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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器によって実行される、ワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　共通探索空間とＵＥ固有探索空間とを備える探索空間を分割することによってブライン
ド復号の数を低減するために、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース
要素（ＲＥ）のセットを備える前記共通探索空間を判断することと、
　前記判断された共通探索空間内の少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル
（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することとを備える
、方法。
【請求項２】
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、非連続リソースを利用する分散タイプである、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信することをさらに備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　リソース要素（ＲＥ）の前記セットが物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットの一部
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であり、ＰＲＢの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ）を搬送する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
　共通探索空間とＵＥ固有探索空間とを備える探索空間を分割することによってブライン
ド復号の数を低減するために、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース
要素（ＲＥ）のセットを備える前記共通探索空間を判断するための手段と、
　前記判断された共通探索空間内の少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル
（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するために前記共通探索空間の探索を実行するための手段とを
備える、装置。
【請求項７】
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、非連続リソースを利用する分散タイプである、請求項６に記載
の装置。
【請求項９】
　少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信するための手段をさらに
備える、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　リソース要素（ＲＥ）の前記セットが物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットの一部
であり、ＰＲＢの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ）を搬送する、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
　　共通探索空間とＵＥ固有探索空間とを備える探索空間を分割することによってブライ
ンド復号の数を低減するために、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソー
ス要素（ＲＥ）のセットを備える前記共通探索空間を判断することと、
　　前記判断された共通探索空間内の少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラ
ムが、
　　共通探索空間とＵＥ固有探索空間とを備える探索空間を分割することによってブライ
ンド復号の数を低減するために、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソー
ス要素（ＲＥ）のセットを備える前記共通探索空間を判断することと、
　　前記判断された共通探索空間内の少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するために前記共通探索空間の探索を実行することと
　を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１１年１
１月４日に出願された米国仮出願第６１／５５６，１４４号、および２０１２年９月２８
日に出願された米国仮出願第６１／７０７，４９４号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、物理ダ
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ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）の探索空
間（search space）を設計するための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。その
ような多元接続ネットワークの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク
、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワ
ーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ：user equipment
）のための通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。ＵＥは、ダウ
ンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向
リンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）
はＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、概して、拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ：enhanced physical downlink control channel）の構成を受信することと、該構成に
基づいてサブフレームにおいて第１のタイプの物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ：physical hybrid ARQ indicator channel）を監視するか否かを判断
することとを含む。
【０００６】
　[0006]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの構成を受信するための手段と、該構成に基づいて
サブフレームにおいて第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視するか否かを判断するための手段
とを含む。
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの構
成を受信することと、該構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプのＰＨＩＣＨ
を監視するか否かを判断することとを行うように構成される。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの
構成を受信することと、該構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプのＰＨＩＣ
Ｈを監視するか否かを判断することとを行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体
を含む。
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は
、概して、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（ＲＥ）のセッ
トを備える共通探索空間を判断することと、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号する
ために該共通探索空間の探索を実行することとを含む。
【００１０】
　[0010]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は
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、概して、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるＲＥのセットを備える共通探
索空間を判断するための手段と、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために該共
通探索空間の探索を実行するための手段とを含む。
【００１１】
　[0011]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は
、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメ
モリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、利用可能な周波数リソースの帯
域エッジ上にあるＲＥのセットを備える共通探索空間を判断することと、少なくとも１つ
のｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために該共通探索空間の探索を実行することとを行うように
構成される。
【００１２】
　[0012]本開示のいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製
品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、利用可能な周波数リソースの
帯域エッジ上にあるＲＥのセットを備える共通探索空間を判断することと、少なくとも１
つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために該共通探索空間の探索を実行することを行うための
コードを有するコンピュータ可読媒体を含む。
【００１３】
　[0013]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための方法を提供する
。本方法は、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの構成を受信することと、ｅ－ＰＤＣＣＨの拡張制
御チャネル要素（ｅＣＣＥ）のセットを判断することと、ｅＣＣＥのセットに基づいて探
索空間を判断することと、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために該探索空間
の探索を実行することとを含む。
【００１４】
　[0014]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの構成を受信するための手段と、ｅ－ＰＤＣＣＨの
ｅＣＣＥのセットを判断するための手段と、ｅＣＣＥのセットに基づいて探索空間を判断
するための手段と、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために該探索空間の探索
を実行するための手段とを含む。
【００１５】
　[0015]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための装置を提供する
。本装置は、概して、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結
合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの構
成を受信することと、ｅ－ＰＤＣＣＨのｅＣＣＥのセットを判断することと、ｅＣＣＥの
セットに基づいて探索空間を判断することと、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号す
るために該探索空間の探索を実行することとを行うように構成される。
【００１６】
　[0016]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品を提供する。本コンピュータプログラム製品は、概して、ｅ－ＰＤＣＣＨの
構成を受信することと、ｅ－ＰＤＣＣＨのｅＣＣＥのセットを判断することと、ｅＣＣＥ
のセットに基づいて探索空間を判断することと、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号
するために該探索空間の探索を実行することとを行うためのコードを有するコンピュータ
可読媒体を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】[0017]本開示のいくつかの態様による、遠隔通信システムの一例を概念的に示す
ブロック図。
【図２】[0018]本開示のいくつかの態様による、遠隔通信システムにおけるダウンリンク
フレーム構造の一例を概念的に示すブロック図。
【図３】[0019]本開示のいくつかの態様に従って構成された基地局／ｅノードＢおよびＵ
Ｅの設計を概念的に示すブロック図。
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【図４Ａ】[0020]本開示のいくつかの態様による、連続キャリアアグリゲーションタイプ
を示す図。
【図４Ｂ】[0021]本開示のいくつかの態様による、非連続キャリアアグリゲーションタイ
プを示す図。
【図５】[0022]本開示のいくつかの態様による、ＭＡＣレイヤデータアグリゲーションを
示す図。
【図６】[0023]本開示のいくつかの態様による、複数のキャリア構成において無線リンク
を制御するための方法を示すブロック図。
【図７】[0024]本開示のいくつかの態様による、ｅ－ＰＤＣＣＨの送信のための可能な構
造を示す図。
【図８】[0025]本開示のいくつかの態様による、（キャリアアグリゲーションとも呼ばれ
