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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置と、前記移動局装置に制御情報を送信する基地局装置を有する無線通信シス
テムにおいて、
　前記基地局装置は、
　前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイ
ロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記
移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル
要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補にの
み前記制御情報を配置して送信し、
　前記移動局装置は、
　前記共通探索領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送信され
たとして、前記制御情報の受信処理を行なうことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記基地局装置と前記移動局装置は、複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
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キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線通信システム
。
【請求項４】
　前記基地局装置と前記移動局装置は、複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項１から請求項３の何れかに記載の無線通信システム。
【請求項５】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置において、
　前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイ
ロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記
移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル
要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補にの
み前記制御情報を配置して送信することを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
５に記載の基地局装置。
【請求項７】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の基地局装置。
【請求項８】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項５から請求項７の何れかに記載の基地局装置。
【請求項９】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置において、
　前記基地局装置において、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理
下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリン
ク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と
が同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、
　前記共通探索領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送信され
たとして、前記制御情報の受信処理を行なうことを特徴とする移動局装置。
【請求項１０】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
９に記載の移動局装置。
【請求項１１】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の移動局装置。
【請求項１２】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項９から請求項１１の何れかに記載の移動局装置。
【請求項１３】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
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　前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイ
ロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記
移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル
要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補にの
み前記制御情報を配置して送信することを特徴とする基地局装置に用いられる無線通信方
法。
【請求項１４】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
１３に記載の基地局装置に用いられる無線通信方法。
【請求項１５】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項１３または請求項１４に記載の基地局装置に
用いられる無線通信方法。
【請求項１６】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項１３から請求項１５の何れかに記載の基地局装置に用
いられる無線通信方法。
【請求項１７】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置に用いられる無線通信方法に
おいて、
　前記基地局装置において、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理
下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリン
ク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と
が同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、前記共通探索領域でのみ物理下
りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送信されたとして、前記制御情報の受信処
理を行なうことを特徴とする移動局装置に用いられる無線通信方法。
【請求項１８】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
１７に記載の移動局装置に用いられる無線通信方法。
【請求項１９】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項１７または請求項１８に記載の移動局装置に
用いられる無線通信方法。
【請求項２０】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項１７から請求項１９の何れかに記載の移動局装置に用
いられる無線通信方法。
【請求項２１】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用いられる集積回路において、
　前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイ
ロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記
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移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル
要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補にの
み前記制御情報を配置して送信することを特徴とする基地局装置に用いられる集積回路。
【請求項２２】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
２１に記載の基地局装置に用いられる集積回路。
【請求項２３】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項２１または請求項２２に記載の基地局装置に
用いられる集積回路。
【請求項２４】
　前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項２１から請求項２３の何れかに記載の基地局装置に用
いられる集積回路。
【請求項２５】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置に用いられる集積回路におい
て、
　前記基地局装置において、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理
下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリン
ク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と
が同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、前記共通探索領域でのみ物理下
りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送信されたとして、前記制御情報の受信処
理を行なうことを特徴とする移動局装置に用いられる集積回路。
【請求項２６】
　前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされることを特徴とする請求項
２５に記載の移動局装置に用いられる集積回路。
【請求項２７】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数のコンポーネント
キャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを
示す情報が含まれることを特徴とする請求項２５または請求項２６に記載の移動局装置に
用いられる集積回路。
【請求項２８】
　前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、
　前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに
構成されることを特徴とする請求項２５から請求項２７の何れかに記載の移動局装置に用
いられる集積回路。
【請求項２９】
　移動局装置と、前記移動局装置に制御情報を送信する基地局装置を有する無線通信シス
テムにおいて、
　前記基地局装置と前記移動局装置は、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
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有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする無線通信システム
。
【請求項３０】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置において、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする基地局装置。
【請求項３１】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置において、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成し、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする移動局装置。
【請求項３２】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成するステップと、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成するステップと、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成するステップと、を有することを特徴と
する無線通信方法。
【請求項３３】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置に用いられる無線通信方法に
おいて、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成するステップと、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成するステップと、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成するステップと、を有することを特徴と
する無線通信方法。
【請求項３４】
　移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用いられる集積回路において、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成する機能と、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成する機能と、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する機能と、を有することを特徴とする
集積回路。
【請求項３５】
　基地局装置から送信される制御情報を受信する移動局装置に用いられる集積回路におい
て、
　共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成する機能と、
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　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有
探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から
構成する機能と、
　ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する機能と、を有することを特徴とする
集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化（以下、「Long T
erm Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUT
RA)」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partne
rship Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置から移動局装
置への無線通信（下りリンク）の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数
分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM）方式が用いられる。ま
た、移動局装置から基地局装置への無線通信（上りリンク）の通信方式として、シングル
キャリア送信であるＳＣ－ＦＤＭＡ（Single-Carrier Frequency Division Multiple Acc
ess）方式が用いられる。
【０００３】
　ＬＴＥでは、基地局装置は、移動局装置が送信するデータ送信用のチャネルであるＰＵ
ＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）および基地局装置が送信するデータ送信用の
チャネルであるＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）の無線リソース割り当
て、符号化率、変調方式などを決定する。また、基地局装置は、当該無線リソース割り当
てなどを示す下りリンク制御情報（Downlink Control Information: DCI）をＰＤＣＣＨ
（Physical Downlink Control Channel）を用いて移動局装置に送信する。
【０００４】
　以下、ＰＤＣＣＨについてより詳細に説明する。ＰＤＣＣＨは、１つまたは複数の制御
