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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用される第１の制御チャネル、及び、前記共
通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が使用される第２の制御チャネルを用いて
制御情報を送信可能な基地局装置であって、
　前記第１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記第２の制
御チャネルがマッピングされた第２のリソース領域に、複数の割当候補を有するサーチス
ペースを設定するサーチスペース設定手段と、
　前記制御情報を前記サーチスペース内の前記複数の割当候補のうち１つの割当候補内の
リソースに割り当てる割当手段と、を具備し、
　前記第２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サー
チスペースにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリ
ソース領域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号
を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割
当候補の数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である、
　基地局装置。
【請求項２】
　第１のフォーマット又は第２のフォーマットによって前記制御情報を生成し、前記第１
のフォーマットは全端末に共通のフォーマットであり、前記第２のフォーマットは端末に
設定された送信モードに応じたフォーマットである、生成手段、を更に具備し、



(2) JP 5662448 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　前記割当手段は、前記第１のリソース領域に設定された前記サーチスペース内に、前記
第１のフォーマットの制御情報を割り当て、前記第２のリソース領域に設定された前記サ
ーチスペース内に、前記第２のフォーマットの制御情報を割り当てる、
　請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用される第１の制御チャネルがマッピングさ
れた第１のリソース領域、及び、前記共通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が
使用される第２の制御チャネルがマッピングされた第２のリソース領域に設定された、複
数の割当候補を有するサーチスペースをブラインド復号して、前記第１の制御チャネル又
は前記第２の制御チャネルを用いて送信される制御情報を得る第１の受信手段と、
　前記複数の割当候補の内のいずれかに割り当てられた自装置宛の前記制御情報に基づい
て、下りデータ信号を受信する第２の受信手段と、を具備し、
　前記第２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サー
チスペースにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリ
ソース領域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号
を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割
当候補の数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である、
　端末装置。
【請求項４】
　全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用される第１の制御チャネル、及び、前記共
通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が使用される第２の制御チャネルを用いて
制御情報を送信可能な基地局装置において、
　前記第１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記第２の制
御チャネルがマッピングされた第２のリソース領域に、複数の割当候補を有するサーチス
ペースを設定し、
　前記制御情報を前記サーチスペース内の前記複数の割当候補のうち１つの割当候補内の
リソースに割り当てる、
　送信方法であって、
　前記第２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サー
チスペースにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリ
ソース領域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号
を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割
当候補の数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である、
　送信方法。
【請求項５】
　全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用される第１の制御チャネルがマッピングさ
れた第１のリソース領域、及び、前記共通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が
使用される第２の制御チャネルがマッピングされた第２のリソース領域に設定された、複
数の割当候補を有するサーチスペースをブラインド復号して、前記第１の制御チャネル又
は前記第２の制御チャネルを用いて送信される制御情報を得て、
　前記複数の割当候補の内のいずれかに割り当てられた自装置宛の前記制御情報に基づい
て、下りデータ信号を受信する、
　受信方法であって、
　前記第２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サー
チスペースにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリ
ソース領域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号
を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割
当候補の数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である、
　受信方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、端末装置、送信方法及び受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥ（3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long
 Term Evolution、以下、ＬＴＥという）では、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（O
rthogonal Frequency Division Multiple Access）が採用され、上り回線の通信方式とし
てＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access）が採用され
ている（例えば、非特許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　ＬＴＥでは、無線通信基地局装置（以下、「基地局」と省略する）は、システム帯域内
のリソースブロック（Resource Block：ＲＢ）を、サブフレームと呼ばれる時間単位毎に
無線通信端末装置（以下、「端末」と省略する）に対して割り当てることにより通信を行
う。
【０００４】
　また、基地局は、下り回線データ及び上り回線データに対するリソース割当結果を通知
するための割当制御情報（Ｌ１／Ｌ２制御情報）を端末へ送信する。この割当制御情報と
して、下り割当制御情報であるＤＣＩ（Downlink Control Information）が送信される。
ＤＣＩには、全端末を対象とする共通ＤＣＩ、及び、特定の端末（特定の端末又は特定グ
ループ内の端末）を対象とする個別ＤＣＩの２種類のＤＣＩ（後述する）がある。
【０００５】
　また、ＤＣＩ等の制御情報は例えばＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel
）等の下り回線制御チャネルを用いて端末へ送信される。ここで、基地局は、端末の割当
数等に応じて、ＰＤＣＣＨの送信に用いるリソース量、つまり、ＯＦＤＭシンボル数をサ
ブフレーム単位で制御する。具体的には、ＰＤＣＣＨの送信に用いるリソース量は、周波
数領域ではシステム帯域全体にわたり、時間領域では１サブフレームの先頭ＯＦＤＭシン
ボルから３番目のＯＦＤＭシンボルまでの３つのＯＦＭＤシンボルの間で可変に設定され
る。そして、基地局は、各サブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルでＰＤＣＣＨの送信に
使用可能なＯＦＤＭシンボル数を示す情報であるＣＦＩ（Control Format Indicator）を
、ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator Channel）を用いて端末に通知す
る。端末は、受信したＰＣＦＩＣＨから検出したＣＦＩに従ってＤＣＩを受信する。また
、基地局は、上り回線データに対する送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を示すＨＩ（HA
RQ Indicator）を、ＰＨＩＣＨ（Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel）を用いて端
末に送信する（例えば、非特許文献１参照）。なお、ＬＴＥでは、システム帯域幅として
最大２０ＭＨｚの幅を持つ周波数帯域がサポートされる。
【０００６】
　また、各ＰＤＣＣＨは１つ又は連続する複数のＣＣＥ（Control Channel Element）で
構成されるリソースを占有する。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに対して割り当てられる無線リソ
ースの最小単位である。また、ＣＣＥは、リソースエレメント（ＲＥ：Resource Element
）から成る、連続する複数のＲＥＧ（Resource Element Group）により構成される。例え
ば、１ＲＥＧは４つのＲＥにより構成される。具体的には、ＣＣＥは、上述したＰＣＦＩ
ＣＨ及びＰＨＩＣＨ用の無線リソースとして割り当てられていないＲＥＧのうち、連続す
る複数のＲＥＧ（例えば、連続する９個のＲＥＧ）によって構成される。また、基地局は
、干渉のランダム化のために、各端末宛てのＰＤＣＣＨ用のリソースにおいて、ＲＥＧ単
位でインタリーブ処理を行う場合もある。
【０００７】
　また、ＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨが占有するＣＣＥ数（ＣＣＥ連結数：CCE aggregation 
level）は、割当制御情報の情報ビット数又は端末の伝搬路状態に応じて、１，２，４，
８の中の１つが選択される。このとき、ＣＣＥ連結数毎に割り当て可能なＣＣＥは予め決
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められている（例えば、特許文献１参照）。例えば、基地局は、ＣＣＥ連結数がｎ（例え
ば、ｎ＝１，２，４，８）の場合には、ｎの倍数に対応するＣＣＥインデックス（ＣＣＥ
番号）のＣＣＥを先頭とするｎ個の連続したＣＣＥのみを端末宛のＰＤＣＣＨに対して割
り当てることができる。一方、端末は、自端末宛のＰＤＣＣＨに対してどのＣＣＥが割り
当てられているか、及び、ＣＣＥ連結数がいくつかは分からないため、自端末宛のＰＤＣ
ＣＨに対して割り当てられている可能性のある全てのＣＣＥに対してＰＤＣＣＨの復号を
総当たりで試行（ブラインド復号）する必要がある。このため、上述のように、ＰＤＣＣ
Ｈに対して割り当て可能なＣＣＥの制約（Tree-based構造）を設けることによって、端末
におけるＰＤＣＣＨ復号の試行回数を低減することができる。
【０００８】
　また、基地局は、１サブフレームに複数の端末を割り当てる場合、複数のＤＣＩを複数
のＰＤＣＣＨを介して同時に送信する。このとき、基地局は、各ＰＤＣＣＨの送信先の端
末を識別するために、送信先の端末ＩＤでマスキング（又は、スクランブリング）したＣ
ＲＣビットをＰＤＣＣＨに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある
複数のＰＤＣＣＨにおいて、自端末の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキング（又は、デ
スクランブリング）することによりＤＣＩの復号を試行（以下、ブラインド復号という）
して、自端末宛のＤＣＩを検出する。
【０００９】
　また、端末におけるＤＣＩのブラインド復号回数を更に削減することを目的として、ブ
ラインド復号の対象となるＣＣＥを、端末毎に限定する方法が検討されている。この方法
では、各端末によるブラインド復号の対象となりうるＣＣＥ領域（以下、「サーチスペー
ス（Search Space：ＳＳ）」という）を限定する。サーチスペースには、共通サーチスペ
ース（Common Search Space：以下、Ｃ－ＳＳという）及び端末（ＵＥ）個別サーチスペ
ース（UE specific Search Space、又は、UE specific by C-RNTI Search Space：以下、
ＵＥ－ＳＳという）の２種類のサーチスペースがある。端末は、Ｃ－ＳＳ内のＤＣＩ、及
び、自端末に対応するＵＥ－ＳＳ内のＤＣＩに対するブラインド復号を行う。
【００１０】
　Ｃ－ＳＳは、全端末に共通するサーチスペースであり、全端末がＤＣＩに対してブライ
ンド復号するＣＣＥの範囲を示す。Ｃ－ＳＳには、複数の端末に対して同時に通知される
、端末共通のデータ割当のための制御情報（例えば、ダイナミック報知チャネル（Ｄ－Ｂ
ＣＨ）、ページングチャネル（ＰＣＨ）及びＲＡＣＨ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ等）（以下、「
共通チャネル向け割当制御情報」と呼ぶ）を伝送するためのＰＤＣＣＨが割り当てられる
。Ｃ－ＳＳには、ブラインド復号領域候補が、ＣＣＥ連結数４及び８それぞれに対して４
候補（１６ＣＣＥ（＝４ＣＣＥ×４候補）），２候補（１６ＣＣＥ（＝８ＣＣＥ×２候補
））の合計６候補存在する。
【００１１】
　一方、ＵＥ－ＳＳは、各端末特有のサーチスペースであり、端末毎にランダムに設定さ
れる。例えば、各端末のＵＥ－ＳＳは、各端末の端末ＩＤと、ランダム化を行う関数であ
るハッシュ（hash）関数とを用いて設定される。このＵＥ－ＳＳを構成するＣＣＥ数は、
ＰＤＣＣＨのＣＣＥ連結数毎に定義される。例えば、サーチスペースの構成ＣＣＥの数は
、ＰＤＣＣＨのＣＣＥ連結数１，２，４，８それぞれに対応して、６ＣＣＥ，１２ＣＣＥ
，８ＣＣＥ，１６ＣＣＥとなる。つまり、ブラインド復号領域候補の数は、ＰＤＣＣＨの
ＣＣＥ連結数１，２，４，８それぞれに対応して、６候補（６ＣＣＥ（＝１ＣＣＥ×６候
補）），６候補（１２ＣＣＥ（＝２ＣＣＥ×６候補）），２候補（８ＣＣＥ（４ＣＣＥ×
２候補）），２候補（１６ＣＣＥ（＝８ＣＣＥ×２候補））となる。すなわち、ブライン
ド復号領域候補は、合計１６候補に限定される。例えば、ＵＥ－ＳＳには、対象の端末宛
ての上りスケジューリング情報及び下りスケジューリング情報を伝送するためのＰＤＣＣ
Ｈが割り当てられる。
【００１２】
　これにより、各端末は、各サブフレームにおいて自端末に割り当てられたサーチスペー
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ス（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）内のブラインド復号領域候補群に対してのみ、ブラインド
復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減することができる。
【００１３】
　ここで、Ｃ－ＳＳとＵＥ－ＳＳとは重複して設定されてもよく、ＵＥ－ＳＳ同士が重複
して設定されてもよい。ただし、複数の端末に対するＵＥ－ＳＳ同士が重複している場合
には、基地局は、特定の端末宛てのＰＤＣＣＨに対してＣＣＥを割り当てることができな
くなる場合が想定される。このようにＰＤＣＣＨに対してＣＣＥを割り当てることができ
なくなる見込みをblocking probabilityという。
【００１４】
　例えば、ＣＣＥ０～ＣＣＥ３１（ＣＣＥ番号０～３１）の３２個のＣＣＥが定義されて
いる場合について説明する。この場合、基地局は、各端末宛てのＰＤＣＣＨに対して順番
にＣＣＥを割り当てる。
【００１５】
　ここで、例えば、ＣＣＥ２～ＣＣＥ９、ＣＣＥ１３～ＣＣＥ１９が既にＰＤＣＣＨに割
り当てられているとする。このとき、次のＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ連結数＝１）に対するＵＥ
－ＳＳがＣＣＥ４～ＣＣＥ９で構成される場合、基地局は、ＣＣＥ４～ＣＣＥ９（ＵＥ－
ＳＳ内の全てのＣＣＥ）が既に他のＰＤＣＣＨに割り当てられているので、このＰＤＣＣ
Ｈに対してＣＣＥを割り当てることができない。
【００１６】
　また、別の例では、ＣＣＥ０、ＣＣＥ１、ＣＣＥ６～ＣＣＥ９、及び、ＣＣＥ１３～Ｃ
ＣＥ１９が既にＰＤＣＣＨに割り当てられているとする。このとき、次のＰＤＣＣＨ（Ｃ
ＣＥ連結数＝４）に対するＵＥ－ＳＳがＣＣＥ０～ＣＣＥ７で構成される場合、基地局は
、このＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ連結数＝４）に対してＣＣＥを割り当てることができない。こ
れは、ＣＣＥ連結数がTree-based構造に基づくため、基地局は、このＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ
連結数＝４）に対して、ＣＣＥ０～ＣＣＥ３の４ＣＣＥ、又は、ＣＣＥ４～ＣＣＥ７の４
ＣＣＥでしか割り当てることができないためである。すなわち、ＣＣＥ０～ＣＣＥ３の４
ＣＣＥのうちＣＣＥ０，ＣＣＥ１が既に他のＰＤＣＣＨに割り当てられており、ＣＣＥ４
～ＣＣＥ７の４ＣＣＥのうちＣＣＥ６，ＣＣＥ７が既に他のＰＤＣＣＨに割り当てられて
いるためである。
【００１７】
　そこで、端末宛のＰＤＣＣＨに対するＣＣＥ割当に失敗した場合には、基地局は、ＣＣ
Ｅ連結数を変更し、変更したＣＣＥ連結数に基づいて端末宛のＰＤＣＣＨに対して連続す
る複数のＣＣＥを割り当てる。
【００１８】
　例えば、前述の例と同様、ＣＣＥ２～ＣＣＥ９、及び、ＣＣＥ１３～ＣＣＥ１９が既に
割り当てられているとする。このとき、次のＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ連結数＝１）に対するＵ
Ｅ－ＳＳがＣＣＥ４～ＣＣＥ９である場合には、前述のとおり、このＰＤＣＣＨに対して
ＣＣＥを割り当てることができない。この場合、基地局は、ＣＣＥ連結数を１から２に変
更する。これによって、ＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ連結数＝２）に対するＵＥ－ＳＳが、ＣＣＥ
４～ＣＣＥ９（６ＣＣＥ）から、ＣＣＥ８～ＣＣＥ１９（１２ＣＣＥ）に変更になる。そ
の結果、基地局は、このＰＤＣＣＨ（ＣＣＥ連結数＝２）に対してＣＣＥ１０，ＣＣＥ１
１を割り当てられるようになる。なお、このように、ＣＣＥ連結数を変更しても、ＰＤＣ
ＣＨに対してＣＣＥを割り当てることができない場合、基地局は、次のサブフレームでの
送信等を試みる。
【００１９】
　また、基地局から送信される下り制御情報は、上述したように、ＤＣＩと呼ばれ、基地
局が端末に対して割り当てたリソースの情報（リソース割当情報）及びＭＣＳ（Modulati
on and channel Coding Scheme）等が含まれる。ＤＣＩには、複数のフォーマットがある
。すなわち、上り回線用フォーマット、下り回線ＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Ou
tput）送信用フォーマット、下り回線非連続帯域割当用フォーマット等である。端末は、
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下り割当制御情報（下り回線に関する割当制御情報）及び上り割当制御情報（上り回線に
関する割当制御情報）の両方を受信する必要がある。
【００２０】
　例えば、下り制御情報（ＤＣＩ）には、基地局の送信アンテナ制御方法及びリソース割
当方法等により、複数のサイズのフォーマットが定義される。その複数のフォーマットの
うち、連続帯域割当を行う下り割当制御情報のフォーマット（以下、単に「下り割当制御
情報」という）と、連続帯域割当を行う上り割当制御情報のフォーマット（以下、単に「
上り割当制御情報」という）とは、同一サイズを有する。これらのフォーマット（ＤＣＩ
フォーマット）には、割当制御情報の種別（下り割当制御情報又は上り割当制御情報）を
示す種別情報（例えば、１ビットのフラグ）が含まれる。よって、端末は、下り割当制御
情報を示すＤＣＩのサイズと、上り割当制御情報を示すＤＣＩのサイズとが同一であって
も、割当制御情報に含まれる種別情報を確認することにより、下り割当制御情報又は上り
割当制御情報のいずれであるかを特定することができる。
【００２１】
　例えば、連続帯域割当を行う上り割当制御情報が送信される際のＤＣＩフォーマットは
、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ０（以下、ＤＣＩ　０という）と呼ばれ、連続帯域割当を行う下
り割当制御情報が送信される際のＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ａ（以
下、ＤＣＩ　１Ａという）と呼ばれる。上述したようにＤＣＩ　０及びＤＣＩ　１Ａは、
同一サイズであり、種別情報によって区別できる。よって、以下の説明では、ＤＣＩ　０
及びＤＣＩ　１ＡをＤＣＩ　０／１Ａとまとめて表記する。
【００２２】
　また、上記ＤＣＩフォーマット以外にも、ＤＣＩフォーマットには、共通チャネル割当
を行うＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ｃ：以下、ＤＣＩ　１Ｃという）、
下り回線において非連続帯域割当を行うＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１：
以下、ＤＣＩ　１という）、及び、空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるＤＣＩフォーマッ
ト（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ：以下、ＤＣＩ　２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ
という）等がある。また、その他のＤＣＩフォーマットとして、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１
Ｂ，１Ｄ（以下、ＤＣＩ　１Ｂ，１Ｄという）等もある。ここで、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１
Ｄ，２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃは、端末の下り送信モードに依存して使用されるフォーマット
である（個別ＤＣＩのフォーマット）。すなわち、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ, 
２Ｂ, ２Ｃは、いずれも端末毎に設定されるフォーマットである。一方、ＤＣＩ　０／１
Ａは、送信モードに依存せず、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマ
ットである。すなわち、ＤＣＩ　０／１Ａは、全端末に対して共通に使用されるフォーマ
ット（共通ＤＣＩのフォーマット）である。また、ＤＣＩ　０／１Ａが用いられた場合に
は、デフォルトの送信モードとして１アンテナ送信又は送信ダイバーシチが用いられる。
以下の説明では、複数レイヤに対応した空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てる個別ＤＣＩフ
ォーマット（ＤＣＩ　２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ）は、総称して「DCI family 2」と呼ばれる
こともある。また、シングルレイヤに対応した個別ＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　１，１
Ｂ, １Ｄ）は、総称して「DCI family 1」と呼ばれることもある。なお、ＤＣＩフォーマ
ットと送信モードとの対応関係が規定されている（例えば、非特許文献４のTable7-1-5を
参照）。
【００２３】
　ここで、共通チャネル割当に用いられるＤＣＩ　１Ａと、端末個別のデータ割当に用い
られるＤＣＩ　０／１Ａとは、同一サイズであるが、端末ＩＤによって互いに区別される
。具体的には、基地局は、共通チャネル割当に用いられるＤＣＩ　１Ａには全端末共通の
端末ＩＤにより互いに区別できるようにＣＲＣマスキングをかける。また、基地局は、端
末個別のデータ割当に用いられるＤＣＩ　０／１Ａには端末個別に割り当てられる端末Ｉ
Ｄにより互いを区別できるように、ＣＲＣマスキングをかける。そのため、基地局は、端
末のブラインド復号回数を増やすことなく、端末個別のデータ割当を行うＤＣＩ　０／１
ＡをＣ－ＳＳでも送信することができる。
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【００２４】
　また、ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ（以下、ＬＴＥ－Ａという）の標準化が開始された。ＬＴＥ－Ａでは、最大１Ｇｂｐｓ
以上の下り伝送速度及び最大５００Ｍｂｐｓ以上の上り伝送速度が実現される。このため
、４０ＭＨｚ以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末（以下、「ＬＴＥ－Ａ端末
」という）が導入される見込みである。また、ＬＴＥ－Ａシステムは、ＬＴＥ－Ａ端末の
みでなく、ＬＴＥシステムに対応する端末（以下、「ＬＴＥ端末」という）を収容するこ
とが要求されている。
【００２５】
　そして、ＬＴＥ－Ａでは、上り回線の送信方法として、非連続帯域割当を用いた送信方
法及びＭＩＭＯを用いた送信方法が新たに導入される。これに伴い、新たなＤＣＩフォー
マット（例えば、ＤＣＩ　ｆｏｒａｍｔ０Ａ，０Ｂ，４：以下、ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４
という）を定義することが検討されている（例えば、非特許文献４及び非特許文献５参照
）。すなわち、ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４は、上り送信モードに依存するＤＣＩフォーマッ
トである。
【００２６】
　ここで、上述したように、ＬＴＥ－Ａにおいて、ＵＥ－ＳＳ内で、下り送信モードに依
存したＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃから１つ）
、上り送信モードに依存した、ＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４から１つ）
、及び、送信モードに依存せず全端末共通のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０／１Ａ）を
用いる場合、端末は、上記３種類のＤＣＩフォーマットのＰＤＣＣＨそれぞれについてブ
ラインド復号（モニタ）する。例えば、端末は、１種類のＤＣＩフォーマットあたり１６
回（ブラインド復号領域候補：合計１６候補）のブラインド復号を行う必要があるので、
合計４８回（＝１６回×３種類）のブラインド復号を行うことになる。
【００２７】
　また、ＬＴＥ－Ａにおいて、Ｃ－ＳＳ内で、共通チャネル割当用フォーマットであるＤ
ＣＩ　１Ｃ及びＤＣＩ　１Ａを用いる場合、端末は、上記２種類のＤＣＩフォーマットの
ＰＤＣＣＨそれぞれについてブラインド復号（モニタ）する。例えば、端末は、Ｃ－ＳＳ
内で１種類のＤＣＩフォーマットあたり６回（ブラインド復号領域候補：合計６候補）の
ブラインド復号を行う必要があるので、合計１２回（＝６回×２種類）のブラインド復号