る）マルチキャリアシステムにおいて動作するＵＥのコンポーネントキャリア（ＣＣ）の
図。
【図９】[0026]本開示の様々な態様による、例示的な動作を示す図。
【図１０】[0026]本開示の様々な態様による、例示的な動作を示す図。
【図１１】[0026]本開示の様々な態様による、例示的な動作を示す図。
【図１２】[0026]本開示の様々な態様による、例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　[0027]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない
。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を
含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者に
は明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知
られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１９】
　[0028]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され
得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される
。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Te
rrestrial Radio Access）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは
、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄ
ｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。Ｔ
ＤＭＡネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Glob
al System for Mobile Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネッ
トワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバ
ンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商
標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆ
ｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユ
ニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Tel
ecommunication System）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ（登録商標）：Long Term Evolution）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴ
Ｅ－Ａ：LTE-Advanced）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。
ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パ
ートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）と称
する団体からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パ
ートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名称の団体から出された文書に記
載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技
術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明快のために
、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥに関して説明し、以下の説明の大部分
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でＬＴＥ用語を使用する。
【００２０】
　[0029]図１に、ＬＴＥネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク１００を示
す。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅノードＢ）１１０
と他のネットワークエンティティとを含み得る。ｅノードＢは、ＵＥ１２０と通信する局
であり得、基地局、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。ノードＢは、ＵＥと通
信する局の別の例である。
【００２１】
　[0030]各ｅノードＢ１１０は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３Ｇ
ＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、ｅノー
ドＢ１１０のカバレージエリアおよび／またはこのカバレージエリアをサービスしている
ｅノードＢサブシステムを指すことがある。
【００２２】
　[0031]ｅノードＢは、マクロセル１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、ピコセル１０２ｘ、
フェムトセル１０２ｙ、１０２ｚ、および／または他のタイプのセルに通信カバレージを
与え得る。マクロセル１０２ａは、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメ
ートル）をカバーし得、サービスに加入しているＵＥ１２０による無制限のアクセスを可
能にし得る。ピコセル１０２ｘは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、
サービスに加入しているＵＥ１２０による無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセ
ル１０２ｙ、１０２ｚは、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーし得、
フェムトセル１０２ｙ、１０２ｚとの関連を有するＵＥ１２０（たとえば、限定加入者グ
ループ（ＣＳＧ：Closed Subscriber Group）中のＵＥ、自宅にいるユーザのためのＵＥ
など）による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのｅノードＢはマクロ
ｅノードＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅノードＢはピコｅノードＢと呼ば
れることがある。フェムトセルのためのｅノードＢはフェムトｅノードＢまたはホームｅ
ノードＢと呼ばれることがある。図１に示す例では、ｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂおよ
び１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃのためのマクロ
ｅノードＢであり得る。ｅノードＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅノード
Ｂであり得る。ｅノードＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙお
よび１０２ｚのためのフェムトｅノードＢであり得る。ｅノードＢは、１つまたは複数の
（たとえば、３つの）セルをサポートし得る。
【００２３】
　[0032]ワイヤレスネットワーク１００はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流局（
たとえば、ｅノードＢまたはＵＥ）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、
そのデータおよび／または他の情報の送信を下流局（たとえば、ＵＥまたはｅノードＢ）
に送る局である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継するＵＥであり得る。図１
に示す例では、中継局１１０ｒは、ｅノードＢ１１０ａとＵＥ１２０ｒとの間の通信を可
能にするために、ｅノードＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得る。中継局は、リレ
ーｅノードＢ、リレーなどと呼ばれることもある。
【００２４】
　[0033]ワイヤレスネットワーク１００は、異なるタイプのｅノードＢ、たとえば、マク
ロｅノードＢ、ピコｅノードＢ、フェムトｅノードＢ、リレーなどを含む異種ネットワー
クであり得る。これらの異なるタイプのｅノードＢは、異なる送信電力レベル、異なるカ
バレージエリア、およびワイヤレスネットワーク１００における干渉に対する異なる影響
を有し得る。たとえば、マクロｅノードＢは、高い送信電力レベル（たとえば、２０ワッ
ト）を有し得るが、ピコｅノードＢ、フェムトｅノードＢおよびリレーは、より低い送信
電力レベル（たとえば、１ワット）を有し得る。
【００２５】
　[0034]ワイヤレスネットワーク１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。
同期動作の場合、ｅノードＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅノードＢか
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らの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅノードＢは異なるフレ
ームタイミングを有し得、異なるｅノードＢからの送信は時間的に整合されないことがあ
る。本明細書で説明する技法は、同期動作と非同期動作の両方のために使用され得る。
【００２６】
　[0035]ネットワークコントローラ１３０は、ｅノードＢ１１０のセットに結合し、これ
らのｅノードＢの協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は、バッ
クホールを介してｅノードＢ１１０と通信し得る。ｅノードＢ１１０はまた、たとえば、
ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互
いに通信し得る。
【００２７】
　[0036]ＵＥ１２０は、ワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅは固定または移動であり得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ば
れることもある。ＵＥは、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム
、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コード
レスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅ
ノードＢ、ピコｅノードＢ、フェムトｅノードＢ、リレーなどと通信することが可能であ
り得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク
上での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅノードＢであるサービング
ｅノードＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅノードＢとの間の
干渉送信を示す。
【００２８】
　[0037]ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：orthogonal fre
quency division multiplexing）を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数
分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ：single-carrier frequency division multiplexing）を利用す
る。ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼
ばれる複数（Ｋ）個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され
得る。概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域
で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）
はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は１５ｋＨｚであり得、
（「リソースブロック」と呼ばれる）最小リソース割当ては１２個のサブキャリア（また
は１８０ｋＨｚ）であり得る。したがって、公称ＦＦＴサイズは、１．２５、２．５、５
、１０または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５
６、５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバ
ンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚ（すなわち、６つのリソー
スブロック）をカバーし得、１．２５、２．５、５、１０、または２０ＭＨｚのシステム
帯域幅に対してそれぞれ１、２、４、８、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００２９】
　[0038]図２に、ＬＴＥにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造２００を示す。ダ
ウンリンクの送信タイムラインは、無線フレーム２０２の単位に分割され得る。各無線フ
レームは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデ
ックスをもつ１０個のサブフレーム２０４に区分され得る。各サブフレームは２つのスロ
ットを含み得る。したがって、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ２０個
のスロットを含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に示すよ
うに）ノーマルサイクリックプレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張サ
イクリックプレフィックスの場合は１４個のシンボル期間を含み得る。各サブフレームに
おいて２Ｌ個のシンボル期間には０～２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。利用
可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、
１つのスロット中でＮ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし
得る。
【００３０】
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　[0039]ＬＴＥでは、ｅノードＢは、ｅノードＢにおいて各セルについて１次同期信号（
ＰＳＳ：primary synchronization signal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchr
onization signal）とを送り得る。１次および２次同期信号は、図２に示すように、ノー
マルサイクリックプレフィックスの各無線フレームのサブフレーム０および５の各々にお
いてそれぞれシンボル期間６および５中で送られ得る。同期信号は、セル検出および捕捉
のためにＵＥによって使用され得る。ｅノードＢは、サブフレーム０のスロット１中のシ
ンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast C
hannel）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００３１】
　[0040]図２において第１のシンボル期間全体に描かれているが、ｅノードＢは各サブフ
レームの第１のシンボル期間の一部のみの中で物理制御フォーマットインジケータチャネ
ル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Channel）を送り得る。ＰＣＦ
ＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の数（Ｍ）を搬送し得、ここで
、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サブフレームからサブフレームへ変化し得る。
Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個未満である小さいシステム帯域幅の場合
、４に等しくもなり得る。図２に示す例では、Ｍ＝３である。ｅノードＢは、各サブフレ
ームの最初のＭ個（図２ではＭ＝３）のシンボル期間中に物理ＨＡＲＱインジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。ＰＨＩＣＨは、
ハイブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣ
Ｈは、ＵＥのためのアップリンクおよびダウンリンクリソース割当てに関する情報と、ア
ップリンクチャネルのための電力制御情報とを搬送し得る。図２の第１のシンボル期間の
中には示されていないが、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨは第１のシンボル期間の中にも含
まれることを理解されたい。同様に、ＰＨＩＣＨおよびＰＤＣＣＨはまた、図２にはその
ようには示されていないが、第２のシンボル期間と第３のシンボル期間の両方の中にある
。ｅノードＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間中に物理ダウンリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウ
ンリンク上でのデータ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータを搬送し得る
。ＬＴＥにおける様々な信号およびチャネルは、公開されている「Evolved Universal Te
rrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００３２】
　[0041]ｅノードＢは、ｅノードＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８Ｍ
ＨｚにおいてＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅノードＢは、これらのチャネ
ルが送られる各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨ
ＩＣＨを送り得る。ｅノードＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグル
ープにＰＤＣＣＨを送り得る。ｅノードＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定
のＵＥにＰＤＳＣＨを送り得る。ｅノードＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式で
ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニ
キャスト方式でＰＤＣＣＨを送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方式でＰＤＳＣＨを
送り得る。
【００３３】
　[0042]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソ
ース要素は、１つのシンボル期間中の１つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複
素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期間におい
て基準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ：reso
urce element group）に構成され得る。各ＲＥＧは、１つのシンボル期間中に４つのリソ
ース要素を含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、周波数上でほぼ等しく
離間され得る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能な
シンボル期間において、周波数上で拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば
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、ＰＨＩＣＨ用の３つのＲＥＧは、すべてシンボル期間０中に属するか、またはシンボル
期間０、１および２中で拡散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間におい
て、利用可能なＲＥＧから選択され得る、９、１８、３２または６４個のＲＥＧを占有し
得る。ＲＥＧのいくつかの組合せのみがＰＤＣＣＨに対して許され得る。
【００３４】
　[0043]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索する組合せ
の数は、一般に、ＰＤＣＣＨに対して許される組合せの数よりも少ない。ｅノードＢは、
ＵＥが探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００３５】
　[0044]ＵＥは、複数のｅノードＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥをサービスする
ために、これらのｅノードＢのうちの１つが選択され得る。そのサービングｅノードＢは
、受信電力、経路損失、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得
る。
【００３６】
　[0045]図３に、図１の基地局／ｅノードＢのうちの１つおよびＵＥのうちの１つであり
得る、基地局／ｅノードＢ１１０およびＵＥ１２０の設計を示すブロック図３００を示す
。制限付き関連付けシナリオの場合、基地局１１０は図１のマクロｅノードＢ１１０ｃで
あり得、ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙであり得る。基地局１１０はまた、何らかの他のタイ
プの基地局であり得る。基地局１１０はアンテナ３３４ａ～３３４ｔを備え得、ＵＥ１２
０はアンテナ３５２ａ～３５２ｒを備え得る。
【００３７】
　[0046]基地局１１０において、送信プロセッサ３２０は、データソース３１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ３４０から制御情報を受信し得る。その制御情報
は、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。そ
のデータは、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。プロセッサ３２０は、データと制
御情報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシ
ンボルと制御シンボルとを取得し得る。プロセッサ３２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力
多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ３３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボ
ル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実
行し得、出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）３３２ａ～３３２ｔに与え得る。各
変調器３３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリー
ムを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器３３２はさらに、出力サ
ンプルストリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびア
ップコンバート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器３３２ａ～３３２ｔから
のダウンリンク信号は、それぞれアンテナ３３４ａ～３３４ｔを介して送信され得る。
【００３８】
　[0047]ＵＥ１２０において、アンテナ３５２ａ～３５２ｒは、基地局１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）３５４ａ～３５４ｒに
与え得る。各復調器３５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各復調器
３５４は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器３５６は、すべての復調器３５４ａ～３５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合、受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ３５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク
３６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３８０に与え得る。
【００３９】
　[0048]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ３６４は、データソ
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ース３６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データ、および、コントローラ／プロ
セッサ３８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を、受信し、処理し得る。
送信プロセッサ３６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセ
ッサ３６４からのシンボルは、適用可能な場合、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３６６によっ
てプリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）復調器３５４ａ～３
５４ｒによって処理され、基地局１１０に送信され得る。基地局１１０において、ＵＥ１
２０からのアップリンク信号は、アンテナ３３４によって受信され、変調器３３２によっ
て処理され、適用可能な場合、ＭＩＭＯ検出器３３６によって検出され、さらに、ＵＥ１
２０によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得するために受信プロセッサ
３３８によって処理され得る。受信プロセッサ３３８は、復号されたデータをデータシン
ク３３９に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３４０に与え得る。
【００４０】
　[0049]コントローラ／プロセッサ３４０および３８０は、それぞれ基地局１１０および
ＵＥ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ３４０および／
または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する技法のための様々なプロ
セスを実行するかまたはその実行を指示し得る。ＵＥ１２０におけるプロセッサ３８０な
らびに／または他のプロセッサおよびモジュールはまた、図９～図１１に示す機能ブロッ
