ＵＥ）のため
のスケジューリングシグナリングオプションを生成する一方、両ドメイン（局所化及び分
散ドメイン）における物理的リソースのアグリゲーションをサポートすることを許すサー
チスペース定義を与える。ある実施形態では、Ｅ－ＰＤＣＣＨサーチスペース定義のため
の一般的な方法は、簡単であり、異なるアグリゲーションレベルを許し、ユーザマルチプ
レクシングを許し、ダイバーシティ送信及び局所化送信（周波数依存パケットスケジュー
リングを利用する）を許すことができる。例えば、ある実施形態は、Ｅ－ＰＤＣＣＨサー
チスペースを物理的リソースへマッピングするためのルールを提供する。
【００２３】
　特定の実施形態では、ＰＲＢが複数の小さな部分（例えば、４つの部分）に分割され、
各部分は、エンハンストコントロールチャンネルエレメント（Ｅ－ＣＣＥ）と称される。
４つの部分にも関わらず、ＰＲＢ内に考えられるアグリゲーションレベルは３つである（
これは、リソースを結合するときに２の累乗を使用してアグリゲーションを考えながら全
ての可能性を利用するときの唯一のオプションである）。別の実施形態では、３つのＥ－
ＣＣＥをアグリゲートすることができる。ある実施形態では、異なるＰＲＢから同じＣＣ
Ｅを使用することによるアグリゲーションも定義される。２－タプル（ＰＲＢ、インデッ
クス）を含むセットが定義され、これは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補を定義するときに、どのＰ
ＲＢ、インデックス及びアグリゲーションを使用すべきか異なる仕方で指示することがで
きる。
【００２４】
　従って、ある実施形態は、ｅＰＤＣＣＨにおけるサーチスペース定義の方法を提供する
。従来、サーチスペース定義は、各アグリゲーションレベルが、考えられるサーチツリー
にそれ自身のスタート点を有するように、構成される。この解決策では、局所化Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨ及び分散化Ｅ－ＰＤＣＣＨのためのサポートを一緒に与える可能性が存在する。更
に、この解決策では、ＵＥに共通のアンカー点は存在するが、レガシーＰＤＣＣＨの場合
には、そのようなアンカー点が存在するとは思えない。
【００２５】
　従って、単一のＰＲＢ内の複数のユーザを分割／マルチプレクスすることに一般的に向
けられるのではなく、ある実施形態は、カバレージ、ダイバーシティ、マルチプレクシン
グの融通性、等の必要な特性を保証しつつ、ユーザ装置（ＵＥ）割り当てを検出するのに
必要なブラインドデコーディングの試みを減少するためのサーチスペースを構成する仕方
を提供する。例えば、ある実施形態では、Ｅ－ＰＤＣＣＨのサーチスペースは、ＰＲＢ対
インデックス及び付加的な明確なＣＣＥインデックスにより指示される。ある場合には、
ＰＲＢ対は、単に“ＰＲＢ”と称される。
【００２６】
　それ故、ある実施形態では、１組のＰＲＢをＰＲＢごとにサーチスペースにどのように
結合するか、及び（例えば、ダイバーシティのために）ある結合をどのようにドロップし
つつ、他の結合を追加するかに関して、暗黙のルールが使用される。カバレージのシナリ
オに対処するためのダイバーシティモード又は周波数依存パケットスケジューラ（ＦＤＰ
Ｓ）モードのような、システムの特定のニーズに対処するように異なる方法を調整するこ
とができる。
【００２７】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨは、少なくとも、Ｅ－ＰＤＣＣＨを局所化形態で割り当てでき、従って
、コントロールチャンネルが、ある限定された１組のＰＲＢ対内又は単一のＰＲＢ対内の
リソースしか占有しないという点で、従来のＰＤＣＣＨとは異なる。ＤＭ　ＲＳに基づく
共通の基準信号は、複数のユーザが同じ基準信号を使用できるように送信できるが、共通
の基準信号は、コントロールチャンネルを搬送するＰＲＢでのみ送信される。
【００２８】
　それ故、ある実施形態は、局所化及び分散の両方がなされるユーザ装置（ＵＥ）のため
のスケジューリングシグナリングオプションを生成する一方、両ドメイン（局所化及び分
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散ドメイン）における物理的リソースのアグリゲーションをサポートすることを許すサー
チスペース定義を与える。
【００２９】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨのサーチスペースのある実施形態は、周波数分割マルチプレクシング（
ＦＤＭ）を使用してＥ－ＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨをマルチプレクスしそしてマルチプレ
クシングをＰＲＢの粒度で行うシステムに適合することができる。ＰＲＢ当たり多数のコ
ントロールチャンネルエレメントへの物理的リソースの分割（又は物理的リソースの他の
