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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、端末が信号を受信する方法であって、
　基地局から、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信する段階と、
　前記基地局から、前記ＤＣＩに基づいて、アンライセンスバンドセル（ＵＣｅｌｌ）上
で下りリンクデータを受信する段階と、を有し、
　（ｉ）前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリ
ングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、第１の時間リソースおよび第２の
時間リソースのうちの少なくとも１つにおいて受信され、
　（ｉｉ）前記下りリンクデータがクロスキャリアスケジューリングによってスケジュー
リングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、前記第１の時間リソースにおい
て受信され、前記端末は、前記下りリンクデータが前記第２の時間リソースにおいて受信
されることを期待せず、
　前記第１の時間リソースは、１４個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルとして
構成され、
　前記第２の時間リソースは、前記第１の時間リソースより小さい、データ受信方法。
【請求項２】
　前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリングさ
れることに基づいて、前記ＤＣＩは、ライセンスバンドにおいて構成されるセルにおいて
受信される、請求項１に記載のデータ受信方法。
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【請求項３】
　前記ＤＣＩは、プレスケジューリング方式に基づいて受信され、
　前記プレスケジューリング方式は、前記下りリンクデータより先に前記ＤＣＩを送信す
る方式を示す、請求項１に記載のデータ受信方法。
【請求項４】
　前記下りリンクデータの開始時間は、前記第２の時間リソースの開始位置又は大きさに
基づいて決定される、請求項１に記載のデータ受信方法。
【請求項５】
　前記第２の時間リソースが構成されることに基づいて、上位層信号を介して設定された
前記下りリンクデータの開始時間は、有効でない、請求項１に記載のデータ受信方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいて、信号を受信する装置であって、
　メモリと、
　前記メモリと結合された少なくとも１つのプロセッサと、を有し、
　前記プロセッサは、
　　基地局から、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信し、
　　前記基地局から、前記ＤＣＩに基づいて、アンライセンスバンドセル（ＵＣｅｌｌ）
上で下りリンクデータを受信するように構成され、
　（ｉ）前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリ
ングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、第１の時間リソースおよび第２の
時間リソースのうちの少なくとも１つにおいて受信され、
　（ｉｉ）前記下りリンクデータがクロスキャリアスケジューリングによってスケジュー
リングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、前記第１の時間リソースにおい
て受信され、前記装置は、前記下りリンクデータが前記第２の時間リソースにおいて受信
されることを期待せず、
　前記第１の時間リソースは、１４個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルとして
構成され、
　前記第２の時間リソースは、前記第１の時間リソースより小さい、装置。
【請求項７】
　前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリングさ
れることに基づいて、前記ＤＣＩは、ライセンスバンドにおいて構成されるセルにおいて
受信される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ＤＣＩは、プレスケジューリング方式に基づいて受信され、
　前記プレスケジューリング方式は、前記下りリンクデータより先に前記ＤＣＩを送信す
る方式を示す、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記下りリンクデータの開始時間は、前記第２の時間リソースの開始位置又は大きさに
基づいて決定される、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２の時間リソースが構成されることに基づいて、上位層信号を介して設定された
前記下りリンクデータの開始時間は、有効でない、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　無線通信システムにおいて、基地局が信号を送信する方法であって、
　端末に、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信する段階と、
　前記端末に、前記ＤＣＩに基づいて、アンライセンスバンドセル（ＵＣｅｌｌ）上で下
りリンクデータを送信する段階と、を有し、
　（ｉ）前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリ
ングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、第１の時間リソースおよび第２の
時間リソースのうちの少なくとも１つにおいて送信され、
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　（ｉｉ）前記下りリンクデータがクロスキャリアスケジューリングによってスケジュー
リングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、前記第１の時間リソースにおい
て送信され、前記下りリンクデータは、前記第２の時間リソースにおいて送信されること
を期待されず、
　前記第１の時間リソースは、１４個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルとして
構成され、
　前記第２の時間リソースは、前記第１の時間リソースより小さい、データ送信方法。
【請求項１２】
　前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリングさ
れることに基づいて、前記ＤＣＩは、ライセンスバンドにおいて構成されるセルにおいて
送信される、請求項１１に記載のデータ送信方法。
【請求項１３】
　前記下りリンクデータの開始時間は、前記第２の時間リソースの開始位置又は大きさに
基づいて決定される、請求項１１に記載のデータ送信方法。
【請求項１４】
　無線通信システムにおいて、信号を送信する装置であって、
　メモリと、
　前記メモリと結合された少なくとも１つのプロセッサと、を有し、
　前記プロセッサは、
　　端末に、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信し、
　　前記端末に、前記ＤＣＩに基づいて、アンライセンスバンドセル（ＵＣｅｌｌ）上で
下りリンクデータを送信するように構成され、
　（ｉ）前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリ
ングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、第１の時間リソースおよび第２の
時間リソースのうちの少なくとも１つにおいて送信され、
　（ｉｉ）前記下りリンクデータがクロスキャリアスケジューリングによってスケジュー
リングされることに基づいて、前記下りリンクデータは、前記第１の時間リソースにおい
て送信され、前記下りリンクデータは、前記第２の時間リソースにおいて送信されること
を期待されず、
　前記第１の時間リソースは、１４個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルとして
構成され、
　前記第２の時間リソースは、前記第１の時間リソースより小さい、装置。
【請求項１５】
　前記下りリンクデータがセルフキャリアスケジューリングによってスケジューリングさ
れることに基づいて、前記ＤＣＩは、ライセンスバンドにおいて構成されるセルにおいて
送信される、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記下りリンクデータの開始時間は、前記第２の時間リソースの開始位置又は大きさに
基づいて決定される、請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンライセンスバンド（非兔許帯域、免許不要の帯域）（unlicensed band
）をサポート（支援）する（supporting）無線アクセス（接続）システム（wireless acc
ess system）に関し、部分サブフレーム（partial Subframe）を構成してスケジューリン
グする方法及びこれをサポートする装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線アクセスシステムが音声やデータなどの種々の通信サービスを提供するために広範
囲に展開されている。一般に、無線アクセスシステムは、使用可能なシステムリソース（
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帯域幅、送信電力など）を共有して複数のユーザ（多重ユーザ）（multiple users）との
通信をサポートできる多元接続（multiple access）システムである。多元接続システム
の例には、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）システム、ＦＤＭＡ（Frequency
 Division Multiple Access）システム、ＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access）シ
ステム、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）システム、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access）システムなどが
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて
アンライセンスバンドで定義される部分サブフレーム（partial SubFrame；ｐＳＦ）を構
成する方法を提供することである。
【０００４】
　本発明の他の目的は、ｐＳＦが構成される場合、これに対する多様なスケジューリング
方法を提供することである。例えば、クロスキャリアスケジューリング、セルフキャリア
スケジューリング及びハイブリッドスケジューリング方法を提供する。
【０００５】
　本発明のさらに他の目的は、ｐＳＦ運用のための基地局及び端末の動作方法を提供する
ことである。
【０００６】
　本発明のさらに他の目的は、クロスキャリアスケジューリングを適用するとき、スケジ
ューリング方式を制限する方法を提供することである。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、アンライセンスバンドセル（Ｕセル）（Unlicensed Cell
）でＥＰＤＣＣＨを用いたセルフスケジューリングの際、ＥＲＥＧをインデックスする方
法を提供することである。
【０００８】
　本発明のさらに他の目的は、セルフキャリアスケジューリングを適用する場合、Ｕセル
にＥＰＤＣＣＨを構成して送信する方法及びこれをデコードする方法を提供することであ
る。
【０００９】
　本発明のさらに他の目的は、ｐＳＦに割り当てられるＤＭ－ＲＳパターンを提供するこ
とである。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、このような方法をサポートする装置を提供することである
。
【００１１】
　本発明で達成しようとする技術的目的は以上で言及した事項に制限されなく、言及しな
かったさらに他の技術的課題は、以下で説明する本発明の実施形態から本発明が属する技
術分野で通常の知識を有する者によって考慮されることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明はアンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムに関するもので、
部分サブフレーム（ｐＳＦ）を構成してスケジューリングする方法及びこれをサポートす
る装置に関するものである。
【００１３】
　本発明の一態様として、アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムに
おいてアンライセンスバンドに構成されるセル（Ｕセル）を介してデータを受信する方法
は、端末が基地局からライセンスバンド（兔許帯域）（licensed band）に構成されるプ



(5) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

ライマリセル（Ｐセル）を介して制御情報を受信する段階と、端末が基地局からの制御情
報に基づいてアンライセンスバンドに構成されるアンライセンスバンドセル（Ｕセル）を
介して下りリンクデータを受信する段階と、を有することができる。この際、端末にクロ
スキャリアスケジューリングが構成された場合、端末は、下りリンクデータを受信するサ
ブフレームとして最初の一部のシンボルが空の（空いた）ままで送信される部分サブフレ
ーム（ｐＳＦ）を期待しないように構成され、ｐＳＦは一つのサブフレームより小さい大
きさに構成されることができる。
【００１４】
　この際、下りリンクデータは所定個数のサブフレームで構成された下りリンクバースト
を介して送信されることができる。
【００１５】
　下りリンクバーストがｐＳＦを有する場合、下りリンクデータは下りリンクバーストに
有された完全なサブフレーム及び最後の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブ
フレームを介して送信されることができる。
【００１６】
　制御情報はプレスケジューリング方式で送信され、プレスケジューリング方式は下りリ
ンクデータの伝送（送信）（transmitting）より先に制御情報を送信する方式であっても
よい。
【００１７】
　下りリンクデータが送信される開始点はｐＳＦの開始位置又は長さによって決定される
ことができる。この際、端末は、上位層信号によって下りリンクデータの開始シンボルが
設定された場合にも、ｐＳＦが構成された場合、上位層信号によって設定された開始シン
ボルの位置を有効でないものと見なすことができる。
【００１８】
　本発明の他の態様として、アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステム
においてアンライセンスバンドに構成されるセル（Ｕセル）を介してデータを受信する端
末は、受信器と、受信器と機能的に接続され、Ｕセルを介したデータ受信をサポートする
（ための）プロセッサと、を有することができる。この際、プロセッサは受信器を制御す
ることにより、基地局からライセンスバンドに構成されるプライマリセル（Ｐセル）を介
して制御情報を受信し、制御情報に基づいてアンライセンスバンドに構成されるアンライ
センスバンドセル（Ｕセル）を介して下りリンクデータを受信するように構成されること
ができる。
【００１９】
　端末にクロスキャリアスケジューリングが構成された場合、プロセッサは、下りリンク
データを受信するサブフレームとして最初の一部のシンボルが空のままで送信される部分
サブフレーム（ｐＳＦ）を期待しないように構成され、ｐＳＦは一つのサブフレームより
小さい大きさに構成されることができる。
【００２０】
　下りリンクデータは所定個数のサブフレームで構成された下りリンクバーストを介して
送信されることができる。
【００２１】
　下りリンクバーストがｐＳＦを有する場合、下りリンクデータは下りリンクバーストに
有された完全なサブフレーム及び最後の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブ
フレームを介して送信されることができる。
【００２２】
　制御情報はプレスケジューリング方式で送信され、プレスケジューリング方式は下りリ
ンクデータの伝送より先に制御情報を送信する方式であってもよい。
【００２３】
　下りリンクデータが送信される開始点はｐＳＦの開始位置又は長さによって決定される
ことができる。
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【００２４】
　プロセッサは、上位層信号によって下りリンクデータの開始シンボルが設定された場合
にも、ｐＳＦが構成された場合、上位層信号によって設定された開始シンボルの位置を有
効でないものと見なすことができる。
【００２５】
　上述した本発明の態様は、本発明の好適な実施形態の一部に過ぎず、本願発明の技術的
特徴が反映された様々な実施形態が、当該技術の分野における通常の知識を有する者によ
って、以下に詳述する本発明の詳細な説明に基づいて導出され、理解されるであろう。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の実施例によると、次のような効果がある。
【００２７】
　第一に（一つ目）（First）、クロスキャリアスケジューリング、セルフキャリアスケ
ジューリング及びハイブリッドスケジューリングなどの多様なスケジューリング方式を提
供することにより、ＬＡＡ端末に適応的に無線リソースをスケジューリングすることがで
きる。
【００２８】
　第二に、ｐＳＦ運用のための基地局及び端末の動作方法を提供することにより、ＬＡＡ
のＵセル上で発生し得るリソースの浪費を防止することができる。
【００２９】
　第三に、クロスキャリアスケジューリングを適用するとき、ｐＳＦで端末に適用するス
ケジューリング方式を制限することによってＰＤＣＣＨなどの制御リソースの浪費を防止
することができる。
【００３０】
　第四に、セルフキャリアスケジューリングを適用する場合、ＵセルにＥＰＤＣＣＨを構
成して送信する方法及びこれをデコードする方法を提供することができる。ｐＳＦの場合
、正常なＳＦではないので、従来（既存、レガシ）の（legacy）リソース割当て方式がそ
のまま使われにくい。特に、ＥＰＤＣＣＨを送信するためには従来の方式を補わなければ
ならない。したがって、本発明では、ｐＳＦが構成されるリソース上のリソース要素に対
して新たにＥＲＥＧインデクシングを実行（遂行）し（labeled with new Enhanced Reso
urce Element Group (EREG) indexes）、ＥＲＥＧの個数を所定値に固定し、アグリゲー
ション（結合）（集約）（aggregation）レベルを上げることにより、ＥＰＤＣＣＨを効
率的で安定的にマッピングすることができる。
【００３１】
　第五に、ｐＳＦに割り当てられるＤＭ－ＲＳパターンを提供することにより、端末がｐ
ＳＦでもチャネル推定を行ってデータデコーディング性能を高めることができる。
【００３２】
　本発明の実施形態から得られる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及してい
ない他の効果は、以下の本発明の実施形態に関する記載から、本発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者によって明確に導出され理解されるであろう。すなわち、
本発明を実施することによる意図しなかった効果も、本発明の実施形態から、当該技術の
分野における通常の知識を有する者によって導出可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を説明する図である。
【図２】無線フレームの構造の一例を示す図である。
【図３】下りリンクスロットに対するリソースグリッド（resource grid）を例示する図
である。
【図４】上りリンクサブフレームの構造の一例を示す図である。
【図５】下りリンクサブフレームの構造の一例を示す図である。



(7) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

【図６】コンポーネントキャリア（ＣＣ）及びＬＴＥ－Ａシステムで使用されるキャリア
アグリゲーション（キャリア併合）（Carrier Aggregation；ＣＡ）の一例を示す図であ
る。
【図７】クロスキャリアスケジューリングによるＬＴＥ－Ａシステムのサブフレームの構
造を示す図である。
【図８】クロスキャリアスケジューリングによるサービングセルの構成の一例を示す図で
ある。
【図９】ＣＡ環境で動作するＣｏＭＰシステムの概念図である。
【図１０】本発明の実施例で使用可能なセル固有（特定）参照信号（ＣＲＳ：Cell speci
fic Reference Signal）が割り当てられたサブフレームの一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施例で使用可能なＣＳＩ－ＲＳがアンテナポートの個数によって割
り当てられたサブフレームの一例を示す図である。
【図１２】ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで使われるレガシＰＤＣＣＨ（Legacy PDCCH）、
ＰＤＳＣＨ及びＥ－ＰＤＣＣＨが多重化される一例を示す図である。
【図１３】ＬＴＥ－ＵシステムでサポートするＣＡ環境の一例を示す図である。
【図１４】ＴｘＯＰ区間を設定する方法の一つを示す図である。
【図１５】部分サブフレームの一例を説明する図である。
【図１６】アンライセンスバンドでＷｉＦｉ（登録商標）　ＡＰが無線チャネルを占有す
る場合、基地局がプレスケジューリングを実行（遂行）する（perform）ための条件の一
つを説明する図である。
【図１７】ｐＳＦを説明する図の一つである。
【図１８】プレスケジューリング法の一つを説明する図である。
【図１９】セル固有（特定）（cell-specific）ＲＳが配置される形態の一つを説明する
図である。
【図２０】フローティングサブフレームで下りリンク物理チャネルを送信する方法を説明
する図である。
【図２１】フローティングＴＴＩが構成されるとき、開始位置を制限する方法を説明する
図である。
【図２２】ＤＬバーストの最後のフローティングＴＴＩの長さを設定する方法の一つを説
明する図である。
【図２３】ＰＳｔａｒｔでＤＭ－ＲＳ及びＥＰＤＣＣＨを構成する方法を説明する図であ
る。
【図２４】ＤＭ－ＲＳパターン別にＥＰＤＣＣＨを構成する方法を説明する図である。
【図２５】クロスキャリアスケジューリングが構成された場合、端末がデコードするサブ
フレームを制限する方法を説明する図である。
【図２６】４．２節で説明したセルフスケジューリング方式を端末と基地局との間のシグ
ナリングの観点で説明する図である。
【図２７】ｐＳＦが構成される場合、ＣＳＩを測定及び報告する方法を説明する図である
。
【図２８】ここで説明する装置は図１～図２７で説明した方法を具現することができる手
段を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本
発明に関する様々な実施形態を提供する。また、添付の図面は、詳細な説明と共に本発明
の実施形態を説明するために用いられる。
【００３５】
　本発明はアンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムに関するもので、
部分サブフレーム（partial Subframe）を構成してスケジューリングする方法及びこれを
サポートする装置を提案する。



(8) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

【００３６】
　以下の実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定の形態で組み合わせ（結合し）たも
の（combinations）である。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択
的なものとして考慮することができる。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と組
み合わせない形態で実施することができる。また、一部の構成要素及び／又は特徴を組み
合わせて本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明する動作の順序
は変更してもよい。ある実施例の一部の構成や特徴は他の実施例に含まれてもよく、又は
他の実施例の対応する構成又は特徴に置き換えられてもよい。
【００３７】
　図面に関する説明において、本発明の要旨を曖昧にさせうる手順又は段階などは記述を
省略し、当業者のレベルで理解できるような手順又は段階も記述を省略した。
【００３８】
　明細書全般にわたり、ある部分がある構成要素を“含む（comprising又はincluding）
”というとき、これは、特に反対する記載がない限り、他の構成要素を排除するものでは
なくて他の構成要素をさらに含むことができることを意味する。また、明細書に記載した
“…部”、“…器（機）（-or/er）”、“モジュール”などの用語は少なくとも一つの機
能又は動作を処理する単位を意味し、これはハードウェア又はソフトウェアあるいはハー
ドウェアとソフトウェアとの組合せで具現されることができる。また、“一（ａ又はａｎ
）”、“一つ（one）”、“その（the）”及び類似関連語は本発明を記述する文脈におい
て（特に、後続の請求項の文脈で）本明細書に他に指示されるか文脈によって明らかに反
駁されることがない限り、単数及び複数のいずれも含む意味として使われることができる
。
【００３９】
　本明細書では、本発明の実施例は、基地局と移動局との間のデータ送受信関係を中心に
説明した。ここで、基地局は移動局と直接通信を行うネットワークの終端ノード（termin
al node）としての意味を有する。本文書で基地局によって行われるとした特定動作は、
場合によっては、基地局の上位ノード（upper node）によって行われてもよい。
【００４０】
　すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード（network nodes）からなるネット
ワークで移動局との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以外の他のネ
ットワークノードによって行われてもよい。ここで、「基地局」は、固定局（fixed stat
ion）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、高度（発展した）基地局（ＡＢＳ：A
dvanced Base Station）又はアクセスポイント（access point）などの用語に代えてもよ
い。
【００４１】
　また、本発明の実施例でいう「端末（Terminal）」は、ユーザ機器（ＵＥ：User Equip
ment）、移動局（ＭＳ：Mobile Station）、加入者端末（ＳＳ：Subscriber Station）、
移動加入者端末（ＭＳＳ：Mobile Subscriber Station）、移動端末（Mobile Terminal）
、又は発展した移動端末（ＡＭＳ：Advanced Mobile Station）などの用語に代えてもよ
い。
【００４２】
　また、送信端は、データサービス又は音声サービスを提供する固定及び／又は移動ノー
ドを意味し、受信端は、データサービス又は音声サービスを受信する固定及び／又は移動
ノードを意味する。そのため、上りリンクでは、移動局を送信端とし、基地局を受信端と
することができる。同様に、下りリンクでは、移動局を受信端とし、基地局を送信端とす
ることができる。
【００４３】
　本発明の実施例は、無線アクセスシステムであるＩＥＥＥ　８０２．ｘｘシステム、３
ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）システム、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム及
び３ＧＰＰ２システムのうち少なくとも一つに開示された標準文書によって裏付けること
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ができ、特に、本発明の実施例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．２１２、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１及び３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　３６．３３１の文書によって裏付けることができる。すなわち、本発明の実施
例において説明していない自明な段階又は部分は、上記の文書を参照して説明することが
できる。また、本文書で開示している用語はいずれも上記の標準文書によって説明するこ
とができる。
【００４４】
　以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付
の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するた
めのもので、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すためのものではない。
【００４５】
　また、本発明の実施例で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供された
もので、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態
に変更してもよい。
【００４６】
　例えば、伝送（送信）機会区間（ＴｘＯＰ：Transmission Opportunity Period）とい
う用語は伝送区間又はＲＲＰ（Reserved Resource Period）という用語と等しい意味とし
て使われることができる。また、ＬＢＴ（Listen Before Talk）過程はチャネル状態がア
イドル（遊休）（idle）であるかを判断するためのキャリアセンシング（搬送波検出）（
carrier sensing）過程と同一の目的で実行することができる。
【００４７】
　以下では本発明の実施形態を使える無線アクセスシステムの一例として３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａシステムについて説明する。
【００４８】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）、ＦＤＭＡ（Frequency D
ivision Multiple Access）、ＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access）、ＯＦＤＭＡ
（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrie
r Frequency Division Multiple Access）などの様々な無線アクセスシステムに適用する
ことができる。
【００４９】
　ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Universal Terrestrial Radio Access）やＣＤＭＡ２０００な
どの無線技術（radio technology）によって具現することができる。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ
（登録商標）（Global System for Mobile communications）／ＧＰＲＳ（General Packe
t Radio Service）／ＥＤＧＥ（Enhanced Data Rates for GSM（登録商標） Evolution）
などの無線技術によって具現することができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．１１
（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０
２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）などの無線技術によって具現することができる
。
【００５０】
　ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）の一部である
。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Long Term Evolution）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（E
volved UMTS）の一部であって、下りリンクでＯＦＤＭＡを採用し、上りリンクでＳＣ－
ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（Advanced）システムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの
改良されたシステムである。本発明の技術的特徴に関する説明を明確にするために、本発
明の実施例を３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムを中心に説明するが、ＩＥＥＥ　８
０２．１６ｅ／ｍシステムなどに適用してもよい。
【００５１】
１．　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ＿Ａシステム
　無線アクセスシステムにおいて、端末は下りリンク（ＤＬ：DownLink）を介して基地局
から情報を受信し、上りリンク（ＵＬ：UpLink）を介して基地局に情報を送信する。基地
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局と端末とが送受信する情報は、一般データ情報及び様々な制御情報を含み、これらが送
受信する情報の種類／用途によって様々な物理チャネルが存在する。
【００５２】
　１．１　システム一般
　図１は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を
説明する図である。
【００５３】
　電源が消えた状態で再び電源がついたり、新しくセルに進入したりした端末は、Ｓ１１
段階で基地局と同期を取るなどの初期セルサーチ（探索）（Initial cell search）作業
を行う。そのために、端末は基地局からプライマリ（１次）同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ：
Primary Synchronization CHannel）及びセカンダリ（２次）同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ
：Secondary Synchronization CHannel）を受信して基地局と同期を取り、セルＩＤなど
の情報を取得する。
【００５４】
　その後、端末は、基地局から物理放送チャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast CHann
el）信号を受信してセル内放送情報を取得することができる。
【００５５】
　一方、端末は、初期セルサーチ段階で下りリンク参照信号（ＤＬ　ＲＳ：DownLink Ref
erence Signal）を受信して下りリンクチャネル状態を確認することができる。
【００５６】
　初期セルサーチを終えた端末は、Ｓ１２段階で、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ：Physical Downlink Control CHannel）、及び物理下りリンク制御チャネル情報に
基づく物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared CHannel）
を受信し、より具体的なシステム情報を取得することができる。
【００５７】
　その後、端末は、基地局への接続を完了するために、段階Ｓ１３乃至段階Ｓ１６のよう
なランダムアクセス過程（Random Access Procedure）を行うことができる。そのために
、端末は、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：Physical Random Access CHann
el）を介してプリアンブル（preamble）を送信し（Ｓ１３）、物理下りリンク制御チャネ
ル及びこれに対応する物理下りリンク共有チャネルを介してプリアンブルに対する応答メ
ッセージを受信することができる（Ｓ１４）。コンテンション（競合）（contention）ベ
ースのランダムアクセスでは、端末は、さらなる物理ランダムアクセスチャネル信号の送
信（Ｓ１５）、及び物理下りリンク制御チャネル信号及びこれに対応する物理下りリンク
共有チャネル信号の受信（Ｓ１６）などの衝突解決手順（Contention (collision) Resol
ution Procedure）を行うことができる。
【００５８】
　上述したような手順を行った端末は、その後、一般的な上りリンク／下りリンク信号送
信手順として、物理下りリンク制御チャネル信号及び／又は物理下りリンク共有チャネル
信号の受信（Ｓ１７）、及び物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplin
k Shared CHannel）信号及び／又は物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Physical
 Uplink Control CHannel）信号の送信（Ｓ１８）を行うことができる。
【００５９】
　端末が基地局に送信する制御情報を総称して、上りリンク制御情報（ＵＣＩ：Uplink C
ontrol Information）という。ＵＣＩは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Hybrid Automat
ic Repeat and reQuest ACKnowledgement/Negative-ACK）、ＳＲ（Scheduling Request）
、ＣＱＩ（Channel Quality Indication）、ＰＭＩ（Precoding Matrix Indication）、
ＲＩ（Rank Indication）情報などを含む。
【００６０】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＵＣＩは、一般にＰＵＣＣＨを介して周期的に送信されるが
、制御情報とトラフィックデータとが同時に送信されるべき場合にはＰＵＳＣＨを介して
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送信してもよい。また、ネットワークの要求／指示に応じてＰＵＳＣＨを介してＵＣＩを
非周期的に送信してもよい。
【００６１】
　図２には、本発明の実施例で用いられる無線フレームの構造を示す。
【００６２】
　図２（ａ）は、タイプ１フレーム構造（frame structure type 1）を示す。タイプ１フ
レーム構造は、全二重（full duplex）ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）システム及
び半二重（half duplex）ＦＤＤシステムの両方に適用することができる。
【００６３】
　１つの無線フレーム（radio frame）は、