チャネル要素（Control Channel Element: CCE）に配置される。制御チャネル要素は、Ｐ
ＤＣＣＨを配置する無線リソースの単位である。また、複数の制御チャネル要素から共通
探索領域（Common Search Space）と移動局装置固有探索領域（User Equipment-specific
 Search Space）が構成される。
【０００５】
　共通探索領域は、複数の移動局装置間で共通の領域であり、複数の移動局装置に対する
ＰＤＣＣＨおよび／または特定の移動局装置に対するＰＤＣＣＨが配置される領域である
。共通探索領域は、予め定められた制御チャネル要素から構成される。移動局装置固有探
索領域は、特定の移動局装置に対するＰＤＣＣＨが配置される領域であり、移動局装置毎
に構成される領域である。共通探索領域と移動局装置固有探索領域は、ＰＤＣＣＨが配置
される制御チャネル要素の数毎に異なる共通探索領域と移動局装置固有探索領域が構成さ
れる。尚、共通探索領域と移動局装置固有探索領域の一部または全部が重複してもよいし
、異なる共通探索領域の一部または全部が重複してもよく、同じ移動局装置１に対する異
なる移動局装置固有探索領域の一部または全部が重複してもよく、異なる移動局装置１に
対する移動局装置固有探索領域の一部または全部が重複してもよい。
【０００６】
　ＰＤＣＣＨで送信される下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用意される。下
りリンク制御情報のフォーマットをＤＣＩフォーマット（DCI format）と呼ぶ。ＤＣＩフ
ォーマットは、他のＤＣＩフォーマットと同じビット数（または、「ペイロードサイズ（
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payload size）」とも称する。）のもの、異なるビット数のものがある。基地局装置は、
下りリンク制御情報を基に生成した巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check: CRC）符号
をＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identity）でスクランブル（scramble、またはma
skと称する）した系列を下りリンク制御情報に付加する。
【０００７】
　移動局装置は、巡回冗長検査符号がいずれのＲＮＴＩでスクランブルされているかによ
って下りリンク制御情報の解釈を変更する。以下、下りリンク制御情報にＲＮＴＩでスク
ランブルされた巡回冗長検査符号が付加されていることを、単に下りリンク制御情報にＲ
ＮＴＩが含まれている、またはＰＤＣＣＨにＲＮＴが含まれていると表現する。例えば、
移動局装置は、下りリンク制御情報に含まれているＲＮＴＩから、下りリンク制御情報の
ＤＣＩフォーマットの種類を判別する。
【０００８】
　基地局装置は、下りリンク制御情報を制御チャネル要素のビット数に合わせて符号化し
、共通探索領域または移動局装置固有探索領域に配置する。尚、基地局装置は、同じビッ
ト数のＤＣＩフォーマットは同じ符号化を行い、異なるビット数のＤＣＩフォーマットは
異なる符号化を行なう。つまり、ＤＣＩフォーマットのビット数によって基地局装置３が
ＤＣＩフォーマットに適用する符号化方式が異なるため、ＤＣＩフォーマットのビット数
によって移動局装置におけるＤＣＩフォーマットの復号化の方法が異なる。したがって、
移動局装置はＤＣＩフォーマットのビット数、または復号化の方法の違いからＤＣＩフォ
ーマットの種類を判別することができる。ＤＣＩフォーマットのビット数が同じ場合、Ｄ
ＣＩフォーマットにＤＣＩフォーマットの種類を判別するための情報が含まれる、または
ＤＣＩフォーマットの種類に対応したＲＮＴＩでスクランブルされた巡回冗長検査符号が
付加されるなどの方法を用いて、移動局装置１がＤＣＩフォーマットの種類を判別できる
ようにする。
【０００９】
　移動局装置１は、共通探索領域および移動局装置固有探索領域においてＰＤＣＣＨが配
置される制御チャネル要素の候補全てを復号処理し、巡回冗長検査符号をＲＮＴＩでスク
ランブルした系列を更にＲＮＴＩでデスクランブル（descramble）し、デスクランブルし
た巡回冗長検査符号で誤りがないことを検出した場合にＰＤＣＣＨの取得に成功したと判
断する。この処理をブラインドデコーディング（blind decoding）と呼ぶ。
【００１０】
　また、３ＧＰＰでは、ＬＴＥより広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータ
の通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Evolut
ion-Advanced (LTE-A)」、または、「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio A
ccess (A-EUTRA)」と称する。）が検討されている。ＬＴＥ－Ａでは、ＬＴＥとの後方互
換性(backward compatibility)を持つこと、つまり、ＬＴＥ－Ａの基地局装置が、ＬＴＥ
－ＡおよびＬＴＥ両方の移動局装置と同時に無線通信を行うこと、およびＬＴＥ－Ａの移
動局装置が、ＬＴＥ－ＡおよびＬＴＥ両方の基地局装置と無線通信を行えるようにするこ
とが求められており、ＬＴＥ－ＡはＬＴＥと同一のチャネル構造を用いることが検討され
ている。
【００１１】
　ＬＴＥ－Ａでは、ＬＴＥと同一のチャネル構造の周波数帯域（以下、「コンポーネント
キャリア（Component Carrier; CC）」と称する。）を複数用いて、１つの周波数帯域（
広帯域な周波数帯域）として使用する技術（周波数帯域集約；Spectrum aggregation、Ca
rrier aggregation、Frequency aggregation等とも称される。）が検討されている。具体
的には、周波数帯域集約を用いた通信では、下りリンクコンポーネントキャリア毎に、下
りリンクのチャネルが送信され、上りリンクコンポーネントキャリア毎に上りリンクのチ
ャネルが送信される。つまり、周波数帯域集約は、上りリンクと下りリンクにおいて、基
地局装置と複数の移動局装置が複数のチャネルを、複数のキャリア要素を用いて、複数の
データ情報や複数の制御情報を同時に送受信する技術である。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】"3GPP TS36.213 v.9.0.1 (2009-12)", 2009-12-18.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、従来の技術では、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複（over
lap）する、つまり共通探索領域と移動局装置固有探索領域のＰＤＣＣＨを配置する制御
チャネル要素の候補が同じ数、同じ無線リソースから構成され、更にＰＤＣＣＨに含まれ
るＲＮＴＩが同じであり、共通探索領域と移動局装置固有探索領域それぞれで送信される
ＤＣＩフォーマットのビット数が同じ場合、移動局装置はＤＣＩフォーマットの種類を識
別することができないという問題があった。
【００１４】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、共通探索領域と移動局装
置固有探索領域が重複する無線通信システムにおいて、移動局装置がＤＣＩフォーマット
の種類を識別することができる無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方
法および集積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の無線通信システムは、移動局装置と、前記移動局装置に制御情報を送信する基
地局装置を有する無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記制御情報が配置さ
れる候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索
領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであ
り、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域
の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合
には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補にのみ前記制御情報を配置し
て送信し、前記移動局装置は、前記共通探索領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用
いて前記制御情報が送信されたとして、前記制御情報の受信処理を行なうことを特徴とす
る。
【００１６】
　（２）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮ
ＴＩでスクランブルされることを特徴とする。
【００１７】
　（３）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置と前記移動局装置は
、複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置さ
れ得る制御情報には、前記複数のコンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制
御チャネルが対応するコンポーネントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００１８】
　（４）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置と前記移動局装置は
、複数のコンポーネントキャリアを用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固
有探索領域は、同一のコンポーネントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００１９】
　（５）また、本発明の基地局装置は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置にお
いて、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネ
ル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報の
ペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と
前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャ
ネル要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補
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にのみ前記制御情報を配置して送信することを特徴とする。
【００２０】
　（６）また、本発明の基地局装置において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩで
スクランブルされることを特徴とする。
【００２１】
　（７）また、本発明の基地局装置は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数の
コンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネ
ントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００２２】
　（８）また、本発明の基地局装置は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネ
ントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００２３】
　（９）また、本発明の移動局装置は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置において、前記基地局装置において、前記制御情報が配置される候補である、共
通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリン
ク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領
域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制
御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、前記共通探索
領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送信されたとして、前記
制御情報の受信処理を行なうことを特徴とする。
【００２４】
　（１０）また、本発明の移動局装置において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩ
でスクランブルされることを特徴とする。
【００２５】
　（１１）また、本発明の移動局装置は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリ
アを用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数
のコンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポー
ネントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００２６】
　（１２）また、本発明の移動局装置は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリ
アを用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポー
ネントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００２７】
　（１３）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置
に用いられる無線通信方法において、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領
域の物理下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チ
ャネル候補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理
下りリンク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネ
ル候補とが同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物
理下りリンク制御チャネル候補にのみ前記制御情報を配置して送信することを特徴とする
。
【００２８】
　（１４）また、本発明の無線通信方法において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉでスクランブルされることを特徴とする。
【００２９】
　（１５）また、本発明の無線通信方法は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャ
リアを用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複
数のコンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポ
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ーネントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００３０】
　（１６）また、本発明の無線通信方法は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャ
リアを用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポ
ーネントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００３１】
　（１７）また、本発明の無線通信方法は、基地局装置から送信される制御情報を受信す
る移動局装置に用いられる無線通信方法において、前記基地局装置において、前記制御情