ク、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行するか、または
その実行を指示し得る。メモリ３４２および３８２は、それぞれ基地局１１０およびＵＥ
１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ３４４は、ダ
ウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジュール
し得る。
【００４１】
　[0050]一構成では、ワイヤレス通信のためのＵＥ１２０は、ＵＥの接続モード中に干渉
基地局からの干渉を検出するための手段と、干渉基地局の得られたリソースを選択するた
めの手段と、該得られたリソース上の物理ダウンリンク制御チャネルの誤り率を取得する
ための手段と、誤り率が所定のレベルを超えたことに応答して実行可能である、無線リン
ク障害を宣言するための手段とを含む。一態様では、上述の手段は、上述の手段によって
具陳される（recited）機能を実行(perform)するように構成された、（１つまたは複数の
）プロセッサ、コントローラ／プロセッサ３８０、メモリ３８２、受信プロセッサ３５８
、ＭＩＭＯ検出器３５６、復調器３５４ａ、およびアンテナ３５２ａであり得る。別の態
様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳される（recited）機能を実行(perform)
するように構成されたモジュールまたは任意の装置であり得る。
【００４２】
キャリアアグリゲーション
　[0051]ＬＴＥアドバンストＵＥは、各方向において送信のために使用される最高合計１
００ＭＨｚ（５つのコンポーネントキャリア）のキャリアアグリゲーションにおいて割り
当てられた、最高２０ＭＨｚ帯域幅のスペクトルを使用する。概して、アップリンク上で
はダウンリンクよりも少ないトラフィックが送信され、したがって、アップリンクスペク
トル割当てはダウンリンク割当てよりも小さくなり得る。たとえば、アップリンクに２０
ＭＨｚが割り当てられた場合、ダウンリンクには１００ＭＨｚが割り当てられ得る。これ
らの非対称ＦＤＤ割当ては、スペクトルを節約し、ブロードバンド加入者による一般に非
対称な帯域利用にぴったり合う。
【００４３】
　[0052]ＬＴＥアドバンスト要件を満たすために、２０ＭＨｚよりも広い送信帯域幅のサ
ポートが必要とされる。１つの解決策はキャリアアグリゲーションである。キャリアアグ
リゲーションは、複数のキャリアにわたる無線リソースの同時利用を通して、ＵＥ１２０
に与えられる有効帯域幅の拡張を許す。より広い全送信帯域幅を形成するために、複数の
コンポーネントキャリアがアグリゲートされる。
【００４４】
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キャリアアグリゲーションタイプ
　[0053]ＬＴＥアドバンストモバイルシステムのために、２つのタイプのキャリアアグリ
ゲーション（ＣＡ）方法、すなわち、図４Ａおよび図４Ｂに示す連続ＣＡおよび非連続Ｃ
Ａが提案されている。
【００４５】
　[0054]図４Ａに、本開示の態様による、連続ＣＡ４００Ａの一例を示す。連続ＣＡは、
図４Ａに示すように、複数の利用可能なコンポーネントキャリア４０２Ａ、４０４Ａ、お
よび４０６Ａが互いに隣接するときに生じる。
【００４６】
　[0055]図４Ｂに、本開示の態様による、非連続ＣＡ４００Ｂの一例を示す。非連続ＣＡ
は、図４Ｂに示すように、複数の利用可能なコンポーネントキャリア４０２Ｂ、４０４Ｂ
、および４０６Ｂが周波数帯に沿って分離されたときに生じる。非連続ＣＡと連続ＣＡの
両方は、ＬＴＥアドバンストＵＥの単一ユニットを処理するために複数のＬＴＥ／コンポ
ーネントキャリアをアグリゲートする。
【００４７】
　[0056]ＬＴＥアドバンストＵＥにおける非連続ＣＡでは、周波数帯域に沿ってキャリア
が分離されるので、複数のＲＦ受信ユニットと複数のＦＦＴとが展開され得る。非連続Ｃ
Ａは、大きい周波数範囲にわたる複数の分離されたキャリア上でのデータ送信をサポート
するので、周波数帯域が異なると、伝搬経路損失、ドップラーシフトおよび他の無線チャ
ネル特性が大いに変わり得る。
【００４８】
　[0057]したがって、非連続ＣＡ手法の下でブロードバンドデータ送信をサポートするた
めに、異なるコンポーネントキャリアのためのコーディング、変調および送信電力を適応
的に調整するための方法が使用され得る。たとえば、ｅノードＢが各コンポーネントキャ
リア上に固定送信電力を有するＬＴＥアドバンストシステムでは、各コンポーネントキャ
リアの有効カバレージまたはサポート可能な変調およびコーディングは異なり得る。
【００４９】
データアグリゲーション方式
　[0058]図５に、本開示の態様による、ＩＭＴアドバンスト（IMT-Advanced）システムの
ために媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて異なるコンポーネントキャリアからの
送信ブロック（ＴＢ：transmission block）５００をアグリゲートすることを示す。ＭＡ
Ｃレイヤデータアグリゲーションでは、各コンポーネントキャリアは、ＭＡＣレイヤ中に
それ自体の独立したハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）エンティティを有し、物理レ
イヤ中にそれ自体の送信構成パラメータ（たとえば、送信電力、変調およびコーディング
方式、ならびに複数のアンテナ構成）を有する。同様に、物理レイヤでは、コンポーネン
トキャリアごとに１つのＨＡＲＱエンティティが与えられる。
【００５０】
制御シグナリング
　[0059]概して、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを展
開するための３つの異なる手法がある。
【００５１】
　[0060]第１は、ＬＴＥシステムにおける制御構造の軽微な変更を伴い、各コンポーネン
トキャリアは、それ自体のコード化制御チャネルを与えられる。
【００５２】
　[0061]第２の方法は、異なるコンポーネントキャリアの制御チャネルをジョイントコー
ディングし、専用のコンポーネントキャリア中に制御チャネルを展開することを伴う。複
数のコンポーネントキャリアのための制御情報は、この専用制御チャネルでは、シグナリ
ングコンテンツとして統合されることになる。その結果、ＬＴＥシステムにおける制御チ
ャネル構造との後方互換性が維持されながら、ＣＡのシグナリングオーバーヘッドが低減
する。
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【００５３】
　[0062]第３の方法は、異なるコンポーネントキャリアのための複数の制御チャネルをジ
ョイントコーディングし、次いで全体周波数帯域にわたって送信することを伴う。この手
法は、ＵＥ側における高い電力消費量という犠牲を払って、制御チャネルにおける低いシ
グナリングオーバーヘッドと高い復号性能とを提供する。ただし、この方法は、ＬＴＥシ
ステムと互換性がない。
【００５４】
ハンドオーバ制御
　[0063]ハンドオーバは、ＵＥ１２０が、第１のｅノードＢ１１０によってカバーされる
１つのセル１０２から第２のｅノードＢによってカバーされる別のセル１０２に移動する
ときに生じる。ＩＭＴアドバンストＵＥのためにＣＡが使用されるとき、複数のセルにわ
たるハンドオーバプロシージャ中に送信連続性をサポートすることが好ましい。しかしな
がら、特定のＣＡ構成およびサービス品質（ＱｏＳ）要件とともに、入来ＵＥのために十
分なシステムリソース（すなわち、良好な送信品質をもつコンポーネントキャリア）を確
保することが、次のｅノードＢにとって難しいことがある。この理由は、２つ（またはそ
れ以上）の隣接するセル（ｅノードＢ）のチャネル状態が、特定のＵＥについて異なり得
るからである。１つの手法では、ＵＥは、各隣接セルにおいてただ１つのコンポーネント
キャリアの性能を測定する。これは、ＬＴＥシステムにおけるのと同様の遅延、複雑さ、
およびエネルギー消費測定を提供する。対応するセルにおける他のコンポーネントキャリ
アの性能の推定は、この１つのコンポーネントキャリアの測定結果に基づき得る。この推
定に基づいて、ハンドオーバ決定および送信構成が判断され得る。
【００５５】
　[0064]様々な実施形態によれば、（キャリアアグリゲーションとも呼ばれる）マルチキ
ャリアシステムにおいて動作するＵＥは、「１次キャリア」と呼ばれることがある同じキ
ャリア上で、制御およびフィードバック機能など、複数のキャリアのいくつかの機能をア
グリゲートするように構成される。サポートのために１次キャリアに依存する残りのキャ
リアは、関連する２次キャリアと呼ばれる。たとえば、ＵＥは、随意の専用チャネル（Ｄ
ＣＨ）、スケジュールされないグラント、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
、および／または物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）によって提供される制御
機能などの制御機能をアグリゲートし得る。シグナリングおよびペイロードは、ダウンリ
ンク上でｅノードＢによってＵＥに、ならびにアップリンク上でＵＥによってｅノードＢ
に送信され得る。
【００５６】
　[0065]いくつかの実施形態では、複数の１次キャリアが存在し得る。さらに、ＬＴＥ　
ＲＲＣプロトコルの３ＧＰＰ技術仕様３６．３３１におけるものなど、レイヤ２プロシー
ジャである物理チャネル確立および無線リンク障害（ＲＬＦ：radio link failure）プロ
シージャを含む、ＵＥの基本動作に影響を及ぼすことなしに、２次キャリアが追加または
削除され得る。
【００５７】
　[0066]図６に、一例による、物理チャネルをグループ化することによって複数キャリア
ワイヤレス通信システムにおいて無線リンクを制御するための方法６００を示す。図示の
ように、本方法は、ブロック６０２において、１次キャリアと、１つまたは複数の関連す
る２次キャリアとを形成するために、少なくとも２つのキャリアからの制御機能を１つの
キャリア上にアグリゲートすることを含む。次に、ブロック６０４において、１次キャリ
アと各２次キャリアとのための通信リンクを確立する。次いで、ブロック６０６において
、１次キャリアに基づいて通信を制御する。
【００５８】
探索空間
　[0067]ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）リリース８では、各ユーザ機器（ＵＥ
）は、制御領域において共通探索空間とＵＥ固有探索空間の両方を監視し得る。探索空間
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は、ＵＥがそれのＰＤＣＣＨを発見し得るチャネル制御要素（ＣＣＥ）ロケーションのセ
ットを備え得る。各ＰＤＣＣＨを送信するために１つまたは複数のＣＣＥが使用される。
すべてのＵＥが該共通探索空間を知っている一方で、専用探索空間は個別のＵＥのために
構成される。サブフレーム中でＵＥが復号しようと試み得るＰＤＣＣＨ候補の最大数が表
１に記載されている。ＰＤＣＣＨ候補は、いくつかのＣＣＥを使用して送信される。リソ
ース要素グループ（ＲＥＧ）として知られる４つの物理リソース要素（ＲＥ）の９つのセ
ットが各ＣＣＥを構成する。したがって、１つのＣＣＥは３６個のＲＥに等しい。各探索
空間は、制御チャネル送信の異なる保護のためにＰＤＣＣＨアグリゲーションレベルにさ
らに分類される。ＰＤＣＣＨのために使用されるＣＣＥの数は、１、２、４、または８で
あり得る。各探索空間は、ＰＤＣＣＨ候補と呼ばれるＰＤＣＣＨに割り当てられ得る連続
するＣＣＥのグループを備える。アグリゲーションレベルごとに、各ＵＥは、１つより多
くの可能な候補を復号することを試みなければならない。ＣＣＥアグリゲーションレベル
は、探索空間中のＰＤＣＣＨ候補の数を判断し、ＰＤＣＣＨフォーマットによって与えら
れる。表１は、アグリゲーションレベルごとの探索空間のサイズと候補の数とを与える。

【表１】

【００５９】
表１において、共通探索空間中に最高６つ（すなわち、制御チャネル要素（ＣＣＥ）アグ
リゲーションレベル４のための４つ、およびアグリゲーションレベル８のための２つ）の
ＰＤＣＣＨ候補があり得、ＵＥ固有探索空間中に最高１６個（すなわち、アグリゲーショ
ンレベル１のための６つ、アグリゲーションレベル２のための６つ、アグリゲーションレ
ベル４のための２つ、およびアグリゲーションレベル８のための２つ）の候補があり得る
ことが観測され得る。表１から、複数のＰＤＣＣＨ候補の各ＰＤＣＣＨ候補内で探索され
るＣＣＥの数はアグリゲーションレベルに依存し得ることが観測され得る。したがって、
どちらもサイズが１６のＣＣＥであるが、共通アグリゲーションレベル４のための４つの
ＰＤＣＣＨ候補と共通アグリゲーションレベル８のための２つのＰＤＣＣＨ候補とがある
。それのＰＤＣＣＨを発見するために、ＵＥは、あらゆるサブフレーム中でＰＤＣＣＨ候
補のセットを監視する。Ｒｅｌ－８では、各候補は、最高２つのダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）サイズを搬送し得る。その結果、ＵＥのブラインド復号の総数は、任意のサブフ
レームにおいて最高（４＋２）＊２＋（６＋６＋２＋２）＊２＝４４である。Ｒｅｌ－１
０では、ＵＬ　ＭＩＭＯの導入により、ＵＥ固有探索空間中で、各候補は最高３つのダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）サイズを搬送し、任意のサブフレームにおいて最高（４＋２
）＊２＋（６＋６＋２＋２）＊３＝６０のＵＥのブラインド復号の総数になり得る。共通
とＵＥ固有との間の、および異なるアグリゲーションレベルのための探索空間は重複する
ことがあることに留意されたい。この重複は、そのようなことが生じた場合、他のＵＥと
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の潜在的衝突によりＵＥをスケジュールすることの可能性を制限する。ＬＴＥ－Ａは、Ｕ
Ｅが同時に複数のキャリアを監視する機会を提供する。この場合、ブラインド復号の総数
を制限することが望ましい。たとえば、シングルキャリア動作と比較して、４４のまま（
または限定はされるがより高く）。
【００６０】
　[0068]拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）に関して多くの動機が存
在する。たとえば、ｅ－ＰＤＣＣＨは、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）拡張を与え、
後方互換性がないことがあり得る新しいキャリアをサポートするのを助け、多地点協調（