の長さを有し、

の均等な長さを有し、０から１９までのインデックスが与えられた２０個のスロットで構
成される。１つのサブフレームは、２個の連続したスロットとして定義され、ｉ番目のサ
ブフレームは、２ｉ及び２ｉ＋１に該当するスロットで構成される。すなわち、無線フレ
ーム（radio frame）は、１０個のサブフレーム（subframe）で構成される。１サブフレ
ームを送信するのにかかる時間をＴＴＩ（Transmission Time Interval）という。ここで
、Ｔｓはサンプリング時間を表し、Ｔｓ＝１／（１５ｋＨｚ×２０４８）＝３．２５５２
×１０－８（約３３ｎｓ）と示される。スロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル
又はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含み、周波数領域で複数のリソースブロック（Resource B
lock）を含む。
【００６４】
　１つのスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Mult
iplexing）シンボルを含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、下りリンクでＯＦＤＭＡを使うので、
ＯＦＤＭシンボルは１シンボル区間（symbol period）を表現するためのものである。Ｏ
ＦＤＭシンボルは、１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル又はシンボル区間ということができる
。リソースブロック（resource block）は、リソース割当て単位であって、１スロットで
複数の連続した副搬送波（サブキャリア）（subcarrier）を含む。
【００６５】
　全二重ＦＤＤシステムでは、各１０ｍｓ区間で１０個のサブフレームを下りリンク送信
と上りリンク送信とのために同時に利用することができる。このとき、上りリンク送信と
下りリンク送信とは周波数領域で区別される。一方、半二重ＦＤＤシステムでは、端末は
送信と受信とを同時に行うことができない。
【００６６】
　上述した無線フレームの構造は一つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレ
ームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるＯＦＤＭシン
ボルの数は様々に変更されてもよい。
【００６７】
　図２（ｂ）には、タイプ２フレーム構造（frame structure type 2）を示す。タイプ２
フレーム構造はＴＤＤシステムに適用される。１つの無線フレームは、

の長さを有し、

の長さを有する２個のハーフフレーム（half-frame）で構成される。各ハーフフレームは
、
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の長さを有する５個のサブフレームで構成される。ｉ番目のサブフレームは、２ｉ及び２
ｉ＋１に該当する各

の長さを有する２個のスロットで構成される。ここで、Ｔｓは、サンプリング時間を表し
、Ｔｓ＝１／（１５ｋＨｚ×２０４８）＝３．２５５２×１０－８（約３３ｎｓ）で示さ
れる。
【００６８】
　タイプ２フレームは、ＤｗＰＴＳ（Downlink Pilot Time Slot）、保護区間（ＧＰ：Gu
ard Period）、ＵｐＰＴＳ（Uplink Pilot Time Slot）の３つのフィールドで構成される
スペシャル（特別）サブフレーム（special subframe）を含む。ここで、ＤｗＰＴＳは、
端末での初期セルサーチ、同期化又はチャネル推定に用いられる。ＵｐＰＴＳは、基地局
でのチャネル推定及び端末の上り送信同期を取るために用いられる。保護区間は、上りリ
ンクと下りリンクとの間において下りリンク信号のマルチパス（多重経路）遅延によって
上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
【００６９】
　下記の表１に、スペシャルサブフレーム（特別フレーム）の構成（ＤｗＰＴＳ／ＧＰ／
ＵｐＰＴＳの長さ）を示す。
【００７０】
　＜表１＞

【表１】

【００７１】
　図３は、本発明の実施例で使用できる下りリンクスロットのリソースグリッド（resour
ce grid）を例示する図である。
【００７２】
　図３を参照すると、１つの下りリンクスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル
を含む。ここで、１つの下りリンクスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルを含み、１つの
リソースブロックは周波数領域で１２個の副搬送波を含むとするが、これに限定されるも
のではない。
【００７３】
　リソースグリッド上における各要素（element）をリソース要素（resource element）
とし、１つのリソースブロックは１２×７個のリソース要素を含む。下りリンクスロット
に含まれるリソースブロックの数ＮＤＬは、下りリンク送信帯域幅（bandwidth）に依存
する。上りリンクスロットの構造は、下りリンクスロットの構造と同一であってもよい。
【００７４】
　図４は、本発明の実施例で使用できる上りリンクサブフレームの構造を示す。
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【００７５】
　図４を参照すると、上りリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域と
に区分（区別）される（divided）。制御領域には、上りリンク制御情報を運ぶＰＵＣＣ
Ｈが割り当てられる。データ領域には、ユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨが割り当てられる
。単一搬送波特性を維持するために、一つの端末はＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨとを同時に送
信しない。一つの端末に対するＰＵＣＣＨにはサブフレーム内のＲＢ対が割り当てられる
。ＲＢ対に属するＲＢは、２個のスロットのそれぞれで異なる副搬送波を占める。これを
、ＰＵＣＣＨに割り当てられたＲＢ対はスロットの境界（slot boundary）で周波数ホッ
ピング（跳躍）（frequency hopping）するという。
【００７６】
　図５には、本発明の実施例で使用できる下りリンクサブフレームの構造を示す。
【００７７】
　図５を参照すると、サブフレームにおける第一のスロットでＯＦＤＭシンボルインデッ
クス０から最大３個のＯＦＤＭシンボルが、制御チャネルが割り当てられる制御領域（co
ntrol region）であり、残りのＯＦＤＭシンボルが、ＰＤＳＣＨが割り当てられるデータ
領域（data region）である。３ＧＰＰ　ＬＴＥで用いられる下りリンク制御チャネルの
例には、ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator CHannel）、ＰＤＣＣＨ、
ＰＨＩＣＨ（Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel）などがある。
【００７８】
　ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームにおける最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレ
ーム内における制御チャネルの送信のために使われるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、
制御領域のサイズ）に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、上りリンクに対する応答チャネ
ルであって、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）に対するＡＣＫ（ACKnowled
gement）／ＮＡＣＫ（Negative-ACKnowledgement）信号を運ぶ。ＰＤＣＣＨを介して送信
される制御情報を下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Downlink Control Information）という
。下りリンク制御情報は、上りリンクリソース割当て情報、下りリンクリソース割当て情
報、又は任意の端末グループに対する上りリンク送信（Ｔｘ）電力制御命令を含む。
【００７９】
　１．２　ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control CHannel）
　１．２．１　ＰＤＣＣＨ一般
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（DownLink Shared CHannel）のリソース割当て及び送信
フォーマット（すなわち、下りリンクグラント（DL-Grant））、ＵＬ－ＳＣＨ（UpLink S
hared CHannel）のリソース割当て情報（すなわち、上りリンクグラント（UL-Grant））
、ＰＣＨ（Paging CHannel）におけるページング（paging）情報、ＤＬ－ＳＣＨにおける
システム情報、ＰＤＳＣＨで送信されるランダムアクセス応答（random access response
）などの上位レイヤ（upper-layer）制御メッセージに対するリソース割当て、任意の端
末グループ内の個別の端末に対する送信電力制御命令の集合（セット）（set）、ＶｏＩ
Ｐ（Voice over IP）活性化の有無に関する情報などを運ぶことができる。
【００８０】
　複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されてもよく、端末は複数のＰＤＣＣＨをモニタ
リングすることができる。ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続したＣＣＥ（Control Chan
nel Elements）のアグリゲーション（集合）（aggregation）で構成される。１つ又は複
数の連続したＣＣＥの集合で構成されたＰＤＣＣＨは、サブブロックインターリーブ（su
bblock interleaving）を経た後、制御領域を通して送信することができる。ＣＣＥは、
無線チャネルの状態による符号化率をＰＤＣＣＨに提供するために使われる論理的割当て
単位である。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ＲＥＧ：Resource Element Group
）に対応する。ＣＣＥの数とＣＣＥによって提供される符号化率との関係によってＰＤＣ
ＣＨのフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００８１】
　１．２．２　ＰＤＣＣＨ構造
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　複数の端末に対する多重化された複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されてもよい。
ＰＤＣＣＨは１つ又は２つ以上の連続したＣＣＥの集合（CCE aggregation）で構成され
る。ＣＣＥは、４個のリソース要素で構成されたＲＥＧの９個のセットに対応する単位の
ことを指す。各ＲＥＧには４個のＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）シンボル
がマッピングされる。参照信号（ＲＳ：Reference Signal）によって占有されたリソース
要素はＲＥＧに含まれない。すなわち、ＯＦＤＭシンボル内でのＲＥＧの総個数は、セル
固有参照信号が存在するか否かによって異なることがある。４個のリソース要素を１つの
グループにマッピングするＲＥＧの概念は、他の下りリンク制御チャネル（例えば、ＰＣ
ＦＩＣＨ又はＰＨＩＣＨ）にも適用することができる。ＰＣＦＩＣＨ又はＰＨＩＣＨに割
り当てられないＲＥＧを

とすれば、システムで利用可能なＣＣＥの個数は

であり、各ＣＣＥは０から

までのインデックスを有する。
【００８２】
　端末のデコーディングプロセスを単純化するために、ｎ個のＣＣＥを含むＰＤＣＣＨフ
ォーマットは、ｎの倍数と同じインデックスを有するＣＣＥから始まってもよい。すなわ
ち、ＣＣＥインデックスがｉである場合、

を満たすＣＣＥから始まってもよい。
【００８３】
　基地局は１つのＰＤＣＣＨ信号を構成するために｛１，２，４，８｝個のＣＣＥを使う
ことができ、ここで、｛１，２，４，８｝をＣＣＥアグリゲーション（集合）レベル（ag
gregation level）と呼ぶ。特定ＰＤＣＣＨの送信のために使われるＣＣＥの個数はチャ
ネル状態によって基地局で決定される。例えば、良好な（good）下りリンクチャネル状態
（基地局に近接している場合）を有する端末のためのＰＤＣＣＨは、１つのＣＣＥだけで
十分でありうる。一方、良好でない（よくない）チャネル状態（セル境界にある場合）を
有する端末の場合は、８個のＣＣＥが十分なロバスト性（堅牢さ）（robustness）のため
に要求されることがある。しかも、ＰＤＣＣＨの電力レベルも、チャネル状態にマッチし
て（合わせて）調節されてもよい。
【００８４】
　下記の表２にＰＤＣＣＨフォーマットを示す。ＣＣＥアグリゲーションレベルによって
、表２のように４つのＰＤＣＣＨフォーマットがサポートされる。
【００８５】
　＜表２＞
【表２】

【００８６】
　端末ごとにＣＣＥアグリゲーションレベルが異なる理由は、ＰＤＣＣＨに載せられる制
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御情報のフォーマット又はＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）レベルが異なるため
である。ＭＣＳレベルは、データコーディングに用いられるコードレート（code rate）
及び変調次数（序列）（modulation order）を意味する。適応的なＭＣＳレベルはリンク
適応（link adaptation）のために用いられる。一般に、制御情報を送信する制御チャネ
ルでは３～４個程度のＭＣＳレベルを考慮することができる。
【００８７】
　制御情報のフォーマットを説明すると、ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を下り
リンク制御情報（ＤＣＩ）という。ＤＣＩフォーマットによってＰＤＣＣＨペイロード（
payload）に載せられる情報の構成が異なることがある。ＰＤＣＣＨペイロードは、情報
ビット（information bit）を意味する。下記の表３は、ＤＣＩフォーマットによるＤＣ
Ｉを示すものである。
【００８８】
　＜表３＞
【表３】

【００８９】
　表３を参照すると、ＤＣＩフォーマットには、ＰＵＳＣＨスケジューリングのためのフ
ォーマット０、１つのＰＤＳＣＨコードワードのスケジューリングのためのフォーマット
１、１つのＰＤＳＣＨコードワードのコンパクト（簡単）な（compact）スケジューリン
グのためのフォーマット１Ａ、ＤＬ－ＳＣＨの非常にコンパクトなスケジューリングのた
めのフォーマット１Ｃ、閉ループ（Closed-loop）空間多重（化）（spatial multiplexin
g）モードでのＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォーマット２、開ループ（Open-lo
op）空間多重モードでのＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォーマット２Ａ、上りリ
ンクチャネルのためのＴＰＣ（Transmission Power Control）命令の送信のためのフォー
マット３及び３Ａがある。ＤＣＩフォーマット１Ａは、端末にいずれの送信モードが設定
されてもＰＤＳＣＨスケジューリングのために用いることができる。
【００９０】
　ＤＣＩフォーマットによってＰＤＣＣＨペイロード長が変わることがある。また、ＰＤ
ＣＣＨペイロードの種類とそれによる長さとは、コンパクトな（compact）スケジューリ
ングであるか否か、又は端末に設定された送信モード（transmission mode）などによっ
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て異なってもよい。
【００９１】
　送信モードは、端末がＰＤＳＣＨを介した下りリンクデータを受信するように設定（co
nfiguration）することができる。例えば、ＰＤＳＣＨを介した下りリンクデータには、
端末にスケジューリングされたデータ（scheduled data）、ページング、ランダムアクセ
ス応答、又はＢＣＣＨを介したブロードキャスト情報などがある。ＰＤＳＣＨを介した下
りリンクデータは、ＰＤＣＣＨを介してシグナリングされるＤＣＩフォーマットと関係が
ある。送信モードは、上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣ（Radio Resource Control）
シグナリング）によって端末に準静的に（semi-statically）設定することができる。送
信モードは、シングル（単一）アンテナ送信（Single antenna transmission）又はマル
チアンテナ（Multi-antenna）送信に分類（区別）できる（classified）。
【００９２】
　端末は、上位層シグナリングによって準静的（semi-static）に送信モードが設定され
る。例えば、マルチアンテナ送信には、送信ダイバーシチ（Transmit diversity）、開ル
ープ（Open-loop）又は閉ループ（Closed-loop）空間多重化（Spatial multiplexing）、
ＭＵ－ＭＩＭＯ（Multi-user-Multiple Input Multiple Output）、及びビームフォーミ
ング（形成）（Beamforming）などがある。送信ダイバーシチは、複数の（多重）（multi
ple）送信アンテナで同一のデータを送信して送信信頼度を高める技術である。空間多重
化は、複数の送信アンテナで互いに異なるデータを同時に送信し、システムの帯域幅を増
加させることなく高速のデータを送信できる技術である。ビームフォーミングは、複数の
アンテナにチャネル状態による加重値を与えて信号のＳＩＮＲ（Signal to Interference
 plus Noise Ratio）を増加させる技術である。
【００９３】
　ＤＣＩフォーマットは、端末に設定された送信モードに依存する。端末が自体に設定さ
れた送信モードによってモニタリングする参照（Reference）ＤＣＩフォーマットがある
。次の通り、端末に設定される送信モードは１０個の送信モードを有することができる。
【００９４】
　（１）送信モード１：単一アンテナポート、ポート０
　（２）送信モード２：送信ダイバーシチ（Transmit Diversity）
　（３）送信モード３：開ループ空間多重化（Open-loop Spatial Multiplexing）
　（４）送信モード４：閉ループ空間多重化（Closed-loop Spatial Multiplexing）
　（５）送信モード５：マルチ（多重）ユーザＭＩＭＯ（MU-MIMO）
　（６）送信モード６：閉ループランク１プリコーディング
　（７）送信モード７：コードブックに基づかない、単一レイヤ送信をサポートするプリ
コーディング
　（８）送信モード８：コードブックに基づかない、２個までのレイヤをサポートするプ
リコーディング
　（９）送信モード９：コードブックに基づかない、８個までのレイヤをサポートするプ
リコーディング
　（１０）送信モード１０：コードブックに基づかない、ＣｏＭＰのために用いられる、
８個までのレイヤをサポートするプリコーディング
【００９５】
　１．２．３　ＰＤＣＣＨ送信
　基地局は、端末に送信しようとするＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、
制御情報にＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）を付加する。ＣＲＣにはＰＤＣＣＨの所
有者（owner）や用途によって固有の識別子（例えば、ＲＮＴＩ（Radio Network Tempora
ry Identifier））でマスクする。特定の端末のためのＰＤＣＣＨであれば、端末固有の
識別子（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell-RNTI））でＣＲＣをマスクすることができる。若
しくは、ページングメッセージのためのＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別子（例
えば、Ｐ－ＲＮＴＩ（Paging-RNTI））でＣＲＣをマスクすることができる。システム情
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報、より具体的にはシステム情報ブロック（system information block、ＳＩＢ）のため
のＰＤＣＣＨであれば、システム情報識別子（例えば、ＳＩ－ＲＮＴＩ（system informa
tion RNTI））でＣＲＣをマスクすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブ
ルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を示すために、ＲＡ－ＲＮＴＩ（rand
om access-RNTI）でＣＲＣをマスクすることができる。
【００９６】
　続いて、基地局は、ＣＲＣの付加された制御情報にチャネルコーディングを行って符号
化されたデータ（coded data）を生成する。このとき、ＭＣＳレベルによるコードレート
でチャネルコーディングを行うことができる。基地局は、ＰＤＣＣＨフォーマットに割り
当てられたＣＣＥアグリゲーションレベルによる送信レート（率）マッチング（rate mat
ching）を行い、符号化されたデータを変調して変調シンボルを生成する。このとき、Ｍ
ＣＳレベルによる変調次数を用いることができる。１つのＰＤＣＣＨを構成する変調シン
ボルは、ＣＣＥアグリゲーションレベルが１、２、４、８のいずれか一つであってもよい
。その後、基地局は、変調シンボルを物理的なリソース要素にマッピング（CCE to RE ma
pping）する。
【００９７】
　１．２．４　ブラインドデコーディング（ＢＳ：Blind Decoding）
　一つのサブフレーム内で複数のＰＤＣＣＨが送信されてもよい。すなわち、一つのサブ
フレームの制御領域は、インデックス０～

を有する複数のＣＣＥで構成される。ここで、

は、ｋ番目のサブフレームの制御領域内における全ＣＣＥの個数を意味する。端末は、サ
ブフレームごとに複数のＰＤＣＣＨをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、端
末が、モニタリングされるＰＤＣＣＨのフォーマットによってＰＤＣＣＨのそれぞれのデ
コーディングを試みることをいう。
【００９８】
　基地局は、端末にサブフレーム内に割り当てられた制御領域で該当ＰＤＣＣＨがどこに
位置するのかに関する情報を提供しない。端末は基地局から送信された制御チャネルを受
信するために自体のＰＤＣＣＨがどの位置でどのＣＣＥアグリゲーションレベルやＤＣＩ
フォーマットで送信されるのかを把握できず、端末は、サブフレーム内でＰＤＣＣＨ候補
（candidate）の集合をモニタリングして自体のＰＤＣＣＨを探す。これをブラインドデ
コーディング（ＢＤ）という。ブラインドデコーディングとは、端末がＣＲＣ部分を自体
の端末識別子（ＵＥ　ＩＤ）でデマスク（De-Masking）した後、ＣＲＣ誤りを検討し、当
該ＰＤＣＣＨが自体の制御チャネルであるか否かを確認する方法をいう。
【００９９】
　アクティブ（活性）モード（active mode）で、端末は自体に送信されるデータを受信
するために各サブフレームのＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＤＲＸモードで、端末はＤ
ＲＸ周期ごとのモニタリング区間で起床（wake up）し、モニタリング区間に該当するサ
ブフレームでＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＰＤＣＣＨのモニタリングが行われるサブ
フレームをｎｏｎ－ＤＲＸサブフレームという。
【０１００】
　端末は、自体に送信されるＰＤＣＣＨを受信するためには、ｎｏｎ－ＤＲＸサブフレー
ムの制御領域に存在する全てのＣＣＥに対してブラインドデコーディングを行わなければ
ならない。端末は、いずれのＰＤＣＣＨフォーマットが送信されるのかを把握できないこ
とから、各ｎｏｎ－ＤＲＸサブフレーム内でＰＤＣＣＨのブラインドデコーディングに成
功するまで、可能なＣＣＥアグリゲーション（集団）（aggregation）レベルでＰＤＣＣ
Ｈを全てデコードしなければならない。端末は、自体のためのＰＤＣＣＨがいくつのＣＣ
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Ｅを用いるのかを把握できず、ＰＤＣＣＨのブラインドデコーディングに成功するまで、
可能な全てのＣＣＥアグリゲーションレベルで検出を試みなければならない。
【０１０１】
　ＬＴＥシステムでは端末のブラインドデコーディングのためにサーチスペース（ＳＳ：
Search Space）の概念を定義する。サーチスペースは、端末がモニタリングするためのＰ
ＤＣＣＨ候補セットを意味し、各ＰＤＣＣＨフォーマットによって異なるサイズを有する
ことができる。サーチスペースは、共通（共用）サーチスペース（ＣＳＳ：Common Searc
h Space）及び端末固有（特定）サーチスペース（ＵＳＳ：UE-specific/Dedicated Searc
h Space）を含むことができる。
【０１０２】
　共通サーチスペースの場合、全ての端末が共通サーチスペースのサイズを認知できるが
、端末固有サーチスペースは、各端末ごとに個別に設定することができる。したがって、
端末は、ＰＤＣＣＨをデコードするために、端末固有サーチスペース及び共通サーチスペ
ースを全てモニタリングしなければならず、したがって、１サブフレームで最大４４回の
ブラインドデコーディング（ＢＤ）を行うことになる。ここには、異なるＣＲＣ値（例え
ば、Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ）によって行うブラ
インドデコーディングは含まれない。
【０１０３】
　サーチスペースの制約によって、基地局が、与えられたサブフレーム内でＰＤＣＣＨを
送信しようとする端末の全てにＰＤＣＣＨを送信するためのＣＣＥリソースが確保されな
い場合が発生しうる。なぜなら、ＣＣＥ位置が割り当てられて残ったリソースは、特定端
末のサーチスペース内に含まれないことがあるためである。次のサブフレームでも続き得
るこのような障壁を最小にするために、端末固有ホッピング（跳躍）（hopping）シーケ
ンスを端末固有サーチスペースの始点に適用することができる。
【０１０４】
　表４は、共通サーチスペース及び端末固有サーチスペースのサイズを示す。
【０１０５】
　＜表４＞

【表４】

【０１０６】
　ブラインドデコーディングを試みる回数による端末の負荷を軽減するために、端末は、
定義された全てのＤＣＩフォーマットによるサーチを同時に行うわけではない。具体的に
は、端末は、端末固有サーチスペースで常にＤＣＩフォーマット０及び１Ａに対するサー
チを行う。このとき、ＤＣＩフォーマット０と１Ａとは同じサイズを有するが、端末は、
ＰＤＣＣＨに含まれたＤＣＩフォーマット０と１Ａとを区別するために用いられるフラグ
（flag for format 0/format 1A differentiation）を用いてＤＣＩフォーマットを区別
することができる。また、端末にＤＣＩフォーマット０及びＤＣＩフォーマット１Ａに加
えて他のＤＣＩフォーマットが要求されてもよいが、その一例としてＤＣＩフォーマット
１、１Ｂ、２がある。
【０１０７】
　共通サーチスペースで、端末はＤＣＩフォーマット１Ａ及び１Ｃをサーチすることがで
きる。また、端末はＤＣＩフォーマット３又は３Ａをサーチするように設定されてもよく
、ＤＣＩフォーマット３及び３Ａは、ＤＣＩフォーマット０及び１Ａと同じサイズを有す
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るが、端末は、端末固有識別子以外の識別子によってスクランブルされたＣＲＣを用いて
ＤＣＩフォーマットを区別することができる。
【０１０８】
　サーチスペース