を行うことになる。従って、端末は、サブフレームあたり、合計６０回（＝４８回＋１２
回）のブラインド復号を行うことになる。
【００２８】
　更に、ＬＴＥ－Ａでは、カバレッジの拡大を達成するために、無線通信中継装置（以下
、中継局という）の導入も規定された。これに伴い、基地局から中継局への下り制御チャ
ネル（以下、Ｒ－ＰＤＣＣＨ（Relay-Physical Downlink Control CHannel）という）に
関する標準化が進められている（例えば、非特許文献６，７，８，９参照）。なお、Ｒ－
ＰＤＣＣＨをマッピングするリソース領域（以下、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域という）としては
、下りデータをマッピングするリソース領域（以下、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Sh
ared CHannel）領域という）を使用する。
【００２９】
　現在の段階では、Ｒ－ＰＤＣＣＨに関して、以下の事項が検討されている。
　（１）Ｒ－ＰＤＣＣＨの時間軸方向のマッピング開始位置は、１サブフレームの先頭か
ら４番目のＯＦＤＭシンボルに固定される。これは、ＰＤＣＣＨが時間軸方向に占める割
合に依存しない。
　（２）Ｒ－ＰＤＣＣＨの周波数軸方向のマッピング方法としては、distributedとlocal
izedの２つの配置方法がサポートされる。
　（３）復調用の参照信号として、ＣＲＳ（Common Reference Signal）とＤＭ－ＲＳ（D
emodulation Reference Signal）とがサポートされる。どちらの参照信号が使用されるか
については、基地局から中継局へ通知される。
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　（４）各Ｒ－ＰＤＣＣＨは、時間領域において１サブフレーム内でスロット０（slot0
又はfirst slot）及びスロット１（slot1。又はsecond slot）に分割される。
　（５）各Ｒ－ＰＤＣＣＨは、１つまたは連続する複数のＲ－ＣＣＥ（Relay-Control Ch
annel Element）で構成されるリソースを占有する。
　（６）下りリソース割当を通知するＰＤＣＣＨ（以下、DL grantと呼ぶ）は、スロット
０で送信され、上りリソース割当を通知するＰＤＣＣＨ（以下、UL grantと呼ぶ）は、ス
ロット１で送信される。
　（７）データ信号（以下、ＰＤＳＣＨと呼ぶ）がＲ－ＰＤＣＣＨで指示される場合、ス
ロット１のみ、又は、スロット０及びスロット１の双方を用いて、ＰＤＳＣＨが送信され
る（つまり、スロット０のみでのデータ送信は不可）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】特開２０１０－１１４７８０号公報
【非特許文献】
【００３１】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V9.1.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 9),” March 2010
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V9.2.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 9),” June 2010
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V9.2.0, “Physical layer procedures (Release 9),
” June 2010
【非特許文献４】3GPP TS 36.213 V10.0.1, “Physical layer procedures (Release 10)
,” December 2010
【非特許文献５】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-092641, “PDCCH design for Carrier 
aggregation and Post Rel-8 feature,” June 2009
【非特許文献６】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102700, “Backhaul Control Channel 
Design in Downlink,” May 2010
【非特許文献７】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-102881, “R-PDCCH placement,” May 
2010
【非特許文献８】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103040, “R-PDCCH search space desi
gn” May 2010
【非特許文献９】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-103062, “Supporting frequency dive
rsity and frequency selective R-PDCCH transmissions” May 2010
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　今後、Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）通信等、様々な機器が無線通信端末として導入さ
れること、又は、通信するコンテンツの大容量化に対応してスループットを向上させるた
めに空間多重ＭＩＭＯ送信を適用する端末が増加すること、つまり情報量の多い制御情報
が増加することが予想される。これらを考慮すると、ＰＤＣＣＨがマッピングされるリソ
ース領域（以下、ＰＤＣＣＨ領域という）のリソース不足が懸念される。リソース不足に
よりＰＤＣＣＨがマッピングできなくなると、端末に対する下りデータ割当を行えないの
で、下りデータがマッピングされるリソース領域（以下、ＰＤＳＣＨ領域という）が空い
ていても使用することができずに、システムスループットが低下してしまう恐れがある。
【００３３】
　そこで、ＬＴＥ－Ａでは、基地局に接続された端末（基地局配下の端末）向けのＤＣＩ
を、ＰＤＣＣＨ領域に加え、前述のＲ－ＰＤＣＣＨ領域にもマッピングすることが検討さ
れている。なお、端末向けのＰＤＣＣＨをＲ－ＰＤＣＣＨ領域でも送信する際、図１に示
すように、ＦＤＭ（Frequency Division Multiplexing）構成（図１Ａ参照）、及び、Ｔ
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ＤＭ＋ＦＤＭ（Time Division Multiplexing + Frequency Division Multiplexing）構成
（図１Ｂ参照）が考えられる。図１Ａに示すＦＤＭ構成では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域におい
て、時間領域で信号が多重されず、周波数領域でのみ信号が多重される。一方、図１Ｂに
示すＴＤＭ＋ＦＤＭ構成では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、時間領域で２つのスロット（slot
0及びslot1、又は、1st slot及び2nd slotと呼ぶ)から構成される。また、ＴＤＭ＋ＦＤ
Ｍ構成では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、時間領域及び周波数領域の双方で信号が多重
される。
【００３４】
　しかしながら、基地局に接続された端末向けのＤＣＩを送信する領域として、ＰＤＣＣ
Ｈ領域に加え、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域を単純に加えるだけでは、端末におけるブラインド復
号回数が増加し、消費電力及び処理遅延の増大、及び、回路規模の増大が発生してしまう
という課題が生じる。例えば、上述したサーチスペースの設定に従うと、１サブフレーム
において、ＰＤＣＣＨ領域、slot0のＲ－ＰＤＣＣＨ領域及びslot1のＲ－ＰＤＣＣＨ領域
の各々にサーチスペースが設定される。よって、各領域でのブラインド復号回数を前述の
６０回とすると、端末は、サブフレームあたり、合計１８０（６０回×３領域）回のブラ
インド復号を行うことになってしまう。すなわち、ブラインド復号の回数が増大し、端末
の構成が複雑化してしまう。
【００３５】
　一方、１サブフレームにおける端末でのブラインド復号領域候補の総数（すなわち、ブ
ラインド復号回数の総数）を、上記従来と同程度（例えば、ブラインド復号回数６０回）
として、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域（slot0及びslot1）の各々にサーチスペ
ースを配分する設定方法が考えられる。しかしながら、この場合、ＰＤＣＣＨ領域、slot
0のＲ－ＰＤＣＣＨ領域及びslot1のＲ－ＰＤＣＣＨ領域それぞれにおけるサーチスペース
の大きさが１／３程度になってしまい、前述のblocking probabilityが増加してしまう可
能性が高い。すなわち、リソースが有効利用できなくなることに起因する、システムスル
ープット低下を招く可能性がある。
【００３６】
　また、マクロ（Macro）セルに加え、フェムト（Femto）セル及びピコ（Pico）セル等の
様々な形態のセルが混在する環境（例えば、マクロセル及びピコセル／フェムトセル等で
構成されるヘテロジニアスネットワーク（Heterogeneous Network：HetNet）環境）が検
討されている。しかし、様々な形態のセルが混在する環境では、いずれのセルでも他のセ
ルからの影響により、ＰＤＣＣＨ領域での干渉が増大するという懸念がある。例えば、Ma
croセルに接続している端末（Ｎｏｎ－ＣＳＧ（Non-closed Subscriber Group）端末）が
Femtoセル近傍に位置する場合、Ｎｏｎ－ＣＳＧ端末は、Femtoセルから大きな干渉を受け
る。又は、Picoセルに接続している端末がPicoセルのセルエッジ付近（例えば、Range ex
pansion領域）に位置する場合、その端末はMacroセルから大きな干渉を受ける。このため
、ＰＤＣＣＨ領域では、各端末でのＰＤＣＣＨの受信性能が劣化してしまう。
【００３７】
　このように、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域（slot0及びslot1）の各々にサー
チスペースを配分する際、各領域でのサーチスペースの設定によっては、システムスルー
プットを低下させてしまう課題、及び、各端末でのＰＤＣＣＨの受信性能を劣化させてし
まう課題が生じる。
【００３８】
　本発明の目的は、基地局に接続されている端末向けのＰＤＣＣＨをＰＤＣＣＨ領域及び
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域の双方にマッピングする場合でも、システムスループットを低下させ
ることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる基地局、端末、送
信方法及び受信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３９】
　本発明の第１の態様に係る基地局は、全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用され
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る第１の制御チャネル、及び、前記共通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が使
用される第２の制御チャネルを用いて制御情報を送信可能な基地局装置であって、前記第
１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記第２の制御チャネ
ルがマッピングされた第２のリソース領域に、複数の割当候補を有するサーチスペースを
設定するサーチスペース設定手段と、前記制御情報を前記サーチスペース内の前記複数の
割当候補のうち１つの割当候補内のリソースに割り当てる割当手段と、を具備し、前記第
２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サーチスペー
スにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリソース領
域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号を使用す
る端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割当候補の
数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である構成を採る。
【００４０】
　本発明の第２の態様に係る端末は、全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用される
第１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記共通参照信号又
は各端末装置向けの個別参照信号が使用される第２の制御チャネルがマッピングされた第
２のリソース領域に設定された、複数の割当候補を有するサーチスペースをブラインド復
号して、前記第１の制御チャネル又は前記第２の制御チャネルを用いて送信される制御情
報を得る第１の受信手段と、前記複数の割当候補の内のいずれかに割り当てられた自装置
宛の前記制御情報に基づいて、下りデータ信号を受信する第２の受信手段と、を具備し、
前記第２の制御チャネルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サーチ
スペースにおける前記第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリソ
ース領域での前記割当候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号を
使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割当
候補の数に対する前記第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である構成を採る。
【００４１】
　本発明の第３の態様に係る送信方法は、全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用さ
れる第１の制御チャネル、及び、前記共通参照信号又は各端末装置向けの個別参照信号が
使用される第２の制御チャネルを用いて制御情報を送信可能な基地局装置において、前記
第１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記第２の制御チャ
ネルがマッピングされた第２のリソース領域に、複数の割当候補を有するサーチスペース
を設定し、前記制御情報を前記サーチスペース内の前記複数の割当候補のうち１つの割当
候補内のリソースに割り当てる、送信方法であって、前記第２の制御チャネルで前記個別
参照信号を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記第１のリソー
ス領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリソース領域での前記割当候補の数の割
合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号を使用する端末装置に設定された前記
サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割当候補の数に対する前記第２の領域で
の前記割当候補の数の割合以上である構成を採る。
【００４２】
　本発明の第４の態様に係る受信方法は、全端末装置が受信可能な共通参照信号が使用さ
れる第１の制御チャネルがマッピングされた第１のリソース領域、及び、前記共通参照信
号又は各端末装置向けの個別参照信号が使用される第２の制御チャネルがマッピングされ
た第２のリソース領域に設定された、複数の割当候補を有するサーチスペースをブライン
ド復号して、前記第１の制御チャネル又は前記第２の制御チャネルを用いて送信される制
御情報を得て、前記複数の割当候補の内のいずれかに割り当てられた自装置宛の前記制御
情報に基づいて、下りデータ信号を受信する、受信方法であって、前記第２の制御チャネ
ルで前記個別参照信号を使用する端末装置に設定された前記サーチスペースにおける前記
第１のリソース領域での前記割当候補の数に対する前記第２のリソース領域での前記割当
候補の数の割合は、前記第２の制御チャネルで前記共通参照信号を使用する端末装置に設
定された前記サーチスペースにおける前記第１の領域での前記割当候補の数に対する前記
第２の領域での前記割当候補の数の割合以上である構成を採る。
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【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、基地局に接続されている端末向けのＰＤＣＣＨをＰＤＣＣＨ領域及び
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域の双方にマッピングする場合でも、システムスループットを低下させ
ることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域における多重構成例を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る下り回線リソースの説明に供する図
【図３】本発明の実施の形態１に係る参照信号の特徴の説明に供する図
【図４】本発明の実施の形態１に係る基地局の主要構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態１に係る端末に設定されるサーチスペースを示す図
【図８】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図９Ａ】本発明の実施の形態１に係るＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設定例を
示す図
【図９Ｂ】本発明の実施の形態１に係るＲ－ＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設定
例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１に係るＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域における
ＤＣＩ割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）の説明に供する図
【図１１】本発明の実施の形態２に係るサーチスペース設定例を示す図（設定方法１）
【図１２Ａ】本発明の実施の形態３に係るＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設定例
を示す図
【図１２Ｂ】本発明の実施の形態３に係るＲ－ＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設
定例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態３に係るサーチスペースパターンを示す図
【図１４】本発明の実施の形態５に係るサーチスペース設定部の内部構成を示すブロック
図
【図１５】本発明の実施の形態５に係る各送信領域に配置される参照信号の特徴の説明に
供する図
【図１６】本発明の実施の形態５に係る下り回線のＤＣＩフォーマットの特徴の説明に供
する図
【図１７Ａ】本発明の実施の形態６に係るＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設定例
を示す図
【図１７Ｂ】本発明の実施の形態６に係るＲ－ＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペース設
定例を示す図
【図１８】本発明の実施の形態６のバリエーションに係るサーチスペース設定例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態７に係るサーチスペース設定部の内部構成を示すブロック
図
【図２０】本発明の実施の形態７に係るサーチスペース設定例を示す図
【図２１】本発明の実施の形態７に係る各送信領域でのデータ割当例を示す図
【図２２】本発明に係るサーチスペースパターンを示す図
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、各実施の
形態において同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００４６】
　また、以下の説明では、次の事項を前提として説明する。
【００４７】
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　すなわち、本発明に係る基地局に接続された端末向けのＤＣＩを送信する領域（ＰＤＣ
ＣＨの送信領域）としては、例えば、図２左側に示すＰＤＣＣＨ領域のみを用いる場合、
及び、図２左側に示すＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方を用いる場合につい
て説明する。また、図２左側に示すように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＴＤＭ＋ＦＤＭ構成が
適用される場合は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は時間領域において１サブフレーム内でslot0及
びslot1に分割される。
【００４８】
　また、ＰＤＣＣＨ領域では、図２右側に示すように、復調用の参照信号（ＲＳ）として
ＣＲＳが使用される。これに対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、図２右側に示すように、
復調用の参照信号（ＲＳ）としてＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳが使用される。すなわち、ＰＤＣ
ＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域において基地局配下の端末がＤＣＩの復調に用いる参照
信号の組み合わせとしては、（１）ＣＲＳ（ＰＤＣＣＨ領域）＋ＣＲＳ（Ｒ－ＰＤＣＣＨ
領域）、及び、（２）ＣＲＳ（ＰＤＣＣＨ領域）＋ＤＭ－ＲＳ（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域）の
２通りある。
【００４９】
　ここで、図３にＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳの特徴を示す。使用する参照信号がＣＲＳである
場合、ＣＲＳ自体及びＣＲＳを使用して復調する制御情報にはprecoding（送信側での重
み付け）が為されていない（precoding無し）。つまり、ＣＲＳは、全端末で受信可能な
参照信号である、全端末に対して共通のＲＳである。また、ＣＲＳは全周波数領域におい
てdistributed配置される（すなわち、ＣＲＳは全周波数領域にわたって配置される）た
め、ＣＲＳを使用して復調する制御情報には周波数領域での配置に制約が無いので、制御
情報もシステム帯域幅全体に渡って分散的に配置（distributed配置）が可能となり、制
御情報に対して周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。よって、ＣＲＳを使用する
ことは、特に、端末が高速移動することによる周波数領域での受信信号レベルの変動の影
響の低減に有効である。
【００５０】
　一方、使用する参照信号がＤＭ－ＲＳである場合、ＤＭ－ＲＳ自体及びＤＭ－ＲＳを使
用して復調する制御情報には、或る端末向けに最適化されたprecoding（送信側での重み
付け）が為される（precoding有り）。このため、ＤＭ－ＲＳを全端末で所望受信品質を
確保して受信することは困難となる。つまり、ＤＭ－ＲＳは、各端末向けの個別のＲＳで
ある。また、ＤＭ－ＲＳは、個別の端末向けに周波数領域で最適化されたprecodingが為
されているので、周波数領域での配置としては、或る周波数帯域に対する集中的な配置（
localized配置）となる。これにより、個別の端末向け制御情報の受信信号電力を向上す
ることができる。よって、ＤＭ－ＲＳを使用することは、特に、セルエッジ等に位置する
端末（受信信号レベルが低い端末）に対して有効となる。
【００５１】
　なお、ＣＲＳについて、図３ではＣＲＳが全周波数領域に渡ってdistributed配置され
ているとしたが、一部の領域だけにＣＲＳを配置（すなわち、localized配置）しても良
い。また、本発明では、ＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳの使用に限定されない。すなわち、ＣＲＳ
及びＤＭ－ＲＳに限らず、図３に示す参照信号の各特徴（precodingの有無、対象とする
端末（共通又は個別）及び周波数領域での配置（distributed配置又はlocalized配置））
のいずれかを満たす参照信号を、ＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳの代わりに用いてもよい。
【００５２】
　［実施の形態１］
　［通信システムの概要］
　本実施の形態に係る通信システムは、基地局１００と端末２００とを有する。基地局１
００は、ＬＴＥ－Ａ基地局であり、端末２００は、ＬＴＥ－Ａ端末である。
【００５３】
　本実施の形態に係る通信システムでは、全端末が受信可能な共通参照信号であるＣＲＳ
が使用されるＰＤＣＣＨ、及び、ＣＲＳ又は各端末向けの個別参照信号であるＤＭ－ＲＳ
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が使用されるＲ－ＰＤＣＣＨを用いて割当制御情報が基地局１００から端末２００へ送信
される。
【００５４】
　図４は、本実施の形態に係る基地局１００の主要構成部を示す。図４に示す基地局１０
０において、サーチスペース設定部１０３は、ＰＤＣＣＨ領域、及び、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領
域に、複数のDCI割当領域候補を有するサーチスペースを設定し、割当部１０６は、割当
制御情報（すなわち、ＤＣＩ）をサーチスペース内の複数のDCI割当領域候補のうち１つ
のDCI割当領域候補内のリソース（ＰＤＣＣＨ領域内の１つ又は複数のＣＣＥで構成され
るリソース、もしくは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域内の１つ又は複数のＲ－ＣＣＥで構成される
リソース）に割り当てる。
【００５５】
　図５は、本実施の形態に係る端末２００の主要構成部を示す。図５に示す端末２００に
おいて、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、全端末が受信可能なＣＲＳが使用されるＰＤＣＣＨ
がマッピングされたＰＤＣＣＨ領域、及び、ＣＲＳ又は各端末向けのＤＭ－ＲＳが使用さ
れるＲ－ＰＤＣＣＨがマッピングされたＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定された、複数のDCI割
当領域候補（つまり、端末２００におけるブラインド復号領域候補）を有するサーチスペ
ースをブラインド復号して、ＰＤＣＣＨ及びＲ－ＰＤＣＣＨを用いて送信される割当制御
情報（すなわち、ＤＣＩ）を得る。そして、ＰＤＳＣＨ受信部２０８は、複数のDCI割当
領域候補の内のいずれかに配置された自装置宛の割当制御情報に基づいて、下りデータ信
号を受信する。
【００５６】
　ただし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末２００に設定されたサーチス
ペースにおけるＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのD
CI割当領域候補数の割合は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末２００に設定さ
れたサーチスペースにおけるＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数に対するＲ－ＰＤＣ