大きなセット）を保証するメカニズムが適所にある。
【００３０】
　より詳細には、ある実施形態は、コントロールチャンネルエレメント（ＣＣＥ）原理を
再使用することができる。例えば、１つのＰＲＢは、４つのＣＣＥを搬送し、これは、Ｌ
ＴＥリリース８（３０－４０ＲＥ）の場合とほぼ同様のＥ－ＣＣＥサイズを招く。そのよ
うなＥ－ＣＣＥがどのように物理的リソースへマップされそして復調のためのチャンネル
推定がどのように得られるかは、ここでは述べない。それ故、そのマッピング及び推定は
、何らかの望ましい仕方で遂行することができる。１つのＰＲＢのリソースがインデック
ス０－３で４つのＥ－ＥＣＣＥへ再マップされる図１に示したように、１つのＰＲＢ内に
定義されるＥ－ＣＣＥ間で選択を行うためにＰＲＢ番号及び長さ４インデックスにより、
あるＥ－ＣＣＥがインデックスされる。
【００３１】
　図１は、単一のサブフレーム内のＥ－ＰＤＣＣＨリソースを示す。図１に見られるよう
に、レガシー物理的ダウンリンク共有チャンネル（ＰＤＳＣＨ）は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ＿ａ
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ＿ｂ及びＥ－ＰＤＣＣＨ＿ｃを含む。再マッピング関数は、所与のＰＲ
Ｂ（例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ＿ａ）を、例えば、０、１、２及び３と示された４つのＥ－
ＣＣＥへ分割する。
【００３２】
　ＵＥがダウンリンクコントロール情報（ＤＣＩ）をどこでサーチすべきか知るために、
ＵＥが知るべき１つの観点は、どこでサーチをスタートすべきかである。もう１つ別のこ
とは、ＵＥが全ての可能性を徹底的にサーチすることであるが、これは、信号処理の観点
から多量のリソースを要すると同時に、所与のＵＥにとって意図されていない割り当てを
誤って受け容れる確率を高める。ＵＥにとって意図されていない割り当てを誤って受け容
れるケースは、偽陽性と称される。それ故、スタートインデックスは、どのＣＣＥインデ
ックスを基準として使用すべきかＵＥに分かるように定義される。
【００３３】
　サーチスペースを生成するときに、複数のターゲットを同時に達成することができる。
ターゲットは、ＵＥマルチプレクシング、リソース利用、周波数ダイバーシティ、及びカ
バレージを含む。以下の説明において、サーチスペース定義に対するこれらの特性を得る
ために結合できる１組の方法について述べる。
【００３４】
　１つの問題は、カバレージの取り扱いである。ＵＥに、そのサーチスペースを生成する
のに使用される基準インデックスが既に与えられていると仮定すれば、サーチスペースを
生成することができる。カバレージを生成するために、物理的リソースを結合して、良好
なチャンネルコーディングを生じさせることができる。より多くの物理的リソースをもた
せることにより、チャンネルコーディング手順は、一定量の入力ビットをもつことができ
、従って、レートマッチング回路は、エアインターフェイスを経てより多くの冗長ビット
を送信できるようにする。ここでの特定の解決策として、物理的リソースのアグリゲーシ
ョンが、導出されたオリジナルインデックスに続き、結合又はアグリゲートされる物理的
リソースが、常に、構成されたオフセットで参照されるオリジナルＥ－ＣＣＥを含むよう
にされる。例えば、図２のこの例におけるオリジナルインデックスは、インデックスａ及
びオフセット２をもつＥ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ対である。
【００３５】
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　図２は、ある実施形態によりインデックス及びオフセットで明示されたスタート位置を
示す。この解決策では、ＵＥは、ＰＤＣＣＨの送信に割り当てられた物理的リソースの３
つの異なる仮定を使用してＤＣＩ情報をデコードするように試みることができる。この解
決策は、全部で３つのブラインドデコーディング試み（即ち、Ｅ－ＰＤＣＣＨ＿ａの２、
６及び７における試み）を生成する。
【００３６】
　上述した別の問題は、ユーザマルチプレクシングの取り扱いである。潜在的に同じサー
チインデックスを定義した複数のユーザを取り扱いできるように、ＰＲＢ対の間に何らな
の分離を使用することができる。このため、オリジナルインデックスに対するものである
インデックスの簡単な複写を、異なるＰＲＢ対にわたって適用することができる。これが
図３に示されている。より詳細には、図３は、ある実施形態により、オリジナルインデッ
クスに対するものであるインデックスの複写を示す。図３に示すように、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
ＰＲＢａにおいてインデックス２をもつＵＥは、他のＰＲＢにおいて割り当てをサーチす