報が配置される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と移動局装
置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイロードサイズ
が同じであり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記移動局装置固
有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル要素から構成
される場合には、前記共通探索領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用いて前記制御
情報が送信されたとして、前記制御情報の受信処理を行なうことを特徴とする。
【００３２】
　（１８）また、無線通信方法において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩでスク
ランブルされることを特徴とする。
【００３３】
　（１９）また、本発明の無線通信方法は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャ
リアを用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複
数のコンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポ
ーネントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００３４】
　（２０）また、本発明の無線通信方法は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャ
リアを用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポ
ーネントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００３５】
　（２１）また、本発明の集積回路は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用
いられる集積回路において、前記制御情報が配置される候補である、共通探索領域の物理
下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候
補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じであり、前記共通探索領域の物理下りリン
ク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と
が同じ番号の制御チャネル要素から構成される場合には、前記共通探索領域の物理下りリ
ンク制御チャネル候補にのみ前記制御情報を配置して送信することを特徴とする。
【００３６】
　（２２）また、本発明の集積回路において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩで
スクランブルされることを特徴とする。
【００３７】
　（２３）また、本発明の集積回路は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数の
コンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネ
ントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００３８】
　（２４）また、本発明の集積回路は、前記移動局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネ
ントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００３９】
　（２５）また、本発明の集積回路は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置に用いられる集積回路において、前記基地局装置において、前記制御情報が配置
される候補である、共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と移動局装置固有探
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索領域の物理下りリンク制御チャネル候補の夫々の制御情報のペイロードサイズが同じで
あり、前記共通探索領域の物理下りリンク制御チャネル候補と前記移動局装置固有探索領
域の物理下りリンク制御チャネル候補とが同じ番号の制御チャネル要素から構成される場
合には、前記共通探索領域でのみ物理下りリンク制御チャネルを用いて前記制御情報が送
信されたとして、前記制御情報の受信処理を行なうことを特徴とする。
【００４０】
　（２６）また、本発明の集積回路において、前記制御情報のＣＲＣは、Ｃ－ＲＮＴＩで
スクランブルされることを特徴とする。
【００４１】
　（２７）また、本発明の集積回路は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記移動局装置固有探索領域に配置され得る制御情報には、前記複数の
コンポーネントキャリアのうち、前記物理下りリンク制御チャネルが対応するコンポーネ
ントキャリアを示す情報が含まれることを特徴とする。
【００４２】
　（２８）また、本発明の集積回路は、前記基地局装置と複数のコンポーネントキャリア
を用いて通信し、前記共通探索領域と前記移動局装置固有探索領域は、同一のコンポーネ
ントキャリアに構成されることを特徴とする。
【００４３】
　（２９）また、本発明の無線通信システムは、移動局装置と、前記移動局装置に制御情
報を送信する基地局装置を有する無線通信システムにおいて、前記基地局装置と前記移動
局装置は、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ候補
を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通
探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣ
Ｈ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域
を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする。
【００４４】
　（３０）また、本発明の基地局装置は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に
おいて、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ候補を
構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探
索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ
候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を
、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする。
【００４５】
　（３１）また、本発明の移動局装置は、基地局装置から送信される制御情報を受信する
移動局装置において、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤ
ＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領
域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し
、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固
有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴とする。
【００４６】
　（３２）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置
に用いられる無線通信方法において、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素か
ら構成するステップと、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域
と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた
制御チャネル要素から構成するステップと、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素
の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構
成するステップと、を有することを特徴とする。
【００４７】
　（３３）また、本発明の無線通信方法は、基地局装置から送信される制御情報を受信す
る移動局装置に用いられる無線通信方法において、共通探索領域を予め決められた制御チ
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ャネル要素から構成するステップと、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が
共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル
要素を除いた制御チャネル要素から構成するステップと、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御
チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネ
ル要素から構成するステップと、を有することを特徴とする。
【００４８】
　（３４）また、本発明の集積回路は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用
いられる集積回路において、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成す
る機能と、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局
装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル
要素から構成する機能と、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領
域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する機能と、を
有することを特徴とする。
【００４９】
　（３５）また、本発明の集積回路は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置に用いられる集積回路において、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要
素から構成する機能と、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域
と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた
制御チャネル要素から構成する機能と、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数
が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成す
る機能と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００５０】
　この発明によれば、移動局装置がＤＣＩフォーマットの種類を識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。
【図２】本発明の周波数帯域集約処理の一例を示す図である。
【図３】本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。
【図４】本発明の探索領域の一例を示す概略図である。
【図５】本発明の下りリンク制御情報の符号化方法および配置方法を示す概略図である。
【図６】本発明の移動局装置１と基地局装置３の動作の一例を示すフローチャート図であ
る。
【図７】本発明の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図８】本発明の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る探索領域の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第１の実施形態について詳しく説明する。
【００５３】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。図１におい
て、無線通信システムは、移動局装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。図１
は、基地局装置３から移動局装置１Ａ～１Ｃへの無線通信（下りリンク）では、同期チャ
ネル（Synchronization Channel: SCH）、下りリンクパイロットチャネル（または、「下
りリンク参照信号（Downlink Reference Signal: DL RS）」とも称する。）、物理報知チ
ャネル（Physical Broadcast Channel: PBCH）、物理下りリンク制御チャネル（Physical
 Downlink Control Channel: PDCCH）、物理下りリンク共用チャネル（Physical Downlin
k Shared Channel: PDSCH）、物理マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channe
l: PMCH）、物理制御フォーマットインディケータチャネル（Physical Control Format I
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ndicator Channel: PCFICH）、物理ＨＡＲＱインディケータチャネル（Physical Hybrid 
ARQ Indicator Channel: PHICH）が割り当てられることを示す。
【００５４】
　また、図１は、移動局装置１Ａ～１Ｃから基地局装置３への無線通信（上りリンク）で
は、上りリンクパイロットチャネル（または、「上りリンク参照信号（Uplink Reference
 Signal: UL RS)」とも称する。）、物理上りリンク制御チャネル（Physical Uplink Con
trol Channel: PUCCH）、物理上りリンク共用チャネル（Physical Uplink Shared Channe
l: PUSCH）、物理ランダムアクセスチャネル（Physical Random Access Channel: PRACH
）が割り当てられることを示す。以下、移動局装置１Ａ～１Ｃを移動局装置１という。
【００５５】
　図２は、本発明の周波数帯域集約処理の一例を示す図である。図２において、横軸は周
波数領域、縦軸は時間領域を示す。図２に示すように、下りリンクのサブフレームＤ１は
、２０ＭＨｚの帯域幅を持った３つの下りリンクコンポーネントキャリア（DL CC-1; Dow
nlink Component Carrier-1、DL CC-2、DL CC-3、DL CC-4）のサブフレームによって構成
されている。この下りリンクコンポーネントキャリアのサブフレーム各々には、格子状の
線でハッチングした領域が示すＰＤＣＣＨが配置される領域と、ハッチングをしない領域
が示すＰＤＳＣＨが配置される領域が時間多重される。例えば、基地局装置３は、ある下
りリンクのサブフレームにおいて、３つの下りリンクコンポーネントキャリアのうち１つ
または複数の下りリンクコンポーネントキャリアのＰＤＳＣＨに信号を配置して、移動局
装置１へ送信する。
【００５６】
　一方、上りリンクのサブフレームＵ１は、２０ＭＨｚの帯域幅を持った３つのコンポー
ネントキャリア（UL CC-1; Uplink Component Carrier-1、UL CC-2、UL CC-3）によって
構成されている。この上りリンクコンポーネントキャリアのサブフレーム各々には、斜め
の格子状の線でハッチングした領域が示すＰＵＣＣＨが配置される領域と、左斜線でハッ
チングした領域が示すＰＵＳＣＨが配置される領域とが配置される領域が周波数多重され
る。例えば、移動局装置１は、ある上りリンクのサブフレームにおいて、３つの上りリン