ＣＨ領域でのDCI割当領域候補数の割合以上である。
【００５７】
　［基地局１００の構成］
　図６は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。
【００５８】
　図６に示す基地局１００において、設定部１０１は、端末２００向けのＤＣＩの送信に
利用するリソース領域（送信領域）を設定すると共に、端末２００の上り回線および下り
回線それぞれの送信モードを設定する。リソース領域の設定及び送信モードの設定は、設
定対象の端末２００毎に行われる。
【００５９】
　具体的には、設定部１０１は、送信領域設定部１３１と、送信モード設定部１３２とを
有する。
【００６０】
　送信領域設定部１３１は、ＤＣＩを送る領域（送信領域）として、ＰＤＣＣＨ領域に加
え、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域も含めるか否かを端末２００毎に設定する。例えば、送信領域設
定部１３１は、ＰＤＣＣＨ領域が逼迫する懸念が生じた場合、又は、ＰＤＣＣＨ領域での
干渉が大きいと判断した場合、ＤＣＩの送信領域としてＰＤＣＣＨ領域に加え、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨ領域も含めるように設定する。例えば、ＰＤＣＣＨ領域が逼迫する懸念が生じる場
合とは、基地局１００に接続されている端末数が多い場合、及び、複数レイヤに対応した
空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てる端末２００が多い場合等が挙げられる。すなわち、送
信領域設定部１３１は、端末２００毎にＰＤＣＣＨ領域のみをブラインド復号するか、Ｐ
ＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方をブラインド復号するか、（又は、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨ領域のみをブラインド復号するか）、を設定する。
【００６１】
　また、送信領域設定部１３１は、各送信領域で使用される参照信号をそれぞれ設定する
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。具体的には、送信領域設定部１３１は、ＰＤＣＣＨ領域で使用される参照信号としてＣ
ＲＳを設定する。また、送信領域設定部１３１は、ＤＣＩの送信領域としてＲ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域も含めるように設定している場合には、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で使用される参照信号
としてＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳのうちいずれか１つを設定する。例えば、送信領域設定部１
３１は、基地局１００がカバーするセルエッジに端末２００が位置し、受信信号強度（受
信信号レベル）の向上を必要としていると判断した場合、ＤＭ－ＲＳの特徴（図３参照）
に基づき、その端末２００に対する制御信号（すなわち、ＤＣＩ）をマッピングするＲ－
ＰＤＣＣＨ領域で使用される参照信号としてＤＭ－ＲＳを設定する。又は、送信領域設定
部１３１は、端末２００が高速移動していると判断した場合、ＣＲＳの特徴（図３参照）
に基づき、その端末２００に対する制御信号をマッピングするＲ－ＰＤＣＣＨ領域で使用
される参照信号としてＣＲＳを設定する。
【００６２】
　また、送信モード設定部１３２は、端末２００毎の伝搬路状況等に基づいて、各端末２
００の上り回線及び下り回線それぞれのＤＣＩフォーマット及び送信モード（例えば、空
間多重ＭＩＭＯ送信、ビームフォーミング送信、非連続帯域割当等）を設定する。
【００６３】
　そして、設定部１０１は、各端末２００に設定したＤＣＩの送信領域を示す情報、ＤＣ
Ｉの送信領域で使用される参照信号を示す情報、及び、送信モードを示す情報を含む設定
情報を、制御部１０２、サーチスペース設定部１０３、符号化・変調部１０７、及び、送
信ウェイト設定部１０８に出力する。なお、設定情報に含まれるこれらの情報は、上位レ
イヤの制御情報（ＲＲＣ制御情報又はRRC signalingという）として、符号化・変調部１
０７を介して各端末２００へ通知される。また、ＰＤＣＣＨ領域で使用される参照信号は
ＣＲＳに固定されていることから、設定部１０１は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で使用される参
照信号のみを示す情報を出力してもよい。又は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で使用される参照信
号としてＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳのいずれかに予め固定される場合には、設定部１０１は、
参照信号を示す情報を出力しなくてもよい。なお、設定部１０１から出力されるこれら情
報は同時に送信される場合もあれば、別々のタイミング送信される場合もある。
【００６４】
　制御部１０２は、設定部１０１から入力される設定情報に応じて、割当制御情報を生成
する。
【００６５】
　具体的には、制御部１０２は、送信する１つのトランスポートブロックに対するＭＣＳ
情報、リソース（ＲＢ）割当情報、及び、ＮＤＩ(New data indicator)等を含む割当制御
情報を生成する。ここで、制御部１０２によって生成されるリソース割当情報には、端末
２００の上り回線データを割り当てる上りリソース（例えば、ＰＵＳＣＨ（Physical Upl
ink Shared Channel））を示す上りリソース割当情報、又は、端末２００宛ての下り回線
データを割り当てる下りリソース（例えば、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Cha
nnel））を示す下りリソース割当情報が含まれる。
【００６６】
　また、制御部１０２は、設定部１０１から入力される設定情報に基づいて、端末２００
の上り回線の送信モードに応じたＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４のいずれ
か）、下り回線の送信モードに応じたＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２
、２Ａ，２Ｂ，２Ｃのいずれか）、又は、全端末共通のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０
／１Ａ）によって、割当制御情報を生成する。
【００６７】
　例えば、通常のデータ送信時には、制御部１０２は、各端末２００向けの送信モードに
応じたフォーマット（ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃのいずれか、又は
、ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４のいずれか）で、割当制御情報を生成する。これにより、各端
末２００に設定した送信モードでデータ伝送が行えるので、スループットを向上すること
ができる。
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【００６８】
　しかし、急激な伝搬路状況の変化又は隣接セルからの干渉の変化等によっては、各端末
２００に設定した送信モードではデータの受信誤りが頻発する状況も起こり得る。この場
合には、制御部１０２は、全端末に共通のフォーマット（ＤＣＩ　０／１Ａ）で、割当制
御情報を生成し、ロバスト（Robust）なデフォルト送信モードを用いてデータを送信する
。これにより、急激に伝搬環境が変動した場合であってもロバストなデータ伝送が可能と
なる。
【００６９】
　また、伝搬路状況が悪化した場合に送信モードの変更を通知するための上位レイヤの制
御情報（RRC signaling）を送信する時にも、制御部１０２は、全端末共通の割当制御情
報（ＤＣＩ　０／１Ａ）を生成し、デフォルト送信モードを用いて情報を送信する。ここ
で、全端末共通のＤＣＩ　０／１Ａの情報ビット数は、送信モードに依存するＤＣＩ　１
，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４の情報ビット数よりも少ない。こ
のため、同じＣＣＥ数が設定された場合、ＤＣＩ　０／１Ａの方が、ＤＣＩ　１，１Ｂ，
１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４よりも、低い符号化率で送信することがで
きる。よって、伝搬路状況が悪化した場合に制御部１０２がＤＣＩ　０／１Ａを用いるこ
とにより、伝搬路状況が劣悪な端末２００でも良好な誤り率で割当制御情報（及び、デー
タ）を受信することができる。
【００７０】
　また、制御部１０２は、端末個別のデータ割当向けの割当制御情報の他に、報知情報及
びＰａｇｉｎｇ情報等の複数の端末共通のデータ割当のための、共通チャネル向け割当制
御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を生成する。
【００７１】
　そして、制御部１０２は、生成した端末個別のデータ割当向けの割当制御情報のうち、
ＭＣＳ情報及びＮＤＩをＰＤＣＣＨ生成部１０４に出力し、上りリソース割当情報をＰＤ
ＣＣＨ生成部１０４及び抽出部１１８に出力し、下りリソース割当情報をＰＤＣＣＨ生成
部１０４及び多重部１１０に出力する。また、制御部１０２は、生成した共通チャネル向
け割当制御情報をＰＤＣＣＨ生成部１０４に出力する。
【００７２】
　サーチスペース設定部１０３は、設定部１０１から入力される設定情報に示されるＤＣ
Ｉの送信領域、及び、使用する参照信号に基づいて、共通サーチスペース（Ｃ－ＳＳ）、
及び、個別サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）を設定する。共通サーチスペース（Ｃ－ＳＳ）
は、上述のとおり、全端末に共通のサーチスペースであり、個別サーチスペース（ＵＥ－
ＳＳ）は、各端末に個別のサーチスペースである。
【００７３】
　具体的には、サーチスペース設定部１０３は、予め設定したＣＣＥ（例えば、先頭ＣＣ
Ｅから１６ＣＣＥ分のＣＣＥ）をＣ－ＳＳとして設定する。ＣＣＥは、制御情報が配置さ
れる基本単位である。
【００７４】
　一方、サーチスペース設定部１０３は、各端末に対してＵＥ－ＳＳを設定する。サーチ
スペース設定部１０３は、例えば、或る端末のＵＥ－ＳＳを、その端末の端末ＩＤ及びラ
ンダム化を行うハッシュ（hash）関数を用いて算出されるＣＣＥ番号と、サーチスペース
を構成するＣＣＥ数（Ｌ）とから、算出する。ＵＥ－ＳＳは、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域の各々で設定され得る。
【００７５】
　図７は、Ｃ－ＳＳ及び或る端末に対するＵＥ－ＳＳの設定例を示す図である。
【００７６】
　図７では、ＰＤＣＣＨのＣＣＥ連結数４に対して、４つのDCI割当領域候補（つまり、
ＣＣＥ０～３，ＣＣＥ４～７，ＣＣＥ８～１１，ＣＣＥ１２～１５）が、Ｃ－ＳＳとして
設定されている。また、ＰＤＣＣＨのＣＣＥ連結数８に対して、２つのDCI割当領域候補
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（つまり、ＣＣＥ０～７，ＣＣＥ８～１５）が、Ｃ－ＳＳとして設定されている。すなわ
ち、図７では、合計６つのDCI割当領域候補が、Ｃ－ＳＳとして設定されている。
【００７７】
　また、図７では、ＣＣＥ連結数１に対して、６つのDCI割当領域候補（つまり、ＣＣＥ
１６～２１のそれぞれ）が、ＵＥ－ＳＳとして設定されている。また、ＣＣＥ連結数２に
対して、６つのDCI割当領域候補（つまり、ＣＣＥ６～１７を２つずつ分割したもの）が
、ＵＥ－ＳＳとして設定されている。また、ＣＣＥ連結数４に対して、２つのDCI割当領
域候補（つまり、ＣＣＥ２０～２３，ＣＣＥ２４～２７）が、ＵＥ－ＳＳとして設定され
ている。また、ＣＣＥ連結数８に対して、２つのDCI割当領域候補（つまり、ＣＣＥ１６
～２３，ＣＣＥ２４～３１）が、ＵＥ－ＳＳとして設定されている。すなわち、図７では
、合計１６個のDCI割当領域候補が、ＵＥ－ＳＳとして設定されている。
【００７８】
　また、サーチスペース設定部１０３は、ＤＣＩの送信領域としてＰＤＣＣＨ領域及びＲ
－ＰＤＣＣＨ領域の双方が設定されている場合、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域
に、上述した複数のDCI割当領域候補を有するサーチスペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ
）を設定する。なお、サーチスペース設定部１０３におけるサーチスペース設定処理の詳
細については後述する。
【００７９】
　そして、サーチスペース設定部１０３は、設定したＣ－ＳＳ及び各端末のＵＥ－ＳＳを
示すサーチスペース情報を割当部１０６及び符号化・変調部１０７に出力する。
【００８０】
　図６に戻り、ＰＤＣＣＨ生成部１０４は、制御部１０２から入力される、端末個別のデ
ータ割当向けの割当制御情報（つまり、端末毎の上りリソース割当情報、下りリソース割
当情報、ＭＣＳ情報及びＮＤＩ等、及び、上りリソース割当情報又は下りリソース割当情
報）を含むＤＣＩ、又は、共通チャネル向け割当制御情報（つまり、端末共通の報知情報
及びＰａｇｉｎｇ情報等）を含むＤＣＩを生成する。このとき、ＰＤＣＣＨ生成部１０４
は、端末毎に生成する上り割当制御情報及び下り割当制御情報に対してＣＲＣビットを付
加し、さらにＣＲＣビットを端末ＩＤでマスキング（又は、スクランブリング）する。そ
して、ＰＤＣＣＨ生成部１０４は、マスキング後のＤＣＩを、符号化・変調部１０５に出
力する。
【００８１】
　符号化・変調部１０５は、ＰＤＣＣＨ生成部１０４から入力されるＤＣＩを符号化後に
変調して、変調後の信号を割当部１０６に出力する。ここで、符号化・変調部１０５は、
各端末から報告されるチャネル品質情報（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator）情報に
基づいて、各端末で十分な受信品質が得られるように符号化率を設定する。例えば、符号
化・変調部１０５は、セル境界付近に位置する端末ほど（つまり、チャネル品質が悪い端
末ほど）、より低い符号化率を設定する。
【００８２】
　割当部１０６は、符号化・変調部１０５から入力される、共通チャネル向け割当制御情
報を含むＤＣＩ、及び、各端末に対する端末個別のデータ割当向けの割当制御情報を含む
DCIを、サーチスペース設定部１０３から入力されるサーチスペース情報に示される、Ｃ
－ＳＳ内のＣＣＥ又はＲ－ＣＣＥ、もしくは、端末毎のＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥ又はＲ－Ｃ
ＣＥに、それぞれ割り当てる。例えば、割当部１０６は、Ｃ－ＳＳ（例えば、図７）内の
DCI割当領域候補群の中から１つのDCI割当領域候補を選択する。そして、割当部１０６は
、共通チャネル向け割当制御情報を含むＤＣＩを、選択したDCI割当領域候補内のＣＣＥ
（又は、Ｒ－ＣＣＥ。以下、ＣＣＥとＲ－ＣＣＥを区別せず、単にＣＣＥと呼ぶことがあ
る）に割り当てる。
【００８３】
　また、割当部１０６は、割当対象端末向けのＤＣＩフォーマットが、送信モード依存の
ＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，
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０Ｂ，４）である場合、割当対象端末に対して設定されたＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥをＤＣＩ
に対して割り当てる。一方、割当部１０６は、割当対象端末向けのＤＣＩフォーマットが
、全端末共通のフォーマット（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）である場合、Ｃ－ＳＳ内のＣ
ＣＥ、又は、割当対象端末に対して設定されたＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥをＤＣＩに対して割
り当てる。
【００８４】
　ここで、１つのＤＣＩに割り当てられるＣＣＥ連結数は、符号化率及びＤＣＩのビット
数（つまり、割当制御情報の情報量）によって異なる。例えば、セル境界付近に位置する
端末宛てのＤＣＩの符号化率は低く設定されるので、より多くの物理リソースが必要であ
る。従って、割当部１０６は、セル境界付近に位置する端末宛てのＤＣＩに対して、より
多くのＣＣＥを割り当てる。
【００８５】
　そして、割当部１０６は、ＤＣＩに割り当てたＣＣＥに関する情報を多重部１１０及び
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２１に出力する。また、割当部１０６は、符号化・変調後のＤ
ＣＩを多重部１１０に出力する。
【００８６】
　符号化・変調部１０７は、設定部１０１から入力される設定情報、及び、サーチスペー
ス設定部１０３から入力されるサーチスペース情報（すなわち、上位レイヤの制御情報）
をチャネル符号化後に変調して、変調後の設定情報及びサーチスペース情報を多重部１１
０に出力する。
【００８７】
　送信ウェイト設定部１０８は、設定部１０１から入力される設定情報に基づいて、復調
用の参照信号としてＤＭ－ＲＳを使用する端末向けの送信ウェイト（precodingウェイト
）を設定し、設定した送信ウェイトを多重部１１０に出力する。
【００８８】
　符号化・変調部１０９は、入力される送信データ（下り回線データ）をチャネル符号化
後に変調して、変調後の送信データ信号を多重部１１０に出力する。
【００８９】
　多重部１１０は、割当部１０６から入力される符号化・変調後のＤＣＩ信号、符号化・
変調部１０７から入力される設定情報並びに、サーチスペース情報（すなわち、上位レイ
ヤの制御情報）、及び、符号化・変調部１０９から入力されるデータ信号（つまり、ＰＤ
ＳＣＨ信号）を時間領域及び周波数領域で多重する。
【００９０】
　ここで、多重部１１０は、復調用の参照信号としてＤＭ－ＲＳを使用する端末向けの、
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのＤＣＩ情報及びＰＤＳＣＨ信号等に対して、送信ウェイト設定部
１０８から入力される送信ウェイトを乗算し、アンテナ毎のＩＦＦＴ（Inverse Fast Fou
rier Transform）部１１１に出力する。また、多重部１１０は、送信ウェイトが設定され
ない信号（ＰＤＣＣＨ領域でのＤＣＩ情報等）については、ＳＦＢＣ（Spatial frequenc
y block coding）処理を行い、アンテナ毎のＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform
）部１１１に出力する。また、多重部１１０は、制御部１０２から入力される下りリソー
ス割当情報に基づいて、ＰＤＣＣＨ信号及びデータ信号（ＰＤＳＣＨ信号）をマッピング
する。なお、多重部１１０は、設定情報並びにサーチスペース情報をＰＤＳＣＨにマッピ
ングしてもよい。
【００９１】
　ＩＦＦＴ部１１１－１及び１１１－２、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部１１２－１及び
１１２－２、及び、送信ＲＦ部１１３－１及び１１３－２は、アンテナ１１４－１及び１
１４－２にそれぞれ対応して備えられる。
【００９２】
　ＩＦＦＴ部１１１－１及び１１１－２は、多重部１１０から入力されるアンテナ毎の多
重信号を時間波形に変換し、ＣＰ付加部１１２-１及び１１２-２は、この時間波形にＣＰ
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を付加することによりＯＦＤＭ信号を得る。
【００９３】
　送信ＲＦ部１１３-１及び１１３－２は、ＣＰ付加部１１２-１及び１１２-２から入力
されるＯＦＤＭ信号に対して送信無線処理（アップコンバート、ディジタルアナログ（Ｄ
／Ａ）変換など）を施し、アンテナ１１４－１及び１１４－２を介して送信する。
【００９４】
　一方、受信ＲＦ部１１５は、アンテナ１１４-１を介して受信帯域で受信した受信無線
信号に対して受信無線処理（ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など
）を施し、得られた受信信号をＣＰ除去部１１６に出力する。
【００９５】
　ＣＰ除去部１１６は、受信信号からＣＰを除去し、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）
部１１７は、ＣＰ除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
【００９６】
　抽出部１１８は、制御部１０２から受け取る上りリソース割当情報に基づいて、ＦＦＴ
部１１７から受け取る周波数領域信号から上り回線データを抽出し、ＩＤＦＴ（Inverse 
Discrete Fourier transform）部１１９は、抽出信号を時間領域信号に変換し、その時間
領域信号をデータ受信部１２０及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２１に出力する。
【００９７】
　データ受信部１２０は、ＩＤＦＴ部１１９から入力される時間領域信号を復号する。そ
して、データ受信部１２０は、復号後の上り回線データを受信データとして出力する。
【００９８】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２１は、ＩＤＦＴ部１１９から受け取る時間領域信号のうち
、下り回線データ（ＰＤＳＣＨ信号）に対する各端末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を抽出
する。具体的には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２１は、そのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、割
当部１０６から入力される情報に基づいて、上り回線制御チャネル（例えば、ＰＵＣＣＨ
（Physical Uplink Control Channel））から抽出する。また、その上り回線制御チャネ
ルは、その下り回線データに対応する下り割当制御情報の送信に用いられたＣＣＥに対応
付けられた上り回線制御チャネルである。
【００９９】
　そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２１は、抽出したＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号のＡＣＫ／
ＮＡＣＫ判定を行う。
【０１００】
　なお、ここでは、ＣＣＥとＰＵＣＣＨとが対応付けられているのは、端末がＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨを基地局から各端末へ通知するためのシグナリング
を不要にするためである。これにより、下り回線の通信リソースを効率良く使用すること
ができる。従って、各端末は、この対応付けに従って、自端末への下り割当制御情報（Ｄ
ＣＩ）がマッピングされているＣＣＥに基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いる
ＰＵＣＣＨを判定している。
【０１０１】
　［端末２００の構成］
　図８は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の構成を示すブロック図である。端末
２００は、下り回線データを受信し、その下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号
を上り制御チャネルであるＰＵＣＣＨを用いて基地局１００へ送信する。
【０１０２】
　図８に示す端末２００において、受信ＲＦ部２０２は、設定情報受信部２０６から受け
取る帯域情報に基づいて、受信帯域を設定する。受信ＲＦ部２０２は、アンテナ２０１を
介して受信帯域で受信した無線信号（ここでは、ＯＦＤＭ信号）に対して受信無線処理（
ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など）を施し、得られた受信信号
をＣＰ除去部２０３に出力する。なお、受信信号には、ＰＤＳＣＨ信号、ＤＣＩ、及び、
設定情報及びサーチスペース情報を含む上位レイヤの制御情報が含まれている可能性があ
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る。また、端末２００宛てのＤＣＩ（割当制御情報）は、端末２００及び他の端末に対し
て設定された共通のサーチスペース（Ｃ－ＳＳ）、又は、端末２００に対して設定された
個別のサーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）に割り当てられている。
【０１０３】
　ＣＰ除去部２０３は、受信信号からＣＰを除去し、ＦＦＴ部２０４は、ＣＰ除去後の受
信信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、分離部２０５に出力される
。
【０１０４】
　分離部２０５は、ＦＦＴ部２０４から受け取る信号のうち、ＤＣＩを含む可能性のある
成分（すなわち、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域から抜き出された信号）を、Ｐ
ＤＣＣＨ受信部２０７に出力する。また、分離部２０５は設定情報を含む上位レイヤの制
御信号（例えば、RRC signaling等）を設定情報受信部２０６に出力し、データ信号（つ
まり、ＰＤＳＣＨ信号）をＰＤＳＣＨ受信部２０８に出力する。
【０１０５】
　設定情報受信部２０６は、分離部２０５から入力される上位レイヤの制御信号から、自
端末に設定された帯域情報、自端末に設定された端末ＩＤを示す情報、自端末に設定され
たサーチスペース情報、自端末に設定された参照信号を示す情報、及び自端末に設定され
た送信モードを示す情報を読み取る。
【０１０６】
　そして、自端末に設定された帯域情報はＰＤＣＣＨ受信部２０７、受信ＲＦ部２０２及
び送信ＲＦ部２１５に出力される。また、自端末に設定された端末ＩＤを示す情報は、端
末ＩＤ情報としてＰＤＣＣＨ受信部２０７に出力される。また、自端末に設定されたサー
チスペース情報は、サーチスペース領域情報としてＰＤＣＣＨ受信部２０７に出力される
。また、自端末に設定された参照信号を示す情報は、参照信号情報としてＰＤＣＣＨ受信
部２０７に出力される。また、自端末に設定された送信モードを示す情報は、送信モード
情報としてＰＤＣＣＨ受信部２０７に出力される。
【０１０７】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、分離部２０５から入力されるＤＣＩをブラインド復号（モ
ニタ）して、自端末宛てのＤＣＩを得る。ここで、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、全端末共
通のデータ割当向けのＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）、自端末に設定
された送信モード依存のＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２
Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４のいずれか）及び全端末共通の共通チャネル割当向けの
ＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）のそれぞれに対して、ブラインド復
号する。これにより、各ＤＣＩフォーマットの割当制御情報を含むＤＣＩが得られる。
【０１０８】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、まず、設定情報受信部２０６から入力される
サーチスペース領域情報に示されるＣ－ＳＳに対して、共通チャネル割当向けのＤＣＩフ
ォーマット（ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）及び全端末共通のデータ割当向けＤＣＩフォーマット
（ＤＣＩ　０／１Ａ）のブラインド復号を行う。すなわち、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、
Ｃ－ＳＳ内の各ブラインド復号領域候補（つまり、端末２００に割り当てられるＣＣＥ領
域の候補）について、共通チャネル割当向けのＤＣＩフォーマットのサイズ、及び、全端
末共通のデータ割当向けのＤＣＩフォーマットのサイズを対象として、復調及び復号する