ることも許される。この許可に対してある潜在的な制約を課すことができる。この解決策
を使用する間に、ＵＥが潜在的に多数のＰＲＢ対をサーチするときに、周波数選択性スケ
ジューリングを与えるという問題に対処することもでき、これで、スケジューリングエン
ティティは、考えられる候補の優れた性能をもつＥ－ＣＣＥを選択することができ、それ
により、Ｅ－ＰＤＣＣＨに対して周波数選択性スケジューリング利得を与える。
【００３７】
　更に別の問題は、局所化送信におけるＳＩＮＲが時間及び周波数の両ドメインに重要な
予想不能の変化を有するような無線環境に挑戦する際にＥ－ＰＤＣＣＨの頑強性をどのよ
うに保証できるかである。頑強なＥ－ＰＤＣＣＨ動作を保証し、且つ周波数選択性情報を
伴わずにユーザをスケジュールできるようにするために、システムは、構成されたＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ　ＰＲＢ対にわたってＥ－ＣＣＥリソースの結合を許すことができる。図４は、
ある実施形態により、構成されたＥ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢ対にわたるＥ－ＣＣＥリソース
の結合を示す。図４では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢａにおいてインデックス２をもつＵＥ
は、他のＰＲＢにおいて割り当てをサーチすることも許される（幾つかの潜在的な制約を
伴う）。図４のＰＲＢａとｂとの間に１組のアグリゲートされたリソースが生成される。
【００３８】
　複数のユーザを取り扱いできると共に、カバレージの向上を許し且つ周波数ドメインパ
ケットスケジューリング（ＦＤＰＳ）を許すために、各ＰＲＢにおけるアグリゲートされ
たサーチ位置は、スケジューリングのための候補となる。図５は、ある実施形態により各
ＰＲＢにおけるアグリゲートされた候補サーチ位置を示す。図５では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ　
ＰＲＢａにおいてインデックス２をもつＵＥは、例えば、それらの最も高いアグリゲーシ
ョンレベルで、他のＰＲＢにおいて割り当てをサーチすることも許される（幾つかの潜在
的な制約を伴う）。
【００３９】
　この規範的ケースに対するデコーディングの試みの合計（最大）数は、次のように決定
される：同じＰＲＢ内のカバレージ（増加するアグリゲーションレベル）－３回の試み（
図２を参照）；ユーザの融通性－２回の付加的な試み（第１は前記で網羅される、図３を
図２と比較して又はその上に重ねて参照）；ダイバーシティ送信－３（ａ＋ｂ、図４に示
す、並びにａ＋ｃ、及びａ＋ｂ＋ｃ）；及びカバレージ及びマルチプレクシング－２回の
付加的な試み（図５を図２と比較して又はその上に重ねて参照）。
【００４０】
　従って、これは、全部で１０回までのデコーディングの試みを生じ、これは、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨデコーディングのブラインドデコーディング試みの最大数である。Ｅ－ＰＤＣＣＨ
に割り当てられるＰＲＢが多くなると、サービスできる結合の数が制約される。例えば、
スケジューリングに対して多数のＰＲＢがあるときには、システム又はプロトコルは、マ
ルチプレクシングオプションを制限された候補セットに制約することができる（例えば、
制限されたセットは、４つの候補ＰＲＢである）。
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【００４１】
　ＵＥは、サーチスペースの部分ではないＥ－ＰＤＣＣＨ　ＰＲＢをパンクチャーアウト
する必要がある。シグナリングにおいてこれらのＰＲＢを指示するために、長さ４ではな
く、長さ５のＣＣＥインデックスを使用することができる。値の１つを使用して、このＰ
ＲＢはサーチ部分をもたずパンクチャーアウトする必要があることを指示することができ
る。
【００４２】
　以下、１組のＰＲＢインデックス、ＣＣＥインデックス、及び入念に選択された若干の
ルールを結合する前記原理をどのように公式化できるか示す。ＵＥのサーチスペースは、
ＰＲＢインデックス及びＣＣＥインデックスの１組Ｓの対として処理される。各ＰＲＢは
、Ｎ個のＥ－ＣＣＥへ分割され、そしてＣＣＥインデックスは、０からＮ－１まで続く。
特定例では、サーチスペースは、２つのＰＲＢ、即ちＰＲＢ０及び２を含む。ＰＲＢ０で
は、Ｅ－ＣＣＥ０及び１が使用され、そしてＰＲＢ２では、Ｅ－ＣＣＥ０だけが使用され
る。
【００４３】

【００４４】
　上述したように、ＣＣＥのアグリゲーションもサポートされねばならない。これを定義
する一般的な仕方は、複数のＥ－ＣＣＥを結合できるようにサーチスペースに更に別のハ
イアラーキーを導入することである。例えば、
【００４５】

【００４６】
　この例では、ＰＲＢ０に２Ｅ－ＣＣＥ割り当てがあり、次いで、ＰＲＢ１に２Ｅ－ＣＣ