は、アグリゲーションレベル

によるＰＤＣＣＨ候補セットを意味する。サーチスペースのＰＤＣＣＨ候補セット

によるＣＣＥは、次の数式１によって決定することができる。
【０１０９】
　＜数式１＞

【数１】

【０１１０】
　ここで、

は、サーチスペースでモニタリングするためのＣＣＥアグリゲーションレベルＬによるＰ
ＤＣＣＨ候補の個数を表し、

である。

は、ＰＤＣＣＨにおいて各ＰＤＣＣＨ候補における個別ＣＣＥを指定するインデックスで
あり、

である。

であり、

は、無線フレーム内でのスロットインデックスを表す。
【０１１１】
　上述したように、端末は、ＰＤＣＣＨをデコードするために端末固有サーチスペース及
び共通サーチスペースの両方をモニタリングする。ここで、共通サーチスペース（ＣＳＳ
）は、｛４，８｝のアグリゲーションレベルを有するＰＤＣＣＨをサポートし、端末固有
サーチスペース（ＵＳＳ）は、｛１，２，４，８｝のアグリゲーションレベルを有するＰ
ＤＣＣＨをサポートする。表５は、端末によってモニタリングされるＰＤＣＣＨ候補を表
す。
【０１１２】
　＜表５＞
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【表５】

【０１１３】
　数式１を参照すると、共通サーチスペースの場合、２個のアグリゲーションレベル、Ｌ
＝４及びＬ＝８に対して

は０に設定される。一方、端末固有サーチスペースの場合、アグリゲーションレベルＬに
対して

は数式２のように定義される。
【０１１４】
　＜数式２＞

【数２】

【０１１５】
　ここで、

であり、

はＲＮＴＩ値を表す。また、

であり、

である。
【０１１６】
　２．キャリアアグリゲーション（ＣＡ：Carrier Aggregation）環境
　２．１　ＣＡ一般
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution；Ｒｅ
ｌ－８又はＲｅｌ－９）システム（以下、ＬＴＥシステム）は、単一コンポーネントキャ
リア（ＣＣ：Component Carrier）を複数の帯域に分割して使うマルチキャリア（多重搬
送波）変調（ＭＣＭ：Multi-Carrier Modulation）方式を用いる。しかし、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステム（以下、ＬＴＥ－Ａシステム）では、ＬＴＥシステムに
比べて広帯域のシステム帯域幅をサポートするために、一つ又は複数のコンポーネントキ
ャリアを集約（結合）し（aggregating）て使うキャリアアグリゲーション（ＣＡ：Carri
er Aggregation）のような方法を用いることができる。キャリアアグリゲーションは、搬
送波集約（集成）、搬送波整合、マルチコンポーネントキャリア環境（Multi-CC）、又は
マルチキャリア環境と呼ぶこともできる。
【０１１７】
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　本発明において、マルチキャリアはキャリアのアグリゲーション（又は、キャリアアグ
リゲーション）を意味し、この場合、キャリアのアグリゲーションは、隣接した（contig
uous）キャリア間のアグリゲーションだけでなく、隣接していない（非隣接した）（non-
contiguous）キャリア間のアグリゲーションも意味する。また、下りリンクと上りリンク
とにおいて集約されるコンポーネントキャリアの数を異なるように設定してもよい。下り
リンクコンポーネントキャリア（以下、「ＤＬ　ＣＣ」という）の数と上りリンクコンポ
ーネントキャリア（以下、「ＵＬ　ＣＣ」という）の数とが一致する場合を対称（的）（
symmetric）アグリゲーションといい、両者の数が異なる場合を非対称（的）（asymmetri
c）アグリゲーションという。このようなキャリアアグリゲーションは、搬送波アグリゲ
ーション（集成）、帯域幅アグリゲーション（bandwidth aggregation）、スペクトルア
グリゲーション（spectrum aggregation）などの用語に言い換えてもよい。
【０１１８】
　２つ以上のコンポーネントキャリアが集約して構成されるキャリアアグリゲーションは
、ＬＴＥ－Ａシステムでは１００ＭＨｚ帯域幅までサポートすることを目標とする。目標
帯域よりも小さい帯域幅を有する１つ又は複数のキャリアを集約するとき、集約するキャ
リアの帯域幅は、従来のＩＭＴシステムとの互換性（backward compatibility）を維持す
るために、従来のシステムで使う帯域幅に制限することができる。
【０１１９】
　例えば、従来の３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、｛１．４，３，５，１０，１５，２０
｝ＭＨｚ帯域幅をサポートし、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄシステム（すなわち
、ＬＴＥ－Ａ）では、従来のシステムとの互換性のために、それらの帯域幅のみを用いて
２０ＭＨｚよりも大きい帯域幅をサポートするようにすることができる。また、本発明で
用いられるキャリアアグリゲーションシステムは、従来のシステムで用いる帯域幅にかか
わらず、新しい帯域幅を定義してキャリアアグリゲーションをサポートするようにするこ
ともできる。
【０１２０】
　また、このようなキャリアアグリゲーションは、バンド内（イントラバンド）ＣＡ（In
tra-band CA）とバンド間（インターバンド）ＣＡ（Inter-band CA）とに区別できる。バ
ンド内キャリアアグリゲーションとは、複数のＤＬ　ＣＣ及び／又はＵＬ　ＣＣが周波数
上で隣接するか近接して位置することを意味する。言い換えると、ＤＬ　ＣＣ及び／又は
ＵＬ　ＣＣのキャリア周波数が同じバンド内に位置することを意味できる。一方、周波数
領域において遠く離れている環境をバンド間ＣＡ（Inter-Band CA）と呼ぶことができる
。言い換えると、複数のＤＬ　ＣＣ及び／又はＵＬ　ＣＣのキャリア周波数が、互いに異
なるバンドに位置することを意味できる。この場合、端末は、キャリアアグリゲーション
環境における通信を行うために、複数のＲＦ（Radio Frequency）端を使うことができる
。
【０１２１】
　ＬＴＥ－Ａシステムは、無線リソースを管理するためにセル（cell）の概念を用いる。
上述したキャリアアグリゲーション環境は、マルチセル（多重セル）（multiple cells）
環境と呼ぶことができる。セルは、下りリンクリソース（ＤＬ　ＣＣ）と上りリンクリソ
ース（ＵＬ　ＣＣ）との組合せとして定義されるか、上りリンクリソースは必須要素では
ない。このため、セルは、下りリンクリソース単独、又は下りリンクリソース及び上りリ
ンクリソースの両者で構成することができる。
【０１２２】
　例えば、特定端末が、１個の設定されたサービングセル（configured serving cell）
を有する場合、１個のＤＬ　ＣＣ及び１個のＵＬ　ＣＣを有することができる。しかし、
特定端末が２個以上の設定されたサービングセルを有する場合には、セルの数だけのＤＬ
　ＣＣを有し、ＵＬ　ＣＣの数はそれと同数又はより小さい数であってもよい。若しくは
、これとは逆にＤＬ　ＣＣ及びＵＬ　ＣＣが構成されてもよい。すなわち、特定端末が複
数の設定されたサービングセルを有する場合、ＤＬ　ＣＣの数よりもＵＬ　ＣＣの数が多
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いキャリアアグリゲーション環境がサポートされてもよい。
【０１２３】
　また、キャリアアグリゲーション（結合）（ＣＡ）は、それぞれのキャリア周波数（セ
ルの中心周波数）が異なる２つ以上のセルのアグリゲーションとして理解されてもよい。
キャリアアグリゲーションでいう「セル（Cell）」は、周波数の観点で説明されるもので
あり、一般に使われる、基地局がカバーする地理的領域としての「セル」とは区別されな
ければならない。以下、上述したバンド内キャリアアグリゲーションをバンド内マルチセ
ルといい、バンド間キャリアアグリゲーションをバンド間マルチセルという。
【０１２４】
　ＬＴＥ－Ａシステムで用いられるセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Primary Cell
）及びセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Secondary Cell）を含む。Ｐセル及びＳセルはサー
ビングセル（Serving Cell）として用いることができる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状
態にあるが、キャリアアグリゲーションが設定されていないか又はキャリアアグリゲーシ
ョンをサポートしない端末の場合、Ｐセルのみで構成されたサービングセルが１つのみ存
在する。一方、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態であるとともに、キャリアアグリゲーシ
ョンが設定されている端末の場合、一つ又は複数のサービングセルが存在してもよく、全
体のサービングセルにはＰセル及び一つ又は複数のＳセルが含まれる。
【０１２５】
　サービングセル（Ｐセル及びＳセル）は、ＲＲＣパラメータを用いて設定することがで
きる。ＰｈｙｓＣｅｌｌＩｄは、セルの物理層識別子であって、０から５０３までの整数
値を有する。ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、Ｓセルを識別するために使われる簡略な（short
）識別子であって、１から７までの整数値を有する。ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、サ
ービングセル（Ｐセル又はＳセル）を識別するために使われる簡略な（short）識別子で
あって、０から７までの整数値を有する。値０はＰセルに適用され、ＳＣｅｌｌＩｎｄｅ
ｘはＳセルに適用するためにあらかじめ与えられる。すなわち、ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄ
ｅｘにおいて最も小さいセルＩＤ（又はセルインデックス）を有するセルがＰセルとなる
。
【０１２６】
　Ｐセルはプライマリ周波数（又は、ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）上で動作するセルを意味す
る。端末が初期接続設定（initial connection establishment）過程を行うか、接続再設
定過程を行うために用いられてもよく、ハンドオーバ過程で指示されたセルのことを指し
てもよい。また、Ｐセルは、キャリアアグリゲーション環境で設定されたサービングセル
のうち、制御関連の通信の中心となるセルを意味する。すなわち、端末は、自体のＰセル
でのみＰＵＣＣＨの割当てを受けて送信することができ、システム情報を取得するか、モ
ニタリング手順を変更するときにＰセルのみを用いることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ev
olved Universal Terrestrial Radio Access）は、キャリアアグリゲーション環境をサポ
ートする端末に対して、モビリティ（移動性）制御情報（mobilityControlInfo）を含む
上位層のＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｔａｉｏｎ
）メッセージを用いてハンドオーバ手順のためにＰセルのみを変更することもできる。
【０１２７】
　Ｓセルはセカンダリ周波数（又は、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ）上で動作するセルを意
味できる。特定端末にＰセルは１一つのみ割り当てられ、Ｓセルは１つ又は複数割り当て
られてもよい。Ｓセルは、ＲＲＣ接続設定がなされた後に構成可能であり、追加の無線リ
ソースを提供するために用いることができる。キャリアアグリゲーション環境で設定され
たサービングセルにおいてＰセル以外のセル、すなわち、ＳセルにはＰＵＣＣＨが存在し
ない。
【０１２８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、Ｓセルをキャリアアグリゲーション環境をサポートする端末に追加
するとき、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある関連したセルの動作に関する全てのシ
ステム情報を特定シグナル（dedicated signal）を用いて提供することができる。システ
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ム情報の変更は、関連したＳセルの解除及び追加によって制御することができ、このとき
、上位層のＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｔａｉｏ
ｎ）メッセージを用いることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、関連したＳセル内でブロード
キャストするよりは、端末別に異なるパラメータを有する専用（特定）シグナリング（de
dicated signaling）を行えばよい。
【０１２９】
　初期セキュリティ（保安）（security）活性化過程が始まった後に、Ｅ－ＵＴＲＡＮは
、接続設定過程で初期に構成されるＰセルに加えて一つ又は複数のＳセルを含むネットワ
ークを構成することができる。キャリアアグリゲーション環境でＰセル及びＳセルはそれ
ぞれのコンポーネントキャリアとして動作することができる。以下の実施例では、プライ
マリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）はＰセルと同じ意味で使われ、セカンダリコンポ
ーネントキャリア（ＳＣＣ）はＳセルと同じ意味で使われてもよい。
【０１３０】
　図６は、本発明の実施例で用いられるコンポーネントキャリア（ＣＣ）、及びＬＴＥ＿
Ａシステムで用いられるキャリアアグリゲーションの一例を示す図である。
【０１３１】
　図６（ａ）は、ＬＴＥシステムで用いられる単一キャリア構造を示す。コンポーネント
キャリアにはＤＬ　ＣＣ及びＵＬ　ＣＣがある。一つのコンポーネントキャリアは２０Ｍ
Ｈｚの周波数範囲を有することができる。
【０１３２】
　図６（ｂ）は、ＬＴＥ＿Ａシステムで用いられるキャリアアグリゲーション構造を示す
。図６（ｂ）では、２０ＭＨｚの周波数サイズを有する３個のコンポーネントキャリアが
集約された場合を示している。ＤＬ　ＣＣ及びＵＬ　ＣＣがそれぞれ３個ずつあるが、Ｄ
Ｌ　ＣＣ及びＵＬ　ＣＣの個数に制限があるわけではない。キャリアアグリゲーションの
場合、端末は３個のＣＣを同時にモニタリングすることができ、下りリンク信号／データ
を受信することができ、上りリンク信号／データを送信することができる。
【０１３３】
　（仮に、）特定セルでＮ個のＤＬ　ＣＣが管理される場合には、ネットワークは、端末
にＭ（Ｍ≦Ｎ）個のＤＬ　ＣＣを割り当てることができる。このとき、端末はＭ個の制限
されたＤＬ　ＣＣのみをモニタリングしてＤＬ信号を受信することができる。また、ネッ
トワークはＬ（Ｌ≦Ｍ≦Ｎ）個のＤＬ　ＣＣに優先順位を与えて主な（main）ＤＬ　ＣＣ
を端末に割り当てることもでき、この場合、ＵＥはＬ個のＤＬ　ＣＣを必ずモニタリング
しなければならない。この方式は上りリンク送信に同一に適用されてもよい。
【０１３４】
　下りリンクリソースの搬送波周波数（又はＤＬ　ＣＣ）と上りリンクリソースの搬送波
周波数（又は、ＵＬ　ＣＣ）とのリンケージ（linkage）は、ＲＲＣメッセージのような
上位層メッセージやシステム情報で示すことができる。例えば、ＳＩＢ２（System Infor
mation Block Type2）によって定義されるリンケージによってＤＬリソースとＵＬリソー
スとの組合せを構成することができる。具体的には、リンケージは、ＵＬグラントを運ぶ
ＰＤＣＣＨが送信されるＤＬ　　ＣＣと該ＵＬグラントを用いるＵＬ　ＣＣとのマッピン
グ関係を意味することができ、ＨＡＲＱのためのデータが送信されるＤＬ　ＣＣ（又はＵ
Ｌ　ＣＣ）とＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送信されるＵＬ　ＣＣ（又はＤＬ　ＣＣ
）とのマッピング関係を意味することもできる。
【０１３５】
　２．２　クロスキャリアスケジューリング（Cross Carrier Scheduling）
　キャリアアグリゲーションシステムには、キャリア（又は搬送波）又はサービングセル
（Serving Cell）に対するスケジューリングの観点で、セルフ（自己）スケジューリング
（Self-Scheduling）方法及びクロスキャリアスケジューリング（Cross Carrier Schedul
ing）方法がある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリア
スケジューリング（Cross Component Carrier Scheduling）又はクロスセルスケジューリ
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ング（Cross Cell Scheduling）と呼ぶこともできる。
【０１３６】
　セルフスケジューリングは、ＰＤＣＣＨ（ＤＬグラント）とＰＤＳＣＨとが同一ＤＬ　
ＣＣで送信されるか、又はＤＬ　ＣＣで送信されたＰＤＣＣＨ（ＵＬグラント）によって
送信されるＰＵＳＣＨが、ＵＬグラントを受信したＤＬ　ＣＣとリンクされているＵＬ　
ＣＣで送信されることを意味する。
【０１３７】
　クロスキャリアスケジューリングは、ＰＤＣＣＨ（ＤＬグラント）とＰＤＳＣＨとがそ
れぞれ異なるＤＬ　ＣＣで送信されるか、又はＤＬ　ＣＣで送信されたＰＤＣＣＨ（ＵＬ
グラント）によって送信されるＰＵＳＣＨが、ＵＬグラントを受信したＤＬ　ＣＣとリン
クされているＵＬ　ＣＣ以外のＵＬ　ＣＣで送信されることを意味する。
【０１３８】
　クロスキャリアスケジューリングは、端末固有（UE-specific）に活性化又は非活性化
することができ、上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を用いて準静的（
semi-static）に各端末に対して知らせることができる。
【０１３９】
　クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合、ＰＤＣＣＨには、該ＰＤＣＣＨ
が示すＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨがどのＤＬ／ＵＬ　ＣＣで送信されるのかを知らせるキャ
リア指示子フィールド（ＣＩＦ：Carrier Indicator Field）が必要である。例えば、Ｐ
ＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨリソース又はＰＵＳＣＨリソースをＣＩＦを用いて複数のコンポ
ーネントキャリアの一つに割り当てることができる。すなわち、ＤＬ　ＣＣ上のＰＤＣＣ
Ｈが集約（多重集成）された（aggregated）ＤＬ／ＵＬ　ＣＣのうちの一つにＰＤＳＣＨ
又はＰＵＳＣＨリソースを割り当てる場合にＣＩＦが設定される。この場合、ＬＴＥ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ－８のＤＣＩフォーマットはＣＩＦによって拡張されてもよい。このとき、
設定されたＣＩＦは、３ビットフィールドに固定されてもよく、設定されたＣＩＦの位置
はＤＣＩフォーマットサイズに関係なく固定されてもよい。また、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓ
ｅ－８のＰＤＣＣＨ構造（同一のコーディング及び同一のＣＣＥベースのリソースマッピ
ング）を再使用してもよい。
【０１４０】
　一方、ＤＬ　ＣＣ上のＰＤＣＣＨが、同じＤＬ　ＣＣ上のＰＤＳＣＨリソースを割り当
てるか、又は該ＤＬ　ＣＣにリンクされた単一のＵＬ　ＣＣにＰＵＳＣＨリソースを割り
当てる（単一リンクされたＵＬ　ＣＣ上のＰＵＳＣＨリソースを割り当てる）場合には（
if a PDCCH transmitted in a DL CC allocates PDSCH resources of the same DL CC or
 allocates PUSCH resources in a single UL CC linked to the DL CC）、ＣＩＦが設定
されない。この場合、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８と同じＰＤＣＣＨ構造（同一のコーデ
ィング及び同一のＣＣＥベースのリソースマッピング）及びＤＣＩフォーマットが用いら
れてもよい。
【０１４１】
　クロスキャリアスケジューリングが可能な場合、端末はＣＣ別送信モード及び／又は帯
域幅によってモニタリングＣＣの制御領域で複数のＤＣＩに対するＰＤＣＣＨをモニタリ
ングする必要がある。このため、これをサポートできる検索空間の構成及びＰＤＣＣＨモ
ニタリングが必要である。
【０１４２】
　キャリアアグリゲーションシステムにおいて、端末ＤＬ　ＣＣ集合は、端末がＰＤＳＣ
Ｈを受信するようにスケジューリングされたＤＬ　ＣＣの集合を指し、端末ＵＬ　ＣＣ集
合は、端末がＰＵＳＣＨを送信するようにスケジューリングされたＵＬ　ＣＣの集合を指
す。また、ＰＤＣＣＨモニタリング集合（monitoring set）は、ＰＤＣＣＨモニタリング
を行う少なくとも一つのＤＬ　ＣＣの集合を意味する。ＰＤＣＣＨモニタリング集合は、
端末ＤＬ　ＣＣ集合と同一であってもよく、端末ＤＬ　ＣＣ集合の部分集合（副集合）（
subset）であってもよい。ＰＤＣＣＨモニタリング集合は、端末ＤＬ　ＣＣ集合における
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ＤＬ　ＣＣの少なくとも一つを含むことができる。若しくは、ＰＤＣＣＨモニタリング集
合は、端末ＤＬ　ＣＣ集合とは別個に定義されてもよい。ＰＤＣＣＨモニタリング集合に
含まれるＤＬ　ＣＣは、リンクされたＵＬ　ＣＣに対するセルフスケジューリング（self
-scheduling）が常に可能であるように設定することができる。このような、端末ＤＬ　
ＣＣ集合、端末ＵＬ　ＣＣ集合及びＰＤＣＣＨモニタリング集合は、端末固有（UE-speci
fic）、端末グループ固有（特定）（UE group-specific）又はセル固有（Cell-specific
）に設定することができる。
【０１４３】
　クロスキャリアスケジューリングが非活性化された場合には、ＰＤＣＣＨモニタリング
集合が常に端末ＤＬ　ＣＣ集合と同一であるということを意味し、このような場合にはＰ
ＤＣＣＨモニタリング集合に対する別のシグナリングのような指示が必要でない。しかし
、クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合には、ＰＤＣＣＨモニタリング集
合が端末ＤＬ　ＣＣ集合内で定義されることが好ましい。すなわち、端末に対してＰＤＳ
ＣＨ又はＰＵＳＣＨをスケジューリングするために、基地局はＰＤＣＣＨモニタリング集
合のみを介してＰＤＣＣＨを送信する。
【０１４４】
　図７は、本発明の実施例で用いられるクロスキャリアスケジューリングによるＬＴＥ－
Ａシステムのサブフレーム構造を示す図である。
【０１４５】
　図７を参照すると、ＬＴＥ－Ａ端末のためのＤＬサブフレームは、３個の下りリンクコ
ンポーネントキャリア（ＤＬ　ＣＣ）が集約されており、ＤＬ　ＣＣ　「Ａ」はＰＤＣＣ
ＨモニタリングＤＬ　ＣＣとして設定された場合を示す。ＣＩＦが使用されない場合、各
ＤＬ　ＣＣはＣＩＦ無しで自体のＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨを送信す
ることができる。一方、ＣＩＦが上位層シグナリングによって使用される場合には、一つ
のＤＬ　ＣＣ　「Ａ」のみがＣＩＦを用いて自体のＰＤＳＣＨ又は他のＣＣのＰＤＳＣＨ
をスケジューリングするＰＤＣＣＨを送信することができる。このとき、ＰＤＣＣＨモニ
タリングＤＬ　ＣＣとして設定されていないＤＬ　ＣＣ　「Ｂ」及び「Ｃ」はＰＤＣＣＨ
を送信しない。
【０１４６】
　図８は、本発明の実施例で用いられるクロスキャリアスケジューリングによるサービン
グセル構成の一例を示す図である。
【０１４７】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）をサポートする無線アクセスシステムでは基地局及
び／又は端末を一つ又は複数のサービングセルで構成することができる。図８において、
基地局は、Ａセル、Ｂセル、Ｃセル及びＤセルの合計４個のサービングセルをサポートす
ることができ、端末ＡはＡセル、Ｂセル及びＣセルで構成され、端末ＢはＢセル、Ｃセル
及びＤセルで構成され、端末ＣはＢセルで構成された場合を仮定する。ここで、各端末に
構成されたセルのうち少なくとも一つをＰセルとして設定することができる。このとき、
Ｐセルは常に活性化された状態であり、Ｓセルは基地局及び／又は端末によって活性化又
は非活性化されてもよい。
【０１４８】
　図８において、構成されたセルは、基地局のセルのうち、端末からの測定報告（measur
ement report）メッセージに基づいてＣＡにセルの追加が可能なセルであって、端末別に
設定可能である。構成されたセルは、ＰＤＳＣＨ信号の送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫメ
ッセージの送信のためのリソースをあらかじめ予約しておく。活性化されたセル（Activa
ted cell）は、構成されたセルのうち、実際にＰＤＳＣＨ信号及び／又はＰＵＳＣＨ信号
を送信するように設定されたセルであり、ＣＳＩ報告及びＳＲＳ（Sounding Reference S
ignal）送信を行う。非活性化されたセル（De-Activated cell）は、基地局の命令又はタ
イマ動作によってＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨ信号の送受信を行わないように構成されるセル
であって、ＣＳＩ報告及びＳＲＳ送信も中断される。
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【０１４９】
　２．３　ＣＡ環境に基づくＣｏＭＰ動作
　以下では、本発明の実施形態に適用可能な協調マルチポイント（協力的多重ポイント）
（ＣｏＭＰ：Cooperative Multi-Point）伝送動作について説明する。
【０１５０】
　ＬＴＥ－ＡシステムにおいてＬＴＥにおけるＣＡ（Carrier Aggregation）機能を用い
てＣｏＭＰ伝送を具現することができる。図９は、ＣＡ環境で動作するＣｏＭＰシステム
の概念図である。
【０１５１】
　図９において、Ｐセルとして動作するキャリアとＳセルとして動作するキャリアとは周
波数軸上の同じ周波数帯域を使うことができ、地理的に離れた二つのｅＮＢにそれぞれ割
り当てられた場合を仮定する。この際、ＵＥ１のサービングｅＮＢをＰセルとして割り当
て、多くの干渉を与える隣接セルをＳセルとして割り当てることができる。すなわち、一
つの端末に対してＰセルの基地局とＳセルの基地局とが互いにＪＴ（Joint Transmission
）、ＣＳ／ＣＢ及び動的セル選択（Dynamic cell selection）などの多様なＤＬ／ＵＬ　
ＣｏＭＰ動作を実行することができる。
【０１５２】
　図９は、一つの端末（例えば、ＵＥ１）に対して二つのｅＮＢが管理するセルをそれぞ
れＰセル及びＳセルとして集約する場合に対する例を示す。ただし、他の例として３個以
上のセルが集約することができる。例えば、三つ以上のセルの一部のセルは同じ周波数帯
域で一つの端末に対してＣｏＭＰ動作を実行し、他のセルは他の周波数帯域で単純（simp
le）ＣＡ動作を実行するように構成されることも可能である。この際、Ｐセルは必ずしも
ＣｏＭＰ動作に参加する必要はない。
【０１５３】
　２．４　参照信号（ＲＳ：Reference Signal）
　以下では、本発明の実施例で使用可能な参照信号について説明する。
【０１５４】
　図１０は、本発明の実施例で使用可能なセル固有参照信号（ＣＲＳ：Cell specific Re
ference Signal）が割り当てられたサブフレームの一例を示す図である。
【０１５５】
　図１０は、システムで４個のアンテナをサポートする場合におけるＣＲＳの割当て構造
を示す。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムにおいてＣＲＳはデコーディング及びチ
ャネル状態測定の目的で使われる。したがって、ＣＲＳはＰＤＳＣＨ伝送をサポートする
セル（cell）内の全ての下りリンクサブフレームで全下りリンク帯域幅にわたって送信さ
れ、基地局（ｅＮＢ）に構成された全てのアンテナポートから送信される。
【０１５６】
　具体的には、ＣＲＳシーケンスはスロットｎsでアンテナポートｐのための参照シンボ
ルとして使われる複素変調シンボル（complex-valued modulation symbols）にマッピン
グされる。
【０１５７】
　ＵＥはＣＲＳを用いてＣＳＩを測定することができ、ＣＲＳを用いてＣＲＳを含むサブ
フレームでＰＤＳＣＨを介して受信した下りリンクデータ信号をデコードすることができ
る。すなわち、ｅＮＢは全てのＲＢにおいて各ＲＢ内の一定位置でＣＲＳを送信し、ＵＥ
は上記ＣＲＳに基づいてチャネル推定を実行した後にＰＤＳＣＨを検出した。例えば、Ｕ
ＥはＣＲＳ　ＲＥで受信した信号を測定する。ＵＥはＣＲＳ　ＲＥ別受信エネルギとＰＤ
ＳＣＨがマッピングされたＲＥ別受信エネルギとの比を用いてＰＤＳＣＨがマッピングさ
れたＲＥからＰＤＳＣＨ信号を検出することができる。
【０１５８】
　このように、ＣＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ信号が送信される場合、ｅＮＢは全てのＲＢ
に対してＣＲＳを送信しなければならないため、不必要なＲＳオーバーヘッドが発生する
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ことになる。このような問題点を解決するために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡシステムではＣ
ＲＳの外にＵＥ固有ＲＳ（以下、ＵＥ－ＲＳ）及びチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－
ＲＳ：Channel State Information Reference Signal）をさらに定義する。ＵＥ－ＲＳは
復調のために使われ、ＣＳＩ－ＲＳはチャネル状態情報を獲得（導出）するために（deri
ve）使われる。
【０１５９】
　ＵＥ－ＲＳ及びＣＲＳは復調のために使われるので、用途の側面で復調用ＲＳであると
言える。すなわち、ＵＥ－ＲＳはＤＭ－ＲＳ（DeModulation Reference  Signal）の一種
と見なすことができる。また、ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳはチャネル測定あるいはチャネル
推定に使われるので、用途の側面ではチャネル状態測定用ＲＳであると言える。
【０１６０】
　図１１は本発明の実施例で使用可能なＣＳＩ－ＲＳがアンテナポートの個数によって割
り当てられたサブフレームの一例を示す図である。
【０１６１】
　ＣＳＩ－ＲＳは復調の目的ではなく無線チャネルの状態測定のために３ＧＰＰ　ＬＴＥ
－Ａシステムで導入した下りリンク参照信号である。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡシステムはＣ
ＳＩ－ＲＳ伝送のために複数のＣＳＩ－ＲＳ設定を定義している。ＣＳＩ－ＲＳ伝送が構
成されたサブフレームでＣＳＩ－ＲＳシーケンスはアンテナポートｐ上の参照シンボルと
して使われる複素変調シンボルによってマッピングされる。
【０１６２】
　図１１（ａ）はＣＳＩ－ＲＳ構成の中で２個のＣＳＩ－ＲＳポートによるＣＳＩ－ＲＳ
伝送に利用可能な２０種のＣＳＩ－ＲＳ構成０～１９を示したものであり、図１１（ｂ）
はＣＳＩ－ＲＳ構成の中で４個のＣＳＩ－ＲＳポートによって利用可能な１０種のＣＳＩ
－ＲＳ構成０～９を示したものであり、図１１（ｃ）はＣＳＩ－ＲＳ構成の中で８個のＣ
ＳＩ－ＲＳポートによって利用可能な５種のＣＳＩ－ＲＳ構成０～４を示したものである
。
【０１６３】
　ここで、ＣＳＩ－ＲＳポートはＣＳＩ－ＲＳ伝送のために設定されたアンテナポートを
意味する。ＣＳＩ－ＲＳポートの個数によってＣＳＩ－ＲＳ構成が変わるので、ＣＳＩ－
ＲＳ伝送のために構成されたアンテナポートの個数が異なる場合、同じＣＳＩ－ＲＳ構成
番号が異なるＣＳＩ－ＲＳ構成に対応することがある（ＣＳＩ－ＲＳ構成番号が違うと言
ってもＣＳＩ－ＲＳ伝送のために構成されたアンテナポートの個数が違えば違うＣＳＩ－
ＲＳ構成となる）（if the numbers of antenna ports configured for CSI-RS transmis
sion differ, the same CSI-RS configuration number may correspond to different CS
I-RS configurations）。
【０１６４】
　一方、ＣＳＩ－ＲＳはサブフレームごとに送信されるように構成されたＣＲＳとは違い
（異なり）、複数のサブフレームに相当する所定の伝送周期ごとに送信されるように設定
される。したがって、ＣＳＩ－ＲＳ構成はリソースブロック対内でＣＳＩ－ＲＳが占有す
るＲＥの位置だけではなくＣＳＩ－ＲＳが設定されるサブフレームによっても変わる。
【０１６５】
　また、ＣＳＩ－ＲＳ構成番号が同じであってもＣＳＩ－ＲＳ伝送のためのサブフレーム
が違えばＣＳＩ－ＲＳ構成も違うと言える。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ伝送周期（ＴCSI-RS）
が違うかあるいは一無線フレーム内でＣＳＩ－ＲＳ伝送が構成された最初のサブフレーム
（ΔCSI-RS）が違えばＣＳＩ－ＲＳ構成が違うと言える。
【０１６６】
　以下では、（１）ＣＳＩ－ＲＳ構成番号が付与されたＣＳＩ－ＲＳ構成と、（２）ＣＳ
Ｉ－ＲＳ構成番号、ＣＳＩ－ＲＳポートの個数及び／又はＣＳＩ－ＲＳが構成されたサブ
フレームによって変わるＣＳＩ－ＲＳ構成と、を区別（区分）する（distinguish）ため
に、後者（２）の構成をＣＳＩ－ＲＳリソース構成（CSI-RS resource configuration）
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という。前者（１）の設定はＣＳＩ－ＲＳ構成又はＣＳＩ－ＲＳパターンともいう。
【０１６７】
　ｅＮＢは、ＵＥにＣＳＩ－ＲＳリソース構成を知らせるとき、ＣＳＩ－ＲＳの伝送のた
めに使われるアンテナポートの個数、ＣＳＩ－ＲＳパターン、ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム
構成（CSI-RS subframe configuration）ＩCSI-RS、ＣＳＩフィードバックのための参照
ＰＤＳＣＨ伝送電力に関するＵＥ仮定（UE assumption on reference PDSCH transmitted
 power for CSI feedback）Ｐc、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ構成リスト、ゼロパワーＣＳＩ
－ＲＳサブフレーム構成などに関する情報を知らせることができる。
【０１６８】
　ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成インデックスＩCSI-RSはＣＳＩ－ＲＳの存在（occurren
ce）に対するサブフレーム構成周期ＴCSI-RS及びサブフレームオフセットΔCSI-RSを特定
するための情報である。次の表４はＴCSI-RS及びΔCSI-RSによるＣＳＩ－ＲＳサブフレー
ム構成インデックスＩCSI-RSを例示したものである。
【０１６９】
　＜表６＞
【表６】