。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、復号後の信号に対して、複数の端末の間で共通の
ＩＤによってＣＲＣビットをデマスキングする。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、デ
マスキングの結果、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった信号を、共通チャネル向けの割当
制御情報が含まれるＤＣＩであると判定する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、復号後
の信号に対して、端末ＩＤ情報が示す自端末の端末ＩＤによってＣＲＣビットをデマスキ
ングする。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、デマスキングの結果、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤
り無し）となった信号を、自端末向けの割当制御情報が含まれるＤＣＩであると判定する
。すなわち、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、Ｃ－ＳＳでは、ＤＣＩ　０／１Ａの割当制御情
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報が共通チャネル向けであるか又は自端末向けのデータ割当向けであるかを、端末ＩＤ（
複数の端末の間で共通のＩＤ、又は、端末２００の端末ＩＤ）によって区別する。
【０１０９】
　また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力される端末ＩＤ情報
に示される自端末の端末ＩＤを用いて、自端末のＵＥ－ＳＳを、各ＣＣＥ連結数に対して
それぞれ算出する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、算出したＵＥ－ＳＳ内の各ブラ
インド復号領域候補（各ＣＣＥ連結数のＣＣＥ候補）について、自端末に設定された送信
モード（送信モード情報に示される送信モード）に対応したＤＣＩフォーマットのサイズ
及び全端末共通のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０／１Ａ）のサイズを対象として、復調
及び復号する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、復号後の信号に対して、自端末の端
末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキングする。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、デマス
キングの結果、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった信号を、自端末宛てのＤＣＩであると
判定する。
【０１１０】
　なお、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力されるサーチスペー
ス領域情報に示されるサーチスペース領域としてＲ－ＰＤＣＣＨ領域も含む場合について
も、上述したＰＤＣＣＨ領域と同様にして、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設
定されたサーチスペースをブラインド復号（モニタ）して、ＰＤＣＣＨ及びＲ－ＰＤＣＣ
Ｈを用いて送信される自端末宛てのＤＣＩを得る。
【０１１１】
　また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６からサーチスペース領域情報
が入力されない場合（基地局１００がサーチスペース情報を送信しない場合）には、端末
２００のサーチスペースを意識せずに、端末２００宛ての可能性がある複数のＤＣＩの送
信領域においてブラインド復号を行ってもよい。
【０１１２】
　そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、下り割当制御情報を受信した場合には自端末宛て
のＤＣＩに含まれる下りリソース割当情報をＰＤＳＣＨ受信部２０８に出力し、上り割当
制御情報を受信した場合には上りリソース割当情報をマッピング部２１２に出力する。ま
た、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、自端末宛てのＤＣＩの送信に用いられたＣＣＥ（ＣＲＣ
＝ＯＫとなった信号の送信に用いられていたＣＣＥ）のＣＣＥ番号（ＣＣＥ連結数が複数
の場合は先頭のＣＣＥのＣＣＥ番号）をマッピング部２１２に出力する。なお、ＰＤＣＣ
Ｈ受信部２０７におけるブラインド復号（モニタ）処理の詳細については後述する。
【０１１３】
　ＰＤＳＣＨ受信部２０８は、ＰＤＣＣＨ受信部２０７から入力される下りリソース割当
情報に基づいて、分離部２０５から入力されるＰＤＳＣＨ信号から、受信データ（下り回
線データ）を抽出する。つまり、ＰＤＳＣＨ受信部２０８は、複数のDCI割当領域候補（
ブラインド復号領域候補）の内のいずれかに割り当てられた端末２００宛の下りリソース
割当情報（割当制御情報）に基づいて、下り回線データ（下りデータ信号）を受信する。
また、ＰＤＳＣＨ受信部２０８は、抽出した受信データ（下り回線データ）に対して誤り
検出を行う。そして、ＰＤＳＣＨ受信部２０８は、誤り検出の結果、受信データに誤りが
ある場合には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫ信号を生成し、受信データに誤りが
無い場合には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＡＣＫ信号を生成する。このＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号は、変調部２０９に出力される。
【０１１４】
　変調部２０９は、ＰＤＳＣＨ受信部２０８から入力されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を変調
し、変調後のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をマッピング部２１２に出力する。
【０１１５】
　変調部２１０は、送信データ（上り回線データ）を変調し、変調後のデータ信号をＤＦ
Ｔ部２１１に出力する。
【０１１６】
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　ＤＦＴ部２１１は、変調部２１０から入力されるデータ信号を周波数領域に変換し、得
られる複数の周波数成分をマッピング部２１２に出力する。
【０１１７】
　マッピング部２１２は、ＰＤＣＣＨ受信部２０７から入力される上りリソース割当情報
に従って、ＤＦＴ部２１１から入力される複数の周波数成分のうち、データ信号に相当す
る周波数成分を、ＰＵＳＣＨにマッピングする。また、マッピング部２１２は、ＰＤＣＣ
Ｈ受信部２０７から入力されるＣＣＥ番号に従ってＰＵＣＣＨを特定する。そして、マッ
ピング部２１２は、変調部２０９から入力されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、上記特定した
ＰＵＣＣＨにマッピングする。
【０１１８】
　ＩＦＦＴ部２１３は、ＰＵＳＣＨにマッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形
に変換し、ＣＰ付加部２１４は、その時間領域波形にＣＰを付加する。
【０１１９】
　送信ＲＦ部２１５は、送信帯域を変更可能に構成されている。送信ＲＦ部２１５は、設
定情報受信部２０６から受け取る帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送
信ＲＦ部２１５は、ＣＰが付加された信号に送信無線処理（アップコンバート、ディジタ
ルアナログ（Ｄ／Ａ）変換など）を施して、アンテナ２０１を介して送信する。
【０１２０】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作について図９Ａ及び図９Ｂを参
照して説明する。
【０１２１】
　なお、以下の説明では、Ｃ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号
領域候補）が、ＣＣＥ連結数４に対して４候補（１６ＣＣＥ（＝４ＣＣＥ×４候補））、
及び、ＣＣＥ連結数８に対して２候補（１６ＣＣＥ（＝８ＣＣＥ×２候補））の合計６候
補設定される。また、ＵＥ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領
域候補）が、ＣＣＥ連結数１，２，４，８それぞれに対応して、６候補（６ＣＣＥ（＝１
ＣＣＥ×６候補）），６候補（１２ＣＣＥ（＝２ＣＣＥ×６候補）），２候補（８ＣＣＥ
（４ＣＣＥ×２候補）），２候補（１６ＣＣＥ（＝８ＣＣＥ×２候補））の合計１６候補
設定される。すなわち、各端末には、合計２２個のDCI割当領域候補（つまり、ブライン
ド復号領域候補）から成るサーチスペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）が設定される。
【０１２２】
　また、ここでは、基地局１００の設定部１０１が、ＰＤＣＣＨの送信領域として、ＰＤ
ＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方を端末２００に設定する場合について説明する
。このとき、上記２２個のDCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領域候補）がＰＤ
ＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域のいずれかにそれぞれ設定される。換言すると、ＰＤ
ＣＣＨ領域に設定されたDCI割当領域候補とＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定されたDCI割当領域
候補との合計が２２個となる。
【０１２３】
　また、設定部１０１は、ＰＤＣＣＨ領域で使用する参照信号としてＣＲＳを設定し、Ｒ
－ＰＤＣＣＨ領域で使用する参照信号としてＣＲＳ及びＤＭ－ＲＳのうちいずれか１つを
設定する。
【０１２４】
　サーチスペース設定部１０３は、設定部１０１から入力される設定情報に示されるＰＤ
ＣＣＨの送信領域、及び、使用する参照信号に基づいて、共通サーチスペース（Ｃ－ＳＳ
）及び個別サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）をそれぞれ設定する。
【０１２５】
　具体的には、サーチスペース設定部１０３は、端末２００宛てのＰＤＣＣＨの送信領域
としてＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方を使用する場合、ＰＤＣＣＨ領域に
おけるサーチスペース（Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ）及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域におけるサー
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チスペース（Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ）をそれぞれ設定する。このとき、サーチスペース
設定部１０３は、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのD
CI割当領域候補の割合が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域での復調用の参照信号としてＣＲＳが指示
された端末（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末）よりも、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
での復調用の参照信号としてＤＭ－ＲＳが指示された端末（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－
ＲＳを使用する端末）の方が大きくなるように、各端末に対するサーチスペースを設定す
る。
【０１２６】
　なお、サーチスペース設定部１０３は、端末２００宛てのＰＤＣＣＨの送信領域として
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のみを使用する場合、ＰＤＣＣＨ領域において端末２００のサーチス
ペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）を設定する。
【０１２７】
　例えば、図９Ａに示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で
ＣＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２の６候補、及
び、ＣＣＥ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳを設定する。また、図９Ｂに示
すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する或る
端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数
４の４候補の合計６候補のＣ－ＳＳを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連
結数４の２候補の合計４候補のＵＥ－ＳＳを設定する。ここで、図１０に示すように、Ｒ
－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末における、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候
補数をＮＡとし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数をＮＢとすると、図９Ａ及
び図９Ｂでは、ＮＡ＝１２となり、ＮＢ＝１０となる。
【０１２８】
　一方、図９Ａに示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤ
Ｍ－ＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補、
及び、ＣＣＥ連結数４の４候補の合計６候補のＣ－ＳＳを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候
補、及び、ＣＣＥ連結数４の２候補の合計４候補のＵＥ－ＳＳを設定する。また、図９Ｂ
に示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用
する或る端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２の６候補、及び、ＣＣ
Ｅ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳを設定する。ここで、図１０に示すよう
に、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末における、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI
割当領域候補数をＮＣとし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数をＮＤとすると
、図９Ａ及び図９Ｂでは、ＮＣ＝１０となり、ＮＤ＝１２となる。
【０１２９】
　つまり、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳが用いられ
る場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数ＮＣに対するＲ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数ＮＤの割合（ＮＤ／ＮＣ）が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
でＣＲＳが用いられる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数
ＮAに対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数ＮＢの割合（ＮＢ／ＮＡ）以上と
なるように、サーチスペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）を設定する。すなわち、サーチ
スペース設定部１０３は、（ＮＢ／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）を満たすように、ＰＤＣＣＨ領域
とＲ－ＰＤＣＣＨ領域との間におけるサーチスペースの配分を設定する。
【０１３０】
　換言すると、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳが用いられる場合の端末２００における
ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号領域候補数ＮＣに対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラ
インド復号領域候補数ＮＤの割合（ＮＤ／ＮＣ）は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳが用い
られる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号領域候補数ＮAに対
するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号領域候補数ＮＢの割合（ＮＢ／ＮＡ）以上と
なる。
【０１３１】
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　そして、割当部１０６は、割当制御情報を含むＤＣＩを、図９Ａ及び図９Ｂに示すＣ－
ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
【０１３２】
　具体的には、割当部１０６は、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ
，１Ａ）を含むＤＣＩを、図９Ａ及び図９Ｂに示すＣ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。ま
た、割当部１０６は、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／
１Ａ）を含むＤＣＩを、図９Ａ及び図９Ｂに示すＣ－ＳＳ内のＣＣＥ又はＵＥ－ＳＳ内の
ＣＣＥに割り当てる。また、割当部１０６は、端末に設定された送信モードに依存する割
当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４）、下り回線（ＤＣＩ　１，１
Ｂ,１Ｄ,２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ））を含むＤＣＩを、図９Ａ及び図９Ｂに示すＵＥ－ＳＳ
内のＣＣＥに割り当てる。
【０１３３】
　これに対して、端末２００において、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、図９Ａ及び図９Ｂに
示すＣ－ＳＳに対して、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）
を含むＤＣＩ、及び、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／
１Ａ）を含むＤＣＩをそれぞれブラインド復号する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、
図９Ａ及び図９Ｂに示すＵＥ－ＳＳに対して、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報
（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣＩ、及び、端末２００に設定された送信モード
に依存する割当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４）、下り回線（Ｄ
ＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ））を含むＤＣＩをそれぞれブラインド復
号する。
【０１３４】
　すなわち、端末２００は、Ｃ－ＳＳにおいて、２種類のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　
１Ｃ，１ＡとＤＣＩ　０／１Ａ）に対するブラインド復号を行う。一方、端末２００は、
ＵＥ－ＳＳにおいて、３種類のＤＣＩフォーマット（上り送信モード依存のＤＣＩ（ＤＣ
Ｉ　０Ａ，０Ｂ，４）と下り送信モード依存のＤＣＩ（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ,２，２Ａ
，２Ｂ，２Ｃ）とＤＣＩ　０／１Ａ））に対するブラインド復号を行う。
【０１３５】
　以上の端末２００におけるブラインド復号を纏めると、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを
使用する端末では、ＰＤＣＣＨ領域（図９Ａ）において、１２候補のＵＥ－ＳＳで合計３
６回（＝１２候補×３種類のＤＣＩフォーマット）のブラインド復号が行われる。また、
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域（図９Ｂ）において、６候補のＣ－ＳＳで合計１２回（＝６候補×２
種類のＤＣＩフォーマット）のブラインド復号が行われ、４候補のＵＥ－ＳＳで合計１２
回（＝４候補×３種類のＤＣＩフォーマット）のブラインド復号が行われる。
【０１３６】
　また、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末では、ＰＤＣＣＨ領域（図９Ａ
）において、６候補のＣ－ＳＳで合計１２回（＝６候補×２種類のＤＣＩフォーマット）
のブラインド復号が行われ、４候補のＵＥ－ＳＳで合計１２回（＝４候補×３種類のＤＣ
Ｉフォーマット）のブラインド復号が行われる。また、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域（図９Ｂ）に
おいて、１２候補のＵＥ－ＳＳで合計３６回（＝１２候補×３種類のＤＣＩフォーマット
）のブラインド復号が行われる。
【０１３７】
　つまり、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末の方が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
でＣＲＳを使用する端末よりも、ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数に対するＲ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数の割合が大きくなる。具体的には、端末２００では
、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳが用いられる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領
域でのブラインド復号回数（図９Ａでは２４回）に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのブライ
ンド復号回数（図９Ｂでは３６回）の割合（３６／２４）が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲ
Ｓが用いられる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（図９
Ａでは３６回）に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（図９Ｂでは２４回
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）の割合（２４／３６）以上となる。
【０１３８】
　このように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域でＣＲＳを使用する端末よりも、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域においてより多くのDCI割当
領域候補（ブラインド復号領域候補）が設定される可能性が高くなる。つまり、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域にＤＣＩが割り当
てられる可能性が高くなる。
【０１３９】
　ここで、図３に示すように、ＤＭ－ＲＳを使用することは、セルエッジ等に位置する端
末、又は、受信信号レベルが低い端末に対して有効となる。つまり、基地局１００は、セ
ルエッジに位置し、他のセルからの干渉（他セル干渉）が大きい端末２００（又は、受信
信号レベルが低い端末２００）に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳの使用を指示
する可能性が高い。
【０１４０】
　また、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、例えば干渉制御等により、ＰＤＣＣＨ領域と比較して他
セル干渉を低減できる可能性が高い。
【０１４１】
　よって、基地局１００は、ＤＭ－ＲＳを使用する端末（例えば、セルエッジ付近に位置
する端末２００）に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＣＩを割り当てられる可能性が高く
なるように、サーチスペースを設定する。これにより、ＤＭ－ＲＳを使用する端末では、
他セル干渉の影響を低く抑えつつ、ＤＭ－ＲＳによるＰＤＣＣＨの受信信号電力向上効果
（図３参照）を得ることで、所望受信品質を確保することが可能となる。
【０１４２】
　ここで、例えば、基地局１００は、（ＮＢ／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満たすように
、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末へはＰＤＣＣＨ領域内のＣＣＥを比較的多
く用いたサーチスペース内でデータ割当を行う（例えば、ＮＢ≧ＮＡを満たす）。一方、
基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末へはＲ－ＰＤＣＣＨ領
域内のＣＣＥを比較的多く用いたサーチスペース内でデータ割当を行う（例えば、ＮＣ≦
ＮＤを満たす）。
【０１４３】
　これにより、各端末宛ての制御情報が割り当てられるＰＤＣＣＨのロードバランス、つ
まり、ＰＤＣＣＨをＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に均等にマッピングすること
が可能である。つまり、特定の領域にＰＤＣＣＨが偏ることにより、限られた領域内でＰ
ＤＣＣＨが送信できなくなることを防ぐことができる。よって、例えば、通信する端末数
の増加に伴い、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域のいずれか一方の逼迫を防ぐこと
ができる。また、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域の逼迫を防ぐことで、中継局（中継局配下の端末）
に対するデータ割当への悪影響及びＰＤＳＣＨ領域の逼迫を防ぐことができる。これによ
り、システムスループットの低下を防止することができる。
【０１４４】
　また、基地局１００がカバーするセル内で各端末は移動する。例えば、基地局１００が
カバーするセル内では、高速移動する端末及び低速移動する端末、又は、セルエッジ付近
に位置する端末及びセル中心付近に位置する端末等、様々な状況の端末が存在する。これ
に対して、例えば、基地局１００は、高速移動（受信信号レベルの変動が激しい）端末宛
てのＤＣＩには、ＣＲＳ（周波数ダイバーシチ効果が得られる参照信号）が使用されるＰ
ＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いればよい。また、基地局１００は、セルエッ
ジ付近に位置する（受信信号レベルが低い）端末宛てのＤＣＩには、ＤＭ－ＲＳ（受信信