ＣｏＭＰ）送信の制御チャネル容量制限を低減し、ＤＬ　ＭＩＭＯを向上させ得る。
【００６１】
　[0069]本開示のいくつかの態様によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨは、増加した制御チャネル容
量と周波数領域セル間干渉協調（ＩＣＩＣ：frequency-domain Inter Cell Interference
）とをサポートし得る。ｅ－ＰＤＣＣＨは、制御チャネルリソースの改善された空間再利
用を達成し得る。同様に、ｅ－ＰＤＣＣＨは、ビームフォーミングおよび／またはダイバ
ーシティをサポートし、新しいキャリアタイプ上およびマルチキャストブロードキャスト
単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ：Multicast-Broadcast Single Frequency Network
）サブフレームにおいて動作し得、レガシーＵＥのまま同じキャリア上に共存し得る。ｅ
－ＰＤＣＣＨは、周波数選択的にスケジュールされ得、セル間干渉を緩和し得る。
【００６２】
　[0070]図７に、本開示の態様による、ｅ－ＰＤＣＣＨ７００の可能な構造を示す。後で
詳しく述べるように、本明細書で提示する態様は、リレーＰＤＣＣＨ（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）
と同様の配置、純周波数分割多重（ＦＤＭ）方式、時分割多重（ＴＤＭ）方式、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨと同様の配置（たとえば、第１のスロット中にｅ－ＰＤＣＣＨ　ＤＬ、第１のスロ
ットまたは第２のスロットのいずれか中にｅ－ＰＤＣＣＨ　ＵＬをもつＲ－ＰＤＣＣＨ様
の方式）、およびハイブリッドＴＤＭおよびＦＤＭ方式を含むｅ－ＰＤＣＣＨ配置のため
の様々な方式を提供する。
【００６３】
　[0071]第１の代替７０２によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨはＲ－ＰＤＣＣＨの送信と同様に送
信され得、ＤＬグラントが第１のスロット中で送信され得、ＵＬグラントが第２のスロッ
ト中で送信され得る。態様によれば、第２のスロットがアップリンクグラントの送信のた
めに使用されていない場合、第２のスロットはダウンリンクデータ送信のために使用され
得る。
【００６４】
　[0072]第２の代替７０４によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨは、純ＦＤＭ方式で送信され得、Ｄ
ＬグラントおよびＵＬグラントはリソースブロック（ＲＢ）にわたる。図示のように、周
波数領域中のリソースのセットが、第１のタイムスロットと第２のタイムスロットとを備
える時間領域にわたるｅ－ＰＤＣＣＨの送信のために割り当てられる。いくつかの態様に
よれば、ＰＤＳＣＨで周波数領域において多重化されたＲＢのサブセットが、第１と第２
のタイムスロットにわたるアップリンクおよびダウンリンクグラントの両方を含むｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを送信するために割り当てられる。
【００６５】
　[0073]第３の代替７０６によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨは、ＴＤＭ方式に従って第１のスロ
ット中で送信され得、ＤＬおよびＵＬグラントが第１のスロット中で送信される。図示の
ように、残りのＲＢが、ＰＤＳＣＨデータ送信を送信するために利用され得る。
【００６６】
　[0074]第４の代替７０８によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨはＲ－ＰＤＣＣＨと同様の方法で送
信され得、ＤＬおよびＵＬグラントが第１のスロット中で送信され得、ＵＬグラントが第
２のスロット中で送信され得る。いくつかの態様によれば、ＤＬグラントが所与のＰＲＢ
ペアの第１のＰＲＢにおいて送信された場合、ＵＬグラントは、ＰＲＢペアの第２のＰＲ
Ｂにおいて送信され得る。場合によっては、ＵＬグラントは、ＰＲＢペアの第１のＰＲＢ
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または第２のＰＲＢのいずれかにおいて送信され得る。
【００６７】
　[0075]第５の代替７１０によれば、ｅ－ＰＤＣＣＨは、第１のスロット中のＤＬグラン
トのためにＴＤＭを使用し、第１および第２のスロットにわたるＵＬグラントのためにＦ
ＤＭを使用して送信され得る。
【００６８】
ＬＴＥにおけるｅ－ＰＤＣＣＨのための探索空間設計
　[0076]探索空間は、ＵＥがそれのＰＤＣＣＨを発見し得るＣＣＥロケーションのセット
を備え得る。ｅ－ＰＤＣＣＨのための探索空間設計では、ＰＨＩＣＨの形態が必要とされ
ることもされないこともある。中継局を参照すると、限られた数のみのリレーノードがあ
り得、ＵＥと比較してより良いＨ－ＡＲＱ管理が可能であり得るようにバックホールチャ
ネルが静的であり得ることにより、Ｒｅｌ－１０ではＲ－ＰＨＩＣＨがないことがある。
さらに、オーバーヘッドがはるかに高くなるが、ＰＤＣＣＨはＰＨＩＣＨと入れ替わり得
る。しかしながら、ｅ－ＰＤＣＣＨによって対処されるＵＥの数は制限されず、したがっ
て、ＰＨＩＣＨの形態（たとえば、拡張ＰＨＩＣＨ）が必要とされることがある。いくつ
かの実施形態の場合、従来のＰＨＩＣＨ（レガシーＰＨＩＣＨ）は、ｅＮＢがＰＵＳＣＨ
上での送信を正しく受信したかどうかを知るために使用され得る。しかしながら、レガシ
ーＰＨＩＣＨを利用すると、いくつかシナリオ、たとえば、異種ネットワーク（ＨｅｔＮ
ｅｔ）または新しいキャリアタイプ（たとえば、アンカーキャリアがない場合）を扱うシ
ナリオに対処し得ない。いくつかの実施形態の場合、新しいｅ－ＰＨＩＣＨがデータ領域
において設計され、場合によってはｅ－ＰＤＣＣＨと多重化し得る。いくつかの実施形態
の場合、ＰＨＩＣＨおよびｅ－ＰＨＩＣＨがＵＥのために使用され得ない。しかしながら
、これは、非効率的なＵＬスケジュール（たとえば、過大なＤＬ制御オーバーヘッド）に
つながり得る。
【００６９】
　[0077]いくつかの実施形態の場合、ＰＨＩＣＨは、いくつかのＵＥおよびいくつかのシ
ナリオのために利用可能であることがあり、他のシナリオのために利用可能でないことが
あるので、ＵＥは、２つのモードのうちの１つを用いて構成され得る。たとえば、ＵＥは
、レガシーＰＨＩＣＨを使用するように構成され得、また、すべてのサブフレームのため
にまたはいくつかのサブフレーム（たとえば、非ＡＢＳサブフレーム）のためにＰＨＩＣ
Ｈなしで構成され得る。そのような構成はＵＥ固有であり得る。別の例として、ＵＥは、
レガシーＰＨＩＣＨを使用するように構成され得、また、ｅ－ＰＨＩＣＨを用いて構成さ
れ得る。
【００７０】
　[0078]ｅ－ＰＨＩＣＨの設計は、リソース要素グループ（ＲＥＧ）に基づき得る。たと
えば、１つのＲＥＧは、同じＲＢ中の２つ以上のシンボルにまたがることを許され得る。
いくつかの実施形態の場合、ｅ－ＰＨＩＣＨは、（レガシーＰＨＩＣＨ＋ＰＤＣＣＨ設計
と同様の）ｅ－ＰＤＣＣＨのための共通探索空間と共に設計され得る。たとえば、予約さ
れたＲＢのセットは、（たとえば、最大周波数ダイバーシティのための帯域エッジ上にあ
る）ＰＵＣＣＨのそれらと同様であり得る。
【００７１】
　[0079]ｅ－ＰＤＣＣＨのための探索空間設計では、共通探索空間が必要とされることも
されないこともある。共通探索空間は、将来のリリースにおけるスタンドアロン拡張キャ
リアのために必要になり得、レガシー共通探索空間のために定義されたアグリゲーション
レベルとは異なるアグリゲーションレベルをもつ可能性があり得、サブフレームのサブセ
ット中のみにある可能性があり得る。共通探索空間が使用可能である場合、ｅＮＢは、少
なくともあるシグナリング（たとえば、ＳＩＢｓ）のために、レガシーＰＤＣＣＨとｅ－
ＰＤＣＣＨが両方とも、同じＰＤＳＣＨ割当てを指すことを保証しなければならないこと
がある。場合によっては、ブロードキャストのために２倍のＰＤＳＣＨ割当てがあること
があり、これは浪費であり得る。前に説明したように、共通探索空間とＰＨＩＣＨのサポ
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ートは組み合わせられ得る。共通探索空間のロケーションは、ブロードキャストまたはユ
ニキャストであり得る（たとえば、ＰＵＣＣＨと同様、帯域エッジ上にあり得る）。
【００７２】
　[0080]ｅ－ＰＤＣＣＨのためのＵＥ固有探索空間では、ハッシング関数が必要とされる
こともされないこともある。中継局を参照すると、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、（たとえば、限ら
れた数のリレーにより）ハッシング関数を有し得ない。したがって、異なるアグリゲーシ
ョンレベルのための開始ＰＲＢインデックスは、純粋にＲＲＣ構成によるものであり得る
。しかしながら、ｅ－ＰＤＣＣＨに関して、多数のＵＥをサポートするために（特に拡張
キャリアの場合）ハッシング関数が必要であるように見えることがある。探索空間は、レ
ガシーＰＤＣＣＨの場合のようにサブフレームおよびＵＥ　ＩＤ依存であり得る。
【００７３】
　[0081]ｅ－ＰＤＣＣＨのための探索空間では、（たとえば、拡張制御チャネル要素、ま
たはｅＣＣＥの単位で）物理リソースのセットから論理リソースのセットにマッピングす
るための擬似ランダムマッピング関数が導入され得る。そのような擬似ランダムマッピン
グ関数の場合、アグリゲーションレベルのためのｅ－ＰＤＣＣＨのための復号候補のセッ
トは、論理的に連続であり得るが、必ずしも物理的に連続である必要は無い。一例では、
いくつかの制限が擬似ランダムマッピング関数に適用され得る。一例として、１つの制限
は、マッピングは探索空間のツリー構造が依然として保たれるようであるべきであるとい
うことであり得る。一例では、マッピング関数は、局所タイプのｅ－ＰＤＣＣＨに適用可
能である。
【００７４】
　[0082]ｅ－ＰＤＣＣＨ構造に応じて、アグリゲーションレベルおよび復号候補の数は変
動し得る。ＴＤＭベースのｅ－ＰＤＣＣＨの場合、１つのリソースブロック（ＲＢ）は、
ほぼ１つのＣＣＥ（３６個のＲＥ）に匹敵し、したがって、アグリゲーションレベル１、
２、４、および８をサポートし得る。ＦＤＭベースのｅ－ＰＤＣＣＨの場合、１つのＲＢ
は、ＣＣＥサイズのほぼ２倍または３倍になり得、したがって、アグリゲーションレベル
１、２、および４のみをサポートし得る。しかしながら、４トーン（または他の値）ベー
スのＰＲＢペアが導入された場合、レベル１、２、４、および８がサポートされ得る。一
例として、ｅ－ＰＤＣＣＨ構造のために第５の代替７１０が採用された場合、（ＴＤＭベ
ースの）ＤＬグラントのために、レベル１、２、４および８がサポートされ得、（ＦＤＭ
ベースの）ＵＬグラントのために、レベル１、２、および８がサポートされ得る。概して
、望ましいスケジューリングフレキシビリティのために、ＵＥごとに同数の復号候補を保
つことが望ましいことがある。両方が１つのサブフレーム中で構成される場合、復号候補
の数は、レガシーＰＤＣＣＨとｅ－ＰＤＣＣＨとの間で分割され得る。ＦＤＭベースのｅ
－ＰＤＣＣＨの場合、早期復号利益のためにそれを制限することが望ましいことがある。
【００７５】
　[0083]Ｒｅｌ－８／９／１０では、ＵＥは、ＤＬ送信モードおよびＵＬ送信モード（Ｒ
ｅｌ－１０でのみ）でＲＲＣ構成され得る。ＤＬモードごとに、２つのＤＣＩフォーマッ
ト１Ａ＋モード依存フォーマット（１／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ）があり得る
。ＵＬ　ＭＩＭＯモードの場合、また、２つのＤＣＩフォーマット０＋４があり得る。ｅ
－ＰＤＣＣＨの場合、スタンドアロン拡張キャリアケースおよび／またはＨｅｔＮｅｔに
関して、（特にセルエッジＵＥに関して、改善されたＤＬオーバーヘッドのために）コン
パクトＤＣＩフォーマット（０および１Ａ）を削除する強い必要がないことがある。
【００７６】
　[0084]ブラインド復号は、ｅ－ＰＤＣＣＨのブラインド復号の低減された数と早期復号
利益とのために、ＵＥに関してレガシーＰＤＣＣＨとｅ－ＰＤＣＣＨとの間で分割され得
る。ブラインド復号は様々な方法で分割され得る。たとえば、探索空間の分割があり得る
（たとえば、レガシーＰＤＣＣＨ上の共通探索空間とｅ－ＰＤＣＣＨ上のＵＥ固有探索空
間）。別の例として、アグリゲーションレベルのための復号候補の分割があり得る。たと
えば、アグリゲーションレベル１の６つの復号候補の場合、レガシーＰＤＣＣＨ中の３つ
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の候補、ｅ－ＰＤＣＣＨ中の３つの候補。いくつかの実施形態の場合、アグリゲーション
レベルの分割があり得る（たとえば、レガシーＰＤＣＣＨ中のレベル４および８、ならび
にｅ－ＰＤＣＣＨ中のレベル１および２）。いくつかの実施形態の場合、ＤＣＩフォーマ
ットの分割があり得る（たとえば、レガシーＰＤＣＣＨ中の０／１ＡのようなＤＣＩフォ
ーマット、およびｅ－ＰＤＣＣＨ中のフォーマット４およびモード依存ＤＬ　ＤＣＩフォ
ーマット）。しかしながら、ｅ－ＰＤＣＣＨでは、ＤＣＩフォーマット０は、たとえば、
レガシーまたは新しい領域のいずれかにおける構成によって考慮され得る。ＤＣＩフォー
マット１Ｃ／３／３Ａは、共通探索空間のサポートと結合され得るので、共通探索空間が
サポートされない場合、これらのＤＣＩフォーマットはサポートされ得ない。半永続的ス
ケジューリングが、ｅ－ＰＤＣＣＨによってサポートされ得る。ランダムアクセス応答グ
ラントがまた、ｅ－ＰＤＣＣＨによってスケジュールされ得る。ＣＣ当たりのサブフレー
ム当たりのＵＥ当たりのブラインド復号の最大数は、Ｒｅｌ－１０においてと同じまたは
同様であることが予想され得る。
【００７７】
　[0085]一実施形態では、ＵＥは１つまたは複数のｅ－ＰＤＣＣＨリソースセットで構成
され、各セットは個々に構成されたサイズをもち得る。同数のブラインド復号を維持する
ために、復号候補の数は、異なるｅ－ＰＤＣＣＨリソースセット間で分割されなければな
らないことがあり得る。別の例では、ＵＥは、同じサブフレームにおいて局所ｅ－ＰＤＣ
ＣＨと分散ｅ－ＰＤＣＣＨの両方を監視するように構成され得る。同数のブラインド復号
を維持するために、復号候補の数は、局所ｅ－ＰＤＣＣＨと分散ｅ－ＰＤＣＣＨの間で分
割されなければならないことがあり得る。一例では、分割は、ＲＲＣ構成を介して指定さ
れることができ、そこで、ＵＥは、異なるｅ－ＰＤＣＣＨセットおよび／または局所ｅ－