【０１７０】
　この際、次の数式３を満たすサブフレームがＣＳＩ－ＲＳを含むサブフレームとなる。
【０１７１】
　＜数式３＞

【数３】

【０１７２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステム以後に定義された伝送モード（例えば、伝送モード９あ
るいはその他に新たに定義される伝送モード）に設定されたＵＥはＣＳＩ－ＲＳを用いて
チャネル測定を実行し、ＵＥ－ＲＳを用いてＰＤＳＣＨを復号することができる。
【０１７３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステム以後に定義された伝送モード（例えば、伝送モード９あ
るいはその他の新たに定義される伝送モード）に設定されたＵＥはＣＳＩ－ＲＳを用いて
チャネル測定を実行し、ＵＥ－ＲＳを用いてＰＤＳＣＨを復号することができる。
【０１７４】
　２．５　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムにおいて複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ
：Component Carrier＝（serving）cell）に対するアグリゲーション（結合）状態（状況
）（aggregation status）でのクロスキャリアスケジューリング（ＣＣＳ：Cross Carrie
r Scheduling）動作を定義すると、一つのスケジューリングされるＣＣ（すなわち、ｓｃ
ｈｅｄｕｌｅｄ　ＣＣ）は他の一つのスケジューリング（する）ＣＣ（すなわち、ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ　ＣＣ）からのみＤＬ／ＵＬスケジューリングを受けることができるよう
に（すなわち、該当ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ＣＣに対するＤＬ／ＵＬ　ｇｒａｎｔ　ＰＤＣ
ＣＨを受信することができるように）前もって設定できる。この際、スケジューリングＣ



(29) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

Ｃは基本的に自体に対するＤＬ／ＵＬスケジューリングを実行することができる。言い換
えれば、上記ＣＣＳ関係にあるスケジューリングする（scheduling）／スケジューリング
される（scheduled）ＣＣをスケジューリングするＰＤＣＣＨに対するサーチスペース（
ＳＳ：Search Space）は全てのスケジューリングＣＣの制御チャネル領域に存在すること
ができる。
【０１７５】
　一方、ＬＴＥシステムにおいて、ＦＤＤ　ＤＬキャリア又はＴＤＤ　ＤＬサブフレーム
は各サブフレームの最初のｎ個（ｎ＜＝４）のＯＦＤＭシンボルを各種制御情報伝送のた
めの物理チャネルであるＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ及びＰＣＦＩＣＨなどの伝送に使い、残
りのＯＦＤＭシンボルをＰＤＳＣＨ伝送に使うように構成される。この際、各サブフレー
ムで制御チャネル伝送に使うＯＦＤＭシンボルの個数はＰＣＦＩＣＨなどの物理チャネル
を介して動的にあるいはＲＲＣシグナリングを介した準静的な方式で端末に伝達されるこ
とができる。
【０１７６】
　一方、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、ＤＬ／ＵＬスケジューリング及び各種
制御情報を送信するための物理チャネルであるＰＤＣＣＨは制限されたＯＦＤＭシンボル
を介して送信されるなどの限界があるので、ＯＦＤＭシンボルを介して送信されてＰＤＳ
ＣＨから分離されたＰＤＣＣＨのような制御チャネルの代わりにＦＤＭ／ＴＤＭ方式でＰ
ＤＳＣＨともっと自由に多重化される拡張されたＰＤＣＣＨ（すなわち、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
）を導入することができる。図１２はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで使われるレガシＰＤ
ＣＣＨ（Legacy PDCCH）、ＰＤＳＣＨ及びＥ－ＰＤＣＣＨが多重化される一例を示す図で
ある。
【０１７７】
　２．６　制限されたＣＳＩ測定
　無線ネットワークでセル間に及ぶ干渉による影響を減らすために、ネットワークエンテ
ィティ間の協調（協力）動作を実行する（cooperate）ことができる。例えば、セルＡが
データを送信する特定のサブフレーム間にセルＡ以外の他のセルは共用制御情報のみを送
信し、データは送信しないように制限することで、セルＡでデータを受信している使用者
に対する干渉を最小にすることができる。
【０１７８】
　このような方法によって、ネットワーク内でセル間協調によって特定の瞬間にデータを
送信するセルを除いた残りのセルで最小限の共用制御情報のみを送信することによってセ
ル間に及ぶ干渉の影響を減らすことができる。
【０１７９】
　このために、上位層で二つのＣＳＩ測定サブフレーム集合ＣＣＳＩ、０及びＣＣＳＩ、
１を設定する場合、端末はリソース制限測定（ＲＲＭ：Resource-Restricted Measuremen
t）動作を実行することができる。この際、二つの測定サブフレーム集合に相当するＣＳ
Ｉ参照リソースは二つのサブフレーム集合の一つにのみ属すると仮定する。
【０１８０】
　次の表７はＣＳＩサブフレーム集合（Subframe Set）を設定する上位層信号の一例を示
す。
【０１８１】
　＜表７＞
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【表７】

【０１８２】
　表７はＣＳＩサブフレーム集合を設定するために送信されるＣＱＩ報告構成（ＣＱＩ－
Ｒｅｐｏｒｔ　Ｃｏｆｉｇ）メッセージの一例を示す。この際、ＣＱＩ報告構成メッセー
ジには、非周期的ＣＱＩ報告（ｃｑｉ－ＲｅｐｏｒｔＡｐｅｒｉｏｄｉｃ－ｒ１０）ＩＥ
、ｎｏｍＰＤＳＣＨ－ＲＳ－ＥＰＲＥ－Ｏｆｆｓｅｔ　ＩＥ、周期的ＣＱＩ報告（ｃｑｉ
－ＲｅｐｏｒｔＰｅｒｉｏｄｃｉ－ｒ１０）ＩＥ、ＰＭＩ－ＲＩレポート（ｐｍｉ－ＲＩ
－Ｒｅｐｏｒｔ－ｒ９）ＩＥ及びＣＳＩサブフレームパターン構成（ｃｓｉ－ｓｕｂｆｒ
ａｍｅＰａｔｔｅｒｎＣｏｎｆｉｇ）ＩＥが含まれることができる。この際、ＣＳＩサブ
フレームパターン構成ＩＥはサブフレーム集合別に測定サブフレームパターンを示すＣＳ
Ｉ測定サブフレーム集合１情報（ｃｓｉ－ＭｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ１）ＩＥ及び
ＣＳＩ測定サブフレーム集合２情報（ｃｓｉ－ＭｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ２）ＩＥ
を含む。
【０１８３】
　ここで、ＣＳＩ測定サブフレーム集合１（ｃｓｉ－ＭｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ１
－ｒ１０）情報要素（ＩＥ：Information Element）及びＣＳＩ測定サブフレーム集合２
（ｃｓｉ－ＭｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ２－ｒ１０）ＩＥは４０ビットビットマップ
情報として各サブフレーム集合に属するサブフレームについての情報を示す。また、非周
期的ＣＱＩ報告（ＣＱＩ－ＲｅｐｏｒｔＡｐｅｒｉｏｄｉｃ－ｒ１０）ＩＥは端末に対す
る非周期的ＣＱＩ報告のための設定を実行するためのＩＥであり、周期的ＣＱＩ報告（Ｃ
ＱＩ－ＲｅｐｏｒｔＰｅｒｉｏｄｉｃ－ｒ１０）ＩＥは周期的ＣＱＩ報告のための設定を
実行するＩＥである。
【０１８４】
　ｎｏｍＰＤＳＣＨ－ＲＳ－ＥＰＲＥ－Ｏｆｆｓｅｔ　ＩＥは

値を示す。この際、実際の値（Actual Value）は

値＊２［ｄＢ］に設定される。また、ＰＭＩ－ＲＩレポートＩＥはＰＭＩ／ＩＲ報告が構
成されるか否かを示す。ＥＵＴＲＡＮは伝送モードがＴＭ８、９又は１０に設定された場
合にのみＰＭＩ－ＲＩレポートＩＥを構成する。
【０１８５】
　３．　ＬＴＥ－Ｕシステム
　３．１　ＬＴＥ－Ｕシステム構成
　以下では、ライセンスバンド（Licensed Band）であるＬＴＥ－Ａ帯域とアンライセン
スバンド（Unlicensed Band）とのキャリアアグリゲーション（搬送波結合）（ＣＡ）環
境でデータを送受信する方法について説明する。本発明の実施形態において、ＬＴＥ－Ｕ
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システムはこのようなライセンスバンドとアンライセンスバンドとのＣＡ状態をサポート
するＬＴＥシステムを意味する。アンライセンスバンドはワイファイ（ＷｉＦｉ（登録商
標））帯域又はブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）帯域などを用いることができる。
【０１８６】
　図１３はＬＴＥ－ＵシステムでサポートするＣＡ環境の一例を示す図である。
【０１８７】
　以下では、説明の便宜のために、ＵＥが二つのコンポーネントキャリア（要素搬送波）
（ＣＣ：Component Carrier）を用いてライセンスバンド（兔許帯域）及びアンライセン
スバンド（非兔許帯域）のそれぞれで無線通信を行うように設定された状況を仮定する。
もちろん、ＵＥに三つ以上のＣＣが構成された場合にも以下で説明する方法を適用するこ
とができる。
【０１８８】
　本発明の実施形態において、ライセンスバンドの搬送波（ＬＣＣ：Licensed CC）はプ
ライマリコンポーネントキャリア（主要素搬送波）（Primary CC：ＰＣＣ又はＰセルと呼
ぶことができる）であり、アンライセンスバンドの搬送波（Unlicensed CC：ＵＣＣ）は
セカンダリコンポーネントキャリア（副要素搬送波）（Secondary CC：ＳＣＣ又はＳセル
と呼ぶことができる）である場合を仮定する。ただし、本発明の実施形態は複数のライセ
ンスバンドと複数のアンライセンスバンドとがキャリアアグリゲーション方式で用いられ
る状況にも拡張して適用することができる。また、本発明の提案方式は３ＧＰＰ　ＬＴＥ
システムだけでなく他の特性のシステムにも拡張して適用可能である。
【０１８９】
　図１３は、一つの基地局でライセンスバンド及びアンライセンスバンドを共にサポート
する場合を示した。すなわち、端末はライセンスバンドであるＰＣＣを介して制御情報及
びデータを送受信することができ、またアンライセンスバンドであるＳＣＣを介して制御
情報及びデータを送受信することができる。しかし、図１３に示した状況は一例であり、
一つの端末が複数の基地局と接続するＣＡ環境にも本発明の実施形態を適用することがで
きる。
【０１９０】
　例えば、端末はマクロ基地局（Ｍ－ｅＮＢ：Macro eNB）とＰセルを構成し、スモール
基地局（Ｓ－ｅＮＢ：Small eNB）とＳセルを構成することができる。この際、マクロ基
地局とスモール基地局とはバックホール網を介して接続されてもよい。
【０１９１】
　本発明の実施形態において、アンライセンスバンドはコンテンションに基づくランダム
アクセス（任意接続）（random access）方式で動作することができる。この際、アンラ
イセンスバンドをサポートするｅＮＢはデータ送受信前にまずキャリアセンシング（ＣＳ
：Carrier Sensing）過程を実行することができる。ＣＳ過程は該当帯域が他のエンティ
ティによって占有されているかを判断する過程である。
【０１９２】
　例えば、Ｓセルの基地局（ｅＮＢ）は現在チャネルを使っているビジー（busy）状態で
あるか、又は使っていないアイドル（idle）状態であるかをチェックする。該当帯域がア
イドル状態であると判断されれば、基地局は、クロスキャリアスケジューリング方式の場
合、Ｐセルの（Ｅ）ＰＤＣＣＨを介して、又はセルフスケジューリング方式の場合、Ｓセ
ルのＰＤＣＣＨを介してスケジューリンググラント（scheduling grant）を端末に送信し
てリソースを割り当て、データ送受信を試みることができる。
【０１９３】
　ＣＳ過程はＬＢＴ（Listen Before Talk）過程と同一にあるいは類似して実行されるこ
とができる。ＬＢＴ過程は、Ｐセルの基地局がＵセル（アンライセンスバンドで動作する
セル）の現在の状態がビジー状態であるか又はアイドル状態であるかをチェックする過程
である。例えば、既に設定された又は上位層信号によって設定されたＣＣＡ（Clear Chan
nel Assessment）閾値が存在する場合、Ｕセルで該当ＣＣＡ閾値より高いエネルギが検出
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されればビジー状態であると判断され、そうでなければアイドル状態であると判断される
。Ｕセルがアイドル状態であると判断される場合、Ｐセルの基地局はＰセルの（Ｅ）ＰＤ
ＣＣＨを介して又はＵセルのＰＤＣＣＨを介してスケジューリンググラント（すなわち、
ＤＣＩなど）を送信してＵセルに対するリソースをスケジューリングし、Ｕセルを介して
データ送受信を実行することができる。
【０１９４】
　この際、基地局はＭ個の連続したサブフレームで構成された伝送（送信）機会（ＴｘＯ
Ｐ：Transmission OPportunity）区間を設定することができる。ここで、Ｍ値及びＭ個の
サブフレームの用途を前もって基地局が端末にＰセルを介した上位層シグナリングによっ
て、あるいは物理制御チャネル又は物理データチャネルを介して知らせることができる。
Ｍ個のサブフレームで構成されたＴｘＯＰ区間は予約されたリソース区間（ＲＲＰ：Rese
rved Resource Period）と呼ぶことができる。
【０１９５】
　３．２　ＴｘＯＰ区間
　基地局はＴｘＯＰ区間の間に一つの端末とデータを送受信することもでき、複数（多く
）の（a plurality of）端末にそれぞれＮ個の連続したサブフレームで構成されたＴｘＯ
Ｐ区間を設定し、ＴＤＭ又はＦＤＭ方式でデータを送受信することもできる。この際、基
地局はＴｘＯＰ区間の間にライセンスバンドであるＰセル及びアンライセンスバンドであ
るＳセルを介してデータを送受信することができる。
【０１９６】
　ただし、基地局がライセンスバンドであるＬＴＥ－Ａシステムのサブフレーム境界（su
bframe boundary）に合わせてデータ伝送を行えば、アンライセンスバンドであるＳセル
のアイドル判断時点と実際のデータ伝送時点との間にタイミングギャップ（timing gap）
が存在し得る。特に、Ｓセルは該当基地局及び端末が独占的に使えないアンライセンスバ
ンドで、ＣＳに基づくコンテンションによって用いなければならないので、このようなタ
イミングギャップの間に他のシステムが情報伝送を試みることもできる。
【０１９７】
　したがって、基地局はＳセルでタイミングギャップの間に他のシステムが情報伝送を試
みることを防止するために予約信号（reservation signal）を送信することもできる。こ
こで、予約信号はＳセルの該当リソース領域を自体のリソースとして予約しておくために
送信する一種の“ｄｕｍｍｙ情報”あるいは“ＰＤＳＣＨの一部に対するコピー（複写本
）（copy）”を意味する。予約信号はタイミングギャップ（すなわち、Ｓセルのアイドル
判断時点以後から実際の伝送時点まで）の間に送信されることができる。
【０１９８】
　３．３　ＴｘＯＰ区間設定方法
　図１４は、ＴｘＯＰ区間を設定する方法の一つを示す図である。
【０１９９】
　基地局はＰセルを介してＴｘＯＰ区間を前もって準静的な方式で設定することができる
。例えば、基地局は上位層信号（例えば、ＲＲＣ信号）によってＴｘＯＰ区間を構成する
サブフレームの個数Ｎの値と該当ＴｘＯＰ区間の用途についての構成情報とを端末に送信
することができる（Ｓ１４１０）。
【０２００】
　ただし、システム構成によって段階Ｓ１４１０は動的に実行されることができる。この
ような場合、基地局はＴｘＯＰ区間についての構成情報をＰＤＣＣＨ又はＥ－ＰＤＣＣＨ
を介して端末に送信することができる。
【０２０１】
　Ｓセルではキャリアセンシング（ＣＳ）過程を行って現在のチャネル状態がアイドル状
態であるか又ははビジー状態であるかをチェックすることができる（Ｓ１４２０）。
【０２０２】
　ＰセルとＳセルとは互いに異なる基地局又は互いに同一である基地局が管理することが
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できる。ただし、互いに異なる基地局が管理する場合には、バックホールを介してＳセル
のチャネル状態についての情報がＰセルに伝達されることができる（Ｓ１４３０）。
【０２０３】
　その後、ＴｘＯＰ区間に設定されたサブフレームで端末はＰセル及びＳセルを介してデ
ータを送受信することができる。段階Ｓ１４１０で該当ＴｘＯＰの用途が下りリンクデー
タ伝送用に設定された場合、端末はＴｘＯＰ区間でＳセルを介してＤＬデータを受信する
ことができ、ＴｘＯＰの用途が上りリンクデータ伝送用に設定された場合、端末はＳセル
を介してＵＬデータを送信することができる（Ｓ１４４０）。
【０２０４】
　本発明の実施例において、ＴｘＯＰ区間はＤＬ伝送バースト（DL Tx burst）、ＤＬバ
ースト又はＲＲＰ区間と同一の意味として使える。ただし、ＤＬバースト又はＤＬ伝送バ
ーストなどはチャネル占有のための予約信号を伝送する区間も含むことができる。
【０２０５】
　４．　部分サブフレーム構成及びスケジューリング方法
　本発明の実施例はアンライセンスバンドで動作するＬＴＥ－Ａシステムに関するもので
ある。本発明の実施例において、このようなシステムをＬＡＡ（Licensed Assisted Acce
ss）システムと呼ぶことにする。すなわち、ＬＡＡシステムではＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに対
する基本的な動作をそのまま実行するとともにアンライセンスバンドでＬＴＥ端末とデー
タ送受信を行う方法を提供する。
【０２０６】
　アンライセンスバンドでコンテンションに基づくアクセス（接続）方式で共存するＷｉ
Ｆｉ（登録商標）システム又は相互運用（インターオペレート）（inter-operate）シス
テムを考慮すると、Ｓセルのサブフレーム（ＳＦ：SubFrame）がＰセルのサブフレーム（
ＳＦ）の境界に合わせて伝送の開始を許せば、ＬＴＥ－Ａシステムが他のシステムに過度
にチャネル占有を譲歩することになることができる。したがって、ＬＡＡシステムでは、
従来ＬＴＥ－Ａシステムとは違い、ＳＦ境界ではない時点で信号伝送の開始又は終了を許
すことができる。この際、連続する信号伝送区間をデータバースト（Data Burst）として
定義することができる。データバーストは上述したＴｘＯＰ、ＲＲＰなどと同一の意味と
して使われることができる。
【０２０７】
　以下では、ＳＦ境界ではない時点で信号伝送を開始するかあるいはＳＦ境界以前の時点
で信号伝送が終了する場合、一つのサブフレーム（例えば、１ｍｓ）より小さい単位の部
分ＳＦ（ｐＳＦ：partial SF）を構成する方法について説明する。
【０２０８】
　４．１　クロスキャリアスケジューリング
　ＬＴＥ－Ａシステムのキャリアアグリゲーション（ＣＡ）状態でセカンダリセル（seco
ndary cell）をスケジューリングする方法は大別して二つに区分する（分ける）ことがで
きる。一つは特定のセルで他のセルに対してスケジューリングを行うクロスキャリアスケ
ジューリング（cross-carrier scheduling）方法であり、他の一つは該当セルで直接スケ
ジューリングするセルフスケジューリング（self-scheduling）方法である。以下では、
クロスキャリアスケジューリング方法によるｐＳＦ設定方法及びこれによるＰＤＣＣＨ伝
送及び動作方法について説明する。
【０２０９】
　図１５は、部分サブフレームの一例を説明する図である。
【０２１０】
　図１５で、Ｕセル（ＵＣｅｌｌ）は、ＰセルのＳＦ　＃Ｎに対応する時点からキャリア
センシング過程（又は、ＣＣＡ過程、ＬＢＴ過程）を実行するためのバックオフ（backof
f）を始めて、ＳＦ　＃Ｎ＋１の中間時点で予約信号（reservation signal）の伝送を開
始し、前もって決定された時点からプリアンブル及び／又はＰＤＳＣＨ伝送を開始する場
合を示す。
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【０２１１】
　この際、本発明の実施例において、Ｕセル上のＳＦ　＃Ｎ＋１の時点のｐＳＦに対する
スケジューリングをＰセル上のＳＦ　＃Ｎ＋２の時点で実行することができる。このよう
に、ｐＳＦ開始時点より遅くクロスキャリアスケジューリングを行うことをポストスケジ
ューリング（post-scheduling）と呼ぶことができる。また、ｐＳＦ開始時点に先立って
ＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でクロスキャリアスケジューリングを行うことをプレスケジューリ
ング（pre-scheduling）と呼ぶことができる。
【０２１２】
　本発明の実施例において、説明の便宜上、ＰセルのＳＦ　＃Ｎと対応するＵセルのＳＦ
をＰセルのＳＦ番号と同一にＳＦ　＃Ｎと呼ぶことにする。また、図１５を含めた他の図
面でＴｘＯＰ区間（又は、ＲＲＰ区間、ＤＬバースト区間）の大きさは４ＳＦ（すなわち
、４ｍｓ）で構成されることを仮定して説明する。もちろん、このようなＴｘＯＰ区間の
大きさはチャネル環境及び／又はシステム要求事項によって可変な（可変することができ
る）（variable）値である。
【０２１３】
　以下では、プレスケジューリングを行う条件について説明する。
【０２１４】
　４．１．１　プレスケジューリング条件
　（Ａ－１ａ）プレスケジューリングを行う一番簡単な方法として、ＳＦ　＃Ｎ＋１開始
直前のＵセル上ＣＣＡの結果にかかわらず、基地局又は端末の送信すべきデータが存在す
れば、いつもプレスケジューリングが実行されることができる。しかし、チャネルがビジ
ー（busy）であってＰＤＣＣＨを送信したＳＦで信号を送信することができない場合が発
生すれば、該当ＰＤＣＣＨリソースが浪費されることができる。したがって、ｅＮＢが送
信すべきデータがあっても該当ＳＦの間にデータを送信することができる確率が高いとき
に限ってＰＤＣＣＨを送信することが好ましく、以下ではこのような条件について説明す
る。
【０２１５】
　（Ａ－１ｂ）ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がアイドル（遊休）状態の場合に
のみプレスケジューリングが実行されるように許されることができる。
【０２１６】
　アンライセンスバンドにおいて共存するシステムの特性上、特定の送信端がチャネルを
占有すれば、よほど長い時間の間に連続して占有することができる。したがって、ＳＦ　
＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がビジーであれば、基地局は該当ＳＦの間に続けて信号
を送信することができないこともある。ＳＦ　＃Ｎ＋１の間にチャネルがずっとビジーで
あってＵセルで信号を送信することができなかったとすれば、ＳＦ　＃Ｎ＋１でプレスケ
ジューリングによるＰＤＣＣＨリソースは浪費されることができる。したがって、これを
防止するために、ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がアイドル状態の場合にのみ基
地局がプレスケジューリングを実行するように許されることができる。
【０２１７】
　ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がビジー状態であれば、該当ＳＦの間に基地局
はＣＳを実行しないこともできる。若しくは、ＳＦ　＃Ｎ＋１直前にビジーであったがＣ
Ｓを実行してからＳＦ　＃Ｎ＋１の中間のアイドル区間によってバックオフ動作が終わっ
たときは、基地局はＳＦを始めることができないから、予約信号を送信しなければならな
い。
【０２１８】
　（Ａ－１ｃ）ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がアイドル状態でありながらＳＦ
　＃Ｎ＋１の間にバックオフ動作が終わることができるときにのみプレスケジューリング
を実行するように許すことができる。
【０２１９】
　例えば、基地局がバックオフを行う場合、バックオフカウント値が‘Ｎ’であり、該当