クコンポーネントキャリアのうち１つまたは複数の上りリンクコンポーネントキャリアの
ＰＵＳＣＨに信号を配置して、基地局装置３へ送信する。
【００５７】
　図３は、本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図３は
、ある下りリンクコンポーネントキャリアにおける無線フレームの構成を示す。図３にお
いて、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図３に示すように、下りリンクコンポ
ーネントキャリアの無線フレームは、複数の下りリンクの物理リソースブロック（Physic
al Resource Block; PRB）ペア（例えば、図３の破線で囲まれた領域）から構成されてい
る。この下りリンクの物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位
であり、予め決められた幅の周波数帯（PRB帯域幅；１８０kHz）および時間帯（２個のス
ロット＝１個のサブフレーム；１ms）からなる。
【００５８】
　１個の下りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する２個の下りリン
クの物理リソースブロック（PRB帯域幅×スロット）から構成される。１個の下りリンク
の物理リソースブロック（図３において、太線で囲まれている単位）は、周波数領域にお
いて１２個のサブキャリア（１５kHz）から構成され、時間領域において７個のＯＦＤＭ
（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シンボル（７１μs）から構成される
。
【００５９】
　時間領域においては、７個のＯＦＤＭシンボル（７１μs）から構成されるスロット（
０．５ms）、２個のスロットから構成されるサブフレーム（１ms）、１０個のサブフレー
ムから構成される無線フレーム（１０ms）がある。周波数領域においては、下りリンクコ
ンポーネントキャリアの帯域幅に応じて複数の下りリンクの物理リソースブロックが配置
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される。尚、１個のサブキャリアと１個のＯＦＤＭシンボルから構成されるユニットを下
りリンクのリソースエレメントと称する。
【００６０】
　以下、下りリンクの無線フレーム内に割り当てられるチャネルについて説明をする。下
りリンクの各サブフレームでは、例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参
照信号が割り当てられる。まず、ＰＤＣＣＨについて説明をする。ＰＤＣＣＨはサブフレ
ームの先頭のＯＦＤＭシンボルから（図３において、左斜線でハッチングされた領域）配
置される。尚、ＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの数は１から３でありサブフレ
ーム毎に異なる。ＰＤＣＣＨには、下りリンクアサインメント（Downlink assignment、
またDownlink grantとも称する。）、上りリンクグラント（Uplink grant）などの情報フ
ォーマットで構成される、通信の制御に用いられる情報である下りリンク制御情報（Down
link Control Information: DCI）の信号が配置される。
【００６１】
　下りリンクアサインメントは、ＰＤＳＣＨに対する変調方式を示す情報、符号化方式を
示す情報、無線リソースの割り当てを示す情報、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Re
quest）に関する情報、ＴＰＣコマンドなどから構成される。また、上りリンクグラント
は、ＰＵＳＣＨに対する変調方式を示す情報、符号化方式を示す情報、無線リソースの割
り当てを示す情報、ＨＡＲＱに関する情報、ＴＰＣコマンドなどから構成される。尚、Ｈ
ＡＲＱとは、例えば、移動局装置１（基地局装置３）がデータ情報の復号の成否（Acknow
ledgement/Negative Acknowledgement: ACK/NACK）を基地局装置３（移動局装置１）に送
信し、移動局装置１（基地局装置３）が誤りによりデータ情報を復号できない（NACK）場
合に基地局装置３（移動局装置１）が信号を再送し、移動局装置１（基地局装置３）が再
度受信した信号とすでに受信した信号との合成信号に対して復号処理を行なう技術である
。
【００６２】
　次に、ＰＤＳＣＨについて説明をする。ＰＤＳＣＨはサブフレームのＰＤＣＣＨが配置
されるＯＦＤＭシンボル以外のＯＦＤＭシンボル（図２において、ハッチングされない領
域）に配置される。ＰＤＳＣＨには、データ情報（トランスポートブロック: Transport 
Block）の信号が配置される。ＰＤＳＣＨの無線リソースは、下りリンクアサインメント
を用いて割り当てられる。ＰＤＳＣＨの無線リソースは、時間領域において、このＰＤＳ
ＣＨの割り当てに用いられた下りリンクアサインメントを含むＰＤＣＣＨと同一の下りリ
ンクのサブフレームに配置され、周波数領域において、このＰＤＳＣＨの割り当てに用い
られた下りリンクアサインメントを含むＰＤＣＣＨと同じ下りリンクコンポーネントキャ
リアおよび異なる下りリンクコンポーネントキャリアに配置される。
【００６３】
　ＰＤＣＣＨには、下りリンクアサインメントがいずれの下りリンクコンポーネントキャ
リアで送信されるＰＤＳＣＨに対応するか、または上りリンクグラントがいずれの上りリ
ンクコンポーネントキャリアで送信されるＰＵＳＣＨ対応するかを示す情報（以下、「キ
ャリアインディケータ（carrier indicator）」と称する。）が含まれる。下りリンクア
サインメントにキャリアインディケータが含まれない場合、下りリンクアサインメントは
、下りリンクアサインメントが送信されたのと同じ下りリンクコンポーネントキャリアの
ＰＤＳＣＨに対応する。上りリンクグラントにキャリアインディケータが含まれない場合
、上りリンクグラントは、上りリンクグラントが送信されたのと同じ下りリンクコンポー
ネントキャリアにリンクした上りリンクコンポーネントキャリアのＰＵＳＣＨに対応する
。下りリンク参照信号については、説明の簡略化のため図２において図示を省略するが、
下りリンク参照信号は周波数領域と時間領域において分散して配置される。
【００６４】
　以下、ＰＤＣＣＨについてより詳細に説明する。ＰＤＣＣＨは、１つまたは複数の制御
チャネル要素（Control Channel Element: CCE）に配置される。制御チャネル要素は、Ｐ
ＤＣＣＨが配置される領域（図３において、左斜線でハッチングされた領域）内の周波数
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領域及び時間領域において分散している複数の下りリンクのリソースエレメントから構成
される。また、複数の制御チャネル要素から共通探索領域（Common Search Space）と移
動局装置固有探索領域（User Equipment specific-Search Space）が構成される。
【００６５】
　図４は、本発明の探索領域の一例を示す概略図である。図４において、横軸は制御チャ
ネル要素を識別する番号である。図４において太線で囲まれている単位は、複数の連続し
た番号の制御チャネル要素から構成される、ＰＤＣＣＨが配置される候補（以下、「ＰＤ
ＣＣＨ候補（PDCCH candidate）」と称する。）であり、図４において斜線でハッチング
されたＰＤＣＣＨ候補は、移動局装置固有探索領域のＰＤＣＣＨ候補であり、図４におい
て灰色でハッチングされたＰＤＣＣＨ候補は、共通探索領域のＰＤＣＣＨ候補である。
【００６６】
　共通探索領域は、複数の移動局装置１間で共通の領域であり、複数の移動局装置１に対
するＰＤＣＣＨおよび／または特定の移動局装置１に対するＰＤＣＣＨが配置される領域
である。また、共通探索領域は、予め定められた制御チャネル要素から構成され、図４に
おいては、０番から１５番の制御チャネル要素から共通探索領域が構成される。移動局装
置固有探索領域は、特定の移動局装置１に対するＰＤＣＣＨが配置される領域であり、移
動局装置１毎に構成される領域である。
【００６７】
　共通探索領域と移動局装置固有探索領域は、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要
素の数毎に異なる共通探索領域と移動局装置固有探索領域が構成される。図４では、１つ
の制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補と、２つの制御チャネル要素から構成
されるＰＤＣＣＨ候補と、４つの制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補と、８
つの制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補毎に異なる４つの移動局装置固有探
索領域があり、４つの制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補と、８つの制御チ
ャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補毎に異なる２つの共通探索領域がある。
【００６８】
　尚、共通探索領域と移動局装置固有探索領域を構成する制御チャネル要素の一部または
ＰＤＣＣＨ候補の一部または全部が重複してもよいし、異なる共通探索領域の一部または
全部が重複してもよく、同じ移動局装置１に対する異なる移動局装置固有探索領域の一部
または全部が重複してもよく、異なる移動局装置１に対する移動局装置固有探索領域の一
部または全部が重複してもよい。
【００６９】
　尚、基地局装置３は、共通探索領域を下りリンクコンポーネントキャリア毎に構成する
。また、基地局装置３は、移動局装置１毎に共通探索領域を監視する１つまたは複数の下
りリンクコンポーネントキャリアを割り当て、当該割り当てた下りリンクコンポーネント
キャリアを移動局装置に通知してもよい。尚、基地局装置３は、移動局装置固有探索領域
を構成する１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアを移動局装置毎に割り当
て、当該割り当てた下りリンクコンポーネントキャリアを移動局装置に通知してもよい。
【００７０】
　下りリンクアサインメント、および上りリンクグラントなどの下りリンク制御情報には
複数のフォーマットが用意される。下りリンク制御情報のフォーマットをＤＣＩフォーマ
ット（DCI format）と呼ぶ。例えば、上りリンクグラントのＤＣＩフォーマットは、移動
局装置１がＰＵＳＣＨを１つの送信アンテナポートで送信する場合に用いるＤＣＩフォー
マット０、移動局装置１がＰＵＳＣＨをＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）Ｓ
Ｍ（Spatial Multiplexing）で送信する場合に用いるＤＣＩフォーマット０Ａなどが用意
される。
【００７１】
　また、下りリンクグラントのＤＣＩフォーマットは、基地局装置３がＰＤＳＣＨを１つ
の送信アンテナポートまたは複数の送信アンテナポートで送信ダイバーシチ方式を用いて
送信する場合に用いるＤＣＩフォーマット１およびＤＣＩフォーマットよりもビット数の
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少ないＤＣＩフォーマット１Ａ（１つのトランスポートブロックに関連する情報を含むＤ
ＣＩフォーマット）およびページング情報などの無線リソース割り当てに用いられるＤＣ
Ｉフォーマット１Ａよりも更にビット数の少ないＤＣＩフォーマット１Ｃ、基地局装置が
ＰＤＳＣＨをＭＩＭＯ　ＳＭで送信する場合に用いるＤＣＩフォーマット２（１つまたは
複数のトランスポートブロックに関連する情報を含むＤＣＩフォーマット）などが用意さ
れる。ＤＣＩフォーマット１およびＤＣＩフォーマット１ＡおよびＤＣＩフォーマット１
ＣおよびＤＣＩフォーマット２のビット数は、ＤＣＩフォーマットそれぞれが対応する下
りリンクコンポーネントキャリアに含まれる物理リソースブロック数によって変わり、Ｄ
ＣＩフォーマット０およびＤＣＩフォーマット０Ａのビット数は、ＤＣＩフォーマットそ
れぞれが対応する上りリンクコンポーネントキャリアに含まれる物理リソースブロック数
によって変わる。
【００７２】
　ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａは、ビット数の少ないほうにビットを
挿入することで、この２つのＤＣＩフォーマットのサイズを同じにし、フォーマットを識
別するためのフラグを含める。ビットを挿入してＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマ
ット１Ａのビットサイズを同じにしたものをＤＣＩフォーマット０／１Ａと呼ぶ。
【００７３】
　ＤＣＩフォーマット１Ｃは、共通探索領域にのみ配置することができる。キャリアイン
ディケータを含まないＤＣＩフォーマット０／１Ａは、共通探索領域と移動局装置固有探
索領域の両方に配置することができる。キャリアインディケータを含むＤＣＩフォーマッ
ト０／１Ａは移動局装置固有探索領域にのみ配置することができる。ＤＣＩフォーマット
０ＡおよびＤＣＩフォーマット２はキャリアインディケータを含む場合と含まない場合の
両方とも、移動局装置固有探索領域にのみ配置することができる。
【００７４】
　図５は、本発明の下りリンク制御情報の符号化方法および配置方法を示す概略図である
。まず基地局装置３は、下りリンク制御情報を基に生成した巡回冗長検査（Cyclic Redun
dancy Check: CRC）符号をＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identity）でスクランブ
ル（scramble）した系列を下りリンク制御情報に付加する。移動局装置１は、巡回冗長検
査符号がいずれのＲＮＴＩでスクランブルされているかによって下りリンク制御情報の解
釈を変更する。例えば、移動局装置１は、自装置が基地局装置３から割り当てられたＣ－
ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary Identity）で巡回冗長検査符号がスクランブ
ルされていた場合、下りリンク制御情報が自装置宛の無線リソースを示すものだと判断す
る。以下、下りリンク制御情報にＲＮＴＩでスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加
されていることを、単に下りリンク制御情報にＲＮＴＩが含まれている、またはＰＤＣＣ
ＨにＲＮＴＩが含まれていると表現する。
【００７５】
　次に基地局装置３は、下りリンク制御情報を、符号化した下りリンク制御情報を配置す
るＰＤＣＣＨ候補のビット数に合わせて符号化し、共通探索領域または移動局装置固有探
索領域のＰＤＣＣＨ候補に配置する。尚、基地局装置３は、同じビット数のＤＣＩフォー
マットは同じ符号化を行い、異なるビット数のＤＣＩフォーマットは異なる符号化を行な
う。つまり、ＤＣＩフォーマットのビット数（または、「ペイロードサイズ（payload si
ze）」とも称する。）によって基地局装置３がＤＣＩフォーマットに適用する符号化方式
が異なるため、ＤＣＩフォーマットのビット数によって移動局装置１におけるＤＣＩフォ
ーマットの復号化の方法が異なる。したがって、移動局装置１はＤＣＩフォーマットのビ
ット数、または復号化の方法の違いからＤＣＩフォーマットの種類を判別することができ
る。ＤＣＩフォーマットのビット数が同じ場合、ＤＣＩフォーマットにＤＣＩフォーマッ
トの種類を判別するための情報が含まれる、またはＤＣＩフォーマットの種類に対応した
ＲＮＴＩでスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加されるなどの方法を用いて、移動
局装置１がＤＣＩフォーマットの種類を判別できるようにする。
【００７６】
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　移動局装置１は、共通探索領域および移動局装置固有探索領域においてＰＤＣＣＨが配
置される候補全てをデコード処理し、巡回冗長検査符号をＲＮＴＩでスクランブルした系
列を更にＲＮＴＩでデスクランブル（descramble）し、デスクランブルした巡回冗長検査
符号で誤りがないことを検出した場合にＰＤＣＣＨの取得に成功したと判断する。この処
理をブラインドデコーディング（blind decoding）と呼ぶ。
【００７７】
　基地局装置３はページング情報およびシステム情報の更新情報のスケジューリングに使
用されるＰ－ＲＮＴＩ（Paging- Radio Network Temporary Identity）を含むＰＤＣＣＨ