Ｅ割り当てがあり、そしてＰＲＯＢ０に１Ｅ－ＣＣＥ割り当てがある。別の例は、分散型
４Ｅ－ＣＣＥ割り当てを定義し、ここで、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、複数のＰＲＢにおいてＥ－
ＣＣＥを横切って送信される。
【００４７】

【００４８】
　この簡単な表記で、幾つかの実施形態を以下に例示する。
【００４９】
　第１に、一次サーチスペースエレメントが定義される。例えば、これは、ＰＲＢ＃及び
ＣＣＥインデックスを与えることで一次Ｅ－ＣＣＥを選択することによって実行できる。
ここで、ルールは、特定の実施形態において、一次サーチスペースエレメントからスター
トして、付加的なエレメントが自動的に追加されるように定義される。
【００５０】
　以下の説明は、他のアグリゲーションレベル及び他のＰＲＢに対して新規のサーチスペ
ースエレメントを追加するルールを示す。一次サーチスペースエレメントは、次のように
与えられる。
【００５１】

【００５２】
　拡張後のサーチスペースは、次のようになる。
【００５３】
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【００５４】
　サーチスペースを自動的に拡張するために更に別の暗黙のルールを適用することができ
る。自動拡張は、例えば、付加的なダイバーシティ割り当てである。４つの異なるＰＲＢ
に４１Ｅ－ＣＣＥ割り当てをもつサーチスペースを以下に示す。
【００５５】

【００５６】
　次のように拡張できる。
【００５７】

【００５８】
　この拡張された形態では、４Ｅ－ＣＣＥダイバーシティ割り当てが自動的に追加される
。これは、図３にも示されたサーチスペースである。
【００５９】
　ある実施形態は、サーチスペースのＰＲＢ粒度を考慮する仕方でＥ－ＰＤＣＣＨのＵＥ
サーチスペースを決定するための非常に融通性のあるフレームワークを提供する。ある実
施形態におけるブラインドデコーディングの数は、例えば、Ｒ－ＰＤＣＣＨに比して小さ
い。他方、（上位レイヤシグナリングを使用して）サーチスペースを構成するときには、
より多くのビットが使用されてもよい。ネットワークノード（ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）の
ような）及びユーザ装置（ＵＥ）は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）、整合マルチポ
イント送信（ＣｏＭＰ）、等の進歩した特徴を適用するときサーチスペース配置から利益
を得ることができる。実際に、そのようなサーチ配置は、付加的なダウンリンク（ＤＬ）
コントロール容量が有益である場合に有用である。しかしながら、ここに開示する実施形
態の他の適用も許される。
【００６０】
　図６は、ある実施形態による方法を示す。この方法は、例えば、進化型ノードＢ又は同
様のベースステーション或いはアクセスポイントにより遂行される。図６に示すように、
この方法は、６１０において、一対のパラメータによりコントロールチャンネル（例えば
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ）のサーチスペースを指示することを含み、一対のパラメータは、物理
的リソースブロック（ＰＲＢ）インデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメン
ト（ＣＣＥ）インデックスを含む。又、この方法は、６２０において、サーチスペース内
のコントロールチャンネルを経て送信することも含む。
【００６１】
　又、この方法は、６３０において、単一の割り当てられた一次の物理的リソースブロッ
クを明確に指示することにより複数のコードレートを暗示的に指示することも含む。指示
は、スタートインデックスを指示することを含む。スタートインデックスは、ユーザ装置
が基準として使用するのはどのコントロールチャンネルエレメントインデックスであるか
に関してユーザ装置に通知するように構成される。スタートインデックスを指示すること
は、６３５において、物理的リソースブロックインデックス及びオフセットを指示するこ
とを含む。
【００６２】
　この方法は、更に、６４０において、サーチ位置をもたずにパンクチャーアウトされる
べき物理的リソースブロックを指示することも含む。
【００６３】
　図７は、ある実施形態による別の方法を示す。図７の方法は、ユーザ装置又は他のネッ
トワークノード、例えば、リレーノードによって遂行される。この方法は、７１０におい
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て、一対のパラメータによるコントロールチャンネル（例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ）のサー