(35) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

バックオフカウント値が‘０’になるまで必要な時間がＴ３ｍｓであると仮定する。Ｔ３
ｍｓが１ｍｓより大きい値であれば、基地局はＳＦ　＃Ｎ＋１の間にずっとチャネルがア
イドル状態であるとしてもＳＦ伝送を始めることができないであろう。
【０２２０】
　したがって、基地局はＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がアイドル状態でありな
がらＴ３＜＝Ｘの条件を満たすとき、プレスケジューリングを実行するように構成される
ことができる。この際、Ｘ＝１ｍｓであればＳＦ　＃Ｎ＋１がいつもアイドル状態である
場合を仮定してプレスケジューリングを行うものである。
【０２２１】
　ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がビジー状態であるかＴ３＞Ｘであれば、基地
局は該当ＳＦではプレスケジューリングを実行しない。条件（Ａ－１ｂ）で記述したよう
に、ＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がビジー状態であれば、基地局は該当ＳＦの
間にＣＳ及びバックオフ動作を実行しないこともできる。
【０２２２】
　若しくは、基地局は、ＳＦ　＃Ｎ＋１の直前にＵセルがビジー状態であったがＣＳを実
行してから（during CS）ＳＦ　＃Ｎ＋１の中間のアイドル区間によってバックオフ動作
が終わったときには、ＳＦを始めることができないので、予約信号を送信することが好ま
しい。
【０２２３】
　（Ａ－１ｄ）基地局はＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果にかかわらず、ＳＦ　＃
Ｎ＋１の間にバックオフ動作が終わることができる場合にのみプレスケジューリングが許
されることができる。例えば、基地局は、条件（Ａ－１ｃ）と同様に、Ｔ３＜＝Ｘの条件
を満たせばプレスケジューリングを実行することができる。一方、Ｔ３＞Ｘであれば、基
地局は該当ＳＦではプレスケジューリングを実行しない。
【０２２４】
　（Ａ－１ｅ）基地局はＳＦ　＃Ｎ＋１開始直前のＣＣＡの結果がビジー状態であるとし
ても現在伝送中のノード（例えば、送信端）の伝送がいつ終わるかが分かれば、これを考
慮してプレスケジューリングを実行することができる。
【０２２５】
　例えば、図１６のように現在伝送中の送信端がＷｉＦｉ（登録商標）　ＡＰであり、Ｐ
セルでＷｉＦｉ（登録商標）信号を受信することができると仮定する。図１６はアンライ
センスバンドでＷｉＦｉ（登録商標）　ＡＰが無線チャネルを占有する場合、基地局がプ
レスケジューリングを実行するための条件の一つを説明する図である。
【０２２６】
　図１６において、基地局がＷｉＦｉ（登録商標）信号をデコードすることができれば、
Ｐセルの基地局は現在伝送中のＷｉＦｉ（登録商標）データがＳＦ　＃Ｎ＋１の始めから
Ｙｍｓ（０＜Ｙ＜１ｍｓ）後に終わることが分かる。このとき、バックオフカウント値が
０になるまで必要な時間がＴ３ｍｓであると仮定すれば、基地局はＹ＋Ｔ３＜Ｘの条件を
満たす場合に限り、プレスケジューリングを実行することができる。
【０２２７】
　上述した（Ａ－１ａ）、（Ａ－１ｄ）の条件は、Ｕセルで他のシステム又は伝送端によ
ってデータが伝送されつつあるＳＦでも適用することができる。例えば、図１７において
、ＳＦ　＃Ｎ＋４のように一つのＳＦ内に二つのｐＳＦが存在することができるからであ
る。図１７はｐＳＦを説明する図の一つである。
【０２２８】
　また、条件（Ａ１－ｄ）の場合、基地局は、以前のＴｘＯＰ区間の間にＳＦ　＃Ｎ＋４
のｐＳＦで伝送が終わる場合、該当ＳＦ　＃Ｎ＋４の間にバックオフ動作が完了すること
ができるときにだけプレスケジューリングを実行するように許されることができる。
【０２２９】
　４．１．２　Ａ／Ｎ伝送方法
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　以下では、プレスケジューリングのときの受信確認信号（例えば、ＡＣＫ、ＮＡＣＫ信
号）の伝送方法について説明する。例えば、図１５のようにＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でｅＮ
ＢがＵセルに予約信号（及び／又はプリアンブル）及びＰＤＳＣＨを送信した場合を仮定
する。
【０２３０】
　ＵＥがＰセルからＰＤＣＣＨは成功裏に受信したが、Ｕセルでプリアンブル及び／又は
ＰＤＳＣＨ上の参照信号（ＲＳ：Reference Signal）の検出に失敗した場合、端末は該当
ＳＦでＵセルのチャネルがビジーであって送信された信号がないと判断することができる
。したがって、端末はＰＤＳＣＨデコーディングを試みず該当ＳＦに対するバッファリン
グを実行しないことができる。
【０２３１】
　ＬＴＥ－ＡシステムのＣＡ状態で、端末がＰＤＣＣＨデコーディングに失敗するか、Ｐ
ＤＣＣＨデコーディングは成功したがＰＤＳＣＨデコーディングに失敗して該当ＰＤＳＣ
Ｈをバッファに保存する二つの動作のみが存在した。端末は、前者の場合にＤＴＸ信号を
、後者の場合にＮＡＣＫ信号をＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースで送信することができた。この
際、ＤＴＸはＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信しないことを意味するかあるいはＡＣＫ／ＮＡＣＫ
伝送における特定の状態（state）を意味する。
【０２３２】
　言い替えれば、ＵＥがＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信しないというのは、ｅＮＢがＵセル上で
送信すべきデータがないとき、ＵＥのＡＣＫ／ＮＡＣＫ動作と同一であることを意味する
。しかし、ＬＡＡ環境では、端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したが、正常に受信するこ
とができなかったＰＤＳＣＨをバッファにも保存しない新しい状態に対する考慮がさらに
必要である。以下では、このような新しい状態に対する定義方法について説明する。
【０２３３】
　（Ａ－２ａ）端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したが、プリアンブル（及び／又はＰＤ
ＳＣＨ上のＲＳ）検出に失敗した場合とプリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ）
検出に成功したがＰＤＳＣＨデコーディングに失敗した場合、端末はＮＡＣＫ状態又はＤ
ＴＸ状態であると見なすことができる。これについて後述の（Ａ－２ｂ）～（Ａ－２ｅ）
でより詳細に説明する。
【０２３４】
　（Ａ－２ｂ）端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したが、プリアンブル（及び／又はＰＤ
ＳＣＨ上のＲＳ）検出に失敗した場合、端末はＮＡＣＫ信号を送信するように設定するこ
とができる。この場合、ｅＮＢは該当端末が少なくともＰＤＣＣＨは成功裏に受信したこ
とが分かるが、関連のＰＤＳＣＨをＵＥがバッファに保存したかは明らかに分からない。
【０２３５】
　（Ａ－２ｃ）端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したが、プリアンブル（及び／又はＰＤ
ＳＣＨ上のＲＳ）検出に失敗した場合、端末はＤＴＸ信号を送信するように設定すること
ができる。この場合、ｅＮＢはＵＥに関連したＰＤＳＣＨをバッファに保存しなかったこ
とが明らかに分かる。
【０２３６】
　また、ｅＮＢがプレスケジューリングを実行したがチャネルがビジーであって該当ＳＦ
でデータを送信しなかった場合にもＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送を実行しないように構成
されることができる。
【０２３７】
　このような場合、実際にＵセル上にＳＦを構成しなかったプレスケジューリングによる
ＡＣＫ／ＮＡＣＫオーバーヘッドを減らすことができる。しかし、基地局は、端末からＡ
／Ｎ信号を受信することができなければ、ＰＤＣＣＨ検出失敗と誤認してＰＤＣＣＨ伝送
電力を増加させるか、ＰＤＣＣＨアグリゲーションレベルを上げるなどの誤作動を実行す
るおそれがある。
【０２３８】
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　（Ａ－２ｄ）基地局がＰセルでクロスキャリアスケジューリングを行う場合、Ｐセル－
ＰＤＣＣＨとＵセル－ＰＤＣＣＨとのアグリゲーションレベルが同一である場合を仮定す
る。ＵＥがＵセル－ＰＤＣＣＨを成功裏に受信したとすれば、従来ＬＴＥ－ＡのＣＡ状態
で該当ＵＥはＵセル－ＰＤＣＣＨのＡＲＩ（Ａ／N Resource Indicator）を用いてＡＣＫ
／ＮＡＣＫ伝送を試みる。
【０２３９】
　端末がＵセル－ＰＤＣＣＨは成功裏に受信してもプリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ
上のＲＳ）検出に失敗した場合、端末はＡＲＩを使わずにＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／
１ｂでフォールバックを実行するように設定することができる。ｅＮＢは端末からＰＵＣ
ＣＨフォーマット１ａ／１ｂを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信すれば、アグリゲーション
レベルが同一であるのでＰセル－ＰＤＣＣＨとＵセル－ＰＤＣＣＨとの成功確率が類似し
ているという仮定の下に、端末がＵセル－ＰＤＣＣＨは成功裏に受信したがＵセルのプリ
アンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ）検出に成功することができなかったと暗黙（
黙示）的に解釈することができる。
【０２４０】
　（Ａ－２ｅ）端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したがプリアンブル（及び／又はＰＤＳ
ＣＨ上のＲＳ）検出に失敗した場合、Ａ／Ｎ信号伝送のとき、ＮＡＣＫ／ＤＴＸではない
新しい状態を形成することにより、（Ａ－２ｂ）及び（Ａ－２ｃ）で指摘した曖昧さ（am
biguity）を解決することができる。
【０２４１】
　例えば、端末がＰＤＣＣＨは成功裏に受信したがプリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ
上のＲＳ）検出に失敗した場合の状態をＤＴＸ２として定義することができる。この際、
ＤＴＸ２状態をＬＴＥ－ＡシステムのＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ状態と区別するように定
義し、端末が基地局にフィードバックすることができる。
【０２４２】
　本実施例の一態様において、システム上でＤＴＸ２を含むチャネル選択伝送テーブル（
channel selection transmission table）を新たに構成することができる。
【０２４３】
　本実施例の他の態様において、システム上でＡＣＫ＝１１、ＮＡＣＫ＝１０、ＤＴＸ＝
００、ＤＴＸ２＝０１に区分（を包括）して（inclusive of）各伝送ブロック（ＴＢ）別
に２ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を構成することができる。
【０２４４】
　このような方式のように新たに定義されたＤＴＸ２の状態によって、端末がプリアンブ
ル（及び／又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ）検出に失敗した場合をｅＮＢが認知することができ
るようになれば、ＤＴＸ２状態をフィードバックされたｅＮＢは次に送信すべきプリアン
ブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ）の検出確率を高めるために伝送電力を高めること
ができる。
【０２４５】
　４．１．３　プレスケジューリング法
　プレスケジューリングの際、図１８のように基地局がＰセルを介してＳＦ　＃Ｎ＋１の
時点でＰＤＣＣＨを送信したが、ＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でバックオフ動作が完了しなくて
基地局はＵセル上でＰＤＳＣＨを送信することができないことがあり得る。図１８はプレ
スケジューリング法の一つを説明する図である。
【０２４６】
　このような場合、端末がＳＦ　＃Ｎ＋１上でプリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上の
ＲＳ）検出を実行するに際して、プリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ）が存在
しないが存在したと判断する間違った警報（false alarm）が発生し得る。これを防止す
るために、ＰＤＣＣＨを受信したＵＥはいつもプリアンブル（及び／又はＰＤＳＣＨ上の
ＲＳ）の存在の有無にかかわらず、該当サブフレームでＰＤＳＣＨに対するバッファリン
グを実行することができる。
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【０２４７】
　また、ｅＮＢはバックオフ動作が終わるまで同じＵＥにＰＤＣＣＨを複数（多数）回（
a plurality of times）送信することができる。基地局が同じＵＥにＰＤＣＣＨを送信す
る度に新しいＰＤＳＣＨ（すなわち、新しいパケット）が送信されることを知らせるとす
ると、該当ＵＥはＰＤＣＣＨを受信する度にバッファリングを実行し、新しいパケットで
あることを認知すれば、既にバッファリングを実行したデータを削除（flushing）するこ
とができる。
【０２４８】
　例えば、図１８を参照すると、端末がＳＦ　＃Ｎ＋１でＰＤＳＣＨに対するバッファリ
ングを実行したとしても、ＳＦ　＃Ｎ＋２で新しいパケットを知らせるＰＤＣＣＨを受信
し、さらに新しいＰＤＳＣＨ（すなわち、新しいパケット）を受信するはずであるので、
端末はＳＦ　＃Ｎ＋１でバッファリングしたデータを削除することができる。
【０２４９】
　基地局がＳＦ　＃Ｎ＋２で新しいパケットを送信する方法の一例として、ＳＦ　＃Ｎ＋
２で送信するＰＤＣＣＨに対してＳＦ　＃Ｎ＋１のＰＤＣＣＨとＨＡＲＱプロセス番号（
HARQ process number）を同様に構成し、ＮＤＩ（New Data Indicator）をトグル（toggl
e）させることができる。
【０２５０】
　また、図１８のようにＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でＰＤＣＣＨを送信したが、バックオフ動
作が終わらないため実際にｅＮＢがＵセル上でＰＤＳＣＨを送信することができないよう
な場合、同じＵＥに同じＰＤＣＣＨを複数回送信するように構成することができる。
【０２５１】
　以下では、このような場合にＰＤＣＣＨ上のリソースの浪費を解決するための方法につ
いて説明する。
【０２５２】
　特定のＵＥにＰＤＣＣＨを一度送信すれば、該当ＳＦにＰＤＳＣＨを送信することがで
きずに次のＳＦでＰＤＳＣＨを送信するとしてもＰＤＣＣＨは繰り返して送信しないこと
があり得る。例えば、図１８を参照すると、ＳＦ　＃Ｎ＋１で送信したＰＤＣＣＨはＳＦ
　＃Ｎ＋２では送信しないこともある。ＳＦ　＃Ｎ＋１でＰＤＣＣＨを受信したＵＥは該
当ＳＦ　＃Ｎ＋１でＰＤＳＣＨを受信しなければ、ＳＦ　＃Ｎ＋２でもＳＦ　＃Ｎ＋１で
受信したＰＤＣＣＨ情報を同様に活用することができる。ＳＦ　＃Ｎ＋１で受信したＰＤ
ＣＣＨ情報は該当ＵＥがＰＤＳＣＨを介してデータを受信するまでずっと有効なものと見
なすことができる。
【０２５３】
　若しくは、ｅＮＢは任意のＳＦ　＃Ｎ＋ｋの時点で該当ＵＥにＳＦ　＃Ｎ＋１のＰＤＣ
ＣＨ情報の代わりをする新しいＰＤＣＣＨ情報を送信することができる。このとき、新し
いＰＤＣＣＨ情報という事実はＤＣＩ情報（例えば、スクランブルシーケンス（scrambli
ng sequence）、ＣＲＣマスク（CRC mask）、サーチスペース（search space）、及び／
又は新しい指示子（インジケータ）（indicator）など）によって知らせることができる
。
【０２５４】
　若しくは、ＵＥは、ＳＦ　＃Ｎ＋１で受信したＰＤＣＣＨが一定の条件を満たせば、有
効ではないものであると判断することができる。例えば、一定のＴｉｍｅｒ値（Ｔ１）を
上位層シグナリングによって設定し、ＳＦ　＃Ｎ＋１で受信したＰＤＣＣＨはＳＦ　＃Ｎ
＋１＋Ｔ１の時点からは有効ではないものと見なすことができる。
【０２５５】
　上述したＰＤＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫタイミング及びリソース設定方法につい
て提案する。端末がＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でＰＤＣＣＨを受信したとしても、該当ＰＤＣ
ＣＨ上のスケジューリング情報が活用された時点（すなわち、実際のＰＤＳＣＨ伝送時点
）はＳＦ　＃Ｎ＋１ではないＳＦ　＃Ｎ＋ｍであると仮定する。この際、ＡＣＫ／ＮＡＣ
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Ｋ伝送タイミングはＳＦ　＃Ｎ＋ｍの時点を基準に送信されるように規定することができ
る。例えば、ＦＤＤシステムではＳＦ　＃Ｎ＋ｍ＋４の時点で端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を基地局に送信することができる。このときのＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送リソースはＳＦ　
＃Ｎ＋１の時点のＰＤＣＣＨのＣＣＥインデックスによって設定されたリソースであって
もよい。若しくは、端末は上位層シグナリングによって前もって決定されたリソースを活
用してＳＦ　＃Ｎ＋ｍ＋４の時点でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信することもできる。
【０２５６】
　４．１．４　ＰＤＳＣＨ開始点設定方法
　以下では、クロスキャリアスケジューリングの場合、スケジューリングセルであるＵセ
ルのＰＤＳＣＨ開始点設定について説明する。
【０２５７】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて（Ｅ）ＰＤＣＣＨに基づくクロスキャリアスケジューリン
グの場合、スケジューリングされるＵセルの開始時点はスケジューリングされるセルに設
定されたＰＤＳＣＨ開始シンボルに従うように規定されることができる。この際、ＰＤＳ
ＣＨ開始シンボルはＲＲＣシグナリングによって設定することができる。特に、部分サブ
フレーム（ｐＳＦ）のためのクロスキャリアスケジューリングの場合、特徴的に該当ＲＲ
ＣシグナリングによるＰＤＳＣＨ開始シンボルは有効ではないものと見なすことができる
。
【０２５８】
　この際、ＰＤＳＣＨ開始時点はｐＳＦの開始位置によって決定されることができる。例
えば、ＰＤＣＣＨ領域が上位層シグナリングによって二つのシンボルを含むように前もっ
て設定されていれば、端末はｐＳＦの開始位置から２シンボル以後にＰＤＳＣＨが始まる
と見なすことができる。
【０２５９】
　クロスキャリアスケジューリングがＥ－ＰＤＣＣＨを介して行われる場合、ｐＳＦの長
さに合わせてＥ－ＰＤＣＣＨの開始シンボルが決定されることができる。例えば、上位層
シグナリングによってＥ－ＰＤＣＣＨの開始シンボルが４番目のＯＦＤＭシンボルに設定
されているとしても、スケジューリングされるセルであるＵセル上のｐＳＦの開始位置が
７番目のＯＦＤＭシンボルの場合は、スケジューリングセルのＥ－ＰＤＣＣＨの開始シン
ボルを７番目のＯＦＤＭシンボルとして認識するようにすることができる。これにより、
ＵＥは、スケジューリングセル上のバッファリングを実行するに当たり、Ｕセル上のｐＳ
Ｆ開始時点からバッファリングを実行するという利点がある。
【０２６０】
　４．１．５　スケジューリング方式制限方法
　先に４．１節で説明した方法において（すなわち、ｐＳＦに対してクロスキャリアスケ
ジューリングを実行することにおいて）、プレスケジューリングはＵセル上で実際にどの
時点でＣＣＡ動作（又はＣＳ動作、ＬＢＴ動作）が完了するかを予測することができない
からＰＤＣＣＨの浪費の問題があり得、ポストスケジューリングはＵＥバッファリングの
側面で問題があり得る。したがって、ＬＡＡシステムでは、ｐＳＦに対してクロスキャリ
アスケジューリングは許されず、セルフスケジューリングのみ許されるように構成される
ことができる。
【０２６１】
　基地局がｐＳＦ伝送時点でクロスキャリアスケジューリングを実行しなければならなけ
れば、該当ｐＳＦにＰＤＳＣＨは含まれないこともある。例えば、単にチャネルを占有す
るためのダミー信号（dummy signal）で該当ｐＳＦが構成されることができる。
【０２６２】
　若しくは、ｐＳＦは同期（synchronization）、ＡＧＣ設定及び／又はセル識別（cell 
identification）の用途のためにのみ構成されることもできる。
【０２６３】
　若しくは、端末にクロスキャリアスケジューリングが構成された場合、端末はｐＳＦを
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期待しないこともできる。この際、端末がｐＳＦを期待しないという意味は、端末が、Ｐ
セルを介してスケジューリングされるＵセルのＳＦがｐＳＦではなくて完全なＳＦである
と仮定して該当ＳＦをデコードすることを意味する。
【０２６４】
　このような場合、ｐＳＦは以下に後述するＰＳｔａｒｔの場合にのみ限定することがで
きる。例えば、ＰＥｎｄの場合にはクロスキャリアスケジューリングを適用することがで
きる。
【０２６５】
　４．２　セルフスケジューリング
　以下では、セルフスケジューリング方法について説明する。Ｕセルに構成されるｐＳＦ
に対するセルフスケジューリングはＰＤＣＣＨ及び／又はＥ－ＰＤＣＣＨを介して実行さ
れることができる。以下で説明するセルフスケジューリング方式はＳＦ境界以前に始まる
ＰＳｔａｒｔ、及び完全なＳＦであるＦｕｌｌ　ＳＦ及び／又はＳＦ境界以前に終わるＰ
ｅｎｄの両者に共に適用可能である。
【０２６６】
　４．２．１　ＰＤＣＣＨを用いたセルフスケジューリング
　ＵセルにおいてＰＤＣＣＨの開始時点はＣＣＡ過程（又は、ＣＳ過程、ＬＢＴ過程）を
完了した後、プリアンブル伝送が終わる時点に設定することができる。若しくは、ＰＤＣ
ＣＨの開始時点はセル固有ＲＳ（ＣＲＳ：Cell-specific RS）ポート０に対するシンボル
の一つに設定することができる。図１９はセル固有ＲＳが配置される形態の一つを説明す
る図である。図１９を参照すると、ＣＲＳポート０が割り当てられるシンボルは１ｓｔ、
５ｔｈ、８ｔｈ及び１２ｔｈシンボルである。よって、ＰＤＣＣＨが送信される時点はＣ
ＳＲポート０が割り当てられるシンボルの一つに設定することができる。
【０２６７】
　この際、ＰＤＣＣＨの時間軸上の長さは上位層シグナリングによって前もって決定され
た値であってもよい。
【０２６８】
　若しくは、ＰＤＣＣＨの時間軸上の長さはｐＳＦの長さによって前もって決定された値
であってもよい。例えば、ｐＳＦの長さが１スロット（one slot）の長さより長ければ２
ＯＦＤＭシンボルの間にＰＤＣＣＨが送信され、一つのスロットの長さより短ければ１Ｏ
ＦＤＭシンボルの間に送信されることができる。
【０２６９】
　従来ＬＴＥ－ＡシステムにおいてＰＤＣＣＨの開始時点はＰＣＦＩＣＨ値によって決定
される。Ｕセルに対してＰＣＦＩＣＨが存在しなければ、上位層シグナリングによって前
もって設定された値によってＰＤＣＣＨの開始時点が決定されることができる。例えば、
ＰＤＣＣＨの開始時点が５番目のシンボル（1st slot、ｌ＝４）であり、ＰＤＣＣＨの長
さが１シンボルに前もって設定されていれば、ＰＤＳＣＨの開始時点は６番目のシンボル
（1st slot、ｌ＝５）と見なされることができる。
【０２７０】
　若しくは、ＵＣｅｌｌにＰＣＦＩＣＨが存在すれば、ｐＳＦのためのＰＣＦＩＣＨ値は
従来ＳＦのＰＣＦＩＣＨと解釈を異なるようにすることができる。例えば、ｐＳＦが５番
目のシンボル（1st slot、ｌ＝４）で始まり、ＰＣＦＩＣＨ値が２であれば、端末は７（