号電力を向上できる参照信号）が使用されるＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いればよい。すなわ
ち、基地局１００は、ＰＤＣＣＨの送信領域としてＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領
域を用いることで、端末の移動速度又は存在エリア等に依存せずに、所望受信品質を確保
できるサーチスペースを設定することが可能となる。



(25) JP 5662448 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

【０１４５】
　このようにして、基地局１００は、各端末の状況（例えば、端末の位置、他セル干渉の
大きさ、トラフィックの状況（例えば、「通信する端末数の増加に伴いＰＤＣＣＨ領域が
逼迫してきている」）等）を考慮して、ＤＣＩをどの領域（ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤ
ＣＣＨ領域）で送信するかを設定する。また、基地局１００は、端末宛てのＤＣＩをＲ－
ＰＤＣＣＨ領域に割り当てる際、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域での復調用の参照信号としてＣＲＳ
及びＤＭ－ＲＳのいずれか一方を設定する。このとき、基地局１００は、上述した（ＮＢ

／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満たすように、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に
サーチスペースをそれぞれ設定する。
【０１４６】
　これにより、システム全体では、ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域が逼迫するこ
とによるスループットの低下を防ぐことができる。更に、各端末では、端末毎の状況に適
したリソース（ＰＤＣＣＨの送信領域）を用いてＤＣＩを受信することが可能となり、端
末における所望受信品質を確保することができる。
【０１４７】
　よって、本実施の形態によれば、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣＣ
Ｈ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に割り当てる場合でも、システムスループットを低下させ
ることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０１４８】
　なお、本実施の形態では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末、及び、Ｒ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末が混在している場合に、基地局１００が、上述
した（ＮＢ／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満たすように、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣ
ＣＨ領域のサーチスペースを設定した。しかし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する
端末、及び、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末が混在している場合に、基
地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末におけるＲ－ＰＤＣＣＨ領域
でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢを、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤ
Ｍ－ＲＳを使用する端末におけるＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブライン
ド復号領域候補数）ＮＤ以下（ＮＢ≦ＮＤ）としてもよい。ここで、各端末に設定される
サーチスペースが有するDCI割当領域候補を一定（例えば、図９Ａ及び図９Ｂでは２２候
補）とすると、（ＮＢ≦ＮＤ）の関係を満たすことは、本実施の形態と同様、（ＮＢ／Ｎ

Ａ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満たすことと等価である。
【０１４９】
　同様に、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末におけるＰＤＣ
ＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡを、Ｒ－ＰＤＣＣＨ
領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末におけるＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラ
インド復号領域候補数）ＮＣ以上（ＮＡ≧ＮＣ）としてもよい。この場合も、各端末に設
定されるサーチスペースが有するDCI割当領域候補を一定（例えば、図９Ａ及び図９Ｂで
は２２候補）とすると、（ＮＡ≧ＮＣ）の関係を満たすことは、本実施の形態と同様、（
ＮＢ／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満たすことと等価である。
【０１５０】
　又は、本実施の形態において、基地局１００は、（ＮＡ≧ＮＣ）の関係を満たし、かつ
、（ＮＢ≦ＮＤ）の関係を満たすように、各端末のサーチスペースを設定してもよい。こ
のとき、ＮＡとＮＢとの比率、及び、ＮＣとＮＤとの比率は、どのような値でもよい。例
えば、ＮＣとＮＤとの比率（ＮＣ：ＮＤ）は、ＮＣ：ＮＤ＝１２：１０でもよく、ＮＣ：
ＮＤ＝１０：１２でもよい。
【０１５１】
　又は、本実施の形態において、基地局１００は、（ＮＡ≧ＮＣ）の関係を満たし、かつ
、（ＮＢ≦ＮＤ）の関係を満たすように、例えば、Ｃ－ＳＳをＰＤＣＣＨ領域に配置し、
ＵＥ－ＳＳをＲ－ＰＤＣＣＨ領域に配置してもよい。
【０１５２】
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　例えば、基地局１００は、図９Ａ及び図９Ｂに示すようにサーチスペースを設定するこ
とで、ＮＡ＝１２、ＮＢ＝１０、ＮＣ＝１０、ＮＤ＝１２となるので、（ＮＡ≧ＮＣ）及
び（ＮＢ≦ＮＤ）を満たす。すなわち、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、
ＣＲＳが使用される端末におけるDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮBよ
りもＤＭ－ＲＳが使用される端末におけるDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補
数）ＮDがより多くなるように、サーチスペースを設定する。これにより、本実施の形態
と同様、ＤＭ－ＲＳを使用する端末では、他セル干渉の影響を低く抑えつつ、ＤＭ－ＲＳ
によるＰＤＣＣＨの受信信号電力向上効果（図３参照）を得ることができる。
【０１５３】
　また、（ＮＡ≧ＮＣ）及び（ＮＢ≦ＮＤ）を満たすことで、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、
ＤＭ－ＲＳが使用される端末のDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＤに
対して、ＣＲＳが使用される端末のDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）Ｎ

Ｂが少なくなるのに対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＤＭ－ＲＳが使用される端末のDCI割
当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＣに対して、ＣＲＳが使用される端末のDC
I割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡが多くなる。これにより、ＰＤＣＣ
Ｈ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の全体において、ＰＤＣＣＨのロードバランスを維持する
ことが可能となる。
【０１５４】
　［実施の形態２］
　実施の形態１では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、ＣＲＳを使用する端末及びＤＭ－Ｒ
Ｓを使用する端末が混在している場合について説明した。これに対して、本実施の形態で
は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において各端末に使用される参照信号が固定的に設定されている
場合について説明する。
【０１５５】
　以下、本実施の形態におけるサーチスペースの設定方法１～３について具体的に説明す
る。
【０１５６】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。
【０１５７】
　また、以下の説明では、実施の形態１と同様、Ｃ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つ
まり、ブラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結数４に対して４候補（１６ＣＣＥ）、及
び、ＣＣＥ連結数８に対して２候補（１６ＣＣＥ）の合計６候補設定される。また、ＵＥ
－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結数
１，２，４，８それぞれに対応して、６候補（６ＣＣＥ），６候補（１２ＣＣＥ），２候
補（８ＣＣＥ），２候補（１６ＣＣＥ）の合計１６候補設定される。すなわち、各端末に
は、合計２２個のDCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領域候補）から成るサーチ
スペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）が設定される。
【０１５８】
　また、実施の形態１と同様、端末２００（ＰＤＣＣＨ受信部２０７）は、Ｃ－ＳＳに対
して、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を含むＤＣＩ、及
び、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣ
Ｉの２種類のＤＣＩフォーマットについてそれぞれブラインド復号する。また、端末２０
０（ＰＤＣＣＨ受信部２０７）は、ＵＥ－ＳＳに対して、全端末共通のデータ割当向け割
当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣＩ、及び、端末２００に設定された
送信モードに依存する割当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４）、下
り回線（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ））を含むＤＣＩの３種類のＤ
ＣＩフォーマットについてそれぞれブラインド復号する。
【０１５９】
　また、実施の形態１と同様、図１０に示すように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用
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する端末における、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数
）をＮＡとし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数
）をＮＢとする。また、図１０に示すように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用す
る端末における、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）
をＮＣとし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）
をＮＤとする。
【０１６０】
　＜設定方法１（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳのみを設定する場合）＞
　設定方法１では、基地局１００のサーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢが、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割
当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡ以上となるように（ＮＡ≦ＮＢ）、サー
チスペースを設定する。
【０１６１】
　例えば、図１１に示すように、サーチスペース設定部１０３は、或る端末に対して、Ｐ
ＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４の４候補の合計６候
補のＣ－ＳＳを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４の２候補の合計
４候補のＵＥ－ＳＳを設定する。また、図１１に示すように、サーチスペース設定部１０
３は、或る端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２の６候補、及び、Ｃ
ＣＥ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳを設定する。よって、図１１に示すＰ
ＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡは１０回となり
、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢは１２
回となる。すなわち、図１１では、（ＮＡ≦ＮＢ）の関係を満たす。
【０１６２】
　これに対し、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力
されるサーチスペース領域情報に従って、図１１に示すＣ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳに対して
ＤＣＩをブラインド復号する。図１１では、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域
において、ＣＣＥ連結数４，８のＣ－ＳＳ及びＣＣＥ連結数４，８のＵＥ－ＳＳについて
のみブラインド復号し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、ＣＣＥ連結数１，２のＵＥ－ＳＳ
についてのみブラインド復号する。
【０１６３】
　すなわち、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、図１１に示すＰＤＣＣＨ領域に設定されたＣ－
ＳＳに対して１２回（＝６候補×２種類）のブラインド復号を行い、図１１に示すＰＤＣ
ＣＨ領域に設定されたＵＥ－ＳＳに対して１２回（＝４候補×３種類）のブラインド復号
を行う。一方、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、図１１に示すＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定され
たＵＥ－ＳＳに対して３６回（＝１２候補×３種類）のブラインド復号を行う。
【０１６４】
　すなわち、図１１では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（３６回）は、Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（２４回）よりも多くなる。
【０１６５】
　ここで、設定方法１では、端末２００に対して、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領
域の双方において同一の参照信号（ＣＲＳ）が使用される。すなわち、図１１に示すサー
チスペースが設定された端末２００では、ＰＤＣＣＨ領域とＲ－ＰＤＣＣＨ領域とで使用
する参照信号に差異は無い。一方、上述したように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＰＤＣＣ
Ｈ領域と比較して他セル干渉を低減できる可能性が高い。
【０１６６】
　よって、図１１に示すように、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域
候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢを、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（
ブラインド復号領域候補数）ＮＡよりも多くなるように（ＮＡ≦ＮＢ）、サーチスペース
を設定することで、端末２００では、他セル干渉を低減できる可能性が高いＲ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域で自端末当ての制御情報を受信できる可能性が高くなる。
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【０１６７】
　また、図１１に示すように、端末２００宛てのＰＤＣＣＨの送信領域としてＰＤＣＣＨ
領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いることで、基地局１００は、端末２００の移動速度（
高速移動又は低速移動）又は端末２００の存在エリア（セル中心又はセルエッジ）に応じ
て、送信領域を選択してＤＣＩを送信することができる。すなわち、基地局１００は、端
末の移動速度又は存在エリア等に依存せずに、所望受信品質を確保できるサーチスペース
を設定することが可能となる。
【０１６８】
　このようにして、設定方法１では、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣ
ＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に割り当てる場合に、他セル干渉を受ける可能性をより
低く抑えることで、端末における所望受信品質を確保することができる。更に、端末の状
況に応じてロバストなＰＤＣＣＨ受信性能を確保することができる。
【０１６９】
　なお、設定方法１では、図１１に示すサーチスペースの設定（サーチスペースの配分）
に限らず、（ＮＡ≦ＮＢ）の関係を満たせばよい。例えば、１０候補のＵＥ－ＳＳ（例え
ば、１６候補中のＣＣＥ連結数２，４，８の合計１０候補）をＰＤＣＣＨ領域に設定（Ｎ

Ａ＝１０）し、６候補のＣ－ＳＳと６候補のＵＥ－ＳＳ（ＣＣＥ連結数１の６候補）との
合計１２候補をＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定（ＮＢ＝１２）してもよい。又は、６候補のＣ
－ＳＳをＰＤＣＣＨ領域に設定（ＮＡ＝６）し、１６候補のＵＥ－ＳＳ（ＣＣＥ連結数１
、２，４，８の合計１６候補）をＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定（ＮＢ＝１６）してもよい。
【０１７０】
　＜設定方法２（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳのみを設定する場合）＞
　設定方法２では、基地局１００のサーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＤが、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割
当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＣ以上となるように（ＮＣ≦ＮＤ）、サー
チスペースを設定する。
【０１７１】
　例えば、設定方法１と同様、図１１に示すように、サーチスペース設定部１０３は、或
る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４
の４候補の合計６候補のＣ－ＳＳを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結
数４の２候補の合計４候補のＵＥ－ＳＳを設定する。また、図１１に示すように、サーチ
スペース設定部１０３は、或る端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２
の６候補、及び、ＣＣＥ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳを設定する。よっ
て、図１１に示すＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）
ＮＣは１０回となり、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域
候補数）ＮＤは１２回となる。すなわち、図１１では、（ＮＣ≦ＮＤ）の関係を満たす。
【０１７２】
　これに対し、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力
されるサーチスペース領域情報に従って、図１１に示すＣ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳに対して
ＤＣＩをブラインド復号する。図１１では、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域
において、ＣＣＥ連結数４，８のＣ－ＳＳ及びＣＣＥ連結数４，８のＵＥ－ＳＳについて
のみブラインド復号し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、ＣＣＥ連結数１，２のＵＥ－ＳＳ
についてのみブラインド復号する。
【０１７３】
　すなわち、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定方法１と同様、図１１に示すＰＤＣＣＨ領
域に設定されたＣ－ＳＳに対して１２回（＝６候補×２種類）のブラインド復号を行い、
ＵＥ－ＳＳに対して１２回（＝４候補×３種類）のブラインド復号を行う。また、ＰＤＣ
ＣＨ受信部２０７は、設定方法１と同様、図１１に示すＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定された
ＵＥ－ＳＳに対して３６回（＝１２候補×３種類）のブラインド復号を行う。
【０１７４】



(29) JP 5662448 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　すなわち、図１１では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（３６回）は、Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（２４回）よりも多くなる。
【０１７５】
　ここで、設定方法２では、端末２００に対して、ＰＤＣＣＨ領域においてＣＲＳが使用
され、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域においてＤＭ－ＲＳが使用される。また、上述したように、Ｄ
Ｍ－ＲＳを使用することは、セルエッジ等に位置する端末又は受信信号レベルが低い端末
に対して有効となる。更に、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、例えば干渉制御等により、ＰＤＣＣ
Ｈ領域と比較して他セル干渉を低減できる可能性が高い。
【０１７６】
　よって、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号領域候補数ＮＤがＰＤＣＣＨ領域での
ブラインド復号領域候補数ＮＣよりも多くすることで（ＮＣ≦ＮＤ）、ＤＭ－ＲＳを使用
する端末２００では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、他セル干渉の影響を低く抑えつつ、
ＤＭ－ＲＳによるＰＤＣＣＨの受信信号電力向上効果（図３参照）を得ることができる。
よって、端末２００における所望受信品質を確保することができる。
【０１７７】
　また、図１１に示すように、端末２００宛てのＰＤＣＣＨの送信領域としてＰＤＣＣＨ
領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いることで、基地局１００は、端末２００の移動速度（
高速移動又は低速移動）又は端末２００の存在エリア（セル中心又はセルエッジ）に応じ
て、適切な参照信号（ＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳ）が使用された送信領域を選択してＤＣＩを
送信することができる。すなわち、基地局１００は、端末の移動速度又は存在エリア等に
依存せずに、所望受信品質を確保できるサーチスペースを設定することが可能となる。
【０１７８】
　このようにして、設定方法２では、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣ
ＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に割り当てる場合でも、他セル干渉を受ける可能性をよ
り低く抑えることで、端末における所望受信品質を確保することができる。更に、端末の
状況に応じてロバストなＰＤＣＣＨ受信性能を確保することができる。
【０１７９】
　なお、設定方法２では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳのみが設定される場合につい
て説明した。しかし、設定方法２は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域においてＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳ
が指示され得る端末において、ＤＭ－ＲＳが指示された場合についても同様に適用するこ
とができる。
【０１８０】
　このとき、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域においてＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳが指示され得る端末にお
いて、ＣＲＳが指示された場合には、基地局１００のサーチスペース設定部１０３は、Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡが、Ｒ－ＰＤＣ
ＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢ以上となるように（
ＮＡ≧ＮＢ）、サーチスペースを設定してもよい。例えば、サーチスペース設定部１０３
は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域ではＣＣ
Ｅ連結数２の６候補及びＣＣＥ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳを設定する
（ＮＡ＝１２）。また、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域ではＣＣＥ
連結数８の２候補及びＣＣＥ連結数４の４候補の合計６候補のＣ－ＳＳ、及び、ＣＣＥ連
結数８の２候補及びＣＣＥ連結数４の２候補の合計４候補のＵＥ－ＳＳを設定する（ＮＢ

＝１０）。
【０１８１】
　これに対し、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域では、ＵＥ－Ｓ
Ｓに対して３６回（＝１２候補×３種類）のブラインド復号を行う。また、ＰＤＣＣＨ受
信部２０７は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、Ｃ－ＳＳに対して１２回（＝６候補×２種類）
のブラインド復号を行い、ＵＥ－ＳＳに対して１２回（＝４候補×３種類）のブラインド
復号を行う。よって、ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（３６回）は、Ｒ－ＰＤＣ
ＣＨ領域でのブラインド復号回数（２４回）よりも多くなる。
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【０１８２】
　これにより、上述したように、ＤＭ－ＲＳを使用する端末における所望受信品質を確保