、およびシステム情報のスケジューリングに使用されるＳＩ－ＲＮＴＩ（System Informa
tion-Radio Network Temporary Identity）を含むＰＤＣＣＨ、およびランダムアクセス
応答のスケジューリングに使用されるＲＡ－ＲＮＴＩ（Random Access- Radio Network T
emporary Identity）を含むＰＤＣＣＨを共通探索領域に配置し、移動局装置１は共通探
索領域でＰ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨ、およびＳＩ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨ、およ
びＲＡ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨをブラインドデコーディングする。Ｐ－ＲＮＴＩ、Ｓ
Ｉ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩはＤＣＩフォーマット１ＣとＤＣＩフォーマット１Ａにの
み含まれる。
【００７８】
　基地局装置３は、Ｃ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨを共通探索領域またはＣ－ＲＮＴＩを
割り当てた移動局装置１の移動局装置固有探索領域に配置し、移動局装置１は共通探索領
域と移動局装置固有探索領域でＣ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨをブラインドデコーディン
グする。具体的に基地局装置は、Ｃ－ＲＮＴＩを含みキャリアインディケータを含まない
ＤＣＩフォーマット０／１Ａを共通探索領域またはＣ－ＲＮＴＩを割り当てた移動局装置
１の移動局装置固有探索領域に配置し、Ｃ－ＲＮＴＩを含みキャリアインディケータを含
むＤＣＩフォーマット０／１ＡおよびＣ－ＲＮＴＩを含むＤＣＩフォーマット０Ａおよび
Ｃ－ＲＮＴＩを含むＤＣＩフォーマット２をＣ－ＲＮＴＩを割り当てた移動局装置１の移
動局装置固有探索領域に配置する。
【００７９】
　尚、基地局装置３は、移動局装置１毎に移動局装置１がブラインドデコーディングする
ＤＣＩフォーマットの種類および移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマッ
トにキャリアインディケータが含まれるかを下りリンクコンポーネントキャリア毎に指示
することができる。
【００８０】
　図６は、本発明の移動局装置１と基地局装置３の動作の一例を示すフローチャート図で
ある。図６は、ＤＣＩフォーマットのビット数を計算する方法を説明するためのフローチ
ャート図であり、移動局装置１と基地局装置３は同じ方法でＤＣＩフォーマットのビット
数を計算する。処理が開始されると、移動局装置１と基地局装置３は、下りリンクコンポ
ーネントキャリアに含まれる物理リソースブロック数、上りリンクコンポーネントキャリ
アに含まれる物理リソースブロック数、ＤＣＩフォーマットにキャリアインディケータが
含まれるかなどに基づいて、ＤＣＩフォーマットの無線リソースの割り当てを示すフィー
ルドなどのビット数を計算し、ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨの無線リソースの割り当てを
示すＤＣＩフォーマットのビット数を計算する。（ステップＳ１００）。
【００８１】
　移動局装置１と基地局装置３は、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複してい
る領域にＤＣＩフォーマットが配置されるかを判定する（ステップＳ１０１）。尚、共通
探索領域と移動局装置固有探索領域が重複するとは、図４の８番から１５番の制御チャネ
ル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補のように、同じ制御チャネル要素の番号から構成さ
れるＰＤＣＣＨ候補が共通探索領域と移動局装置固有探索領域の両方に含まれることを言
う。ステップＳ１０１において、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複している
領域にＤＣＩフォーマットが配置されない場合、移動局装置１と基地局装置３は、ＤＣＩ
フォーマットのビット数の計算に係る処理を終了する。
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【００８２】
　ステップＳ１０１において、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複している領
域にＤＣＩフォーマットが配置される場合、移動局装置１と基地局装置３は、ステップＳ
１００で計算したＤＣＩフォーマットそれぞれのビット数を比較する（ステップＳ１０２
）。ステップＳ１０２において、ステップＳ１００で計算したＤＣＩフォーマットそれぞ
れのビット数が全て異なる場合、移動局装置１と基地局装置３は、ＤＣＩフォーマットの
ビット数の計算に係る処理を終了する。つまり、同じＤＣＩフォーマットでも、共通探索
領域と移動局装置固有探索領域が重複している領域に配置されるか、重複しない領域に配
置されるかで、ビットを挿入されるかを切り替える。
【００８３】
　ステップＳ１０２において、ステップＳ１００で計算したＤＣＩフォーマットそれぞれ
のビット数が同じであり、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複する領域に配置
するＤＣＩフォーマットがある場合、移動局装置１と基地局装置３は、どちらかのＤＣＩ
フォーマットに１ビットを挿入し（ステップＳ１０３）、ステップＳ１０２に戻りビット
を挿入したＤＣＩフォーマットと他のＤＣＩフォーマットのビット数を再度比較する。尚
、ステップＳ１０３で、どちらのＤＣＩフォーマットにビットを挿入するかは予め決めて
おく。つまり、ビットを挿入するＤＣＩフォーマットの優先順位を決めておく。
【００８４】
　例えば、移動局装置１と基地局装置３がステップＳ１００にて計算したキャリアインデ
ィケータを含まないＤＣＩフォーマット０／１Ａのビット数が４０ビット、キャリアイン
ディケータを含むＤＣＩフォーマット０／１Ａのビット数が４０ビット、キャリアインデ
ィケータを含むＤＣＩフォーマット２のビット数が４０ビットだとする。キャリアインデ
ィケータを含むＤＣＩフォーマット０／１Ａが対応する下りリンクコンポーネントキャリ
アおよび上りリンクコンポーネントキャリアに含まれる物理リソースブロックが、キャリ
アインディケータを含まないＤＣＩフォーマット０／１Ａが対応する下りリンクコンポー
ネントキャリアおよび上りリンクコンポーネントキャリアに含まれる物理リソースブロッ
クよりも少ない場合、キャリアインディケータを含まないＤＣＩフォーマット０／１Ａの
ビット数（情報ビット数）と、キャリアインディケータを含むＤＣＩフォーマット０／１
Ａのビット数（情報ビット数）が同じになることがある。
【００８５】
　ステップＳ１０３において、ビットを挿入する順番は、共通探索領域に配置するＤＣＩ
フォーマット０／１Ａ、移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマット０／１Ａ
、移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマット２の順番であり、移動局装置１
と基地局装置３はこの順番を記憶しておく。ステップＳ１０１で、共通探索領域と移動局
装置固有探索領域が重複する領域にＤＣＩフォーマットそれぞれが配置されない場合は、
移動局装置１と基地局装置３は、ステップＳ１００で計算したＤＣＩフォーマットそれぞ
れのビット数をそのまま使う。
【００８６】
　ステップＳ１０２にて、共通探索領域に配置するキャリアインディケータを含まないＤ
ＣＩフォーマット０／１Ａと移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインディケータ
を含むＤＣＩフォーマット０／１Ａのビット数それぞれが４０ビットで同じなので、移動
局装置１と基地局装置３は、移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインディケータ
を含むＤＣＩフォーマット０／１Ａに１ビットを挿入し、ビット数を４１ビットにし、ス
テップＳ１０３に戻る。
【００８７】
　ステップＳ１０３に戻ったら、共通探索領域に配置するキャリアインディケータを含む
ＤＣＩフォーマット０／１Ａと移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマット２
のビット数それぞれが４０ビットで同じなので、移動局装置１と基地局装置３は、移動局
装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマット２に１ビットを挿入し、ビット数を４１
ビットにし、ステップＳ１０３に戻る。
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【００８８】
　ステップＳ１０３に戻ったら、移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインディケ
ータを含むＤＣＩフォーマット０／１Ａと、移動局装置固有探索領域に配置するキャリア
インディケータを含むＤＣＩフォーマット２それぞれのビット数が４１ビットで同じなの
で、移動局装置１と基地局装置３は、移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインデ
ィケータを含むＤＣＩフォーマット２に１ビットを挿入し、ビット数を４２ビットにし、
ステップＳ１０３に戻る。
【００８９】
　上記ステップの後、キャリアインディケータを含まないＤＣＩフォーマット０／１Ａの
ビット数が４０ビット（第２ペイロードサイズ）、キャリアインディケータを含むＤＣＩ
フォーマット０／１Ａのビット数が４１ビット（第１ペイロードサイズ）、キャリアイン
ディケータを含むＤＣＩフォーマット２のビット数が４２ビット（第１ペイロードサイズ
）になり、ＤＣＩフォーマットそれぞれのビット数が同じではなくなるので、移動局装置
１と基地局装置３は、ＤＣＩフォーマットのビット数の計算に係る処理を終了する。
【００９０】
　このように、共通探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットよりも、移動局装置固有探
索領域に配置されるＤＣＩフォーマットおよび／またはキャリアインディケータを含むＤ
ＣＩフォーマットに優先的にビットを挿入することで、共通探索領域に配置されるＤＣＩ
フォーマットにビットが挿入されないようにすることで、共通探索領域に配置されるＤＣ
Ｉフォーマットのビット数を移動局装置間で同じにすることができる。
【００９１】
　尚、移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインディケータを含むＤＣＩフォーマ
ット０／１Ａと、移動局装置固有探索領域に配置するキャリアインディケータを含むＤＣ
Ｉフォーマット２それぞれのキャリアインディケータが示す値が異なる場合は、キャリア
インディケータが示す値からＤＣＩフォーマットを識別することができるため、移動局装
置固有探索領域に配置するキャリアインディケータを含むＤＣＩフォーマット２にビット
を挿入しない。つまり、移動局装置１と基地局装置３は、同じビット数の２つのＤＣＩフ
ォーマットそれぞれに含まれるキャリアインディケータが示す値が同じか異なるかによっ
て、ビットを挿入するかしないか決定する。
【００９２】
　基地局装置３は、図６のフローチャート図に従って計算したＤＣＩフォーマットのビッ
ト数のＤＣＩフォーマットを生成し、符号化および変調をし、ＰＤＣＣＨで送信する。移
動局装置１は、図６のフローチャート図に従って計算したＤＣＩフォーマットのビット数
のＤＣＩフォーマットをブラインドデコーディングする。尚、移動局装置１と基地局装置
３は、図６のフローチャート図に従ってサブフレーム毎にＤＣＩフォーマットのビット数
を計算してもよいし、予め様々なＤＣＩフォーマットの組み合わせに対して計算したビッ
ト数を記憶しておいてもよい。
【００９３】
　尚、図６のフローチャートにおいて、ステップＳ１０１を省略してもよい。ステップＳ
１０１を省略することで、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複しているかいな
いかによらず、共通探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットと、移動局装置固有探索領
域に配置されるＤＣＩフォーマットのビット数が同じ場合、移動局装置固有探索領域に配
置されるＤＣＩフォーマットにビットが挿入される。これにより、共通探索領域と重複し
ていない移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマットにも不要なビットが挿入
されることになるが、移動局装置１と基地局装置３の装置構成を簡略化することができる
。
【００９４】
　図７は、本発明の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
基地局装置３は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７、チ
ャネル測定部１０９、および、送受信アンテナ１１１、を含んで構成される。また、上位
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層処理部１０１は、無線リソース制御部１０１１、スケジューリング部１０１３と下りリ
ンク制御情報生成部１０１５を含んで構成される。また、受信部１０５は、復号化部１０
５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５と無線受信部１０５７を含んで構成される。
また、送信部１０７は、符号化部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信
部１０７７と下りリンク参照信号生成部１０７９を含んで構成される。
【００９５】
　上位層処理部１０１は、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Pr
otocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御
（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行う。また、上位層処理部１０１はスケジ
ューリング部１０１３などがスケジューリング結果などに基づき、受信部１０５、および
送信部１０７の制御を行うために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。上位層処
理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨに配置する
情報を生成、又は上位ノードから取得し、送信部１０７に出力する。また、無線リソース
制御部１０１１は、移動局装置１各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソー
ス制御部１０１１は、移動局装置１にＣ－ＲＮＴＩを割り当てるなどＲＮＴＩの管理を行
なう。
【００９６】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング部１０１３は、移動局装置１からＰＵＣ
ＣＨで通知された上りリンク制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、チャネル品質情報、スケジュ
ーリング要求）、および移動局装置１から通知されたバッファの状況や無線リソース制御
部１０１１が設定した移動局装置１各々の各種設定情報に基づき、無線リソースの割り当
て、符号化方式の設定、変調方式の設定などのスケジューリングを行なう。スケジューリ
ング部１０１３は、上りリンクの無線リソースの中から、特定の移動局装置１がＰＵＳＣ
Ｈを配置する無線リソースを割り当てる。スケジューリング部１０１３は、特定の移動局
装置１に対してＰＵＳＣＨを配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネル測定部１
０９から入力された上りリンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質の良い無線リソ
ースを優先的に割り当てる。
【００９７】
　また、スケジューリング部１０１３は、下りリンクの無線リソースの中から、ＰＤＳＣ
Ｈを配置する無線リソースを決定する。スケジューリング部１０１３は、当該無線リソー
スの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成するよう下りリンク制御情報生成部１０１