チスペースの受信した指示を処理することを含む。一対のパラメータは、物理的リソース
ブロック（ＰＲＢ）インデックス及び明確なコントロールチャンネルエレメント（ＣＣＥ
）インデックスを含む。この方法は、又、７２０において、前記受信した指示に基づくサ
ーチ戦略を使用してコントロールチャンネルのブラインドデコーディングを試みることも
含む。
【００６４】
　受信した指示を処理することは、７３０において、スタートインデックスを処理するこ
とを含み、スタートインデックスは、ユーザ装置が基準として使用するのはどのコントロ
ールチャンネルエレメントインデックスであるかに関してユーザ装置に通知するように構
成される。スタートインデックスを処理することは、７３５において、物理的リソースブ
ロックインデックス及びオフセットを処理することを含む。
【００６５】
　この方法は、更に、７４０において、サーチ位置をもたずにパンクチャーアウトされる
べき物理的リソースブロックの指示を処理することも含む。この方法は、更に、７５０に
おいて、サーチ戦略に使用される候補物理的リソースブロックを、利用可能な物理的リソ
ースブロックの合計数より小さい物理的リソースブロックの所定数に制限することも含む
。
【００６６】
　図８は、ある実施形態によるシステムを示す。規範的実施形態において、システムは、
２つの装置、即ちユーザ装置（ＵＥ）８１０及びｅＮｏｄｅＢ８２０を備えている。装置
８１０及び８２０の各々には、少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）、
少なくとも１つのメモリ（各々８１５及び８２５）（コンピュータプログラムインストラ
クション又はコードを含む）、トランシーバ（各々８１６及び８２６）、及びアンテナ（
各々８１７及び８２７）が装備される。これらの装置の各々をそのように装備する必要は
ない。例えば、ｅＮｏｄｅＢ８２０は、コアネットワーク（図示せず）とワイヤード通信
するように装備される。
【００６７】
　トランシーバ（各々８１６及び８２６）は、送信器、受信器、送信器及び受信器の両方
、或いは送信及び受信の両方のために構成されたユニットである。トランシーバ（各々８
１６及び８２６）は、指向性アンテナを含む１つ以上の対応アンテナ（各々８１７及び８
２７）に結合される。
【００６８】
　少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）は、中央処理ユニット（ＣＰＵ
）又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）のような計算装置又はデータ処理装置によって
様々に実施される。少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）は、１つ又は
複数のコントローラとして実施することができる。
【００６９】
　少なくとも１つのメモリ（各々８１５及び８２５）は、非一時的なコンピュータ読み取
り可能な媒体のような適当な記憶装置である。例えば、ハードディスドライブ（ＨＤＤ）
又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）が少なくとも１つのメモリ（各々８１５及び８２
５）に使用される。少なくとも１つのメモリ（各々８１５及び８２５）は、それに対応す
る少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）と同じチップにあってもよいし
、又はそれに対応する少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）から分離さ
れてもよい。
【００７０】
　コンピュータプログラムインストラクションは、適当な形態のコンピュータプログラム
コードである。例えば、コンピュータプログラムインストラクションは、コンパイル型又
は解釈型コンピュータプログラムである。
【００７１】
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　少なくとも１つのメモリ（各々８１５及び８２５）並びにコンピュータプログラムイン
ストラクションは、少なくとも１つのプロセッサ（各々８１４及び８２４）とで、ハード
ウェア装置（例えば、ユーザ装置８１０又はｅＮｏｄｅＢ８２０）が、ここに述べるプロ
セス（例えば、図６及び７を参照）のようなプロセスを遂行するようにさせるよう構成さ
れる。
【００７２】
　従って、ある実施形態では、非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、ハードウェ
アにおいて実行されたときに、ここに述べるプロセスの１つのようなプロセスを遂行する
コンピュータインストラクションでエンコードされる。或いは又、本発明のある実施形態
は、完全にハードウェアで遂行されてもよい。
【００７３】
　又、システムの装置は、付加的なコンポーネントを含んでもよい。例えば、ユーザ装置