することができ、かつ、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の全体においてＰＤＣＣ
Ｈのロードバランスを維持することが可能となる。
【０１８３】
　＜設定方法３（Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳのみを設定する場合）＞
　設定方法３では、基地局１００のサーチスペース設定部１０３は、Ｃ－ＳＳをＰＤＣＣ
Ｈ領域のみに設定する。
【０１８４】
　例えば、サーチスペース設定部１０３は、或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、Ｃ
ＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４の４候補の合計６候補のＣ－ＳＳを設定す
る。一方、サーチスペース設定部１０３は、或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－
ＰＤＣＣＨ領域では、ＵＥ－ＳＳであるＣＣＥ連結数１，２，４，８のそれぞれ６候補、
６候補、２候補、２候補を任意に設定する。
【０１８５】
　つまり、サーチスペース設定部１０３は、ＰＤＣＣＨ領域では６候補のＣ－ＳＳ、及び
、（ＮＣ－６候補）候補のＵＥ－ＳＳを設定し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域ではＮＤ候補のＵＥ
－ＳＳのみを設定する。このとき、例えば、設定方法２と同様、（ＮＣ≦ＮＤ）の関係を
満たしてもよい。
【０１８６】
　これにより、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域ではＣ－ＳＳに
対して１２回（＝６候補×２種類）のブラインド復号を行い、ＵＥ－ＳＳに対して（（Ｎ

Ｃ－１２）候補×３種類）回のブラインド復号を行う。一方、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は
、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域ではＣ－ＳＳに対して０回のブラインド復号を行い（ブラインド復
号を行わず）、ＵＥ－ＳＳに対して（ＮＤ候補×３種類）回のブラインド復号を行う。
【０１８７】
　ここで、図３に示すように、ＣＲＳを使用する送信領域では参照信号及びデータ信号に
対してprecodingが為されないのに対して、ＤＭ－ＲＳを使用する送信領域（ここではＲ
－ＰＤＣＣＨ領域）では参照信号及びデータ信号に対してprecodingが為される。よって
、例えば、ＤＭ－ＲＳを使用するＲ－ＰＤＣＣＨ領域においてＣ－ＳＳが設定されると、
そのＣ－ＳＳにも或る端末向けに最適化された送信ウェイトでprecodingが為される。こ
のため、他の端末がＣ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てられたＤＣＩを受信できない場合が発
生し得る。
【０１８８】
　これに対して、設定方法３では、サーチスペース設定部１０３は、ＣＲＳ（precoding
無しの参照信号）のみが使用されるＰＤＣＣＨ領域のみにＣ－ＳＳを設定することにより
、全端末がＣ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てられたＤＣＩを受信することが可能となる。
【０１８９】
　よって、設定方法３によれば、全端末においてＣ－ＳＳでのＰＤＣＣＨ受信性能を確保
することが可能となる。
【０１９０】
　なお、設定方法３では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳのみが設定される場合につい
て説明した。しかし、設定方法３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域においてＣＲＳ又はＤＭ－ＲＳ
が指示され得る端末において、ＤＭ－ＲＳが指示された場合についても同様に適用するこ
とができる。このとき、実施の形態１と同様、（ＮＢ／ＮＡ≦ＮＤ／ＮＣ）の関係を満た
してもよい。
【０１９１】
　以上、本実施の形態に係るサーチスペースの設定方法１～３について説明した。
【０１９２】
　このようにして、本実施の形態によれば、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩを



(31) JP 5662448 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッピングする際、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域にお
いて各端末に使用される参照信号が固定的に設定されている場合でも、ＰＤＣＣＨ領域又
はＲ－ＰＤＣＣＨ領域において端末における所望受信品質を確保することができる。
【０１９３】
　［実施の形態３］
　本実施の形態では、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを設定する場合について説
明する。
【０１９４】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。
【０１９５】
　また、以下の説明では、実施の形態１と同様、Ｃ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つ
まり、ブラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結数４に対して４候補（１６ＣＣＥ）、及
び、ＣＣＥ連結数８に対して２候補（１６ＣＣＥ）の合計６候補設定される。また、ＵＥ
－ＳＳとして、DCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結数
１，２，４，８それぞれに対応して、６候補（６ＣＣＥ），６候補（１２ＣＣＥ），２候
補（８ＣＣＥ），２候補（１６ＣＣＥ）の合計１６候補設定される。すなわち、各端末に
は、合計２２個のDCI割当領域候補（つまり、ブラインド復号領域候補）から成るサーチ
スペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）が設定される。
【０１９６】
　また、実施の形態１と同様、端末２００（ＰＤＣＣＨ受信部２０７）は、Ｃ－ＳＳに対
して、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を含むＤＣＩ、及
び、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣ
Ｉの２種類のＤＣＩフォーマットについてそれぞれブラインド復号する。また、端末２０
０（ＰＤＣＣＨ受信部２０７）は、ＵＥ－ＳＳに対して、全端末共通のデータ割当向け割
当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣＩ、及び、端末２００に設定された
送信モードに依存する割当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４）、下
り回線（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ））を含むＤＣＩの３種類のＤ
ＣＩフォーマットについてそれぞれブラインド復号する。
【０１９７】
　例えば、実施の形態２の設定方法１と同様、基地局１００が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣ
ＲＳのみを設定する場合において、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブライ
ンド復号領域候補数）ＮＢが、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号
領域候補数）ＮＡ以上となるように（ＮＡ≦ＮＢ）、サーチスペースを設定する場合につ
いて説明する。
【０１９８】
　この場合、図１２Ａに示すように、サーチスペース設定部１０３は、或る端末に対して
、ＰＤＣＣＨ領域では、２種類のＤＣＩフォーマットに対応するＣ－ＳＳ（１２候補（＝
６候補×２種類））を設定し、１種類のＤＣＩフォーマットに対応するＵＥ－ＳＳ（１６
候補）を設定する。また、図１２Ｂに示すように、サーチスペース設定部１０３は、或る
端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、２種類のＤＣＩフォーマットに対応するＵＥ－
ＳＳ（３２候補（＝１６候補×２種類））を設定する。よって、図１２Ａ及び図１２Ｂで
は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＢ（＝
３２回）は、ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＡ

（＝２８回）よりも多くなる。
【０１９９】
　これに対し、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力
されるサーチスペース領域情報に従って、図１２Ａ及び図１２Ｂに示すＣ－ＳＳ及びＵＥ
－ＳＳに対してＤＣＩをブラインド復号する。具体的には、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、
図１２Ａに示すＰＤＣＣＨ領域において、Ｃ－ＳＳに対して１２回（＝６候補×２種類）
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のブラインド復号を行い、ＵＥ－ＳＳに対して１６回（＝１６候補×１種類）のブライン
ド復号を行う。よって、図１２Ａに示すＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数は２８回
となる。
【０２００】
　また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、図１２Ｂに示すＲ－ＰＤＣＣＨ領域において、２種
類のＤＣＩフォーマットに対応するＵＥ－ＳＳ（１６候補）についてブラインド復号する
。
【０２０１】
　すなわち、図１２Ａ及び図１２Ｂでは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（
３６回）は、ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（２４回）よりも多くなる。
【０２０２】
　つまり、端末２００では、他セル干渉を低減できる可能性が高いＲ－ＰＤＣＣＨ領域で
端末２００宛てのＤＣＩを受信できる可能性が高くなる。よって、本実施の形態では、基
地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッ
ピングする場合に、他セル干渉を受ける可能性をより低く抑えることで、端末における所
望受信品質を確保することができる。
【０２０３】
　更に、本実施の形態によれば、基地局は、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを設
定する。基地局は、例えば、各ＤＣＩフォーマットの特徴（例えば、使用頻度、使用が想
定される受信品質等）に応じて、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースをＰＤＣＣＨ領
域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のうち適切な送信領域に設定することができる。これにより、
端末では、各ＤＣＩフォーマットのＤＣＩを所望受信品質で受信することが可能となる。
【０２０４】
　具体的には、例えば、ＤＣＩ　０／１Ａの情報ビット数は、送信モードに依存する他の
ＤＣＩの情報ビット数よりも少ないため、同じＣＣＥ数が設定された場合には、ＤＣＩ　
０／１Ａの方が、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４より
も低い符号化率で送信することができる。つまり、ＤＣＩ　０／１Ａが他のＤＣＩフォー
マットよりも伝搬路状況に対し影響を受けにくいフォーマットであることに着目して、Ｄ
ＣＩ　０／１Ａが設定される場合には、基地局は、ＤＣＩ　０／１ＡをＰＤＣＣＨ領域に
設定し、上り送信モードに依存するＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４及び下り送信モードに依存す
るＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２ＣをＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定してもよ
い。すなわち、基地局は、情報量の少ない共通ＤＣＩのフォーマットを、ＰＤＣＣＨ領域
に設定する。これにより、ＰＤＣＣＨ領域の逼迫を低減し（上り送信モードに依存するリ
ソースをＲ－ＰＤＣＣＨ領域にする）、干渉の影響を低減（伝搬路状況に影響を受けにく
いＤＣＩをＰＤＣＣＨ領域にする）しつつ、それぞれの所要受信品質を達成することが可
能となる。
【０２０５】
　なお、本実施の形態は、上記設定方法１に限らず、例えば、実施の形態１及び実施の形
態２の設定方法２，３に適用してもよい。例えば、実施の形態に対して、本実施の形態を
適用することで、実施の形態１と同様、システム全体では、ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤ
ＣＣＨ領域が逼迫することによるスループットの低下を防ぐことができる。更に、各端末
では、端末毎の状況に適したリソース（ＰＤＣＣＨの送信領域）を用いてＤＣＩを受信す
ることが可能となり、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０２０６】
　また、本実施の形態において、基地局及び端末は、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ
領域のそれぞれのサーチスペースにおけるDCI割当領域候補（ブラインド復号領域候補）
の配分パターン（例えば、図１３）を保持してもよい。例えば、図１３において、「○」
は該当するＤＣＩフォーマットに対応するサーチスペースが、「○」に対応する割当領域
で設定されることを表し、「－」は該当するＤＣＩフォーマットに対応するサーチスペー
スが「－」に対応する割当領域で設定されないことを表す。例えば、図１３に示すパター
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ン番号４のサーチスペースの場合、ＰＤＣＣＨ領域では、２種類のＤＣＩフォーマット（
ＤＣＩ　１Ｃ及びＤＣＩ　０／１Ａ）に対応するＣ－ＳＳ、及び、１種類のＤＣＩフォー
マット（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃのいずれか）に対応するＵＥ－
ＳＳが設定され、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、２種類のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０／
１Ａ及びＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，４）に対応するＵＥ－ＳＳが設定される。図１３に示す他
のパターン番号のサーチスペースについても同様である。例えば、基地局は、各端末の状
況（移動速度、位置等）に応じて、図１３に示すパターン番号を端末へ通知してもよい。
又は、基地局は、blocking probabilityを低減できるサーチスペースを都度（例えばサブ
フレーム毎に）選択して、選択したパターン番号を端末へ通知してもよい。
【０２０７】
　また、本実施の形態では、実施の形態２の設定方法１の場合を一例として説明した。し
かし、実施の形態２の設定方法２又は３と同様、基地局１００が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で
ＤＭ－ＲＳのみを設定する場合についても本実施の形態を適用してもよい。すなわち、Ｒ
－ＰＤＣＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＤが、ＰＤＣ
ＣＨ領域でのDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）ＮＣ以上となるように（
ＮＣ≦ＮＤ）、サーチスペースを設定する場合についても本実施の形態を適用してもよい
。
【０２０８】
　［実施の形態４］
　実施の形態３では、基地局が、各ＤＣＩフォーマットの特徴に応じて、送信領域（ＰＤ
ＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域）を設定する場合について説明した。本実施の形態で
は、実施の形態３における基地局の上記設定処理の具体例について説明する。
【０２０９】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。
【０２１０】
　基地局１００の割当部１０６は、ＰＤＣＣＨ領域に、共通チャネル向け割当制御情報（
例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を含むＤＣＩ、及び、全端末共通のデータ割当向け割当制
御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣＩを配置し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に、端
末２００に設定された送信モードに依存する割当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　
０Ａ，０Ｂ, ４）、下り回線（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ, ２B，２C））を含む
ＤＣＩを配置する。
【０２１１】
　すなわち、割当部１０６は、ＰＤＣＣＨ領域に設定されたサーチスペース内に、全端末
に共通のフォーマットの割当制御情報を割り当て、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に設定されたサー
チスペース内に、端末２００に設定された送信モードに応じたフォーマットの割当制御情
報を割り当てる。
【０２１２】
　なお、サーチスペース設定部１０３の動作は、実施の形態１～３と同様の動作でよい。
【０２１３】
　これに対し、端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６から入力
されるサーチスペース領域情報に従って、Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳに対してＤＣＩをブラ
インド復号する。
【０２１４】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域において、Ｃ－ＳＳに対して
ＤＣＩ　１ＣとＤＣＩ　０／１Ａのブラインド復号を行い、ＵE－ＳＳに対して、複数の
送信モードで共通に使用されるＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　０／１Ａ）のブライド復号
を行う。ＰＤＣＣＨ領域でのブライド復号の回数としては、例えば、Ｃ－ＳＳに対して１
２回（＝６候補×２種類（ＤＣＩ　１ＣとＤＣＩ　０／１Ａ。ただし、ＤＣＩフォーマッ
ト０と１Ａとは１種類としてブラインド復号する）のブラインド復号が行われ、ＵＥ－Ｓ
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Ｓに対して１６回（＝１６候補×１種類）のブラインド復号が行われる。よって、ＰＤＣ
ＣＨ領域でのブラインド復号回数は２８回となる。
【０２１５】
　また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、送信モードに依存し
て定められているＤＣＩフォーマットのブラインド復号を行う。Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では
、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、下り回線の送信モードに依存したＤＣＩフォーマット、及
び、上り回線の送信モードに依存するＤＣＩフォーマットをブラインド復号する。上り回
線向けの制御情報において、ＤＣＩ　０のみをサポートする送信モードが選択されている
場合、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＤＣＩ　０を、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領
域の双方でブラインド復号する。
【０２１６】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０７が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で２種類のＤＣＩフォーマットをブラ
インド復号する場合、それぞれのＤＣＩフォーマットに対して１６候補がブラインド復号
されると、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数は２倍の３２回となる。
【０２１７】
　以上のように端末２００でブライド復号回数を設定すると、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのブ
ラインド復号回数（３２回）は、ＰＤＣＣＨ領域でのブラインド復号回数（２８回）より
も多くなる。
【０２１８】
　つまり、端末２００では、他セル干渉を低減できる可能性が高いＲ－ＰＤＣＣＨ領域で
端末２００宛てのＤＣＩを受信できる可能性が高くなる。
【０２１９】
　よって、本実施の形態では、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣＣＨ領
域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッピングする場合に、他セル干渉を受ける可能性をより低
く抑えることができる。これにより、端末における所望受信品質を確保することができる
。
【０２２０】
　更に、本実施の形態によれば、基地局は、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを設
定している。こうすることで、基地局は、各ＤＣＩフォーマットの特徴（例えば、使用頻
度、使用が想定される受信品質等）に応じて、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを
ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のうち適切な送信領域に設定することができる。
【０２２１】
　下り回線において、複数の送信モードで共通に使用されるＤＣＩフォーマットは、主に
受信品質が急激に悪化した場合、又は、送信モードの変更に追従できない場合等に用いら
れる。従って、送信モードに依存したＤＣＩフォーマットの使用頻度の方が、送信モード
に依存せず複数の送信モードで共通に使用されるＤＣＩフォーマットの使用頻度よりも高
いと考えられる。本実施の形態のように、端末が、使用頻度が高いＤＣＩフォーマットを
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に配置することで、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域が主に使用されることになる
。こうすることで、基地局は、Ｒ－ＰＤＣＣＨによって他セルへ与える干渉を周波数領域
で制御しやすくなる。また、端末は、干渉制御されて送信されるＤＣＩを所望受信品質で
受信することが可能となる。
【０２２２】
　また、例えば、ＤＣＩ　０／１Ａの情報ビット数は、送信モードに依存する他のＤＣＩ
の情報ビット数よりも少ない。このため、同じＣＣＥ数が設定された場合には、基地局は
、ＤＣＩ　０／１Ａの方が、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０
Ｂ，４よりも低い符号化率で送信することができる。つまり、ＤＣＩ　０／１Ａが他のＤ
ＣＩフォーマットよりも伝搬路状況に対し影響を受けにくいフォーマットであることに着
目して、ＤＣＩ　０／１Ａが設定される場合には、基地局は、ＤＣＩ　０／１ＡをＰＤＣ
ＣＨ領域に設定し、送信モードに依存するＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２
Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４をＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定する。これにより、ＰＤＣＣＨ領域の逼
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迫を低減し（送信モードに依存するリソースをＲ－ＰＤＣＣＨ領域にする）、干渉の影響
を低減（伝搬路状況に影響を受けにくいＤＣＩをＰＤＣＣＨ領域にする）しつつ、それぞ
れの所要受信品質を達成することが可能となる。
【０２２３】
　また、ＤＣＩ　０／１ＡがＰＤＣＣＨ領域に設定されることで、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域内
のサーチスペースの変更が行われた際に、端末がサーチスペース変更を通知する制御信号
の受信に失敗し、端末と基地局との間でのサーチスペースの認識が異なってしまう場合で
も、端末は、ＰＤＣＣＨ領域で送信されるＤＣＩ　０／１Ａを受信し、通信を継続するこ
とができる。また、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域内のサーチスペース変更期間中においても、端末
は、ＰＤＣＣＨ領域に送信されるＤＣＩ　０／１Ａを受信し、通信を継続することができ
る。
【０２２４】
　なお、本実施の形態では、上り回線向けの制御情報において、ＤＣＩ　０のみをサポー
トする送信モードが選択されている場合、端末が、ＤＣＩ　０を、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ
－ＰＤＣＣＨ領域の双方でブラインド復号する場合について説明した。しかし、端末は、
ＤＣＩ　０をＰＤＣＣＨ領域のみでブラインド復号するようにしてもよい。こうすること
で、上り回線向けの制御情報に対する復号回数を軽減することができる。
【０２２５】
　［実施の形態５］
　実施の形態３では、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを設定する一例として、送
信モードに依存するＤＣＩフォーマットか否かに着目する場合について説明した。これに
対して、本実施の形態では、更に、ＤＣＩフォーマット毎にサーチスペースを設定する一
例として、DCI format family 1及びDCI format family 2に着目する場合について説明す
る。
【０２２６】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。本実施の形態では、図６に示す基地局１００のサー
チスペース設定部１０３の動作が実施の形態１と異なる。本実施の形態に係るサーチスペ
ース設定部１０３の内部構成を図１４に示す。
【０２２７】
　図１４に示すように、本実施の形態に係るサーチスペース設定部１０３は、送信モード
判定部１４１及び設定部１４２を含む構成を採る。
【０２２８】
　送信モード判定部１４１は、設定部１０１から入力される設定情報を用いて、端末２０
０に設定された送信モードを判定する。具体的には、送信モード判定部１４１は、設定情
報を用いて、端末２００に設定された下り回線の送信モードが、DCI format family 1を
含む送信モード、又は、DCI format family 2を含む送信モードのいずれであるかを判定
する。送信モード判定部１４１は、判定した送信モードを、設定部１４２に出力する。
【０２２９】
　設定部１４２は、設定部１０１から入力される設定情報に示されるＤＣＩの送信領域（
ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のみ、又は、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ
領域の双方）、及び、送信モード判定部１４１から入力される送信モードに基づいて、共
通サーチスペース（Ｃ－ＳＳ）、及び、個別サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）を設定する。
【０２３０】
　例えば、ＤＣＩの送信領域としてＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方が設定