５に制御情報を出力する。また、スケジューリング部１０１３は、共通探索領域または移
動局装置固有探索領域の中から下りリンク制御情報生成部１０１５が生成した下りリンク
制御情報を配置するＰＤＣＣＨ候補を共通探索領域または移動局装置固有探索領域の中か
ら割り当てる。スケジューリング部１０１３は、Ｃ－ＲＮＴＩを含む下りリンク制御情報
を配置するＰＤＣＣＨ候補を、Ｃ－ＲＮＴＩを割り当てた移動局装置１の移動局装置固有
探索領域と共通探索領域の中から選択する。
【００９８】
　上位層処理部１０１が備える下りリンク制御情報生成部１０１５は、スケジューリング
部１０１３から入力された制御情報に基づいて、上りリンクまたは下りリンクの無線リソ
ースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成する。下りリンク制御情報生成部１０１
５は、図６のフローチャート図に従って、下りリンク制御情報にビットを挿入する。次に
、下りリンク制御情報生成部１０１５は、生成した下りリンク制御情報から巡回冗長検査
符号を生成し、生成した巡回冗長検査符号をＲＮＴＩでスクランブルし、下りリンク制御
情報に付加する。下りリンク制御情報生成部１０１５は、下りリンク制御情報が特定の移
動局装置１に対する無線リソースの割り当てを示すものである場合、巡回冗長検査符号を
当該移動局装置１に割り当てたＣ－ＲＮＴＩでスクランブルする。
【００９９】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号を
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受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制御
を行う。
【０１００】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１１
１を介して移動局装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上
位層処理部１０１に出力する。無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１１１を介して受
信した上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）、
不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、
受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナロ
グ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号か
らガードインターバル（Guard Interval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部１
０５７は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier
 Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部１０５５に出力する。
【０１０１】
　多重分離部１０５５は、無線受信部１０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置３が
スケジューリング部１０１３で決定し、各移動局装置１に通知した無線リソースの割り当
て情報に基づいて行われる。また、多重分離部１０５５は、チャネル測定部１０９から入
力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの伝搬路の補償を行なう。また、
多重分離部１０５５は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部１０９に出力する
。
【０１０２】
　復調部１０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、２位相偏移変調（Binary Phase Shift Keying: BPSK）、４相位相偏移変
調（Quadrature Phase Shift Keying: QPSK）、１６値直交振幅変調（16Quadrature Ampl
itude Modulation: 16QAM）、６４値直交振幅変調（64Quadrature Amplitude Modulation
: 64QAM）等の予め定められた、または基地局装置３が移動局装置１各々に下りリンク制
御情報で予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
【０１０３】
　復号化部１０５１は、復調したＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定めら
れた符号化方式の、予め定められた、又は基地局装置３が移動局装置１に上りリンクグラ
ントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、上りリンク制御情
報を上位層処理部１０１へ出力する。チャネル測定部１０９は、多重分離部１０５５から
入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重
分離部１０５５および上位層処理部１０１に出力する。
【０１０４】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力されたデータ情報、下りリンク制御情報を符号化
、および変調し、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参照信号を多重して、送受
信アンテナ１１１を介して移動局装置１に信号を送信する。
【０１０５】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された下りリンク制御情報、および
データ情報を、ターボ符号化、畳込み符号化、ブロック符号化等の予め定められた、また
はスケジューリング部１０１３が決定した符号化を行う。変調部１０７３は、符号化部１
０７１から入力された符号化ビットをＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の予め定めら
れた、またはスケジューリング部１０１３が決定した変調方式で変調する。下りリンク参
照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するためのセル識別子（Cell ID）などを
基に予め定められた規則で求まる、移動局装置１が既知の系列を下りリンク参照信号とし
て生成する。多重部１０７５は、変調した各チャネルと生成した下りリンク参照信号を多



(22) JP 4862086 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

重する。
【０１０６】
　無線送信部１０７７は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換（Inverse Fast F
ourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調されたＯＦＤ
Ｍシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベ
ースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同
相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中
間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余分な周
波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１１１に出力して送信する。
【０１０７】
　図８は、本発明の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
移動局装置１は、上位層処理部２０１、制御部２０３、受信部２０５、送信部２０７、チ
ャネル測定部２０９、および、送受信アンテナ２１１を含んで構成される。また、上位層
処理部２０１は、無線リソース制御部２０１１、スケジューリング部２０１３とブライン
ドデコーディング制御部２０１５を含んで構成される。また、受信部２０５は、復号化部
２０５１、復調部２０５３、多重分離部２０５５と無線受信部２０５７を含んで構成され
る。また、送信部２０７は、符号化部２０７１、変調部２０７３、多重部２０７５、無線
送信部２０７７と上りリンク参照信号生成部２０７９を含んで構成される。
【０１０８】
　上位層処理部２０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、
送信部２０７に出力する。また、上位層処理部２０１は、パケットデータ統合プロトコル
層、無線リンク制御層、無線リソース制御層の処理を行う。また、上位層処理部２０１は
下りリンク制御情報などに基づき、受信部２０５、および送信部２０７の制御を行うため
に制御情報を生成し、制御部２０３に出力する。上位層処理部２０１が備える無線リソー
ス制御部２０１１は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御
部２０１１は、Ｃ－ＲＮＴＩなどのＲＮＴＩの管理を行なう。また、無線リソース制御部
２０１１は、上りリンクの各チャネルに配置する情報を生成し送信部２０７に出力する。
【０１０９】
　上位層処理部２０１が備えるブラインドデコーディング制御部２０１５は、移動局装置
１が検出すべきＤＣＩフォーマットの下りリンク制御情報を、共通探索領域および／また
は移動局装置固有探索領域においてブラインドデコーディングするよう受信部２０５の制
御を行なうための制御情報を生成し、制御部２０３に出力する。ブラインドデコーディン
グ制御部２０１５は、Ｃ－ＲＮＴＩを含むＰＤＣＣＨを共通探索領域および移動局装置固
有探索領域でブラインドデコーディングするよう受信部２０５の制御を行なうための制御
情報を生成し、制御部２０３に出力する。また、ブラインドデコーディング制御部２０１
５は、ブラインドデコーディングをするＤＣＩフォーマットのビット数を図６のフローチ
ャート図に従って、下りリンク制御情報のビットを計算する。
【０１１０】
　上位層処理部２０１が備えるスケジューリング部２０１３は、基地局装置３からＰＤＣ
ＣＨで通知された下りリンク制御情報、およびＰＤＳＣＨで通知された無線リソース制御
信号で設定された無線リソース制御部２０１１が管理する自装置の各種設定情報に基づき
、受信部２０５、および送信部２０７の制御を行うために制御情報を生成し、制御部２０
３に出力する。スケジューリング部２０１３は、受信部２０５から入力された下りリンク
アサインメントに基づいて、ＰＤＳＣＨの多重分離、復調、復号をするよう受信部２０５
の制御を行い、受信部２０５から入力された上りリンクグラントに基づいて、ＰＵＳＣＨ
の符号化、変調、多重を行なうよう送信部２０７の制御を行なうための制御情報を生成し
、制御部２０３に出力する。
【０１１１】
　制御部２０３は、上位層処理部２０１からの制御情報に基づいて、受信部２０５、およ
び送信部２０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部２０３は、生成した制御信号を
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受信部２０５、および送信部２０７に出力して受信部２０５、および送信部２０７の制御
を行う。受信部２０５は、制御部２０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテ
ナ２１１を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した
情報を上位層処理部２０１に出力する。
【０１１２】
　無線受信部２０５７は、送受信アンテナ２１１を介して受信した下りリンクの信号を、
中間周波数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適
切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基
づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受
信部２０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去
し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行い、周波数領域の
信号を抽出する。
【０１１３】
　多重分離部２０５５は、抽出した信号をＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参
照信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知された無線リ
ソースの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部２０５５は、チャネル
測定部２０９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの伝搬路の補
償を行なう。また、多重分離部２０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定
部２０９に出力する。
【０１１４】
　復調部２０５３は、ＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部
２０５１へ出力する。復号化部２０５１は、ＰＤＣＣＨのブラインドデコーディングを試
み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリン
ク制御情報に含まれていたＲＮＴＩを上位層処理部２０１に出力する。復調部２０５３は
、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通
知された変調方式の復調を行ない、復号化部２０５１へ出力する。復号化部２０５１は、
下りリンク制御情報で通知された符号化率に対する復号を行い、復号したデータ情報を上
位層処理部２０１へ出力する。
【０１１５】
　チャネル測定部２０９は、多重分離部２０５５から入力された下りリンク参照信号から
下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部２０１へ出力する。ま
た、チャネル測定部２０９は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算
出し、多重分離部２０５５へ出力する。
【０１１６】
　送信部２０７は、制御部２０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部２０１から入力されたデータ情報を符号化および変調し、ＰＵＣ
ＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ２１１
を介して基地局装置３に送信する。符号化部２０７１は、上位層処理部２０１から入力さ
れた上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行い、データ情報
を下りリンク制御情報で通知された符号化率に基づいてターボ符号化を行なう。変調部２
０７３は、符号化部２０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予
め定められた変調方式で変調する。
【０１１７】
　上りリンク参照信号生成部２０７９は、基地局装置３を識別するためのセル識別子、上
りリンク参照信号を配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求まる、基地局装置
３が既知の系列を生成する。多重部２０７５は、制御部２０３から入力された制御信号に
従って、ＰＵＳＣＨの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete
 Fourier Transform: DFT）し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参
照信号を多重する。
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【０１１８】
　無線送信部２０７７は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式