ＰＤＣＣＨと分散ｅ－ＰＤＣＣＨとの間でのｅ－ＰＤＣＣＨ復号候補の詳細な分割の指示
を与えられる。分割の指示は、アグリゲーションレベルごとに行われ得る。
【００７８】
　[0086]一例として、１つは局所の場合、１つは分散の場合の２つのｅ－ＰＤＣＣＨセッ
トでは、ＵＥは、局所ｅ－ＰＤＣＣＨのセット１の場合、レベル１のための３つの復号候
補と、レベル２のための３つの復号候補と、レベル４のための１つの復号候補と、レベル
８のための１つの復号候補とがあり、分散ｅ－ＰＤＣＣＨのセット２の場合、レベル１の
ための３つの復号候補と、レベル２のための３つの復号候補と、レベル４のための１つの
復号候補と、レベル８のために１つの復号候補とがあるように指定され得る。一例では、
完全フレキシブル構成の分割は、必要でないことがあるが、複雑さおよび性能含意（perf
ormance implications）を有し得るので、ＲＲＣ構成の分割に関していくつかの制限が強
制され得る。
【００７９】
　[0087]そのような制限の一例として、ｅ－ＰＤＣＣＨセットごとに復号候補の最小数が
指定され得る。たとえば、レベル｛１，２，４，８｝について、復号候補の総数が｛６，
６，２，２｝であると仮定すると、可能な分割は、レベル１のために、（０，６）、（２
，４）、（４，２）および（６，０）（すなわち、割当て細かさ（granularity）は２候
補）、レベル２のために、レベル１と同じ可能な分割（しかし無関係の構成）、レベル４
のために、（２，０）、（１，１）、（０，２）、すなわち、すべての可能性、レベル８
のために、（２，０）、（１，１）、（０，２）、すなわち、すべての可能性、を含む。
セット中の総数０個の復号候補は許されない。上記の組合せは、５ビットを使用してシグ
ナリングされ得る。これはまた、他の場合、たとえば、可能なアグリゲーションレベルが
、アグリゲーションレベルごとに指定された復号候補総数に関連する｛１，２，４，８，
１６｝、｛２，４，８，１６｝、または｛２，４，８，１６，３２｝を含むとき、拡張さ
れ得る。ここで、動機は、ＲＲＣ構成においていくつかのビットを節約することではなく
、ＲＲＣ構成において過大な数の組合せを回避することであり得ることに留意されたい。
【００８０】
　[0088]代替として、いくつかの特定のルールは、任意のＲＲＣシグナリングなしで定義
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され得る。一例として、アグリゲーションレベル｛１，２，４，８｝それぞれ、およびＮ
１およびＮ２ＰＲＢペアの２つのｅ－ＰＤＣＣＨセットそれぞれについて、復号候補の数
が｛６，６，２，２｝であると仮定すること。ｅ－ＰＤＣＣＨセット１およびｅ－ＰＤＣ
ＣＨセット２の復号候補の数は、ｅ－ＰＤＣＣＨセット１の場合、レベル｛１，２，４，
８｝のために、それぞれ、ラウンド（Ｎ１／（Ｎ１＋Ｎ２）＊｛６，６，２，２｝）によ
って復号候補の数が与えられ、一方、ｅ－ＰＤＣＣＨセット２の場合、レベル｛１，２，
４，８｝のために、それぞれ、｛６，６，２，２｝－ラウンド（Ｎ１／（Ｎ１＋Ｎ２）＊
｛６，６，２，２｝）によって復号候補の数が与えられるように判断され得る。これらの
ルールは、各セットのサイズ、各セットの周波数ダイバーシティレベルなどを考慮に入れ
得る。ラウンド（．）（round(.)）演算はまた、シーリング（．）（ceiling(.)）または
フロア（．）（floor(.)）演算によって交換され得る。場合によってはアグリゲーション
レベルベースごとに指定される（すなわち、アグリゲーションレベルごとに別様に最小値
が指定され得る）復号候補の最小数は、所与のｅ－ＰＤＣＣＨリソースセットに関するよ
うな上記ルールに加えて強制されもし得る。それは、所与のアグリゲーションレベルに関
する復号候補の最小数である。２つのセットが同じタイプ（局所または分散）であるとき
、ルールベース分割は特に妥当である。しかしながら、それは、１つのセットが局所であ
り、他のセットが分散であるとき、やや限定的であり得る。その結果、２つ以上のｅ－Ｐ
ＤＣＣＨセットが同じタイプであるとき、ｅ－ＰＤＣＣＨ復号候補の分割は、あらかじめ
定義されたルールに基づき得る。２つ以上のｅ－ＰＤＣＣＨセットが異なるタイプである
とき、ｅ－ＰＤＣＣＨ復号候補の分割は、いくつかの制限を条件として、ＲＲＣ構成に基
づき得る。代替として、異なるｅ－ＰＤＣＣＨリソースセット間での復号候補の分割の可
能な組合せにおけるいくつかの制限を伴うが、ＲＲＣ構成が常に使用され得る。
【００８１】
　[0089]図８に、本開示の態様による、（キャリアアグリゲーションとも呼ばれる）マル
チキャリアシステムにおいて動作するＵＥのコンポーネントキャリア（ＣＣ）を示す。キ
ャリアアグリゲーション（ＣＡ）に関して、ｅ－ＰＤＣＣＨが、ＵＥのためのＣＡの一部
としてＣＣのサブセット上に構成され得る。しかしながら、ｅ－ＰＤＣＣＨをもつそれら
ＣＣの場合、ｅ－ＰＤＣＣＨのためのクロスキャリアスケジューリングがないことがある
が、レガシーＰＤＣＣＨのためのクロスキャリアスケジューリングは依然としてあり得る
。
【００８２】
　[0090]いくつかの実施形態の場合、２次ＣＣについて、２次セル中のエリア８０２によ
って示されるように、（同じＣＣまたは別のＣＣ上に）ＵＥのためのレガシーＰＤＣＣＨ
がないことがあり得る。これは、レガシーＰＤＣＣＨがないことがある新しいキャリアタ
イプに関連があり得る。しかしながら、１次セルの場合、ｅ－ＰＤＣＣＨは、レガシーＰ
ＤＣＣＨ８０４によって先行され得る。
【００８３】
　[0091]上記で説明したように、探索空間は、ＰＤＣＣＨとｅ－ＰＤＣＣＨとの間で分割
され得る。ＵＥは、レガシーＰＤＣＣＨとｅ－ＰＤＣＣＨとを同時に監視することが可能
であり得る。一例として、レガシーＰＤＣＣＨの場合、共通探索空間とＵＥ固有探索空間
の一部とが利用され得る。ｅ－ＰＤＣＣＨの場合、ＵＥ固有探索空間の一部が利用され得
る。ＣＡおよび新しいキャリアタイプでは、上記で説明したように、ＵＥ固有探索空間は
完全にｅ－ＰＤＣＣＨからであり得る。レガシーＰＤＣＣＨは、フォールバック動作を与
え得る。
【００８４】
　[0092]レガシーＰＤＣＣＨおよびｅ－ＰＤＣＣＨのＤＣＩサイズは、同じである必要は
無い。（たとえば、ブラインド復号の数への影響を有さないことがあり得る）。ＵＥは、
キャリア上の１つのサブフレーム中の１つのリンクのための１つのユニキャストＤＣＩの
みを処理し得る。（たとえば、レガシーＰＤＣＣＨからのいくつか、およびｅ－ＰＤＣＣ
Ｈからのいくつか）２つ以上のＤＣＩを検出する場合に優先度を付けることは、実装形態
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次第であり得る。また、明示的優先度付けが指定され得、たとえば、ｅ－ＰＤＣＣＨはレ
ガシーＰＤＣＣＨよりも高い優先度を与えられる。中継局に関して、ｅ－ＰＤＣＣＨおよ
びＲ－ＰＤＣＣＨは、同じサブフレーム中にあり得る。この場合には、少なくともＤＬグ
ラントに関してＴＤＭベースのｅ－ＰＤＣＣＨを有することは好都合であり得る。
【００８５】
　[0093]図９に、たとえば、ＵＥによって実行され得る、例示的な動作９００を示す。９
０２において、ｅ－ＰＤＣＣＨの構成を受信することによって、動作が開始する。図７に
示すように、該ｅ－ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨのためにも使用される領域中のリソースに
割り当てられ得る。
【００８６】
　[0094]９０４において、ＵＥは、該構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプ
のＰＨＩＣＨを監視するか否かを判断する。いくつかの態様では、第１のタイプのＰＨＩ
ＣＨがレガシーＰＨＩＣＨであり、該構成がＵＥにサブフレームにおいてｅ－ＰＤＣＣＨ
を監視するように要求する場合、ＵＥは、該サブフレームにおいて該第１のタイプのＰＨ
ＩＣＨを監視しないと判断し得る。ＵＥが第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視しないと判断
する場合、ＵＥは、サブフレームにおいて、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあ
るリソースを利用する第２のタイプのＰＨＩＣＨを監視すると判断し得る。
【００８７】
　[0095]図１０に、たとえば、ＵＥによって実行され得る、例示的な動作１０００を示す
。１００２において、利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（Ｒ
Ｅ）のセットを備える共通探索空間を判断することによって、動作が開始する。いくつか
の態様では、ＲＥのセットが物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットの一部であり、Ｐ
ＲＢのセットがまた、少なくとも物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩ
ＣＨ）を搬送する。いくつかの態様では、ＵＥは、少なくとも共通探索空間のサイズを示
すメッセージを受信し得る。
【００８８】
　[0096]１００４において、ＵＥは、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために
共通探索空間の探索を実行する。図７に示すように、該ｅ－ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨの
ためにも使用される領域中のリソースに割り当てられ得る。いくつかの態様では、該ｅ－
ＰＤＣＣＨは、非連続リソースを利用する分散タイプである。
【００８９】
　[0097]図１１に、たとえば、ユーザ機器によって実行され得る、例示的な動作１１００
を示す。１１０２において、拡張ダウンリンク制御チャネルの最小リソースユニットサイ
ズを判断することによって、動作が開始する。１１０４において、最小リソースユニット
サイズに基づいて、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のための利用可能なア
グリゲーションレベルを判断することによって、動作１１００は続く。
【００９０】
　[0098]図１２に、たとえば、ユーザ機器によって実行され得る、例示的な動作１２００
を示す。１２０２において、ｅ－ＰＤＣＣＨの構成を受信することによって、動作が開始
する。図７に示すように、該ｅ－ＰＤＣＣＨが、ＰＤＳＣＨのためにも使用される領域中
のリソースに割り当てられ得る。ｅ－ＰＤＣＣＨは、局所タイプまたは分散タイプのうち
の少なくとも１つであり得る。
【００９１】
　[0099]１２０４において、ＵＥは、ｅ－ＰＤＣＣＨの拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ
）のセットを判断する。１２０６において、ＵＥは、ｅＣＣＥのセットに基づいて探索空
間を判断する。いくつかの態様では、探索空間が、ｅＣＣＥのセットからマッピングされ
た論理ｅＣＣＥのセットによって判断される。マッピングが、概して、ツリー構造に従い
、アグリゲーションレベルＬのｅ－ＰＤＣＣＨ復号候補が、Ｌの整数倍の開始ｅＣＣＥイ
ンデックスを有する。開始ｅＣＣＥインデックスが、ハッシング関数に少なくとも部分的
に基づいて判断され得る。いくつかの態様では、探索空間は、概して、ＵＥ固有探索空間
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を含む。
【００９２】
　[0100]１２０８において、ＵＥは、少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために
探索空間の探索を実行する。いくつかの態様では、ＵＥは、同じサブフレームにおいてレ
ガシーＰＤＣＣＨを監視し得、監視することが、共通探索空間のみについて実行され得る
。ＵＥは、２つのＰＤＣＣＨを正常に復号し得、優先度付け方式に基づいてＰＤＣＣＨの
うちの１つを選択し得る。
【００９３】
　[0101]いくつかの態様では、ＵＥは、構成によって判断された利用可能なリソースのセ
ット内で、第１のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨを検出するためにブラインド復号を実行するた
めの復号候補の第１のセットと、第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨを検出するためにブライ
ンド復号を実行するための復号候補の第２のセットとを判断し、次いで復号候補の第１お
よび第２のセットのブラインド復号を実行し得る。復号候補の第１および第２のセットが
、異なるタイプの探索空間、アグリゲーションレベルのための復号候補、アグリゲーショ
ンレベル、またはダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのうちの１つまたは複数
に少なくとも部分的に基づいて、利用可能なリソース間で分割され得る。第１のセット中
の復号候補の数と第２のセット中の復号候補の数との判断が、第１のタイプのｅ－ＰＤＣ
ＣＨのタイプと第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨのタイプとに基づき得る。いくつかの態様
では、第１のタイプと第２のタイプが同じタイプであり、判断があらかじめ判断されたル
ールに基づく。いくつかの態様では、第１のタイプが局所ｅ－ＰＤＣＣＨを備え、第２の
タイプが分散ｅ－ＰＤＣＣＨを備える。いくつかの態様では、ＵＥは、第１のタイプのＰ
ＤＣＣＨおよび第２のタイプのＰＤＣＣＨのために利用可能なリソースの数を判断し、利
用可能なリソースの判断された数に基づいて、第１のタイプのＰＤＣＣＨおよび第２のタ
イプのＰＤＣＣＨのために利用可能なアグリゲーションレベルを判断し得る。
【００９４】
　[0102]いくつかの態様では、ＵＥは、複数キャリアの構成を受信し、キャリアが１次キ
ャリアであるか２次キャリアであるかを判断し、レガシーＰＤＣＣＨの探索空間が２次キ
ャリアに含まれないと判断し得る。いくつかの態様では、ＵＥは、複数キャリアの構成を
受信し、クロスキャリアスケジューリング指示を受信し、制御チャネルがレガシーＰＤＣ
ＣＨであるかｅ－ＰＤＣＣＨであるかに基づいて、クロスキャリアスケジューリングを有
効にするかどうかを判断し得る。クロスキャリアスケジューリングがレガシーＰＤＣＣＨ
について有効にされ得、クロスキャリアスケジューリングがｅ－ＰＤＣＣＨについて無効
にされ得る。
【００９５】
　[0103]本明細書で説明する態様による、拡張ＰＤＣＣＨを送信することが可能な基地局
において実行され得る図９～図１２に対応する動作を、当業者は諒解されよう。
【００９６】