８１０及びｅＮｏｄｅＢ８２０の各々は、プロセッサ（各々８１４及び８２４）並びにメ
モリ（各々８１５及び８２５）に動作接続されるユーザインターフェイスを含む。そのユ
ーザインターフェイスは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機エレクトロルミネセンス
ディスプレイ（ＯＥＬＤ）、並びにスピーカ又はオーディオ出力を含む。触覚フィードバ
ックシステムのような触覚出力も含まれる。ユーザインターフェイスは、ユーザ入力を受
信するためのタッチスクリーンを有する。又、ユーザ入力は、キーパッド、キーボード、
マイクロホン、ジョイスティック、マウス、トラックボール、又は他の入力装置によって
も与えられる。もちろん、装置がユーザインターフェイスを含むことは要求されない。
【００７４】
　当業者であれば、上述した発明は、異なる順序のステップで及び／又はここに開示する
ものとは異なる構成のハードウェアエレメントで実施されてもよいことが容易に理解され
よう。それ故、本発明は、好ましい実施形態について説明したが、本発明の精神及び範囲
から逸脱せずに、幾つかの変更や、修正や、代替構造が当業者に明らかとなろう。それ故
、本発明の境界を決定するためには、特許請求の範囲を参照されたい。
【符号の説明】
【００７５】
　８１０：ユーザ装置
　８１４：プロセッサ
　８１５：メモリ
　８１６：トランシーバ
　８１７：アンテナ
　８２０：ｅＮｏｄｅＢ
　８２４：プロセッサ
　８２５：メモリ
　８２６：トランシーバ
　８２７：アンテナ
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【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】
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示し、前記一対
のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネ
ルエレメントインデックスを含むものであり、及び
　前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信する、
ことを含む方法。
【請求項２】
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理し、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコン
トロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みる、
ことを含む方法。
【請求項３】
　前記受信された指示を処理することは、スタートインデックスを処理することを含み、
前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコントロールチャンネルエレ
メントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知するように構成される、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スタートインデックスを処理することは、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを処理することを含む、請求項３に記載の方法
【請求項５】
　サーチ位置をもたずパンクチャーアウトされるべき物理的リソースブロックの指示を処
理することを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　サーチ戦略に使用される候補の物理的リソースブロックを、利用可能な物理的リソース
ブロックの合計数より小さい物理的リソースブロックの所定数に制限することを更に含む
、請求項２から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータにより指示し、前記一対
のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコントロールチャンネ
ルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信する、
ようにさせるよう構成された装置。
【請求項８】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
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は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理し、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明確なコン
トロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、及び