５＋２）番目のシンボルからＰＤＳＣＨが始まったと見なすことができる。
【０２７１】
　若しくは、ＰＣＦＩＣＨが存在しないとき、ＰＤＣＣＨの時間軸上の長さは前もって設
定した値であってもよい。また、ＴＸバースト上の１番目のＳＦがｐＳＦである場合にの
みＰＣＦＩＣＨ（及びＰＨＩＣＨ）が存在しなくて前もって設定された値又は上位層信号
（例えば、ＲＲＣ）によってＰＤＣＣＨの時間軸上の長さが設定されることができる。
【０２７２】
　本発明の実施例において、端末はＵセル上に二つの制御領域があると見なし、ＰＤＣＣ
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Ｈに対するブラインドデコーディング（ＢＤ）を実行することができる。例えば、完全な
サブフレームで端末は各サブフレームの１番目のシンボルから３番目のシンボルまでを制
御領域として認識することができる。また、部分サブフレームでは２番目のスロットの１
番目のシンボルから２番目のシンボルまでを制御領域として認識してＢＤを実行すること
ができる。
【０２７３】
　４．２．１節に記述した方法はＰＳｔａｒｔであるｐＳＦに適用される。
【０２７４】
　４．２．２　フローティングサブフレーム（Floating SF）構造上の下りリンク物理チ
ャネル
　図２０は、フローティングサブフレームで下りリンク物理チャネルを送信する方法を説
明する図である。
【０２７５】
　図２０に示したフローティングサブフレームは、ＵセルのＳＦの大きさがＰセルのＳＦ
の大きさと同一であるとともにＵセルのＳＦの開始及び終了時点がＰセルのＳＦ境界と一
致しないように設定されるサブフレームを意味する。
【０２７６】
　図２０を参照すると、基地局は、ＳＦ境界ではない時点でＬＢＴ動作が完了してもいつ
も１ｍｓ程度のＴＴＩを維持しながらＳＦを送信することができる。ＴＴＩの開始時点と
終了時点とがＰセルのサブフレーム境界と一致しないとしてもＵセルとＰセルとの間で整
列され（揃えられ）（aligned）ているサブフレーム境界は依然として有効であり、Ｕセ
ル上の参照信号及びＰＤＣＣＨはＰセルタイミングを基準に構成されることができる。
【０２７７】
　この際、ＴＴＩの開始時点がサブフレーム境界ではない場合、ＳＦ＃（ｎ＋１）上に存
在するＰＤＣＣＨから該当ＴＴＩに対するスケジューリングを受信することができる。Ｐ
ＤＣＣＨの長さはＵセル上のＰＣＦＩＣＨによって決定されることもでき、上位層シグナ
リングによって前もって設定された値であってもよい。
【０２７８】
　この際、設定されたＰＤＣＣＨの長さが２ＯＦＤＭシンボル以上の場合に限り、ＴＴＩ
の開始点が限定されることができる。例えば、ＰＤＣＣＨの長さが２ＯＦＤＭシンボルの
場合、ＳＦ　＃ｎの２番目のＯＦＤＭシンボルではＴＴＩが始まることができないように
設定することができる。これは、２番目のＯＦＤＭシンボルでＴＴＩが始まれば、ＳＦ　
＃ｎの２番目のＯＦＤＭシンボルとＳＦ＃（ｎ＋１）の１番目のＯＦＤＭシンボルとにＰ
ＤＣＣＨが分けられて送信されることができ、このため、ＰＤＣＣＨのデコーディングの
成功を保証（保障）し（ensured）にくいことがあるからである。
【０２７９】
　類似の例として、ＰＤＣＣＨの長さが３ＯＦＤＭシンボルの場合、ＳＦ　＃ｎの２番目
及び３番目のＯＦＤＭシンボルではＴＴＩが始まることができないように設定することが
できる。
【０２８０】
　図２０のようなフローティングＳＦの構造において、ＳＦ　＃ｎの前側の３個のＯＦＤ
Ｍシンボルをパンクチャリングした後、残りの部分にＰＤＳＣＨのＲＥをマッピングして
送信し、パンクチャリングされた３個のＯＦＤＭシンボルをそのままＳＦ　＃ｎ＋１にマ
ッピングして送信することができる。若しくは、ＴＴＩの開始時点を基準にＲＥマッピン
グを新たに始めるように設定することができる。
【０２８１】
　４．２．３　Ｅ－ＰＤＣＣＨを用いたセルフスケジューリング
　ＬＴＥ－ＡシステムにおいてＥ－ＰＤＣＣＨの開始シンボルはＲＲＣシグナリングによ
って設定され、１～４ＯＦＤＭシンボルの値を有する。
【０２８２】
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　しかし、チャネルのアイドル／ビジー状態によってＳＦの長さが変わるＬＡＡシステム
のｐＳＦの場合には、プリアンブルの伝送が終わる時点から又はＰＤＳＣＨ上のＲＳ（例
えば、ＣＲＳポート０に対するＲＳが割り当てられるシンボルの一つ）が始まる時点から
Ｅ－ＰＤＣＣＨ開始位置を設定しておくことができる。言い替えれば、ＬＡＡシステムで
は、ＲＲＣシグナリングによって設定されたＵセルに対するＥ－ＰＤＣＣＨ開始シンボル
についての情報はｐＳＦに対して有効ではないものとして端末が見なすことができる。
【０２８３】
　ただし、Ｅ－ＰＤＣＣＨを構成するＰＲＢの個数はＲＲＣシグナリングによって決定さ
れた値をそのまま維持することができる。
【０２８４】
　若しくは、Ｅ－ＰＤＣＣＨを構成するＰＲＢの個数は従来のＲＲＣシグナリングとは別
個にｐＳＦの長さによって前もって決定された値であってもよい。例えば、Ｅ－ＰＤＣＣ
Ｈを構成するＰＲＢの個数は、ｐＳＦを構成するＯＦＤＭシンボルの個数が７より小さけ
れば８ＰＲＢに、７以上であれば４ＰＲＢに設定することができる。
【０２８５】
　ＤＬバースト（又はＴｘＯＰ、ＲＲＰなど）が始まるＳＦの開始シンボル（starting s
ymbol）が可変であるため、無線リソースを効率的に活用するためにＤＬバーストが終わ
るＳＦの終了シンボル（ending symbol）も可変であるように設定することができる。終
了シンボルの位置によってＥ－ＰＤＣＣＨの長さも可変であれば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを介し
てセルフスケジューリングを受ける端末の具現複雑度が増加することができる。
【０２８６】
　これを解決するために、全てのＥ－ＰＤＣＣＨの終了シンボルはＳＦ境界ではない特定
のＯＦＤＭシンボルに設定することができる。例えば、ＤＬバーストが終わるＳＦの最小
長が１１ＯＦＤＭシンボルに設定されていれば、Ｅ－ＰＤＣＣＨの終了シンボルはいつも
１１番目のＯＦＤＭシンボルに設定することができる。この際、Ｅ－ＰＤＣＣＨの終了シ
ンボルは既設定の（予め設定された）（preset）値であっても、上位層信号によって設定
された値であってもよい。
【０２８７】
　ＵＥは、特定のＳＦがＤＬバースト上の開始（始まる）ＳＦであるか又は終了（終わる
）ＳＦであるかが分からないこともある。すなわち、端末は全てのＳＦに対して開始ＳＦ
であると仮定してＥ－ＰＤＣＣＨに対する受信を試み、同時に終了ＳＦであると仮定して
Ｅ－ＰＤＣＣＨに対する受信を試みることができる。この際、ＵＥが仮定することができ
るＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法は次の通りである。
【０２８８】
　（１）第１のＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法：Ｅ－ＰＤＣＣＨの開始シンボル及び終了シンボ
ルが共に従来ＬＴＥ－Ａシステムの定義に従うＥ－ＰＤＣＣＨ。
【０２８９】
　従来のＥ－ＰＤＣＣＨ開始シンボルは前もって決定されるかあるいはＲＲＣシグナリン
グによって設定され、シンボルインデックス１～４の値を有する。すなわち、開始シンボ
ルはシンボルインデックスが１～４のＯＦＤＭの一つであり得、終了シンボルは最後のＯ
ＦＤＭシンボルに設定することができる。この際、さらにＥ－ＰＤＣＣＨ開始シンボルは
シンボルインデックス‘０’であるＯＦＤＭシンボルを含むことができる。
【０２９０】
　（２）第２のＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法：（１）の方法より後の開始シンボルで始まって
（特徴的には、ＬＴＥ－Ａシステムで定義されず、ｐＳＦが始まるシンボル位置以後に始
まって）ＬＴＥ－Ａシステムで定義される終了シンボルで（として）終わるＥ－ＰＤＣＣ
Ｈ。
【０２９１】
　例えば、ｐＳＦの最初のＯＦＤＭシンボルが［０、４、７］番目のＯＦＤＭシンボルの
一つであれば、一番後側の７番目（又は７番目のＯＦＤＭシンボルで始まるＰＤＣＣＨが
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終わるＯＦＤＭシンボル）で始まり終了ＯＦＤＭシンボルで終わるＥ－ＰＤＣＣＨを仮定
することができる。この際、Ｅ－ＰＤＣＣＨ開始シンボルは前もってシステム上で定義さ
れるかＲＲＣ信号によって端末に知らせることができる。若しくは、可能なｐＳＦの最初
のＯＦＤＭシンボルの集合がシグナリングされるとき、該当ＯＦＤＭシンボル集合内の最
大のＯＦＤＭシンボル（又は最大のＯＦＤＭシンボルで始まるＰＤＣＣＨが終わるＯＦＤ
Ｍシンボル）にＥＰＤＣＣＨ開始シンボルが決定されることができる。
【０２９２】
　（３）第３のＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法：従来ＬＴＥ－Ａシステムで定義される開始シン
ボルで始まり（１）の方法の場合より前に終了シンボルとして終わる（すなわち、最後の
ＯＦＤＭシンボル以前のシンボルで終わる）Ｅ－ＰＤＣＣＨ。
【０２９３】
　さらに、Ｅ－ＰＤＣＣＨ開始シンボルは‘０’番目のシンボルインデックスを含むこと
ができる。ＥＰＤＣＣＨ終了シンボルは前述したようにＤＬバーストが終わるＳＦの最小
長に設定することができる。例えば、ｐＳＦが［１０、１１、１２又は１４］番目のＯＦ
ＤＭシンボルで終わることができれば、１０番目のＯＦＤＭシンボルがＥＰＤＣＣＨの終
了シンボルに設定されることができる。この際、ＥＰＤＣＣＨ終了シンボルは前もって決
定されるかあるいはＲＲＣシグナリングによって端末に知らせられることができる。
【０２９４】
　若しくは、ｐＳＦの終了ＯＦＤＭシンボル集合が端末にシグナリングされるとき、ＥＰ
ＤＣＣＨ終了シンボルはＯＦＤＭシンボル集合内の最小ＯＦＤＭシンボルに決定されるこ
とができる。ＤＬバーストが終わるＳＦのために許された長さ（例えば、ＯＦＤＭシンボ
ル（数で）の長さ）の最小値が特定値（例えば、ＸＯＦＤＭシンボル）以下であれば、該
当値以下の長さではＥＰＤＣＣＨの終了シンボルに設定することができないことがある。
例えば、ＤＬバーストの終了（終わるＳＦ）が［３、６、９、１０、１１、１２、１３又
は１４］番目のＯＦＤＭシンボルで、Ｘ＝５である場合、Ｅ－ＰＤＣＣＨは３ＯＦＤＭシ
ンボルのみで構成されることができない。
【０２９５】
　また、残りの［６、９、１０、１１、１２、１３又は１４］番目のＯＦＤＭシンボルの
中で最小値である６ＯＦＤＭシンボルがＥＰＤＣＣＨ終了シンボルに決定されることがで
きる。
【０２９６】
　また、ＥＰＤＣＣＨ終了シンボルを構成することができるＯＦＤＭシンボル（の個数（
番号））の集合とＤＬバーストが終わるＳＦを構成するＯＦＤＭシンボル（の個数）の集
合とが違う場合、ＤＬバーストの終了ＳＦのＯＦＤＭシンボルとＥＰＤＣＣＨ終了シンボ
ルとは違うことがあり得る。例えば、ＤＬバーストの最後のＳＦを構成するＯＦＤＭシン
ボルは［７、９、１０、１１、１２、１３又は１４］番目のＯＦＤＭシンボルの一つであ
り、ＥＰＤＣＣＨ終了シンボルで（を）構成することができるＯＦＤＭシンボル（の個数
）の集合は［６、９、１０、１１、１２又は１４］番目のＯＦＤＭシンボルである場合、
ＤＬバーストの中でｐＳＦのＥＰＤＣＣＨ終了シンボルは、ＥＰＤＣＣＨ終了シンボルを
構成することができるＯＦＤＭシンボルの個数（番号）の集合の最小値である６番目のＯ
ＦＤＭシンボルに決定されることができる。
【０２９７】
　（４）第４のＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法：ＥＰＤＣＣＨの開始シンボル及び終了シンボル
のいずれもＬＴＥ－Ａシステムで定義されないＥ－ＰＤＣＣＨ。
【０２９８】
　このようなＥ－ＰＤＣＣＨの場合、例えば、（２）で記述したＥ－ＰＤＣＣＨ開始シン
ボル決定方法及び（３）で記述したＥ－ＰＤＣＣＨ終了シンボル決定方法に従うことがで
きる。
【０２９９】
　ｐＳＦを含むＤＬバースト（又はＴｘＯＰ、ＲＲＰなど）で構成されることができるＥ
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－ＰＤＣＣＨをデコードするため、前述した四つのＥ－ＰＤＣＣＨを決定する方法を全て
仮定して端末がＥ－ＰＤＣＣＨ受信を試みることは端末の複雑度を高めることができる。
よって、上述した四つのＥ－ＰＤＣＣＨ構成方法の一部のみでＥ－ＰＤＣＣＨが構成され
るように制限してＥ－ＰＤＣＣＨを設定することができる。これに対する具体的な実施例
は次の通りである。ＵＥは次の組合せの一つに属する全てのＥ－ＰＤＣＣＨに対する検出
を試み、これからＳＦの長さが分かる。
【０３００】
　（Ａ）ＤＬバーストの最初のＳＦのみｐＳＦが許される場合：（１）の方式又は（１）
及び（２）の方式のＥ－ＰＤＣＣＨが許されることができる。
【０３０１】
　（Ｂ）ＤＬバーストの終了ＳＦにのみｐＳＦが許される場合：Ｅ－ＰＤＣＣＨを構成す
るとき、（３）の方式のみ許されることができる。
【０３０２】
　（Ｃ）ＤＬバーストの最初のＳＦ及び終了ＳＦに対してｐＳＦが許される場合：Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ構成時、（１）、（２）及び（３）の方式の組合せ、（１）及び（３）の方式の
組合せ、（１）及び（４）の方式の組合せ、（２）及び（３）の方式の組合せ、（２）及
び（４）の方式の組合せ、（３）及び（４）の方式の組合せ、（３）の方式のみ、又は（
４）の方式のみが許されることができる。
【０３０３】
　（Ｄ）上記提案したｐＳＦを構成するＥ－ＰＤＣＣＨの組合せのうち、（３）又は（４
）の方式を含む組合せに対し（すなわち、最後のＯＦＤＭシンボル以前のシンボルで終わ
るＥ－ＰＤＣＣＨ及び終了ｐＳＦを受信する）ＵＥの動作は次の通りである。
【０３０４】
　最後のＯＦＤＭシンボル以前に終わるＥ－ＰＤＣＣＨを検出したＵＥは、該当ＳＦを構
成するＰＤＳＣＨがサブフレーム境界以前に終わることになることを認知することができ
る。Ｅ－ＰＤＣＣＨ終了シンボルは、前述したようにＤＬバーストが終わるＳＦの最小長
に設定される場合、Ｅ－ＰＤＣＣＨ上に送信されるＤＣＩを介して指示された情報を活用
して実際にＤＬバーストが終わるシンボルの位置が正確に分かる。
【０３０５】
　例えば、［１０、１１、１２又は１４］番目のＯＦＤＭシンボルでＤＬバーストが終わ
ることができれば、ＤＬバーストの終了ｐＳＦに構成されるＥ－ＰＤＣＣＨは１０番目の
ＯＦＤＭシンボルで終わるように設定することができる。（端末が）終了ｐＳＦを受信す
るＵＥはブラインドデコーディングによってＥＰＤＣＣＨが１０番目のＯＦＤＭシンボル
で終わることを認知したとすれば、該当ＳＦのＰＤＳＣＨがサブフレームの境界以前に終
わることが分かるが、［１０、１１、１２、又は１４］番目のＯＦＤＭシンボルの中でど
のＯＦＤＭシンボルで終わるかはまだ正確に分からない。
【０３０６】
　したがって、端末（ＵＥ）はＥ－ＰＤＣＣＨ上で送信されるＤＣＩによって指示される
情報を活用して実際にどのＯＦＤＭシンボルでＰＤＳＣＨが終わるかが分かる。この際、
基地局はＥＰＤＣＣＨのＤＣＩによって指示されるＯＦＤＭシンボル情報をスクランブル
シーケンス、ＣＲＣマスク、サーチスペース及び／又は新しい指示子などを介して端末に
知らせることができる。
【０３０７】
　例えば、ＤＣＩフォーマットに２ビットの大きさの新しいフィールドが定義される場合
、新しいフィールドの‘００’は１０番目のＯＦＤＭシンボル、‘０１’は１１番目のＯ
ＦＤＭシンボル、‘１０’は１２番目のＯＦＤＭシンボルでＰＤＳＣＨが終わることを指
示するように設定することができる。このような動作は（１）又は（２）のＥ－ＰＤＣＣ
Ｈ構成方式を含む組合せにおいてｐＳＦの開始ＯＦＤＭシンボルの候補が３個以上の場合
も同様に適用することができる。
【０３０８】
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　４．２．３．１　ＥＲＥＧインデクシング法
　以下では、上述したＥ－ＰＤＣＣＨを用いてセルフスケジューリングを行う場合、Ｅ－
ＰＤＣＣＨを構成するリソース要素のＥＲＥＧ（enhanced REG）インデクシングを行う方
法について説明する。４．２．３．１節及び４．２．３．２節の方法はＰＳｔａｒｔであ
るｐＳＦに適用される。
【０３０９】
　基地局は従来の完全なＳＦ（すなわち、Ｆｕｌｌ　ＳＦ）のＥ－ＰＤＣＣＨのような方
法でＥＲＥＧのためのインデクシングを行った後、ｐＳＦによって送信できなかったシン
ボルはパンクチャリングされたと仮定することができる。若しくは、ｐＳＦの実際の開始
ＯＦＤＭシンボルから新たにＥＲＥＧインデクシングを実行することもできる。
【０３１０】
　ｐＳＦがスロット境界に合わせて構成され、特に該当ＳＦの２番目のスロット境界で始
まるように制限される場合には、基地局は完全なＳＦでのように割り当てたＥＲＥＧに対
するインデクシングを行った後、１番目のスロットに含まれるＯＦＤＭシンボルをパンク
チャリングして２番目のスロットにマッピングすることによってｐＳＦを構成することが
できる。
【０３１１】
　この際、ＥＲＥＧは拡張（向上した）（enhanced）制御チャネルのリソース要素に対す
るマッピングを定義するために使われる。完全なサブフレームに対して各物理リソースブ
ロック対（PRB pair）当たり０番目のＥＲＥＧから１５番目のＥＲＥＧまでの１６個のＥ
ＲＥＧが存在することができる。ノーマル（一般）ＣＰの場合はアンテナポートｐ＝｛１
０７、１０８、１０９、１１０｝、又は拡張ＣＰの場合はアンテナポートｐ＝｛１０７、
１０８｝に対して、ＤＭ－ＲＳを伴うリソース要素を除く全てのリソース要素は、ＰＲＢ
対上で周波数を優先して０から１５まで昇順に循環的にマッピングされ、以後は時間リソ
ース上にマッピングされる。このとき、該当ＰＲＢ対内で番号ｉを有する全てのリソース
要素はＥＲＥＧ番号ｉを構成することができる。
【０３１２】
　また、フレーム構造タイプ３に対し、例えば（仮に）上位層パラメータ（例えば、ｓｕ
ｂｆｒａｍｅＳｔａｒｔＰｏｓｉｔｉｏｎ）が‘ｓ０７’を指示し、下りリンク伝送がサ
ブフレームの２番目のスロットで始まれば（すなわち、ｐＳＦが構成されれば）、このよ
うに説明したＥＲＥＧマッピング方式は該当サブフレームの１番目のスロットの代わりに
２番目のスロットに適用することができる。
【０３１３】
　この際、フレーム構造タイプ３はＬＡＡで使用する新しいフレーム構造を示し、上位層
パラメータが指示する‘ｓ０７’は基地局がＴｘＯＰ区間（又はＤＬバースト、ＲＲＰ）
を構成する１番目のＳＦがｐＳＦで構成されることを意味することができる。
【０３１４】
　４．２．３．２　最小アグリゲーションレベル設定
　以下ではｐＳＦのためのＥＰＤＣＣＨに対する最小アグリゲーションレベルを設定する
方法について説明する。
【０３１５】
　最小アグリゲーションレベルはＬＴＥ－Ａシステムのスペシャルサブフレーム（特別サ
ブフレーム）（special SF）のために設定された値を再使用することができる。例えば、
ノーマルＣＰの場合、スペシャルＳＦ（特別ＳＦ）構成（special SF configuration）３
、４及び８の場合（すなわち、ｐＳＦを構成するシンボルの個数が１１個又は１２個）と
スペシャルＳＦ構成１、２、６、７及び９の場合（すなわち、ｐＳＦを構成するシンボル
の個数が７個、９個又は１０個の場合）とを分けて最小アグリゲーションレベルを設定す
ることができる。
【０３１６】
　ｐＳＦに対するＥＰＤＣＣＨの最小アグリゲーションレベルは、スペシャルＳＦ構成上
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に定義されなかったシンボルの個数（例えば、Ｑ個）で構成されたｐＳＦの場合にはＱと
最も近い長さ（又は、Ｑより小さい最大長又はＱより大きい最小長）のシンボルで構成さ
れたスペシャルＳＦ構成に対する設定方法に従うように定義することができる。これは拡
張ＣＰの場合にも同じ規則を簡単に（易しく）（readily）拡張して適用することができ
る。
【０３１７】
　４．２．３．３　ＥＰＤＣＣＨモニタリングサブフレーム
　現在ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨに対するモニタリングＳＦはセル単
位でＲＲＣ層で端末にシグナリングされる。
【０３１８】
　この際、端末はＵＣｅｌｌでＥＰＤＣＣＨモニタリングＳＦに対するＲＲＣシグナリン
グがＤＬバースト区間内でのみ有効であると見なすことができる。
【０３１９】
　若しくは、全てのＵＣｅｌｌ（又は、特定のＵＣｅｌｌ）のためにはこのようなＲＲＣ
シグナリングを許さず、前もって定義されたＰＣｅｌｌ（又は他のＣｅｌｌ）上の構成を
承継するように設定することができる。このような規則は、クロスキャリアスケジューリ
ング（又は、セルフスケジューリング）によって定義されたＭＢＳＦＮ　ＳＦのためにも
同様に適用可能である。
【０３２０】
　４．２．３．４　ＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳ設定方法
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて特定のＥＰＤＣＣＨ集合上のＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳ設定はＲ
ＲＣシグナリングによって実行される。
【０３２１】
　ＬＡＡシステムのＵセル上において不連続で現れるＤＬバーストの特性上、ＺＰ－ＣＳ
Ｉ－ＲＳが周期的に設定されることは難しいことがあり得る。よって、端末はＵＣｅｌｌ
でＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳ構成に対するシグナリングがＤＬバースト区間内でのみ有効である
と見なすことができる。
【０３２２】
　若しくは、端末は、Ｕセルで送信されるＥＰＤＣＣＨ集合に関連して非周期的ＺＰ－Ｃ
ＳＩ－ＲＳ構成が導入される場合、ＲＲＣシグナリングによって設定されたＥＰＤＣＣＨ
集合上のＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳは有効でないと見なすことができる。
【０３２３】
　ＬＴＥ－Ａシステムで使われるＥＰＤＣＣＨはＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳが存在するＲＥに対
してレートマッチング（rate-matching）が実行される。このような場合は、ＲＲＣシグ
ナリングによって設定されたＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳが存在するＲＥに対してはレートマッチ
ングが実行されないこともある。
【０３２４】
　また、非周期的ＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳ構成上のＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳＲＥに対してレートマ
ッチングが実行されるように規定されることができる。
【０３２５】
　４．２．３．５　ＰＤＳＣＨ開始位置
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、ＥＰＤＣＣＨを介してセルフスケジューリングが実行される
とき、ＰＤＳＣＨの開始シンボルは上位層シグナリングによって設定されたＥＰＤＣＣＨ
の開始シンボルと同様に設定される。本発明の実施例において、ＤＬバースト（又は、Ｔ
ｘＯＰなど）の最初のＳＦの開始時点は４番目のＯＦＤＭシンボルで、ＵＣｅｌｌ上のス
ケジューリングはＥＰＤＣＣＨを介してセルフスケジューリングされるように設定するこ
とができる。この際、ＵＥは、ＤＬバーストの最初のＳＦのＰＤＳＣＨ開始シンボルは４
番目のＯＦＤＭシンボルとして認識し、ＤＬバーストの残りのＳＦでのＰＤＳＣＨ開始シ
ンボルは設定されたＥＰＤＣＣＨ開始シンボルと違うものとして認識することができる。
例えば、ＤＬバーストの最初のＳＦ以外のＳＦでＰＤＳＣＨの開始シンボルは１番目のＯ
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ＦＤＭシンボルに前もって定義されるかあるいは上位層シグナリングによって設定される
ことができる。
【０３２６】
　次の表８は、ＰＤＳＣＨ開始時点を設定する方法の一つを説明するものである。
【０３２７】
　＜表８＞
【表８】