　[0104]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得るこ
とを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって
表され得る。
【００９７】
　[0105]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュ
ール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウ
ェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウ
ェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロッ
ク、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明し
た。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは
、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明
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した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本
開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００９８】
　[0106]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログ
ラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素
、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを
用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代
替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合
せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、Ｄ
ＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよう
な構成として実装され得る。
【００９９】
　[0107]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実
施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または
当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができる
ように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る
。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末内に常駐
し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として
常駐し得る。
【０１００】
　[0108]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装され
る場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記
憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒
体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体
を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用
または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限
定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の
磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコー
ド手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または
汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることが
できる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線
（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、
ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波
などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）
およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（
登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）
、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc
）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範



(22) JP 6290356 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

囲内に含めるべきである。
【０１０１】
　[0109]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用する
ことができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らか
となり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく
他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計
に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広
い範囲を与えられる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）に関する構成を受信することと
、
　前記構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプの物理ハイブリッドＡＲＱイン
ジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を監視するか否かを判断することとを備える、方法。
［Ｃ２］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１のタイプのＰＨＩＣＨがレガシーＰＨＩＣＨであり、前記判断することは、
　前記構成が前記ＵＥに前記サブフレームにおいてｅ－ＰＤＣＣＨを監視するように要求
する場合、前記サブフレームにおいて前記第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視しないと判断
することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記サブフレームにおいて第２のタイプのＰＨＩＣＨを監視すると判断することをさら
に備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記第２のタイプのＰＨＩＣＨが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソ
ースを利用する、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記構成が前記ＵＥに前記サブフレームにおいてｅ－ＰＤＣＣＨを監視するように要求
する場合、前記サブフレームにおいて前記第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視すると判断す
ることをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信するための手段と
、
　前記構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプの物理ハイブリッドＡＲＱイン
ジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を監視するか否かを判断するための手段とを備える、装
置。
［Ｃ８］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ９］
　前記第１のタイプのＰＨＩＣＨがレガシーＰＨＩＣＨであり、判断するための前記手段
は、
　前記構成が前記ＵＥに前記サブフレームにおいてｅ－ＰＤＣＣＨを監視するように要求
する場合、前記サブフレームにおいて前記第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視しないと判断
するための手段を備える、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ１０］
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　前記サブフレームにおいて第２のタイプのＰＨＩＣＨを監視すると判断するための手段
をさらに備える、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１１］
　前記第２のタイプのＰＨＩＣＨが、利用可能な周波数リソースの帯域エッジにあるリソ
ースを利用する、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１２］
　前記構成が前記ＵＥに前記サブフレームにおいてｅ－ＰＤＣＣＨを監視するように要求
する場合、前記サブフレームにおいて前記第１のタイプのＰＨＩＣＨを監視すると判断す
るための手段をさらに備える、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ１３］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信することと、
　　前記構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプの物理ハイブリッドＡＲＱイ
ンジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を監視するか否かを判断することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
［Ｃ１４］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品が、
　　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信することと、
　　前記構成に基づいてサブフレームにおいて第１のタイプの物理ハイブリッドＡＲＱイ
ンジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を監視するか否かを判断することと
　を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム
製品。
［Ｃ１５］
　ワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（ＲＥ）のセットを備え
る共通探索空間を判断することと、
　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するた
めに前記共通探索空間の探索を実行することとを備える、方法。
［Ｃ１６］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、非連続リソースを利用する分散タイプである、Ｃ１５に記載の
方法。
［Ｃ１８］
　少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信することをさらに備える
、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１９］
　リソース要素（ＲＥ）の前記セットが物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットの一部
であり、ＰＲＢの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ）を搬送する、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ２０］
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
　利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（ＲＥ）のセットを備え
る共通探索空間を判断するための手段と、
　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号するた
めに前記共通探索空間の探索を実行するための手段とを備える、装置。
［Ｃ２１］
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　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のためにも使用
される領域中のリソースを割り当てられる、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが、非連続リソースを利用する分散タイプである、Ｃ２０に記載の
装置。
［Ｃ２３］
　少なくとも前記共通探索空間のサイズを示すメッセージを受信するための手段をさらに
備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２４］
　リソース要素（ＲＥ）の前記セットが物理リソースブロック（ＰＲＢ）のセットの一部
であり、ＰＲＢの前記セットがまた、少なくとも物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ）を搬送する、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置が、