の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバル
を付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をア
ナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、
中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号
に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテ
ナ２１１に出力して送信する。
【０１１９】
　このように、本発明によれば、複数の移動局装置と、複数の移動局装置に下りリンク制
御情報をＰＤＣＣＨで送信する無線通信システムにおいて、基地局装置３は、キャリアイ
ンディケータを含まないＤＣＩフォーマットと、キャリアインディケータを含むＤＣＩフ
ォーマットそれぞれのビット数が同じ場合、キャリアインディケータを含むＤＣＩフォー
マットに１ビットを挿入し、移動局装置１は、キャリアインディケータを含むＤＣＩフォ
ーマットに１ビットが挿入されたとして復号する。
【０１２０】
　なお、本発明によれば、上記キャリアインディケータを含まないＤＣＩフォーマットと
キャリアインディケータを含むＤＣＩフォーマットは同じＤＣＩフォーマットでもよい。
また、本発明によれば、基地局装置３は、共通探索領域に配置されるＤＣＩフォーマット
と、移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットそれぞれのビット数が同じ
場合、移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットに１ビットを挿入し、移
動局装置１は、移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットに１ビットが挿
入されたとして復号する。
【０１２１】
　また、本発明によれば、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複する領域にＤＣ
Ｉフォーマットを配置する場合のみ、基地局装置３は、当該ＤＣＩフォーマットにビット
を挿入し、移動局装置１は、当該ＤＣＩフォーマットにビットが挿入されているとして復
号する。これにより、移動局装置１は、ＤＣＩフォーマットのビット数の違い、つまり復
号方法の違いから、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複する領域にＤＣＩフォ
ーマットの種類を識別することができる。
【０１２２】
　（第２の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第２の実施形態について詳しく説明する。
【０１２３】
　本発明の第２の実施形態では、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複し、共通
探索領域に配置するＤＣＩフォーマットのビット数と、移動局装置固有探索領域に配置す
るＤＣＩフォーマットのビット数が同じ場合、基地局装置３は当該領域には移動局装置固
有探索領域に配置するＤＣＩフォーマットを配置せず、移動局装置１は当該領域では共通
探索領域に配置されるＤＣＩフォーマットのみブラインドデコーディングする。
【０１２４】
　例えば、共通探索領域に４０ビットのＤＣＩフォーマット０／１Ａを配置し、移動局装
置固有探索領域に４０ビットのＤＣＩフォーマット２と４１ビットのＤＣＩフォーマット
０Ａを配置する場合、基地局装置３は、共通探索領域と移動局装置探索領域が重複した領
域には、ＤＣＩフォーマット０／１ＡとＤＣＩフォーマット０Ａを配置し、共通探索領域
に配置されるＤＣＩフォーマット０／１Ａと同じビット数のＤＣＩフォーマット２を配置
せず、移動局装置１は、共通探索領域と移動局装置探索領域が重複した領域では、ＤＣＩ
フォーマット０／１ＡとＤＣＩフォーマット０Ａをブラインドデコーディングし、共通探
索領域に配置されるＤＣＩフォーマット０／１Ａと同じビット数のＤＣＩフォーマット２
をブラインドデコーディングしない。
【０１２５】
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　本実施形態に係る無線通信システムと第１の実施形態に係る無線通信システムとを比較
すると、基地局装置３の上位層処理部１０１および移動局装置１の上位層処理部２０１が
異なる。しかし、他の構成要素が持つ構成および機能は、第１の実施形態と同じであるの
で、第１の実施形態と同じ機能についての説明は省略する。
【０１２６】
　第２の実施形態の基地局装置１の上位層処理部１０１の下りリンク制御情報生成部１０
１５は、図６のフローチャート図に基づいて、ＤＣＩフォーマットにビットを挿入しない
。また、上位層処理部１０１のスケジューリング部は、共通探索領域と移動局装置固有探
索領域が重複した領域には、共通探索領域に配置するＤＣＩフォーマットのビット数と同
じビット数の移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩフォーマットを配置しないよう、
制御部１０３を介して送信部１０７を制御する。
【０１２７】
　第２の実施形態の移動局装置３の上位層処理部２０１のブラインドデコーディング制御
部２０１５は、図６のフローチャート図に基づいて、ＤＣＩフォーマットにビットが挿入
されたとしてビット数を計算しない。また、ブラインドデコーディング制御部２０１５は
、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複した領域では、共通探索領域に配置する
ＤＣＩフォーマットのビット数と同じビット数の移動局装置固有探索領域に配置するＤＣ
Ｉフォーマットのブラインドでコーディングをしないよう、制御部２０３を介して受信部
２０７を制御する。
【０１２８】
　これにより、移動局装置１は、共通探索領域と移動局装置固有探索領域に配置されるＤ
ＣＩフォーマットの種類を識別することができる。
【０１２９】
　（第３の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第３の実施形態について詳しく説明する。
【０１３０】
　図９は、本発明の第３の実施形態に係る探索領域の一例を示す概略図である。本発明の
第３の実施形態では、移動局装置１と基地局装置３は、図９の８番から１５番の制御チャ
ネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補（図９の格子上の線でハッチングされたＰＤＣＣ
Ｈ候補）のように、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複した場合（Ｔ１００）
、移動局装置固有探索領域を構成するＰＤＣＣＨ候補を、共通探索領域と重複する移動局
装置固有探索領域のＰＤＣＣＨ候補から、共通探索領域に含まれない２４番から３１番の
制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補に変更する（Ｔ１０１）。
【０１３１】
　本実施形態に係る無線通信システムと第１の実施形態に係る無線通信システムとを比較
すると、基地局装置３の上位層処理部１０１および移動局装置１の上位層処理部２０１が
異なる。しかし、他の構成要素が持つ構成および機能は、第１の実施形態と同じであるの
で、第１の実施形態と同じ機能についての説明は省略する。
【０１３２】
　第３の実施形態の基地局装置１の上位層処理部１０１の下りリンク制御情報生成部１０
１５は、図６のフローチャート図に基づいて、ＤＣＩフォーマットにビットを挿入しない
。また、上位層処理部１０１のスケジューリング部は、共通探索領域と移動局装置固有探
索領域が重複した場合、移動局装置固有探索領域を構成するＰＤＣＣＨ候補を、共通探索
領域と重複する移動局装置固有探索領域のＰＤＣＣＨ候補から、共通探索領域に含まれな
いＰＤＣＣＨ候補に変更する。
【０１３３】
　第３の実施形態の移動局装置３の上位層処理部２０１のブラインドデコーディング制御
部２０１５は、図６のフローチャート図に基づいて、ＤＣＩフォーマットにビットが挿入
されたとしてビット数を計算しない。また、ブラインドデコーディング制御部２０１５は
、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複した場合、移動局装置固有探索領域を構
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成するＰＤＣＣＨ候補を、共通探索領域と重複する移動局装置固有探索領域のＰＤＣＣＨ
候補から、共通探索領域に含まれないＰＤＣＣＨ候補に変更する。
【０１３４】
　これにより、第１の実施形態のようにＤＣＩフォーマットにビットを挿入しなくても、
移動局装置１は、共通探索領域と移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマッ
トの種類を識別することができるため、ＰＤＣＣＨまたはＤＣＩまたはＤＣＩフォーマッ
トの符号化率を低く保つことができる。また、第２の実施形態のように、共通探索領域に
配置するＤＣＩフォーマットと同じビット数の移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩ
フォーマットを配置できるＰＤＣＣＨ候補が制限されないため、ＤＣＩフォーマットの配
置の自由度が保たれる。
【０１３５】
　以下、図面を参照しながら本発明の第３の実施形態の変形例について詳しく説明する。
【０１３６】
　本発明の第３の実施形態の変形例では、移動局装置１と基地局装置３は、図９の共通探
索領域を構成する０番から１５番の制御チャネル要素から構成されるＰＤＣＣＨ候補を、
ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ４と８の移動局装
置固有探索領域では含まないようにする。
【０１３７】
　具体的には、移動局装置固有探索領域を構成する制御チャネル要素およびＰＤＣＣＨ候
補は、移動局装置１が割り当てられたＣ－ＲＮＴＩやサブフレームを識別するための番号
などをハッシング関数に入力することで求めることができる。第３の実施形態の変形例で
は、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ４と８の移動
局装置固有探索領域を決定する際には、図９の０番から１５番を除いた１６番から４７番
の制御チャネル要素から移動局装置固有探索領域を決定し、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制
御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる１と２の移動局装置固有探索領域を決定する
際には、図９の０番から４７番の全ての制御チャネル要素から移動局装置固有探索領域を
決定する。
【０１３８】
　第３の実施形態では、全ての制御チャネル要素から移動局装置固有探索領域を決定し、
共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複した場合に、共通探索領域と移動局装置固
有探索領域が重複しないように移動局装置固有探索領域を変更するのに対し、第３の実施
形態の変形例では、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複しないように、ＰＤＣ
ＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域
を決定する際には、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要
素から移動局装置固有探索領域を決定する点が異なる。
【０１３９】
　これにより、第１の実施形態のようにＤＣＩフォーマットにビットを挿入しなくても、
移動局装置１は、共通探索領域と移動局装置固有探索領域に配置されるＤＣＩフォーマッ
トの種類を識別することができるため、ＰＤＣＣＨまたはＤＣＩまたはＤＣＩフォーマッ
トの符号化率を低く保つことができる。また、第２の実施形態のように、共通探索領域に
配置するＤＣＩフォーマットと同じビット数の移動局装置固有探索領域に配置するＤＣＩ
フォーマットを配置できるＰＤＣＣＨ候補が制限されないため、ＤＣＩフォーマットの配
置の自由度が保たれる。
【０１４０】
　本発明に関わる基地局装置３、および移動局装置１で動作するプログラムは、本発明に
関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を
制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、
これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory
）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書
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き込みが行われる。
【０１４１】
　尚、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで
実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。尚、ここで
いう「コンピュータシステム」とは、移動局装置１、又は基地局装置３に内蔵されたコン
ピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１４２】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサ
ーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間
プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の
一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステム
にすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１４３】
　また、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置１、基地局装置３の各機
能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよ
い。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現して
も良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場
合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０１４４】
　（Ａ）また、本願発明は、以下のような態様を採ることも可能である。すなわち、本発
明の無線通信システムは、移動局装置と、前記移動局装置に制御情報を送信する基地局装
置を有する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記制御情報のフォーマット
でありコンポーネントキャリアを示す情報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所
定のビット数である場合、前記第１フォーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペ
イロードサイズを決定し、前記第１ペイロードサイズの前記第１フォーマットを前記移動
局装置に送信し、前記移動局装置は、前記第１フォーマットが前記第１ペイロードサイズ
であるものとして前記第１フォーマットの受信処理を行なう。
【０１４５】
　（Ｂ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記所定のビット数は、前記制御情
報のフォーマットでありコンポーネントキャリアを示す情報を含まない第２フォーマット
のペイロードサイズのビット数である。
【０１４６】
　（Ｃ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記第１フォーマットは前記第２フ
ォーマットにコンポーネントキャリアを示す情報を含めたフォーマットである。
【０１４７】
　（Ｄ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記第２フォーマットは共通探索領
域に配置され、前記第１フォーマットは移動局装置固有探索領域に配置される。
【０１４８】
　（Ｅ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、共通探索領域と