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みる、
ようにさせるよう構成された装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、スタートインデックスを処理するように
させるよう構成され、前記スタートインデックスは、ユーザ装置が基準としてどのコント
ロールチャンネルエレメントインデックスを使用すべきかについてユーザ装置に通知する
ように構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、物理的リソースブロックインデックス及
びオフセットを処理するようにさせるよう構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、サーチ位置をもたずパンクチャーアウト
されるべき物理的リソースブロックの指示を処理するようにさせるよう構成された、請求
項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、サーチ戦略に使用される候補の物理的リ
ソースブロックを、利用可能な物理的リソースブロックの合計数より小さい物理的リソー
スブロックの所定数に制限するようにさせるよう構成された、請求項８から１１のいずれ
かに記載の装置。
【請求項１３】
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出することを含み、
　前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コントロールチャンネルを、異
なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信で
きるようにし、１つの物理的リソースブロックへ局所化できるようにし、又は複数の物理
的リソースブロックへ分散できるようにする、方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリと、
を備えた装置において、前記少なくとも１つのメモリ及びコンピュータプログラムコード
は、前記少なくとも１つのプロセッサとで、前記装置が、少なくとも、
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出する、
ようにさせるよう構成され、前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コン
トロールチャンネルを、異なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソー
スブロックにおいて送信できるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化でき
るようにし、又は複数の物理的リソースブロックへと分散できるようにする、装置。
【請求項１５】
　コントロールチャンネルのサーチスペースを一対のパラメータによって指示するための
指示手段を備え、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックインデックス及び明
確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
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　更に、前記サーチスペース内の前記コントロールチャンネルで送信するための送信手段
を備えた、装置。
【請求項１６】
　一対のパラメータによるコントロールチャンネルのサーチスペースの受信された指示を
処理するための処理手段を備え、前記一対のパラメータは、物理的リソースブロックイン
デックス及び明確なコントロールチャンネルエレメントインデックスを含むものであり、
　前記受信された指示に基づくサーチ戦略を使用して前記コントロールチャンネルのブラ
インドデコーディングを試みるための試み手段を更に備えた、装置。
【請求項１７】
　１組の物理的リソースブロック及びコントロールチャンネルエレメント識別子に基づい
てコントロールチャンネルのサーチスペースを導出するための導出手段を備え、
　前記コントロールチャンネルのサーチスペースは、前記コントロールチャンネルを、異
なるコードレートで送信できるようにし、異なる物理的リソースブロックにおいて送信で
きるようにし、１つの物理的リソースブロックへと局所化できるようにし、又は複数の物
理的リソースブロックへと分散できるようにする、装置。
【請求項１８】
　ハードウェアで実行されたとき、請求項２から６又は８から１２のいずれかに記載の方
法を含むプロセスを遂行するインストラクションでエンコードされた非一時的コンピュー
タ読み取り可能な媒体。
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