【０３２８】
　４．２．３．６　一つのＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧの個数
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、Ｅ－ＰＤＣＣＨを送信することができるＯＦＤＭシン
ボルの個数（又は、ＲＥの個数）が少ない一部のスペシャルサブフレーム構成（special 
subframe configuration）１、２、６、７又は９に対して拡張制御チャネル要素（ＥＣＣ
Ｅ：Enhanced Control Channel Element）を構成する拡張リソース要素グループ（ＥＲＥ
Ｇ：Enhanced resource Element Group）の個数が４ではなくて２倍である８に設定され
る。これについての詳細な内容は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３規格文書の９．１．４節
の内容を参照することができる。
【０３２９】
　ＬＡＡシステムでは、部分サブフレーム（ｐＳＦ）伝送によってＥ－ＰＤＣＣＨを送信
することができるＯＦＤＭシンボルの個数（又は、ＲＥの個数）が減る場合にも類似の動
作を実行するように設定することができる。例えば、ｐＳＦを構成するＯＦＤＭシンボル
の個数が１１個以上であれば一つのＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧの個数を４個に設定し、
１１個未満であればＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧの個数を８個に設定することができる。
【０３３０】
　一つのＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧの個数を設定する方法はＰＳｔａｒｔに適用される
。
【０３３１】
　４．２．３．７　Ｅ－ＰＤＣＣＨデコーディング候補個数
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、Ｅ－ＰＤＣＣＨで送信するＤＣＩの大きさに比べてサブフレ
ーム内でＥ－ＰＤＣＣＨ伝送のために使用可能なＲＥの個数が少ない場合（Ｃａｓｅ１）
、又はＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧの個数が８であって全てのＥＣＣＥの個数が少なくな
る場合（Ｃａｓｅ２）に特定のサブフレームでＥＰＤＣＣＨデコーディング候補の個数が
変わることができる。Ｃａｓｅ１又はＣａｓｅ２が適用される場合についての詳細な説明
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は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３規格文書の９．１．４節の内容を参照することができる
。
【０３３２】
　ＬＡＡシステムにおいて、ｐＳＦを構成するＯＦＤＭシンボルの個数が特定の個数（例
えば、既設定の値又は上位層シグナリングされた値）以下になれば上述したＣａｓｅ１が
適用されるように設定することができる。
【０３３３】
　若しくは、４．２．３．５節で説明したように特定の条件を満たせば、一つのＥＣＣＥ
を構成するＥＲＥＧの個数をいつも８個に固定させる場合にはＣａｓｅ２が適用されるよ
うに設定することができる。
【０３３４】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、一般ＳＦ（すなわち、ｆｕｌｌ　ＳＦ）で一つのＰＲＢ
対に含まれるＲＥの個数（ｎEPDCCH）は１６８個である。ｐＳＦが１個のスロットで構成
される場合は８４個のＲＥを有することができ、ｐＳＦが１個のスロットより大きい大き
さに設定される場合にも１０４個以下のＲＥで構成される可能性が高い。
【０３３５】
　このような場合、ＲＥの個数ｎEPDCCH＜１０４の場合にはＣａｓｅ１が適用されること
ができる。例えば、ｎEPDCCH＜１０４の場合、端末はＣａｓｅ１と見なしてＥＰＤＣＣＨ
をデコードすることができる。ＴＳ　３６．２１３規格文書のテーブル９．１．４－１ａ
、９．１．４－１ｂ、９．１．４－２ａ、９．１．４－２ｂ、９．１．４－３ａ、９．１
．４－３ｂ、９．１．４－４ａ、９．４．４－４ｂ、９．１．４－５ａ及び／又は９．１
．４－５ｂを参照すると、Ｃａｓｅ１が適用される場合、他のＣａｓｅに比べてＥＰＤＣ
ＣＨアグリゲーションレベルが“１、２、４、８（、１６）”より大きい“２、４、８、
１６（、３２）”が適用される。すなわち、基地局はＣａｓｅ２又は３が適用される場合
よりＥＰＤＣＣＨアグリゲーションレベルが２倍になるようにＥＰＤＣＣＨを構成して送
信することができる。
【０３３６】
　したがって、ＬＡＡシステムにおいてｐＳＦの場合にｐＳＦを構成するＲＥの個数（ｎ