移動局装置固有探索領域が重複する領域に前記第１フォーマットを配置する場合に、前記
第１フォーマットにビットを挿入し、前記移動局装置は、共通探索領域と移動局装置固有
探索領域が重複する領域に前記第１フォーマットが配置される場合に、前記第２フォーマ
ットにビットが挿入されているとして受信処理を行なう。
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【０１４９】
　（Ｆ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記第１フォーマットおよび前記第
２フォーマットは同じ前記移動局装置に対して送信する制御情報である。
【０１５０】
　（Ｇ）また、本発明の無線通信は、移動局装置と、前記移動局装置に制御情報を送信す
る基地局装置を有する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記制御情報のフ
ォーマットであり共通探索領域に配置される第１フォーマットのビット数と、前記制御情
報のフォーマットであり移動局装置固有探索領域に配置される第２フォーマットのビット
数が同じ場合、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複する領域には、第２フォー
マットを配置せず第１フォーマットのみ配置し、前記第１フォーマットを送信し、前記移
動局装置は、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域に配置される第１フォーマ
ットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局装置固有探索領域にのみ配
置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領域と移動局装置固有探索領
域が重複する領域では、第２フォーマットの受信処理を行わず、第１フォーマットの受信
処理のみ行う。
【０１５１】
　（Ｈ）また、本発明の無線通信システムは、移動局装置と、前記移動局装置に制御情報
を送信する基地局装置を有する無線通信システムであって、前記基地局装置と前記移動局
装置は、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ候補を
構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探
索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ
候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を
、全ての制御チャネル要素から構成する。
【０１５２】
　（Ｉ）また、本発明の基地局装置は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置であ
って、前記制御情報のフォーマットでありコンポーネントキャリアを示す情報を含めた第
１フォーマットの情報ビット数が所定のビット数である場合、前記第１フォーマットに少
なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサイズを決定し、前記第１ペイロードサイズ
の前記第１フォーマットを前記移動局装置に送信する。
【０１５３】
　（Ｊ）また、本発明の基地局装置は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置であ
って、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域に配置される第１フォーマットの
ビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局装置固有探索領域に配置される第
２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複す
る領域には、第２フォーマットを配置せず第１フォーマットのみ配置し、前記第１フォー
マットを送信する。
【０１５４】
　（Ｋ）また、本発明の基地局装置は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置であ
って、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ候補を構
成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探索
領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣＣＨ候
補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、
全ての制御チャネル要素から構成する。
【０１５５】
　（Ｌ）また、本発明の移動局装置は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置であって、前記制御情報のフォーマットでありコンポーネントキャリアを示す情
報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所定のビット数である場合、前記第１フォ
ーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサイズを決定し、前記第１フォ
ーマットが前記第１ペイロードサイズであるものとして前記第１フォーマットを受信する
。
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【０１５６】
　（Ｍ）また、本発明の移動局装置は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置であって、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域に配置される第１フ
ォーマットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局装置固有探索領域に
のみ配置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領域と移動局装置固有
探索領域が重複する領域では、第２フォーマットの受信処理を行わず、第１フォーマット
の受信処理のみ行う。
【０１５７】
　（Ｎ）また、本発明の移動局装置は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移
動局装置であって、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成し、ＰＤＣ
ＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置固有探索領域
を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素から構成し、
ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異なる移動局装置固有
探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成することを特徴としている。
【０１５８】
　（Ｏ）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に
用いられる無線通信方法であって、前記制御情報のフォーマットでありコンポーネントキ
ャリアを示す情報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所定のビット数である場合
、前記第１フォーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサイズを決定す
る手段、前記第１ペイロードサイズの前記第１フォーマットを前記移動局装置に送信する
手段を有する。
【０１５９】
　（Ｐ）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に
用いられる無線通信方法であって、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域に配
置される第１フォーマットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局装置
固有探索領域に配置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領域と移動
局装置固有探索領域が重複する領域には、第２フォーマットを配置せず第１フォーマット
のみ配置する手段、前記第１フォーマットを送信する手段を有する。
【０１６０】
　（Ｑ）また、本発明の無線通信方法は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に
用いられる無線通信方法であって、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から
構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移
動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャ
ネル要素から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索
領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する手段を有
する。
【０１６１】
　（Ｒ）また、本発明の無線通信方法は、基地局装置から送信される制御情報を受信する
移動局装置に用いられる無線通信方法であって、前記制御情報のフォーマットでありコン
ポーネントキャリアを示す情報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所定のビット
数である場合、前記第１フォーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサ
イズを決定する手段、前記第１フォーマットが前記第１ペイロードサイズであるものとし
て前記第１フォーマットを受信する手段を有する。
【０１６２】
　（Ｓ）また、本発明の無線通信方法は、基地局装置から送信される制御情報を受信する
移動局装置に用いられる無線通信方法であって、前記制御情報のフォーマットであり共通
探索領域に配置される第１フォーマットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであ
り移動局装置固有探索領域にのみ配置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共
通探索領域と移動局装置固有探索領域が重複する領域では、第２フォーマットの受信処理
を行わず、第１フォーマットの受信処理のみ行う手段を有する。



(30) JP 4862086 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【０１６３】
　（Ｔ）また、本発明の無線通信方法は、基地局装置から送信される制御情報を受信する
移動局装置に用いられる無線通信方法であって、共通探索領域を予め決められた制御チャ
ネル要素から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索
領域と同じ移動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除
いた制御チャネル要素から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の
数が共通探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成
する手段を有する。
【０１６４】
　（Ｕ）また、本発明の集積回路は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用い
られる集積回路であって、前記制御情報のフォーマットでありコンポーネントキャリアを
示す情報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所定のビット数である場合、前記第
１フォーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサイズを決定する手段、
前記第１ペイロードサイズの前記第１フォーマットを前記移動局装置に送信する手段を有
する。
【０１６５】
　（Ｖ）また、本発明の集積回路は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用い
られる集積回路であって、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域に配置される
第１フォーマットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局装置固有探索
領域に配置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領域と移動局装置固
有探索領域が重複する領域には、第２フォーマットを配置せず第１フォーマットのみ配置
する手段、前記第１フォーマットを送信する手段を有する。
【０１６６】
　（Ｗ）また、本発明の集積回路は、移動局装置に制御情報を送信する基地局装置に用い
られる集積回路であって、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素から構成する
手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同じ移動局装置
固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御チャネル要素
から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と異
なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する手段を有する。
【０１６７】
　（Ｘ）また、本発明の集積回路は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移動
局装置に用いられる集積回路であって、前記制御情報のフォーマットでありコンポーネン
トキャリアを示す情報を含めた第１フォーマットの情報ビット数が所定のビット数である
場合、前記第１フォーマットに少なくとも１ビットを挿入して第１ペイロードサイズを決
定する手段、前記第１フォーマットが前記第１ペイロードサイズであるものとして前記第
１フォーマットを受信する手段を有する。
【０１６８】
　（Ｙ）また、本発明の集積回路は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移動
局装置に用いられる集積回路であって、前記制御情報のフォーマットであり共通探索領域
に配置される第１フォーマットのビット数と、前記制御情報のフォーマットであり移動局
装置固有探索領域にのみ配置される第２フォーマットのビット数が同じ場合、共通探索領
域と移動局装置固有探索領域が重複する領域では、第２フォーマットの受信処理を行わず
、第１フォーマットの受信処理のみ行う手段を有する。
【０１６９】
　（Ｚ）また、本発明の集積回路は、基地局装置から送信される制御情報を受信する移動
局装置に用いられる集積回路であって、共通探索領域を予め決められた制御チャネル要素
から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通探索領域と同
じ移動局装置固有探索領域を、共通探索領域に用いられる制御チャネル要素を除いた制御
チャネル要素から構成する手段、ＰＤＣＣＨ候補を構成する制御チャネル要素の数が共通
探索領域と異なる移動局装置固有探索領域を、全ての制御チャネル要素から構成する手段
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【０１７０】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１７１】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　移動局装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
１０９　チャネル測定部
２０１　上位層処理部
２０３　制御部
２０５　受信部
２０７　送信部
２０９　チャネル測定部
１０１３　スケジューリング部
１０１５　下りリンク制御情報生成部
２０１３　スケジューリング部
２０１５　ブラインドデコーディング制御部
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