　　利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（ＲＥ）のセットを備
える共通探索空間を判断することと、
　　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号する
ために前記共通探索空間の探索を実行することと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
［Ｃ２６］
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプロ
グラム製品が、
　　利用可能な周波数リソースの帯域エッジ上にあるリソース要素（ＲＥ）のセットを備
える共通探索空間を判断することと、
　　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）を復号する
ために前記共通探索空間の探索を実行することと
　を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム
製品。
［Ｃ２７］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信することと、
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨの拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）のセットを判断することと、
　ｅＣＣＥの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
　少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために前記探索空間の探索を実行すること
とを備える、方法。
［Ｃ２８］
　前記探索空間が、ｅＣＣＥの前記セットからマッピングされた論理ｅＣＣＥのセットに
よって判断される、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが局所タイプまたは分散タイプのうちの少なくとも１つである、Ｃ
２７に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記探索空間がＵＥ固有探索空間を備える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ３１］
　同じサブフレームにおいてレガシーＰＤＣＣＨを監視することをさらに備える、Ｃ２７
に記載の方法。
［Ｃ３２］
　前記監視することが、共通探索空間のみについて実行される、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
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　前記マッピングがツリー構造に従い、アグリゲーションレベルＬのｅ－ＰＤＣＣＨ復号
候補が、Ｌの整数倍の開始ｅＣＣＥインデックスを有する、Ｃ２８に記載の方法。
［Ｃ３４］
　開始ｅＣＣＥインデックスが、ハッシング関数に少なくとも部分的に基づいて判断され
る、Ｃ３０に記載の方法。
［Ｃ３５］
　前記構成によって判断された利用可能なリソースのセット内で、第１のタイプのｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第１のセットと、
第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候
補の第２のセットとを判断することと、
　復号候補の前記第１および第２のセットのブラインド復号を実行することとをさらに備
える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ３６］
　復号候補の前記第１および第２のセットが、異なるタイプの探索空間、アグリゲーショ
ンレベルのための復号候補、アグリゲーションレベル、またはダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）フォーマットのうちの１つまたは複数に少なくとも部分的に基づいて利用可能なリ
ソース間で分割される、Ｃ３５に記載の方法。
［Ｃ３７］
　前記第１のセット中の復号候補の数と前記第２のセット中の復号候補の数との前記判断
が、前記第１のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨのタイプと前記第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨの
タイプとに基づく、Ｃ３５に記載の方法。
［Ｃ３８］
　前記第１のタイプと前記第２のタイプが同じタイプであり、
　前記判断があらかじめ判断されたルールに基づく、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ３９］
　前記第１のタイプが局所ｅ－ＰＤＣＣＨを備え、前記第２のタイプが分散ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈを備える、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４０］
　２つのＰＤＣＣＨを正常に復号することと、優先度付け方式に基づいて前記ＰＤＣＣＨ
のうちの１つを選択することとをさらに備える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ４１］
　複数キャリアの構成を受信することと、
　キャリアが１次キャリアであるか２次キャリアであるかを判断することと、
　レガシーＰＤＣＣＨの探索空間が前記２次キャリア中に含まれていないと判断すること
とをさらに備える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ４２］
　複数キャリアの構成を受信することと、
　クロスキャリアスケジューリング指示を受信することと、
　制御チャネルがレガシーＰＤＣＣＨであるかｅ－ＰＤＣＣＨであるかに基づいて、クロ
スキャリアスケジューリングを有効にするかどうかを判断することとをさらに備える、Ｃ
２７に記載の方法。
［Ｃ４３］
　クロスキャリアスケジューリングが前記レガシーＰＤＣＣＨについて有効にされ、クロ
スキャリアスケジューリングが前記ｅ－ＰＤＣＣＨについて無効にされる、Ｃ４２に記載
の方法。
［Ｃ４４］
　前記第１のタイプのＰＤＣＣＨおよび前記第２のタイプのＰＤＣＣＨのために利用可能
なリソースの数を判断することと、
　利用可能なリソースの前記判断された数に基づいて、前記第１のタイプのＰＤＣＣＨお
よび前記第２のタイプのＰＤＣＣＨのために利用可能なアグリゲーションレベルを判断す
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ることとをさらに備える、Ｃ３５に記載の方法。
［Ｃ４５］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信するための手段と
、
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨのための拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）のセットを判断するた
めの手段と、
　ｅＣＣＥの前記セットに基づいて探索空間を判断するための手段と、
　少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために前記探索空間の探索を実行するため
の手段とを備える、装置。
［Ｃ４６］
　前記探索空間が、ｅＣＣＥの前記セットからマッピングされた論理ｅＣＣＥのセットに
よって判断される、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４７］
　前記ｅ－ＰＤＣＣＨが局所タイプまたは分散タイプのうちの少なくとも１つである、Ｃ
４５に記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記探索空間がＵＥ固有探索空間を備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４９］
　同じサブフレームにおいてレガシーＰＤＣＣＨを監視するための手段をさらに備える、
Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ５０］
　監視するための前記手段が、共通探索空間のみについて実行される、Ｃ４９に記載の装
置。
［Ｃ５１］
　前記マッピングがツリー構造に従い、アグリゲーションレベルＬのｅ－ＰＤＣＣＨ復号
候補が、Ｌの整数倍の開始ｅＣＣＥインデックスを有する、Ｃ４６に記載の装置。
［Ｃ５２］
　開始ｅＣＣＥインデックスが、ハッシング関数に少なくとも部分的に基づいて判断され
る、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５３］
　前記構成によって判断された利用可能なリソースのセット内で、第１のタイプのｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候補の第１のセットと、
第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨを検出するためにブラインド復号を実行するための復号候
補の第２のセットとを判断するための手段と、
　復号候補の前記第１および第２のセットのブラインド復号を実行するための手段とをさ
らに備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ５４］
　復号候補の前記第１および第２のセットが、異なるタイプの探索空間、アグリゲーショ
ンレベルのための復号候補、アグリゲーションレベル、またはダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）フォーマットのうちの１つまたは複数に少なくとも部分的に基づいて利用可能なリ
ソース間で分割される、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５５］
　前記第１のセット中の復号候補の数と前記第２のセット中の復号候補の数との前記判断
が、前記第１のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨのタイプと前記第２のタイプのｅ－ＰＤＣＣＨの
タイプとに基づく、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５６］
　前記第１のタイプと前記第２のタイプが同じタイプであり、
　前記判断があらかじめ判断されたルールに基づく、Ｃ５５に記載の装置。
［Ｃ５７］
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　前記第１のタイプが局所ｅ－ＰＤＣＣＨを備え、前記第２のタイプが分散ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈを備える、Ｃ５５に記載の装置。
［Ｃ５８］
　２つのＰＤＣＣＨを正常に復号することと、優先度付け方式に基づいて前記ＰＤＣＣＨ
のうちの１つを選択することとを行うための手段をさらに備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ５９］
　複数キャリアの構成を受信するための手段と、
　キャリアが１次キャリアであるか２次キャリアであるかを判断するための手段と、
　レガシーＰＤＣＣＨの探索空間が前記２次キャリア中に含まれていないと判断するため
の手段とをさらに備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ６０］
　複数キャリアの構成を受信するための手段と、
　クロスキャリアスケジューリング指示を受信するための手段と、
　制御チャネルがレガシーＰＤＣＣＨであるかｅ－ＰＤＣＣＨであるかに基づいて、クロ
スキャリアスケジューリングを有効にするかどうかを判断するための手段とをさらに備え
る、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ６１］
　クロスキャリアスケジューリングが前記レガシーＰＤＣＣＨについて有効にされ、クロ
スキャリアスケジューリングが前記ｅ－ＰＤＣＣＨについて無効にされる、Ｃ６０に記載
の装置。
［Ｃ６２］
　前記第１のタイプのＰＤＣＣＨおよび前記第２のタイプのＰＤＣＣＨのために利用可能
なリソースの数を判断するための手段と、
　利用可能なリソースの前記判断された数に基づいて、前記第１のタイプのＰＤＣＣＨお
よび前記第２のタイプのＰＤＣＣＨのために利用可能なアグリゲーションレベルを判断す
るための手段と、をさらに備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ６３］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信することと、
　　前記ｅ－ＰＤＣＣＨの拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）のセットを判断することと
、
　　ｅＣＣＥの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
　　少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために前記探索空間の探索を実行するこ
とと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、装置。
［Ｃ６４］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コンピュータプログラム製品が、
　　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ－ＰＤＣＣＨ）の構成を受信することと、
　　前記ｅ－ＰＤＣＣＨの拡張制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）のセットを判断することと
、
　　ｅＣＣＥの前記セットに基づいて探索空間を判断することと、
　　少なくとも１つのｅ－ＰＤＣＣＨを復号するために前記探索空間の探索を実行するこ
とと
　を行うためのコードを有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム
製品。
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