されている場合について説明する。設定部１４２は、下り回線の送信モードのうち、送信
モードに依存するＤＣＩフォーマットとして、DCI format family 1を含む送信モードが
設定されたと判定された場合、個別サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）におけるDCI割当領域
候補（ブラインド復号領域候補）を、ＰＤＣＣＨ領域に設定する。一方、設定部１４２は
、下り回線の送信モードとして、DCI format family 2を含む送信モードが設定されたと
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判定された場合、個別サーチスペース（ＵＥ－ＳＳ）におけるDCI割当領域候補（ブライ
ンド復号領域候補）を、ＰＤＣＣＨ領域とＲ－ＰＤＣＣＨ領域とに設定し、更に、設定部
１４２は、送信モードに依存しないＤＣＩフォーマットのＤＣＩ割当領域候補をＰＤＣＣ
Ｈ領域に設定し、送信モードに依存するＤＣＩフォーマットのＤＣＩ割当領域候補をＲ－
ＰＤＣＣＨ領域に設定する。
【０２３１】
　なお、本実施の形態では、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域のいずれにＣ－ＳＳ
を設定するかについては限定しない。ただし、ＰＤＣＣＨ領域とＲ－ＰＤＣＣＨ領域との
ロードバランスを取ること、又は、Ｃ－ＳＳには誤り耐性の強いDCI formatが配置される
ことを考慮して、設定部１４２は、Ｃ－ＳＳをＰＤＣＣＨ領域に設定してもよい。
【０２３２】
　また、設定部１４２は、ＲＡＣＨ処理のみに使用されるTemporary C-RNTIがかけられた
DCI formatを、ＰＤＣＣＨ領域に設定してもよい。これは、ＲＡＣＨ処理のタイミングで
は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域の割当等の設定が為されていないためである。
【０２３３】
　そして、割当部１０６は、サーチスペース設定部１０３からのサーチスペース情報を用
いて、割当制御情報を含むＤＣＩを、Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
【０２３４】
　具体的には、割当部１０６は、端末に設定された送信モードに依存する割当制御情報の
うち、DCI format family 2（例えば、ＤＣＩ　２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ）に対応するＤＣ
Ｉを、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域内のＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
【０２３５】
　また、割当部１０６は、端末に設定された送信モードに依存する割当制御情報のうち、
DCI format family 1（例えば、ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ）に対応するＤＣＩを、ＰＤＣＣ
Ｈ領域内のＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
【０２３６】
　また、割当部１０６は、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ
）を含むＤＣＩを、Ｃ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。また、割当部１０６は、複数の送
信モードで使用されるデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含む
ＤＣＩを、Ｃ－ＳＳ内のＣＣＥ又はＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
【０２３７】
　これに対して、端末２００において、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０
６から入力されるサーチスペース領域情報に示されるサーチスペース領域が示すＣ－ＳＳ
に対して、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を含むＤＣＩ
、及び、複数の送信モードで使用されるデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　
０／１Ａ）を含むＤＣＩをそれぞれブラインド復号する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７
は、設定情報受信部２０６から入力されるサーチスペース領域情報に示されるサーチスペ
ース領域が示すＵＥ－ＳＳに対して、複数の送信モードで使用されるデータ割当向け割当
制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含むＤＣＩ、及び、端末２００に設定された送
信モードに依存する割当制御情報（例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ, ４）、下り
回線（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ））を含むＤＣＩをそれぞれブラ
インド復号する。
【０２３８】
　すなわち、端末２００は、Ｃ－ＳＳにおいて、２種類のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　
１Ｃ，１ＡとＤＣＩ　０／１Ａ）に対するブラインド復号を行う。一方、端末２００は、
ＵＥ－ＳＳにおいて、３種類のＤＣＩフォーマット（上り送信モード依存のＤＣＩ（ＤＣ
Ｉ　０Ａ，０Ｂ，４）と下り送信モード依存のＤＣＩ（ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２
Ａ，２Ｂ，２Ｃ）とＤＣＩ　０／１Ａ））に対するブラインド復号を行う。ただし、上り
回線の送信モードがＤＣＩ０のみをサポートしている場合、端末２００は、２種類のＤＣ
Ｉフォーマットに対するブライド復号を行う。
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【０２３９】
　なお、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、サーチスペース領域情報がセルＩＤ等で予め決まっ
ている場合又はサーチスペース領域情報の更新が無いと判断した場合でも、自機に設定さ
れた送信モードがDCI format family 2を含む場合には、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に限定して
、ＵＥ－ＳＳに対するブラインド復号を行ってもよい。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は
、自機に設定された送信モードがDCI format family 1を含む場合には、ＰＤＣＣＨ領域
に限定して、ＵＥ－ＳＳに対するブラインド復号を行ってもよい。また、ＰＤＣＣＨ受信
部２０７は、Ｃ－ＳＳに対するブラインド復号を、ＰＤＣＣＨ領域に限定してもよい。
【０２４０】
　また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、サーチスペース領域情報が更新されない場合でも（
上位レイヤからの設定情報の更新が送信モードの更新と同時でない場合）、DCI format f
amily 1を含む送信モードが設定された場合には、ＰＤＣＣＨ領域に限定して、ＵＥ－Ｓ
Ｓに対するブラインド復号を行ってもよい。
【０２４１】
　例えば、DCI format family 2を含む送信モードが設定され、サーチスペース領域情報
にＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方が設定されている場合について説明する
。つまり、端末２００は、ＵＥ－ＳＳに対するブラインド復号をＰＤＣＣＨ領域及びＲ－
ＰＤＣＣＨ領域の双方で行う。この場合に、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、サーチスペース
領域情報が更新されずに、DCI format family 1を含む送信モードに変更された場合には
、ＰＤＣＣＨ領域に限定して、ＵＥ－ＳＳに対するブラインド復号を行う。すなわち、サ
ーチスペース領域情報では、サーチスペースとしてＲ－ＰＤＣＣＨ領域が含まれる設定で
あるにもかかわらず、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、DCI format family 1を含む送信モー
ドが設定された場合には、サーチスペースとしてＰＤＣＣＨ領域のみをブラインド復号す
る。
【０２４２】
　更に、送信モードが、DCI format family 2を含む送信モードに再び変更された場合、
端末２００は、通知された設定情報の中で最も新しいＲ－ＰＤＣＣＨ領域の設定を使用す
るようにしてもよい。こうすることで、端末２００は、送信モードの変更のたびにＲ－Ｐ
ＤＣＣＨの領域を設定しなくてもよいので、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域設定のための制御信号を
削減できる。
【０２４３】
　ここで、下り回線のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　１Ａ，１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，
２Ｂ，２Ｃ）のうち、DCI format family 2（ＤＣＩ　２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ）は、複数
レイヤに対応した空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるための制御情報である。このため、
DCI format family 2は、他の下り回線のＤＣＩフォーマットよりも情報ビット数が多い
。また、DCI format family 2が適用される端末は、複数レイヤに対応した空間多重ＭＩ
ＭＯ送信に対応する端末である。このため、当該端末に対する参照信号として、ＤＭ－Ｒ
Ｓの使用を指示される可能性が高い。
【０２４４】
　また、図１５に示すように、使用する参照信号がＣＲＳである場合、ＰＤＣＣＨ領域で
は端末共通に周波数ダイバーシチ効果が得られる。このため、使用する参照信号がＣＲＳ
である場合、サーチスペースの設定箇所によって、受信性能（例えば受信ＳＩＮＲ）に差
が生じないと考えられる。一方、図１５に示すように、使用する参照信号がＤＭ－ＲＳで
ある場合、サーチスペースの設定箇所はＲ－ＰＤＣＣＨ領域となる。使用する参照信号が
ＤＭ－ＲＳである場合には、端末個別に当該端末に対して受信性能の良好な周波数リソー
スが選択される効果（周波数選択性効果）、及び、端末個別に調整したビームフォーミン
グによるprecoding gainが得られる。このため、使用する参照信号がＤＭ－ＲＳである場
合には、受信性能（受信ＳＩＮＲ）の向上が期待できる。
【０２４５】
　すなわち、使用する参照信号がＤＭ－ＲＳである場合には、使用する参照信号がＣＲＳ



(38) JP 5662448 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

である場合と比較して、受信性能（受信ＳＩＮＲ）をより向上させることができ、必要と
するＣＣＥ数をより少なくすることができる。つまり、情報ビット数が多い制御情報を用
いる場合ほど、ＤＭ－ＲＳを使用することによる、使用するＣＣＥ数の削減効果がより多
くなる。
【０２４６】
　そこで、情報ビット数が多いDCI format family 2を含む送信モードが設定された場合
、基地局１００（サーチスペース設定部１０３）は、ＵＥ－ＳＳを、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
により多く設定し、割当部１０６でＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定されたＵＥ－ＳＳ内のＣＣ
ＥにＤＣＩを割り当てる。こうすることで、DCI format family 2を含む送信モードには
、ＤＭ－ＲＳが設定される確率が高くなる。これにより、DCI format family 2を含む送
信モードで使用されるＣＣＥ数を削減することができ、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域の全体で使用するリソース量を低減することができる。換言すると、使用するリソ
ース量を一定とした場合に、より多くの端末を収容することが可能となる。
【０２４７】
　また、例えば、HetNet環境では、ＰＤＣＣＨ領域のリソース配置がセルＩＤ等により予
め定義されているため干渉回避が困難である。これに対して、HetNet環境では、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨ領域のリソース配置はスケジューリング可能であるため、干渉回避が可能である。
よって、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、干渉制御等により、ＰＤＣＣＨ領域と比較して、セル
間干渉を低減できる可能性が高い。すなわち、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＰＤＣＣＨ領域
と比較して、受信性能（受信ＳＩＮＲ）を向上できる可能性が高い。
【０２４８】
　一方、下り回線のＤＣＩフォーマットにおいて、同一ＣＣＥ数が設定される場合、図１
６に示すように、情報ビット数が多いＤＣＩフォーマットほど、適用される変調多値数が
より大きく、符号化率はより高くなる。すなわち、図１６に示すように、情報ビット数が
多いＤＣＩフォーマットほど、誤り耐性がより弱くなる。
【０２４９】
　これにより、情報ビット数が多いDCI format family 2を含む送信モードが設定された
場合に、基地局１００（サーチスペース設定部１０３）は、ＵＥ－ＳＳをＲ－ＰＤＣＣＨ
領域により多く設定し、割当部１０６でＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定されたＵＥ－ＳＳ内の
ＣＣＥにＤＣＩを割り当てる。こうすることで、誤り耐性の弱いＤＣＩフォーマット（DC
I format family 2）を、ＰＤＣＣＨ領域よりも受信性能の良好なＲ－ＰＤＣＣＨ領域で
送信することが可能となる。すなわち、サーチスペース設定部１０３は、誤り耐性の弱い
ＤＣＩフォーマット（DCI format family 2）に対して、所望受信品質を確保できるサー
チスペースを設定することが可能となる。
【０２５０】
　これに対して、下り回線のＤＣＩフォーマットにおいて、同一ＣＣＥ数が設定される場
合、図１６に示すように、情報ビット数が少ないＤＣＩフォーマットほど、適用される変
調多値数がより小さく、符号化率はより低くなる。すなわち、図１６に示すように、情報
ビット数が少ないＤＣＩフォーマットほど、誤り耐性がより強くなる。
【０２５１】
　下り回線のＤＣＩフォーマット（ＤＣＩ　１Ａ，１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２
Ｃ）のうち、DCI format family 1（ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ）は、シングルレイヤに対
応した送信を割り当てるための制御情報である。このため、DCI format family 1は、DCI
 format family 2よりも情報ビット数が少ない。
【０２５２】
　よって、情報ビット数が少ないDCI format family 1を含む送信モードが設定された場
合に、基地局１００（サーチスペース設定部１０３）は、ＵＥ－ＳＳをＰＤＣＣＨ領域に
より多く設定し、割当部１０６でＰＤＣＣＨ領域に設定されたＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥにＤ
ＣＩを割り当てる。こうすることで、誤り耐性の強いＤＣＩフォーマット（DCI format f
amily 1）を、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域よりも受信性能の劣悪なＰＤＣＣＨ領域で送信する。
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すなわち、サーチスペース設定部１０３では、誤り耐性の強いＤＣＩフォーマットを、受
信性能の劣悪な送信領域で送信する場合でも、所望受信品質を確保できるサーチスペース
の設定が可能となる。
【０２５３】
　また、基地局１００は、誤り耐性の弱いＤＣＩフォーマット（DCI format family 2）
をＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定し、誤り耐性の強いＤＣＩフォーマット（DCI format famil
y 1）をＰＤＣＣＨ領域に設定することで、ＰＤＣＣＨ領域とＲ－ＰＤＣＣＨ領域とのリ
ソース使用に関するロードバランスをとることができる。
【０２５４】
　このようにして、基地局１００は、各端末の状況（例えば、端末の位置、他セル干渉の
大きさ、トラフィックの状況（例えば、「通信する端末数の増加に伴いＰＤＣＣＨ領域が
逼迫してきている」）等）を考慮して、ＤＣＩをどの領域（ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤ
ＣＣＨ領域）で送信するかを設定する。具体的には、基地局は、情報量の多い個別ＤＣＩ
のフォーマット（例えば、DCI format family 2）を、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に設定する。
また、基地局は、情報量の少ない個別ＤＣＩのフォーマット（DCI format family 1）を
、ＰＤＣＣＨ領域に設定する。
【０２５５】
　これにより、システム全体では、ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域が逼迫するこ
とによるスループットの低下を防ぐことができる。更に、各端末では、端末毎の状況に適
したリソース（ＰＤＣＣＨの送信領域）を用いてＤＣＩを受信することが可能となり、端
末における所望受信品質を確保することができる。
【０２５６】
　よって、本実施の形態によれば、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩをＰＤＣＣ
Ｈ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に割り当てる場合でも、システムスループットを低下させ
ることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０２５７】
　なお、本実施の形態では、特に、下り送信モード依存のＤＣＩフォーマットについて説
明した。しかし、本実施の形態では、上り送信モード依存のＤＣＩフォーマットの中で空
間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるDCI format 4（ＤＣＩ　４）についても、DCI format f
amily 2と同様の動作を適用してもよい。また、DCI format 4がＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設
定される上記動作の適用を、下り送信モードがDCI format family 2を使用する場合のみ
に限定してもよい。
【０２５８】
　［実施の形態６］
　実施の形態１～３では、基地局が、端末でのＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域に
おけるDCI割当領域候補数（ブラインド復号領域候補数）の関係に基づいてサーチスペー
スを設定する場合について説明した。これに対して、本実施の形態では、基地局は、ＰＤ
ＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域におけるサーチスペースサイズ（サーチスペースを構
成するＣＣＥ数）の関係に基づいてサーチスペースを設定する。
【０２５９】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。
【０２６０】
　また、以下の説明では、実施の形態１と同様、Ｃ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（ブ
ラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結数４に対して４候補（１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣ
Ｅ連結数８に対して２候補（１６ＣＣＥ）の合計６候補（合計３２ＣＣＥ）設定される。
また、ＵＥ－ＳＳとして、DCI割当領域候補（ブラインド復号領域候補）が、ＣＣＥ連結
数１，２，４，８それぞれに対応して、６候補（６ＣＣＥ），６候補（１２ＣＣＥ），２
候補（８ＣＣＥ），２候補（１６ＣＣＥ）の合計１６候補（合計４２ＣＣＥ）設定される
。すなわち、各端末には、合計７４ＣＣＥから成るサーチスペース（Ｃ－ＳＳ及びＵＥ－
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ＳＳ）が設定される。
【０２６１】
　本実施の形態に係る基地局１００のサーチスペース設定部１０３は、ＰＤＣＣＨ領域で
のサーチスペースサイズ（つまり、サーチスペースを構成するＣＣＥ数）に対するＲ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズの割合が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用す
る端末よりも、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末の方が大きくなるように
、各端末に対するサーチスペースを設定する。
【０２６２】
　例えば、図１７Ａに示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
でＣＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補（
１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結数４の４候補（１６ＣＣＥ）の合計３２ＣＣＥのＣ－Ｓ
Ｓを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候補（１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結数４の２候補（
８ＣＣＥ）の合計２４ＣＣＥのＵＥ－ＳＳを設定する。また、図１７Ｂに示すように、サ
ーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する或る端末に対して
、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２の６候補（１２ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結
数１の６候補（６ＣＣＥ）の合計１８ＣＣＥのＵＥ－ＳＳを設定する。
【０２６３】
　一方、図１７Ａに示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で
ＤＭ－ＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数２の６候補
（１２ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結数１の６候補（６ＣＣＥ）の合計１８ＣＣＥのＵＥ－
ＳＳを設定する。また、図１７Ｂに示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する或る端末に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣ
Ｅ連結数８の２候補（１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結数４の４候補（１６ＣＣＥ）の合
計３２ＣＣＥのＣ－ＳＳを設定し、ＣＣＥ連結数８の２候補（１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣ
Ｅ連結数４の２候補（８ＣＣＥ）の合計２４ＣＣＥのＵＥ－ＳＳを設定する。
【０２６４】
　つまり、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳが用いられ
る場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ（１８ＣＣＥ）に
対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ（５６ＣＣＥ）の割合（５６／１８
）が、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳが用いられる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領
域でのサーチスペースサイズ（５６ＣＣＥ）に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペ
ースサイズ（１８ＣＣＥ）の割合（１８／５６）以上となるように、サーチスペース（Ｃ
－ＳＳ及びＵＥ－ＳＳ）を設定する。
【０２６５】
　なお、サーチスペースの設定は上記に限らず、実施例２の設定方法３で示したように、
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、Ｃ
ＣＥ連結数８の２候補（１６ＣＣＥ）、及び、ＣＣＥ連結数４の４候補（１６ＣＣＥ）の
合計３２ＣＣＥのＣ－ＳＳを設定し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補
（１６ＣＣＥ）、ＣＣＥ連結数４の２候補（８ＣＣＥ）、ＣＣＥ連結数２の６候補（１２
ＣＣＥ）及びＣＣＥ連結数１の６候補（６ＣＣＥ）の合計３２ＣＣＥのＵＥ－ＳＳを設定
しても良い。この場合においても、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳが用いられる場合の
端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ（３２ＣＣＥ）に対するＲ
－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ（３２ＣＣＥ）の割合（３２／３２）が、Ｒ
－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳが用いられる場合の端末２００におけるＰＤＣＣＨ領域でのサ
ーチスペースサイズ（５６ＣＣＥ）に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイ
ズ（１８ＣＣＥ）の割合（１８／５６）以上となるように、サーチスペース（Ｃ－ＳＳ及
びＵＥ－ＳＳ）が設定されている。
【０２６６】
　つまり、サーチスペース設定部１０３は、図１７Ｂに示すように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域
において、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末（他セル干渉が大きい端末）
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に対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末よりも多くのＣＣＥを用いてサー
チスペースを設定することができる。
【０２６７】
　また、上述したように、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、例えば干渉制御等により、ＰＤＣＣＨ
領域と比較して他セル干渉を低減できる可能性が高い。
【０２６８】
　これより、ＤＭ－ＲＳを使用する端末では、設定されたサーチスペースのより多くの部
分（より多くのＣＣＥ）を占めるＲ－ＰＤＣＣＨ領域においてＤＣＩを受信できる可能性
が高くなる。よって、ＤＭ－ＲＳを使用する端末では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、他
セル干渉の影響を低く抑えつつ、ＤＭ－ＲＳによるＰＤＣＣＨの受信信号電力向上効果（
図３参照）を得ることで、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０２６９】
　ここで、例えば、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＣＲＳを使用する端末へはＰ
ＤＣＣＨ領域内のＣＣＥを比較的多く用いたサーチスペース内でデータ割当を行う。一方
、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを使用する端末へはＲ－ＰＤＣＣＨ
領域内のＣＣＥを比較的多く用いたサーチスペース内でデータ割当を行う。これにより、
各端末宛ての制御情報が割り当てられるＰＤＣＣＨのロードバランスを維持することが可
能となる。つまり、特定の領域にＰＤＣＣＨが偏ることにより、限られた領域内でＰＤＣ
ＣＨが送信できなくなることを防ぐことができる。これにより、システム全体では、ＰＤ
ＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域を逼迫させることによるスループットの低下を防ぐこ
とができる。
【０２７０】
　また、基地局１００は、例えば、高速移動（受信信号レベルの変動が激しい）端末宛て
のＤＣＩには、ＣＲＳ（周波数ダイバーシチ効果が得られる参照信号）が使用されるＰＤ
ＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いればよい。また、基地局１００は、セルエッジ
付近に位置する（受信信号レベルが低い）端末宛てのＤＣＩには、ＤＭ－ＲＳ（受信信号
電力を向上できる参照信号）が使用されるＲ－ＰＤＣＣＨ領域を用いればよい。これによ
り、端末の移動速度又は存在エリア等に依存せずに、所望受信品質を確保できるサーチス
ペース配分を行うことが可能となる。これにより、各端末では、端末毎の状況に適したリ
ソース（ＰＤＣＣＨの送信領域）を用いてＤＣＩを受信することが可能となり、端末にお
ける所望受信品質を確保することができる。
【０２７１】
　よって、本実施の形態によれば、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩを、ＰＤＣ
ＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッピングする場合でも、システムスループットを低
下させることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０２７２】
　なお、本実施の形態では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において、ＣＲＳを使用する端末及びＤ
Ｍ－ＲＳを使用する端末が混在している場合について説明した。これに対して、本実施の
形態は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域において各端末に使用される参照信号が固定的に設定されて
いる場合についても適用できる。例えば、基地局１００は、実施の形態２の設定方法１（
DCI割当領域候補を用いる場合）と同様にして、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペース
サイズが、ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ以上となるように、サーチスペース
を設定してもよい。
【０２７３】
　例えば、図１８に示すように、サーチスペース設定部１０３は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で
ＣＲＳのみが使用される或る端末に対して、ＰＤＣＣＨ領域では、合計１８ＣＣＥのＵＥ
－ＳＳを設定し、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、合計３２ＣＣＥのＣ－ＳＳ及び合計２４ＣＣ
ＥのＵＥ－ＳＳを設定する。すなわち、図１８では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペ
ースサイズ（５６ＣＣＥ）は、ＰＤＣＣＨ領域でのサーチスペースサイズ（１８ＣＣＥ）
よりも大きくなる。
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【０２７４】
　このように、端末２００に設定されるサーチスペースのうちＲ－ＰＤＣＣＨ領域に設定
されるサーチスペースの割合を大きくすることで、端末２００では、設定されたサーチス
ペースのより多くの部分（より多くのＣＣＥ）を占めるＲ－ＰＤＣＣＨ領域においてＤＣ
Ｉを受信できる可能性が高くなる。これにより、端末２００では、他セル干渉の影響を低
く抑えて、所望受信品質を確保することが可能となる。
【０２７５】
　また、本実施の形態では、実施の形態１及び実施の形態２の設定方法１に限らず、実施
の形態２の設定方法２，３、及び、実施の形態３（ブラインド復号回数を用いる場合）と
同様にして、サーチスペースサイズに基づいてサーチスペースを設定してもよい。
【０２７６】
　［実施の形態７］
　本実施の形態では、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域に対してＴＤＭ＋ＦＤＭ構成が適用される場合
について説明する。ただし、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域がＦＤＭ構成であるかＴＤＭ＋ＦＤＭ構
成であるかは予め設定されているものとする。
【０２７７】
　なお、本実施の形態に係る基地局及び端末の基本構成は、実施の形態１と共通するので
、図６及び図８を援用して説明する。本実施の形態では、図６に示す基地局１００のサー
チスペース設定部１０３の動作が実施の形態１と異なる。本実施の形態に係るサーチスペ
ース設定部１０３の内部構成を図１９に示す。
【０２７８】
　本実施の形態に係る基地局１００において、サーチスペース設定部１０３は、送信フォ
ーマット判定部１５１、データ割当判定部１５２及び設定部１５３を含む構成を採る。
【０２７９】
　送信フォーマット判定部１５１は、設定部１０１から入力される設定情報を用いて、端
末２００に設定されたＤＣＩフォーマットを判定する。具体的には、送信フォーマット判
定部１５１は、端末２００に設定された送信フォーマットが、共通ＤＣＩフォーマットで
あって、連続帯域割当を行う下り割当制御情報に対応するＤＣＩ　１Ａであるか否かを判
定する。送信フォーマット判定部１５１は、判定結果を設定部１５３に出力する。
【０２８０】
　データ割当判定部１５２は、端末２００に対する送信データの割当の有無を判定する。
データ割当判定部１５２は、判定結果を設定部１５３に出力する。
【０２８１】
　設定部１５３は、共通サーチスペース（Ｃ－ＳＳ）、及び、個別サーチスペース（ＵＥ
－ＳＳ）を設定する。例えば、設定部１５３は、ＤＣＩの送信領域として、ＰＤＣＣＨ領
域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の双方が設定されている場合、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣ
ＣＨ領域に、前述した複数のＤＣＩ割当領域候補を有するサーチスペース（Ｃ－ＳＳ及び
ＵＥ－ＳＳ）を設定する。
【０２８２】
　特に、設定部１５３は、設定部１０１から入力される設定情報に示されるＤＣＩの送信
領域（ＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のみ、又は、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤ
ＣＣＨ領域の双方）、送信フォーマット判定部１５１から入力される判定結果（ＤＣＩ　
１Ａであるか否か）、及び、データ割当判定部１５２から入力される判定結果（データ割
当の有無）に基づいて、共通ＤＣＩフォーマットであって、連続帯域割当を行う上り割当
制御情報に対応するＤＣＩ　０を配置するサーチスペースを設定する。
【０２８３】
　具体的には、図２０に示すように、設定部１５３は、端末２００に対して、ＤＣＩ　１
Ａが設定されている場合（format 1A：有）、又は、データ割当が有る場合（データ割当
：有）には、ＤＣＩ　０を配置するサーチスペース（Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ）を、ＰＤ
ＣＣＨ領域に設定する。なお、前述したように、ブラインド復号回数の増加を抑えるため
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に、ＤＣＩ　０に対してはＣ－ＳＳを指示される可能性が高い。
【０２８４】
　一方、図２０に示すように、設定部１５３は、端末２００に対して、ＤＣＩ　１Ａが設
定されておらず（format 1A：無）、かつ、データ割当が無い場合（データ割当：無）に
は、ＤＣＩ　０を配置するサーチスペース（Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ）を、Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域のslot1（2nd slot）に設定する。なお、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域でＤＭ－ＲＳを設定
される場合も考慮して、ＤＣＩ　０に対してはＵＥ－ＳＳを指示される可能性が高い。
【０２８５】
　そして、割当部１０６は、サーチスペース設定部１０３からのサーチスペース情報を用
いて、割当制御情報を含むＤＣＩを、Ｃ－ＳＳ又はＵＥ－ＳＳ内のＣＣＥに割り当てる。
特に、割当部１０６は、ＤＣＩ　０に対応するＤＣＩを、サーチスペース設定部１０３の
設定部１５３で設定された送信領域（ＰＤＣＣＨ領域、又は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot
1（2nd slot））に割り当てる。
【０２８６】
　これに対して、端末２００において、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０
６から入力されるサーチスペース領域情報に示されるサーチスペース領域が示すＣ－ＳＳ
に対して、共通チャネル向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　１Ｃ，１Ａ）を含むＤＣＩ
、及び、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１Ａ）を含む
ＤＣＩをそれぞれブラインド復号する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信
部２０６から入力されるサーチスペース領域情報に示されるサーチスペース領域が示すＵ
Ｅ－ＳＳに対して、全端末共通のデータ割当向け割当制御情報（例えば、ＤＣＩ　０／１
Ａ）を含むＤＣＩ、及び、端末２００に設定された送信モードに依存する割当制御情報（
例えば、上り回線（ＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ, ４）、下り回線（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ，２
，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ））を含むＤＣＩをそれぞれブラインド復号する。特に、ＰＤＣＣＨ
受信部２０７は、自機宛てのＤＣＩ　１Ａの検出結果、及び、自機宛てのデータ割当の有
無に基づいて、自機宛てのＤＣＩ　０が配置されたサーチスペースを特定する。
【０２８７】
　以下、本実施の形態におけるサーチスペースの設定方法について具体的に説明する。
【０２８８】
　前述したとおり、中継局（Relay Node）に対する、ＴＤＭ＋ＦＤＭ構成のＲ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域の検討事項として以下のことが挙げられる。
　（ａ）DL grantはslot0（1st slot）で送信され、UL grantはslot1（2nd slot）で送信
される。
　（ｂ）データ信号（ＰＤＳＣＨ）がＲ－ＰＤＣＣＨで指示される場合、スロット１のみ
、又は、スロット０及びスロット１の双方を用いて、ＰＤＳＣＨが送信される（つまり、
スロット０のみでのデータ送信は不可）。
【０２８９】
　中継局に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領域の上記検討事項は、端末に対するＲ－ＰＤＣＣＨ領
域についても適用される可能性が高い。
【０２９０】
　そこで、図２１のケース１に示すように、サーチスペース設定部１０３は、端末２００
宛てのDL grantとしてＤＣＩ　１ＡがＰＤＣＣＨ領域に設定された場合、ＤＣＩ　０を配
置するサーチスペースをＰＤＣＣＨ領域に設定する。
【０２９１】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域において自機宛てのＤＣＩ　１Ａ（DL gra
nt）を検出した場合には、自機宛てのＤＣＩ　０がＰＤＣＣＨ領域に設定されていると判
断する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＤＣＩ　０に対するブラインド復号をＰＤ
ＣＣＨ領域に限定する。
【０２９２】
　これにより、図２１のケース１に示すように、ＤＣＩ　１Ａ及びＤＣＩ　０がＰＤＣＣ
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Ｈ領域にまとめて配置されるので、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域には、データを
割り当てることが可能となる。又は、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域を、他の装置
（中継局又は他の端末）向けのＰＤＳＣＨ及びＲ－ＰＤＣＣＨとして使用することが可能
となる。
【０２９３】
　また、図２１のケース２に示すように、サーチスペース設定部１０３は、端末２００宛
てのＤＣＩ　１Ａが設定されず、かつ、データの割当が有る場合、ＤＣＩ　０を配置する
サーチスペースをＰＤＣＣＨ領域に設定する。
【０２９４】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域において自機宛てのＤＣＩ　１Ａを検出し
なかった場合には、自機宛てのＤＣＩ　０がＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のsl
ot1（2nd slot）に設定されていると判断する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、Ｄ
ＣＩ　０に対するブラインド復号をＰＤＣＣＨ領域又はＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd
 slot）に限定する。例えば、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot0（
1st slot）において送信モードに依存した下り制御情報（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ,２，２
Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ）を検出した結果、データ割当が有った場合、ＤＣＩ　０がＰＤＣＣＨ領
域に設定されていると判断する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＤＣＩ　０に対す
るブラインド復号をＰＤＣＣＨ領域に限定する。
【０２９５】
　これにより、図２１のケース２に示すように、基地局１００は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域の
slot0（1st slot）にDL grantを割り当てて、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）に
データを割り当てることが可能となる。
【０２９６】
　また、図２１のケース３に示すように、サーチスペース設定部１０３は、端末２００宛
てのＤＣＩ　１Ａが設定されず、かつ、データの割当が無い場合、ＤＣＩ　０を配置する
サーチスペースをＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）に設定する。
【０２９７】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域において自機宛てのＤＣＩ　１Ａを検出し
なかった場合、かつ、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot0（1st slot）において自機宛ての送信
モードに依存した下り制御情報（ＤＣＩ　１，１Ｂ,１Ｄ,２，２Ａ, ２Ｂ, ２Ｃ）を検出
した結果、データ割当が無かった場合、ＤＣＩ　０がＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd s
lot）に設定されていると判断する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＤＣＩ　０に
対するブラインド復号をＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）に限定する。
【０２９８】
　これにより、図２１のケース３に示すように、基地局１００は、ＤＣＩ　０をＲ－ＰＤ
ＣＣＨ領域に配置することで、ＰＤＣＣＨ領域で使用するリソース量（すなわち、オーバ
ヘッド）を低減することができる。または、基地局１００は、ＰＤＣＣＨ領域を、他の端
末向けに使用することが可能となる。
【０２９９】
　なお、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、設定情報受信部２０６からサーチスペース領域情報
が入力されない場合（基地局１００がサーチスペース情報を送信しない場合）には、端末
２００のサーチスペースを意識せずに、端末２００宛ての可能性がある複数のＤＣＩの送
信領域においてブラインド復号を行ってもよい。
【０３００】
　この場合も、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域でＤＣＩ　１Ａを検出したか
否か、及び、データ割当があったか否かに基づいてＤＣＩ　０のブラインド復号箇所を判
断してもよい。なお、データ割当があったか否かについては、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot
0（1st slot）で送信モード依存の下り割当制御情報のＤＣＩフォーマットが検出される
か否かに基づいて判断される。
【０３０１】
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　つまり、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＰＤＣＣＨ領域でＤＣＩ　１Ａを検出した場合は
同じサーチスペース内にＤＣＩ　０も設定されていると判断し、ＰＤＣＣＨ領域をブライ
ンド復号する。一方、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、ＤＣＩ　１Ａを検出しなかった場合（
かつＰＤＣＣＨ領域でＤＣＩ　０も検出しなかった場合）、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1
（2nd slot）にＤＣＩ　０が配置されていると判断する。
【０３０２】
　さらに、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot0（1st slot）で送信
モード依存の下り割当制御情報のＤＣＩフォーマットを検出した結果、データ割当が無か
った場合には、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）にＤＣＩ　０が配置されている
と判断する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０７は、データ割当がある場合（かつＰＤＣＣＨ
領域でＤＣＩ　０を検出しなかった場合）、送信モード依存の上り割当制御情報（ＤＣＩ
　０Ａ，０Ｂ，４のいずれか）がＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）に配置されて
いると判断してブラインド復号してもよい。
【０３０３】
　このようにして、本実施の形態では、基地局は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域がＴＤＭ＋ＦＤＭ
構成の場合、ＤＣＩ　１Ａの有無及びデータ割当の有無に基づいて、ＤＣＩ　０を、ＰＤ
ＣＣＨ領域、又は、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）に配置する。これにより、
基地局では、スケジューリングの柔軟性が向上し、リソースを有効に利用することが可能
となる。また、ＤＣＩ　０がＲ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）にも配置されるこ
とで、ＰＤＣＣＨ領域の使用リソース量を低減させることができる。更に、ＤＣＩ　０が
Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域のslot1（2nd slot）にも配置されることで、前述したように、必要
なＣＣＥ数を低減できる確率が高くなり、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域の全体
で使用するリソース量を低減することができる。換言すると、使用するリソース量を一定
とした場合に、より多くの端末を収容することが可能となる。
【０３０４】
　よって、本実施の形態によれば、基地局に接続されている端末向けのＤＣＩを、ＰＤＣ
ＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッピングする場合でも、システムスループットを低
下させることなく、かつ、端末における所望受信品質を確保することができる。
【０３０５】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０３０６】
　なお、上記実施の形態において、基地局及び端末は、ＰＤＣＣＨ領域及びＲ－ＰＤＣＣ
Ｈ領域のそれぞれのサーチスペースにおけるブラインド復号領域候補の配分パターン（例
えば、図２２）を保持してもよい。例えば、図２２に示すパターン番号２のサーチスペー
スの場合、ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４の４候
補の合計６候補のＣ－ＳＳが設定され、ＣＣＥ連結数８の２候補、及び、ＣＣＥ連結数４
の２候補の合計４候補のＵＥ－ＳＳが設定され、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、ＣＣＥ連結数
２の６候補、及び、ＣＣＥ連結数１の６候補の合計１２候補のＵＥ－ＳＳが設定される。
図２２に示す他のパターン番号のサーチスペースについても同様である。例えば、基地局
は、各端末の状況（移動速度、位置等）に応じて、図２２に示すパターン番号を端末へ通
知してもよい。又は、基地局は、blocking probabilityを低減できるサーチスペースを都
度（例えばサブフレーム毎に）選択して、選択したパターン番号を端末へ通知してもよい
。
【０３０７】
　また、上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば
、端末の状況に応じて、各実施の形態を、適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０３０８】
　また、上記実施の形態における端末ＩＤには、C-RNTI（Cell-Radio Network Temporary
 Identifier）が用いられてもよい。
【０３０９】
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　また、上記実施の形態における「全端末共通のＤＣＩフォーマット」という表現は、「
送信モードに依存しないＤＣＩフォーマット」と読み替えることもできる。
【０３１０】
　また、上記実施の形態では、「全端末共通のＤＣＩフォーマット」としてＤＣＩ　０／
１Ａを用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、送信モードに依
存せず用いられるフォーマットであればよい。
【０３１１】
　また、上記実施の形態では、送信モード依存のＤＣＩとしてＤＣＩ　０Ａ，０Ｂ，１，
１Ｂ, １Ｄ, ２，２Ａを用いる場合について説明した。しかし、送信モード依存のＤＣＩ
として、ＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，０Ａ，０Ｂ，４以外のフォー
マットが用いられてもよい。
【０３１２】
　また、上り回線又は下り回線の送信モードとして、連続帯域割当送信を含めてもよい。
この送信モードが設定された端末は、送信モード依存のＤＣＩは、それぞれＤＣＩ　０(
上り回線)とＤＣＩ　１Ａ（下り回線）となる。この場合、全端末共通のＤＣＩフォーマ
ットと送信モード依存のフォーマットとが同一となるので、ＵＥ－ＳＳでは、上り回線及
び下り回線でそれぞれ１種類のフォーマットを対象としてブラインド復号すればよい。な
お、上り下りともに連続帯域割当の場合は、あわせて１種類となる。このように、ＤＣＩ
　０／１Ａをよりサーチスペースが広い送信モード依存のＤＣＩに設定することにより、
もともと伝搬路状況が劣悪なためＤＣＩ　０／１ＡでしかＰＤＣＣＨが割り当てられない
端末に対するブロック率の増加を防ぐことができる。
【０３１３】
　また、上記実施の形態で説明したＣＣＥは論理的なリソースであり、ＣＣＥを実際の物
理的な時間・周波数リソースへ配置する際には、ＣＣＥは単位バンド内の全帯域に渡って
分散して配置される。また、論理的なリソースとしてのＣＣＥが単位バンド毎に分割され
てさえいれば、実際の物理的な時間・周波数リソースへのＣＣＥの配置は、全システム帯
域（つまり全単位バンド）に渡って分散した配置でもよい。
【０３１４】
　また、端末はＵＥ、基地局はNode B又はBS（Base Station）と呼ばれることもある。ま
た、端末ＩＤはＵＥ－ＩＤと呼ばれることもある。
【０３１５】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能であ
る。
【０３１６】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０３１７】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０３１８】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０３１９】
　２０１０年７月２１日出願の特願２０１０－１６４３０７および２０１１年３月２日出
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願の特願２０１１－０４５０８８の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示
内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０３２０】
　本発明は、移動通信システムに有用である。
【符号の説明】
【０３２１】
　１００　基地局
　１０１，１４２，１５３　設定部
　１０２　制御部
　１０３　サーチスペース設定部
　１０４　ＰＤＣＣＨ生成部
　１０５，１０７，１０９　符号化・変調部
　１０６　割当部
　１０８　送信ウェイト設定部
　１１０　多重部
　１１１，２１３　ＩＦＦＴ部
　１１２，２１４　ＣＰ付加部
　１１３，２１５　送信ＲＦ部
　１１４，２０１　アンテナ
　１１５，２０２　受信ＲＦ部
　１１６，２０３　ＣＰ除去部
　１１７，２０４　ＦＦＴ部
　１１８　抽出部
　１１９　ＩＤＦＴ部
　１２０　データ受信部
　１２１　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部
　２００　端末
　２０５　分離部
　２０６　設定情報受信部
　２０７　ＰＤＣＣＨ受信部
　２０８　ＰＤＳＣＨ受信部
　２０９，２１０　変調部
　２１１　ＤＦＴ部
　２１２　マッピング部
　１４１　送信モード判定部
　１５１　送信フォーマット判定部
　１５２　データ割当判定部
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