EPDCCH）が特定の個数（例えば、１０４個）以下の場合、基地局はＥＰＤＣＣＨに対して
Ｃａｓｅ１を適用して（すなわち、ＥＰＤＣＣＨアグリゲーションレベルを上げて）構成
し、端末に送信することができる。端末は、ｐＳＦが構成された場合、Ｃａｓｅ１が適用
されたものに基づいてＥＰＤＣＣＨに対するブラインドデコーディングを実行することが
できる。
【０３３７】
　本実施例の他の態様として、上述した４．２．１節及び４．２．３節の方法において、
ｐＳＦの長さによってその選択を異なるようにするように構成されることができる。例え
ば、基地局は、ｐＳＦの長さがＺシンボルより大きければＰＤＣＣＨを用いてセルフスケ
ジューリングを実行し、Ｚシンボル以下であればＥＰＤＣＣＨを用いてセルフスケジュー
リングを実行するように設定することができる。
【０３３８】
　４．２．３．７節の方法はＰＳｔａｒｔであるｐＳＦに適用される。
【０３３９】
　本実施例のさらに他の態様として、上述した４．２．１節及び４．２．３節の方法にお
いて、（Ｅ）ＰＤＣＣＨの開始シンボルの設定はｐＳＦではない完全なＳＦ（すなわち、
フル（full）ＳＦ）の場合にも同様に適用することができる。例えば、完全なＳＦの５番
目のＯＦＤＭシンボル（1st slot、ｌ＝４）からＰＤＣＣＨを構成し、ＰＤＣＣＨ領域で
はない残りのＯＦＤＭシンボルをＰＤＳＣＨに設定することができる。
【０３４０】
　４．２．３．８　スケジューリング方式制限方法
　上述した４．２節で説明したように端末がセルフスケジューリングを受けるように構成
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される場合、基地局がｐＳＦに対してセルフスケジューリングを実行する際に、該当ｐＳ
Ｆに対する制御チャネルの位置をｅＮＢが知らせるか、その位置をＵＥが検出するために
具現の複雑度が増加する問題があり得る。
【０３４１】
　したがって、該当端末は、ｐＳＦに対してセルフスケジューリングは許されずにクロス
キャリアスケジューリングのみが許されるように構成されることができる。基地局がｐＳ
Ｆを送信する時点でセルフスケジューリングを実行しなければならなければ、該当ｐＳＦ
にＰＤＳＣＨは含まれないこともある。例えば、該当ｐＳＦは、単にチャネルを占有する
ためのダミー信号で構成されるか、同期獲得、ＡＧＣ設定、及び／又はセル識別のための
用途にのみ構成されることができる。すなわち、端末にセルフスケジューリングが構成さ
れた場合には、該当端末はｐＳＦの受信を期待しないことができる。
【０３４２】
　４．３　ハイブリッドスケジューリング
　以下では、チャネル環境又はシステム要求事項によってクロスキャリアスケジューリン
グとセルフスケジューリングとを一緒に用いるハイブリッドスケジューリング方式につい
て説明する。
【０３４３】
　ＤＬバーストの最初のＳＦは、その長さの可変性によって、ＵＣｅｌｌでセルフスケジ
ューリングするときに制御チャネルの位置が一定でないので、最初のＳＦに対するセルフ
スケジューリングはｅＮＢ及びＵＥの側面で具現が難しいことがあり得る。また、ＵＣｅ
ｌｌの個数が増えれば、ＰＣｅｌｌでクロスキャリアスケジューリングのためのオーバー
ヘッド（負担）（overhead）が大きく増加することができる。
【０３４４】
　したがって、ＤＬバーストの最初のＳＦ（又は、ｐＳＦ）はクロスキャリアスケジュー
リングを適用し、残りのＳＦにはセルフスケジューリングを適用するように構成すること
ができる。
【０３４５】
　ＬＴＥ－ＡシステムのＣＡ状態では基地局がＲＲＣシグナリングによって該当セルがク
ロスキャリアスケジューリング又はセルフスケジューリングを行うか否かを端末に知らせ
た。しかし、本発明の実施例では、一つのＤＬバーストに対して一部のＳＦはクロスキャ
リアスケジューリングを、残りの一部のＳＦはセルフキャリアスケジューリングを実行す
ることができる。これをハイブリッドスケジューリングと呼ぶことにする。
【０３４６】
　４．３．１　プレスケジューリング
　図１５において、ｐＳＦ開始に先立つＳＦ　＃Ｎ＋１の時点で基地局がクロスキャリア
スケジューリングを行うことをプレスケジューリングとして定義した。図１５を参照する
と、ＳＦ　＃Ｎ＋１で送信されるＰＤＳＣＨに対するスケジューリングはＰＣｅｌｌ上の
ＳＦ　＃Ｎ＋１で実行され、残りのＳＦはＵＣｅｌｌでセルフスケジューリング方式でス
ケジューリングされることができる。
【０３４７】
　ＳＦ　＃Ｎ＋１の時点でプレスケジューリングされたとしても、ＳＦ　＃Ｎ＋１の間に
チャネルがアイドルでなければ、基地局はＳＦ　＃Ｎ＋１でｐＳＦを送信することができ
なく、ＳＦ　＃Ｎ＋２の時点で再度（また）（again）プレスケジューリングを実行する
ことができる。このような問題を解決するために、ｅＮＢはＵＥにプレスケジューリング
と別個のシグナリングによってＤＬバーストが実際に始まったことを知らせることができ
る。
【０３４８】
　例えば、図１５において、ｅＮＢはＳＦ　＃Ｎ＋２の時点でＤＬバーストが始まったこ
とをＰＣｅｌｌ又はＵＣｅｌｌを介して端末に明示的に知らせることができる。より詳細
には、ＤＬバースト開始通知メッセージはセル固有サーチスペース（ＣＳＳ）を介して端
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末に送信されることができる。
【０３４９】
　ＵＥはＤＬバーストの開始を知らせるＤＬバースト開始通知メッセージを受信するまで
はクロスキャリアスケジューリングを期待し、ＤＬバーストの開始を知らせるメッセージ
を受信したＳＦを含み、該当ＤＬバーストが終わるまでセルフスケジューリングを期待す
ることができる。この際、ＵＥがクロスキャリアスケジューリング又はセルフキャリアス
ケジューリングを期待するというのは、ＵＥがＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨをデコ
ードするためにＰセル又はＵセルのサーチスペースをモニタ及びデコードすることを意味
する。
【０３５０】
　この際、ＤＬバーストの長さは物理層シグナリング又は上位層シグナリングによって端
末に設定することができる。
【０３５１】
　本実施例の他の態様として、図１５において、ｅＮＢはＳＦ　＃Ｎ＋２の時点でＤＬバ
ースト上の最初のＳＦ（例えば、ｐＳＦ）の長さについての情報をＰＣｅｌｌを介して又
はＵＣｅｌｌを介して明示的に端末に知らせることができる。例えば、基地局はＣＳＳを
介して該当情報を端末に送信することができる。
【０３５２】
　ＤＬバースト上の最初のＳＦの長さがＷシンボルより大きければ、最初のＳＦはクロス
キャリアスケジューリングによって、Ｗ以下であれば最初のＳＦはセルフスケジューリン
グ方式でスケジューリングされることができる。この際、ＵＥはＤＬバースト上の最初の
ＳＦの長さについての情報を受信するまではクロスキャリアスケジューリングを期待する
ように構成される。ＵＥは、ＣＳＳを介して受信したＤＬバースト上の最初のＳＦの長さ
が分かり、ＳＦの長さによって違うスケジューリング方式が適用されることが分かる。例
えば、ＤＬバースト上の最初のＳＦの長さがＷシンボルより大きければ端末はクロスキャ
リアスケジューリングを期待し、ＤＬバースト上の残りのＳＦに対してはセルフスケジュ
ーリングを期待することができる。一方、端末がＣＳＳを介して分かることになったＤＬ
バースト上の最初のＳＦの長さがＷシンボル以下であればＤＬバースト上のＳＦに対して
はセルフスケジューリングを期待することができる。
【０３５３】
　４．３．２　ポストスケジューリング
　図１５において、ｐＳＦ開始時点より遅くクロスキャリアスケジューリングを行うこと
をポストスケジューリングとして定義した。この際、ＳＦ　＃Ｎ＋１のＰＤＳＣＨ伝送に
対するスケジューリングはＰＣｅｌｌ上のＳＦ　＃Ｎ＋２で、残りのＳＦに対するスケジ
ューリングはＵＣｅｌｌでセルフスケジューリングされることができる。
【０３５４】
　４．３．１節と同様に、ｅＮＢはＵＥにポストスケジューリングと別個のシグナリング
によってＤＬバーストが実際に始まったことを明示的に知らせることができる。ＵＥはい
つもＰＣｅｌｌ上のクロスキャリアスケジューリングとＵＣｅｌｌ上のセルフスケジュー
リングとの両方（both）を期待することができる。端末がＰＣｅｌｌ上でＤＬバーストの
開始を知らせるメッセージを受信すれば、端末はその次のＳＦからＤＬバーストが終わる
まではＵＣｅｌｌ上のセルフスケジューリングのみを期待し、ＰＣｅｌｌ上のクロスキャ
リアスケジューリングは期待しないこともできる。この際、ＤＬバーストの長さは物理層
シグナリング又は上位層シグナリングによって設定することができる。
【０３５５】
　４．３．３　特定のＵセルに対するハイブリッドスケジューリング
　端末は特定のＵＣｅｌｌに対していつもクロスキャリアスケジューリング及びセルフス
ケジューリングを同時に期待するように設定することができる。
【０３５６】
　４．３．１節、４．３．２節又は４．３．３節のスケジューリング方法において、基地
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局は特定のＵＣｅｌｌに対していつもクロスキャリアスケジューリング及び／又はセルフ
キャリアスケジューリングを実行することができ、基地局が指定した時点から（又は指定
した区間内で）クロスキャリアスケジューリング及び／又はセルフキャリアスケジューリ
ングを実行するように構成されることができる。
【０３５７】
　４．３．４　サーチスペース
　上記４．３節で説明したハイブリッドスケジューリング方法において、特定の時点で一
つのＵＣｅｌｌに対するスケジューリンググラントが一つのＵセルだけではない複数のＵ
セルの中で一つ又は複数のセルで送信されることができることを仮定した。例えば、特定
ＵＥの観点でＳＦ　＃Ｎの時点でＰＣｅｌｌだけでなくＵＣｅｌｌ１でＵＣｅｌｌ１に対
するスケジューリンググラントがｅＮＢから送信されると期待することができる。若しく
は、端末はＳＦ　＃Ｎの時点でＰＣｅｌｌだけでなくＵＣｅｌｌ２でＵＣｅｌｌ１に対す
るスケジューリンググラントがｅＮＢから送信されると期待することができる。すなわち
、以下では、一つのＵセルに対するスケジューリングが複数のＣｅｌｌから設定されるこ
とができる環境におけるＰＤＣＣＨサーチスペース構成及びＵＥのＰＤＣＣＨブラインド
デコーディング（ＢＤ）方法について説明する。
【０３５８】
　スケジューリングされたセル（Scheduled cell）のスケジューリングのためのＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースは、他のセルに対して複数のスケジュールを実行するスケジューリング
セル（scheduling cell）の全てに同時に構成されることができる。また、ＵＥは、複数
のスケジューリングセル上のサーチスペースに対して同時に、スケジューリングされたセ
ルに対するスケジューリング検出のためのＰＤＣＣＨブラインドデコーディングを試みる
ことができる。この際、ＵＥの特定のスケジューリングされたセルに対するＢＤ実行回数
は次のように設定することができる。
【０３５９】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、特定のスケジューリングされたセルに対するＢＤの回数
がＮ回であり、スケジューリングセルの個数をＫ（＞１）個であると仮定するとき、ＵＥ
は該（当）スケジューリングされたセルに対するＢＤの回数をＮより大きく設定すること
ができる。例えば、該スケジューリングされたセルに対するＢＤ回数をＫ＊Ｎ回に設定す
ることができる。若しくは、ＵＥの立場で特定のスケジューリングされたセルに対するＢ
Ｄ回数が増加してＵＥの具現複雑度が増加する問題を考慮し、スケジューリングセルの個
数が複数になるとき、ＢＤ回数がＮより小さいか同じになるように設定することができる
。
【０３６０】
　以下では、この実施例の他の態様として、スケジューリングセルが複数になる場合にも
ＢＤ回数をＮに維持させる方法について説明する。
【０３６１】
　一番単純には、スケジューリングセル（等）間のＢＤ回数を均等に分割することができ
る。例えば、スケジューリングセルの個数が２個の場合、各スケジューリングセルに対す
るＢＤ回数はＮ／２に設定することができる。このような方法を適用する場合、アグリゲ
ーションレベル（ＡＬ：Aggregation Level）別のＢＤ回数が複数のスケジューリングセ
ルの間で同一に設定されると定義することができる。例えば、ＡＬ｛１、２、４、８｝に
対するＢＤ回数がそれぞれ｛６、６、２、２｝回であり、Ｋ＝２である場合、各スケジュ
ーリングセルのＡＬ別のＢＤ回数は｛３、３、１、１｝回に設定することができる。
【０３６２】
　若しくは、スケジューリングセル（等）間のＢＤ回数を不均等に設定することもできる
。例えば、システム帯域幅が大きいスケジューリングセルにより多いＢＤ回数を設定する
かあるいはライセンスバンドスケジューリングセル（Ｐセル）により多いＢＤ回数を設定
することもできる。例えば、ＡＬ｛１、２、４、８｝に対するＢＤ回数がそれぞれ｛６、
６、２、２｝であり、Ｋ＝２である場合、システム帯域幅が大きいスケジューリングセル
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又はライセンスバンドのスケジューリングセルのＡＬ別のＢＤ回数は｛４、４、２、２｝
回に設定し、残りのスケジューリングセルの場合、ＡＬ別のＤＢ回数は｛２、２、０、０
｝に設定することができる。これは、システム帯域幅が大きいスケジューリングセル又は
ライセンスバンドのスケジューリングセルに対して高いＡＬのＢＤ回数がより多く設定さ
れると解釈することができる。
【０３６３】
　スケジューリングセルの個数が複数であり、全ＢＤ回数がＮより大きいか小さいＭに設
定されるとき、スケジューリングセル間のＤＢ回数（Ｍ）を均等にあるいは不均等に設定
する方法は上記提案方法を活用することができる。
【０３６４】
　以下では、本発明の実施例のさらに他の態様として、複数のスケジューリングセルの一
部又は全部がＴＤＤセルである場合におけるＢＤ回数の割当て方法について説明する。
【０３６５】
　ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬ構成によって、特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジューリングセル
の個数が１個又は２個以上であることがあり得る。特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジュ
ーリングセルの個数がＫ個であると仮定するとき、ＵＥは該スケジューリングされたセル
に対するＢＤ回数をＫ＊Ｎ個に設定することができる。
【０３６６】
　若しくは、特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジューリングセル（等）の個数が変わって
もＵＥの立場で行うＢＤの回数はいつも一定になるように設定することができる。例えば
、特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジューリングセル（等）の個数が１個であれば該当セ
ルでＮ回のＢＤを実行し、特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジューリングセル（等）の個
数が２個以上であれば上記提案した方法によってセル別にＢＤ回数を分割し、ＢＤ回数の
総和をＮに維持させることができる。
【０３６７】
　若しくは、特定時点でＤＬ　ＳＦであるスケジューリングセル（等）の個数によってＢ
Ｄ回数を設定する複雑度を減らすために、複数のスケジューリングセルが許されるＳＦを
＃０、＃１、＃５、＃６に制限することができる。すなわち、現在ＬＴＥ－Ａシステムの
ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬ構成上でいつもＤＬ　ＳＦに設定されるＳＦの場合にのみ複数のスケ
ジューリングセルを許し、ＢＤ回数をセル別に設定し、残りのＳＦの場合にはセルフスケ
ジューリングのみ許すように構成されることができる。
【０３６８】
　下りリンク伝送だけでなく、上りリンク伝送に対しても特定のスケジューリングセルに
対するスケジューリンググラントが複数のセルから送信されることができる。この際、ス
ケジューリングされたセル上のＰＵＳＣＨ伝送に対するＰＨＩＣＨの場合、複数のスケジ
ューリングセルの中で該当ＰＵＳＣＨに対するスケジューリンググラントが実際に送信さ
れたスケジューリングセル上に送信されることができる。
【０３６９】
　４．４　ｐＳＦに対するＣＳＩ測定及び報告方法
　以下では、ｐＳＦのＣＳＩ測定に関する（のための）（for）有効性（validity）につ
いて説明する。以下の実施例は４．１節～４．３節で説明したスケジューリング方式が適
用される場合に一緒に又は単独で適用可能な実施例である。
【０３７０】
　４．４．１　ＳＦ形態による有効性設定
　一定でないｐＳＦの長さに対してＵＥとｅＮＢとの間に不一致（mismatch）が発生し得
る。この際、ｐＳＦがＣＳＩ参照リソース（CSI reference resource）に指定されれば、
ＵＥとｅＮＢとの間のｐＳＦ長さ情報の不一致によってＵＥは誤ったＣＱＩ値を基地局に
フィードバックすることがあり得る。これを防止するために、ｐＳＦは有効下りリンクサ
ブフレーム（valid downlink SF）と見なされることができない。また、完全なＳＦのみ
が有効下りリンクサブフレームと見なされることができる。
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【０３７１】
　例えば、基地局はｐＳＦにＣＳＩ－ＲＳリソースを割り当てないことができ、端末はｐ
ＳＦに対しては有効サブフレームと見なさないので、ｐＳＦをＣＳＩ測定及び報告のため
の参照リソースとして使わない。よって、端末はＤＬバースト（又は、ＴｘＯＰ区間、Ｒ
ＲＰ区間など）に含まれた完全なＳＦに対してのみＣＳＩを測定し、周期的又は非周期方
式で基地局に報告することができる。もちろん、端末は、ＣＳＩ報告周期でＤＬバースト
がなくても以前に測定したＣＳＩを基地局に報告することができる。
【０３７２】
　４．４．１節で、ｐＳＦは最初の一部のＯＦＤＭシンボルが空のままで送信されるＰＳ
ｔａｒｔ　ＳＦ、最後の一部のＯＦＤＭシンボルが空のままで送信されるＰＥｎｄ　ＳＦ
を含むことができる。
【０３７３】
　４．４．２　ｐＳＦの長さによる有効性設定
　コンテンションに基づくランダムアクセス方式で動作するアンライセンスバンドの特性
上、特定のｅＮＢの該当帯域に対する占有割合が低いこともある。このような状況でｐＳ
Ｆまで有効下りリンクＳＦから除かれれば、端末が活用するＣＳＩ参照リソースの個数が
多くないから、正確なＣＱＩを測定して報告することができないことがあり得る。したが
って、ｐＳＦを有効下りリンクＳＦと見なすことができる。
【０３７４】
　Ｄ－２ａ）ｐＳＦの長さによって該当ＳＦの有効性が決定されることができる。例えば
、ｐＳＦの長さが７６８０Ｔｓより大きい場合にのみ有効下りリンクＳＦと見なされるこ
とができる。この際、７６８０Ｔｓの大きさはＬＴＥ－Ａシステムで定義されるスペシャ
ルＳＦの最小単位である。
【０３７５】
　Ｄ－２ｂ）ＤＬバーストの開始ｐＳＦ（又は、終了ｐＳＦ）のサポートが可能か否かは
ＵＥ性能（及び／又はｅＮＢ性能）として設定することができる。この際、基地局は開始
ｐＳＦ（又は、終了ｐＳＦ）の受信が可能であるというＵＥ性能シグナリング（UE capab
ility signaling）を送信したＵＥ及び／又は基地局性能シグナリング（eNB capability 
signaling）を受信したＵＥに限って開始ｐＳＦ（又は終了ｐＳＦ）が有効であると見な
すことができる。
【０３７６】
　このようなｐＳＦはＤＬバーストの開始ＳＦ及び／又は終了ＳＦでも構成されることが
できる。この際、４．４．１節及び４．４．２節で説明した方法はＤＬバーストの開始Ｓ
Ｆのみならず終了ＳＦに対しても適用可能である。
【０３７７】
　４．５　フローティングＴＴＩ
　以下では、フローティングＴＴＩ構造について説明する。図２０の例示のように、ＳＦ
境界ではない時点で基地局のＬＢＴ動作（ＣＣＡ動作又はＣＳ動作）が完了しても、ｐＳ
Ｆではないいつも完全な大きさのＳＦが構成されることができる。例えば、基地局はいつ
も１ｍｓ程度のＴＴＩを維持しながらＳＦを送信することができる。これをフローティン
グＴＴＩ構造であると定義することができる。
【０３７８】
　４．５．１　開始位置制限
　４．２．２節で説明したようにＰＤＣＣＨの長さが１ＯＦＤＭシンボルより大きい場合
、フローティングＴＴＩの開始位置に対する制約が必要であり得る。ＤＭ－ＲＳに基づい
てＰＤＳＣＨデコーディングを試みる伝送モード（ＴＭ）を使うＵＥに対し、図２１のよ
うにフローティングＴＴＩが送信されれば、端末のＤＭ－ＲＳによるチャネル推定に問題
が発生し得る。図２１はフローティングＴＴＩが構成されるとき、開始位置を制限する方
法を説明する図である。
【０３７９】
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　例えば、時間軸上にコード分割多重化（ＣＤＭ：Code Division Multiplexing）した構
造を有するＤＭ－ＲＳを考慮するとき、図２１のようにＤＭ－ＲＳが連続したＯＦＤＭシ
ンボルではなくて１ｍｓ程度だけ離れた構造では二つのＤＭ－ＲＳ間のチャネル情報が一
致しなくて直交性（orthogonality）が保証されないことがあり、これによって端末のチ
ャネル推定性能が低下することができる。
【０３８０】
　これを解決するために、ＤＭ－ＲＳが連続したＯＦＤＭシンボルで送信されることがで
きるようにフローティングＴＴＩの開始位置が制限されることができる。例えば、図２１
において、６番目のＯＦＤＭシンボル及び１３番目のＯＦＤＭシンボルではフローティン
グＴＴＩが始まらないように設定することができる。図２１において６番目のＯＦＤＭシ
ンボルから１３番目のＯＦＤＭシンボルはＳＦ　＃Ｎに含まれたシンボルであり、０番目
～５番目のＯＦＤＭシンボルはＳＦ　＃Ｎ＋１に含まれたシンボルである。
【０３８１】
　本実施例の他の態様として、端末のバッファリング性能を考慮して一部のＳＦで開始位
置が制限されることができる。フローティングＴＴＩの構造上、いつも端末の最小伝送単
位（例えば、１ｍｓ）のバッファリングを必要とする。しかし、一部の端末の場合、１ｍ
ｓのバッファリングがサポートされないこともある。例えば、１スロット程度のバッファ
リングのみがサポートされる端末を考慮する場合、フローティングＴＴＩの開始位置は最
初のＯＦＤＭシンボル又は２番目のＯＦＤＭシンボル以後に（のみ）制限される（restri
cted to after the first or second OFDM symbol）ことができる。
【０３８２】
　４．５．２　ＤＬバーストの最後のフローティングＴＴＩの長さ
　基地局のＬＢＴ動作が完了した時点がＯＦＤＭシンボル境界と正確に一致しない場合、
基地局は該当時点から次のＯＦＤＭシンボル境界まで予約信号を送信することができる。
また、伝送ノードが一度チャネルを占有したとき、占有可能な最大時間が限定されている
ことがあり得る。図２２はＤＬバーストの最後のフローティングＴＴＩの長さを設定する
方法の一つを説明する図である。
【０３８３】
　図２２のように基地局はＳＦ　＃Ｎの３番目のＯＦＤＭシンボルの中間からチャネル占
有のための予約信号（reservation signal）を送信した後、４番目のＯＦＤＭシンボルか
らフローティングＴＴＩが始まり、伝送ノードの占有可能な最大時間が２ｍｓであると仮
定する。この際、最後のＴＴＩの最後のＯＦＤＭシンボル（例えば、ＳＦ　＃Ｎ＋２の３
番目のＯＦＤＭシンボル）は送信できないことがあり得る。
【０３８４】
　４．５．１節のようにフローティングＴＴＩの開始位置に制限があれば、予約信号の長
さは一つのＯＦＤＭシンボルより長いことがあり得る。これにより、ＤＬバーストを構成
する最後のフローティングＴＴＩの長さは図２１に示したＴＴＩより短くなることができ
る。
【０３８５】
　ＵＥは該当フローティングＴＴＩが上位層シグナリング又は物理層シグナリングによっ
てＤＬバーストを構成する最後のフローティングＴＴＩであることが分かれば、基地局は
最後のＴＴＩに対する最初のＯＦＤＭシンボル位置だけでなく該当のＴＴＩを構成するＯ
ＦＤＭシンボルの個数（又は、終了ＯＦＤＭシンボルの位置）を端末に知らせることが好
ましい。
【０３８６】
　一方、ＵＥは該当フローティングＴＴＩがＤＬバーストを構成する最後のフローティン
グＴＴＩであることが分からなければ、ｅＮＢは各フローティングＴＴＩに対するスケジ
ューリンググラントごとに最初のＯＦＤＭシンボルの位置のみならず該当ＴＴＩを構成す
るＯＦＤＭシンボルの個数（又は終了ＯＦＤＭシンボルの位置）を端末に知らせることが
好ましい。
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【０３８７】
　予約信号が基地局及び端末で前もって知っている信号（known sequence）で構成され、
端末がＤＬバーストを構成するフローティングＴＴＩの個数を上位層シグナリング又は物
理層シグナリングによって知っている場合に限り、端末はＤＬバースト上の最後のフロー
ティングＴＴＩの長さを暗黙的に類推することができる。
【０３８８】
　例えば、予約信号が２ＯＦＤＭシンボルにわたって入って来たし、ＤＬバーストを構成
するフローティングＴＴＩが２個であることを知っているＵＥが２番目のフローティング
ＴＴＩでスケジューリンググラントを受信したとすれば、１４ＯＦＤＭシンボルではなく
て１２ＯＦＤＭシンボルで構成されたフローティングＴＴＩであると仮定してデコーディ
ングを実行することができる。
【０３８９】
　４．５．３　フローティングＴＴＩでのＥＰＤＣＣＨ伝送方法
　ＰＤＣＣＨを介してセルフスケジューリングされるＵＥはいつもＳＦの最初のＯＦＤＭ
シンボルから始まるＰＤＣＣＨからフローティングＴＴＩの開始時点が分かる。
【０３９０】
　しかし、フローティングＴＴＩの場合、ＥＰＤＣＣＨの開始シンボルが一定でないこと
もあるので、ＥＰＤＣＣＨを介してセルフスケジューリングされるＵＥはＥＰＤＣＣＨを
正常に受信するためには全ての開始位置候補（starting position candidate）に対して
ＥＰＤＣＣＨデコーディングを実行しなければならない。これは端末の具現複雑度を大き
く増加させる。
【０３９１】
　これを解決するために、本発明の実施例では、基地局が端末にＰＣｅｌｌの共通サーチ
スペースを活用してＥＰＤＣＣＨの開始位置を指示することができる。若しくは、４．５
．２節で記述したように最後のＴＴＩの終了位置が変わることを考慮し、ＥＰＤＣＣＨが
終わる位置も端末に明示的に指示することができる。
【０３９２】
　４．６　ＰＤＣＣＨ領域及びＰＤＳＣＨ開始シンボルの設定方法
　４．６．１　ＰＤＣＣＨ領域設定方法
　ＵＣｅｌｌでＰＣＦＩＣＨが定義されなければ、Ｕセルに対するＰＤＣＣＨ領域は上位
層シグナリングによって端末に設定することができる。このような設定値はセルフキャリ
アスケジューリング及び／又はクロスキャリアスケジューリングの場合に適用することが
できる。若しくは、このような設定値はＵＥ固有（UE-specific）に適用するかセル固有
（cell-specific）に適用することができる。
【０３９３】
　この際、ＰＤＳＣＨ開始シンボルは上位層シグナリングによって設定されたＰＤＣＣＨ
領域によって決定されることができる。例えば、ＰＤＣＣＨ領域は２ＯＦＤＭシンボルに
設定されており、ｐＳＦの開始時点は０番目のＯＦＤＭシンボル又は３番目のＯＦＤＭシ
ンボルに設定されていれば、ＵＥは、ｐＳＦが０番目のＯＦＤＭシンボルで始まればＰＤ
ＳＣＨは２番目のＯＦＤＭシンボルで始まり、ｐＳＦが３番目のＯＦＤＭシンボルで始ま
ればＰＤＳＣＨは５番目のＯＦＤＭシンボルで始まると仮定することができる。
【０３９４】
　４．６．２　ＰＤＳＣＨ開始シンボルの設定
　ＤＬバーストで構成されるＰＤＳＣＨの開始シンボルが上位層シグナリングによって端
末に関して設定されることができる。この際、設定された値はセルフキャリアスケジュー
リング及び／又はクロスキャリアスケジューリングに適用することができる。また、該当
値は端末固有（UE-specific）の値又はセル固有（cell-specific）の値に設定することが
できる。この際、ＰＤＳＣＨの開始シンボルは可能なｐＳＦの開始位置によって複数（多
く）の（a plurality of）値を有することができ、ＰＤＣＣＨ領域はＰＤＳＣＨの開始シ
ンボルによって暗黙的に決定することができる。例えば、ＰＤＳＣＨの開始シンボルが３
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番目のＯＦＤＭシンボルに設定されれば、ＰＤＣＣＨ領域はＰＣＦＩＣＨがなくても０番
目のＯＦＤＭ　ｓｙｍｂｏｌから２番目のＯＦＤＭシンボルまで３個のＯＦＤＭシンボル
で構成されることをＵＥは仮定することができる。
【０３９５】
　４．６．３　上位層信号シグナリング方法
　ＰＤＣＣＨ領域及びＰＤＳＣＨ開始シンボルは共に上位層シグナリングによって設定す
ることができる。設定された値はセルフキャリアスケジューリング及び／又はクロスキャ
リアスケジューリングの場合に適用することができる。また、該当値はいずれも端末固有
の値又はセル固有の値であってもよい。若しくは、値の一部は端末固有の値であり、値の
残りはセル固有の値であってもよい。この際、ＰＤＣＣＨ領域以後にのみＰＤＳＣＨ開始
シンボルを構成するように制限されることができる。若しくは、ＵＥはＰＤＣＣＨ領域と
ＰＤＳＣＨ開始シンボルが重畳するシグナリングを期待しないことができる。
【０３９６】
　４．７　ｐＳＦ運用のための基地局及び端末の動作
　前述したように、ｐＳＦ構造をｅＮＢがどのように適用するかによってＵＥの動作が変
わることができる。本発明の実施例において、説明の便宜上、ＤＬバーストを構成するサ
ブフレームの初めの一部のＯＦＤＭシンボルが空のままで送信されるｐＳＦを‘ＰＳｔａ
ｒｔ’、最後の一部のＯＦＤＭシンボルが空のままで送信されるｐＳＦを‘ＰＥｎｄ’、
完全なＳＦを‘Ｆｕｌｌ’と定義して説明する。
【０３９７】
　また、ＤＬバーストはＤＬ伝送バースト（DL Tx burst）と呼ぶことができ、ＴｘＯＰ
区間、ＲＲＰ区間と同一の意味として使うことができる。この際、ＤＬバーストは予約信
号が送信される区間まで含む概念であってもよい。
【０３９８】
　４．７．１　Ｇ１）ＰＳｔａｒｔ及びＦｕｌｌのみを運用する方法
　ｅＮＢはＰＳｔａｒｔ及びＦｕｌｌのみを運用するが、スケジューリングすべきＵＥの
タイプによって次のようにＰＳｔａｒｔの長さを変えて設定することができる。
【０３９９】
　Ｇ１－Ａ）クロスキャリアスケジューリング端末の場合、Ｆｕｌｌでのみスケジューリ
ングされることを期待することができる。
【０４００】
　Ｇ１－Ｂ）セルフキャリアスケジューリング端末でありながらＰＤＣＣＨを介してスケ
ジューリングされるように設定されたＵＥはＰＳｔａｒｔ及びＦｕｌｌが共にスケジュー
リングされることを期待することができる。この際、任意のＯＦＤＭシンボルがＰＳｔａ
ｒｔの最初のＯＦＤＭシンボルとして使用可能であり（ＰＳｔａｒｔの最初のＯＦＤＭシ
ンボルは全てのＯＦＤＭシンボルが許されることができ）（Any OFDM symbol is availab
le as the starting OFDM symbol of PStart）、ＰＳｔａｒｔの最初のＯＦＤＭシンボル
は一部のＯＦＤＭシンボルでのみ始まることができるように制限されることができる。例
えば、２番目のＣＲＳアンテナポート０が送信される５番目のＯＦＤＭシンボルでのみＰ
Ｓｔａｒｔが始まるように制限されることができる。若しくは、２番目のスロット境界で
のみＰＳｔａｒｔが始まることができるように制限されることもできる。
【０４０１】
　端末はＣＲＳ及び／又はＰＤＣＣＨデコーディングの成否によって実際のＰＳｔａｒｔ
の開始時点を決定することができる。若しくは、端末はＰＳｔａｒｔの開始時点をプリア
ンブル（又は、ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｉｇｎａｌ）の位置及び／又はシーケンスによって決
定することができる。
【０４０２】
　Ｇ１－Ｃ）セルフキャリアスケジューリングＵＥでありながらＥＰＤＣＣＨを介してス
ケジューリングされるように設定されたＵＥはＰＳｔａｒｔ及びＦｕｌｌが共にスケジュ
ーリングされることを期待することができる。若しくは、ＰＳｔａｒｔでＥＰＤＣＣＨを
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デコードすることができるかが端末性能（UE capability）として定義され、ｅＮＢは該
当性能がサポート可能であるとシグナリングされた端末に対してのみＰＳｔａｒｔ　ＥＰ
ＤＣＣＨを介してスケジューリングするように設定することができる。若しくは、ｅＮＢ
はＵＥ別に（又は、ｃｅｌｌ共通で）ＰＳｔａｒｔでＥＰＤＣＣＨを介したスケジューリ
ングが可能か否か（whether scheduling is performed through an EPDCCH in PStart）
に関して上位層シグナル（例えば、ＲＲＣ）によって構成することができる。若しくは、
ＰＳｔａｒｔでＥＰＤＣＣＨがサポートされないように構成することができる。この際、
ＰＳｔａｒｔの最初のＯＦＤＭ　ｓｙｍｂｏｌはＧ１－Ｂ）の場合のように制約があり得
、Ｇ１－Ｂ）に対応（相応）する（corresponding to）ＵＥの最初のＯＦＤＭシンボルと
Ｇ１－Ｃ）に対応するＵＥの最初のＯＦＤＭシンボルとは違うことができる。
【０４０３】
　例えば、Ｇ１－Ｂ）に対応するＵＥの最初のＯＦＤＭシンボルが２番目のスロット境界
に相当し、Ｇ１－Ｃ）に対応するＵＥの最初のＯＦＤＭシンボルが３番目のＯＦＤＭシン
ボルであれば、ｅＮＢはスケジューリングすべきＵＥが何れのＵＥであるか又はＬＢＴ終
了時点がいつであるかによって基地局はＧ１－Ｂ）方式を適用するかあるいはＧ１－Ｃ）
方式を適用するかを決定することができる。
【０４０４】
　Ｇ１－Ｃ）方式の場合、端末がＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるかを区別すること
ができる方法は次の一つであってもよい。
【０４０５】
　（１）方式１：基地局が明示的なシグナリングによって端末にＳＦのタイプを指示する
ことができる。端末には二つ以上のＥＰＤＣＣＨ集合が設定されることができる。この際
、長さが小さいＥＰＤＣＣＨの場合、端末が、該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＳｔａｒｔ
であるかを決定（区分）する（determine）ことができないことがあり得る。よって、基
地局は該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＳｔａｒｔであるか及び／又は該当ＳＦの大きさを
端末に明示的に指示することができる。
【０４０６】
　（２）方式２：二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方をＰＳｔａｒｔの用途に、他方をＦｕｌ
ｌの用途に前もって設定しておき、ＵＥはどのＥＰＤＣＣＨ集合がデコードされるかによ
って該当ＳＦがＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるかが分かる。
【０４０７】
　（３）方式３：端末がＢＤによってＰＳｔａｒｔであるか又はＦｕｌｌであるかを区別
することができる。例えば、二つのＥＰＤＣＣＨ集合のそれぞれに対してＰＳｔａｒｔ用
途のＥＰＤＣＣＨ（相対的に短い長さのＥＰＤＣＣＨ）とＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨ（
相対的に長い長さのＥＰＤＣＣＨ）とが前もって設定されており、端末がどの長さのＥＰ
ＤＣＣＨに対してデコーディングが成功したかによって端末は該当ＳＦがＰＳｔａｒｔで
あるかＦｕｌｌであるかを区別することができる。
【０４０８】
　（４）方式４：端末はＤＬバーストで送信されるプリアンブルによって該当ＳＦがＰＳ
ｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるかを区別することができる。例えば、二つのＥＰＤＣＣ
Ｈ集合のそれぞれに対してＰＳｔａｒｔ用途のＥＰＤＣＣＨ（相対的に短い長さのＥＰＤ
ＣＣＨ）とＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨ（相対的に長い長さのＥＰＤＣＣＨ）とが前もっ
て設定されている場合、端末はプリアンブルの位置及び／又はプリアンブルシーケンスに
よって該当ＳＦがＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるかを区別することができる。
【０４０９】
　４．７．２　ＰＳｔａｒｔに割り当てられるＤＭ－ＲＳパターン
　以下では、ＰＳｔａｒｔを構成するＯＦＤＭシンボルの個数が７個であるとき、ＤＭ－
ＲＳ及びＥＰＤＣＣＨを構成する方法について説明する。
【０４１０】
　図２３はＰＳｔａｒｔでＤＭ－ＲＳ及びＥＰＤＣＣＨを構成する方法を説明する図であ
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る。
【０４１１】
　端末にＰＳｔａｒｔが構成される場合、ＤＭ－ＲＳパターンは図２３の（ａ）、（ｂ）
及び（ｃ）の一つの形態で構成されることができる。この際、ＣＲＳはＬＴＥ－Ａシステ
ムにおいて構成されるＣＲＳパターンをそのまま活用することができるが、ＤＭ－ＲＳパ
ターンは図２３の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の一つを適用することができる。
【０４１２】
　ＰＳｔａｒｔでＥＰＤＣＣＨ開始位置は図２３において８番目、９番目又は１０番目の
ＯＦＤＭシンボルの一つとなることができ、ＥＰＤＣＣＨ終了位置は図２３で１２番目及
び１３番目のＯＦＤＭの一つとなることができる。この際、端末に送信されるＰＤＳＣＨ
の伝送効率を考慮すると、ＰＳｔａｒｔ上にＤＭ－ＲＳ及び／又はＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ
－ＩＭは構成されないように設定することができる。
【０４１３】
　４．７．３　Ｇ２）Ｆｕｌｌ及びＰＥｎｄのみを運用する方法
　以下では、基地局がＦｕｌｌ及びＰＥｎｄのみを運用する方法について説明する。
【０４１４】
　Ｇ２－Ａ）クロスキャリアスケジューリングＵＥの場合、Ｆｕｌｌ及びＰＥｎｄが共に
スケジューリングされることを期待することができる。この際、該当ＳＦがＰＥｎｄであ
るかを知らせる指示子又はＰＥｎｄの長さを知らせる指示子のための追加のシグナリング
が必要であり得る。例えば、該当ＳＦがＰＥｎｄであるか（又は、ＰＥｎｄの長さ）を知
らせる指示はＰＤＣＣＨを介して送信されることができる。
【０４１５】
　Ｇ２－Ｂ）ＰＤＣＣＨによってセルフスケジューリングされるように設定されたＵＥは
Ｆｕｌｌ又はＰＥｎｄが共にスケジューリングされることを期待することができる。この
際、該当ＳＦがＰＥｎｄであるかを知らせる指示子又はＰＥｎｄの長さを知らせる指示子
のための追加のシグナリングが必要であり得る。例えば、ＰＥｎｄであるか（又は、ＰＥ
ｎｄの長さ）を知らせる指示はＰＣｅｌｌ上の共通（共用）シグナル（信号）（common s
ignal）によって又はＬＡＡ　ＳＣｅｌｌ上のＰＣＦＩＣＨを介して又はＰＤＣＣＨを介
して端末に送信されることができる。
【０４１６】
　Ｇ２－Ｃ）セルフキャリアスケジューリングＵＥでありながらＥＰＤＣＣＨを介してス
ケジューリングされるように設定された端末はＦｕｌｌのみがスケジューリングされるこ
とを期待することができる。若しくは、該当端末はＦｕｌｌ及びＰＥｎｄが共にスケジュ
ーリングされることを期待することができる。若しくは、ＰＥｎｄでＥＰＤＣＣＨをデコ
ードすることができるかが端末性能（UE capability）として定義されている場合、ｅＮ
Ｂは該当端末性能があるとシグナリングされたＵＥに対してのみＰＥｎｄのＥＰＤＣＣＨ
を介してスケジューリングするように設定することができる。若しくは、ｅＮＢはＵＥ別
に（又はｃｅｌｌ共通で）上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって
ＰＥｎｄでＥＰＤＣＣＨを介してスケジューリングされるかを指示することができる。
【０４１７】
　この際、該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかをＵＥが区別する方法は次の一
つであってもよい。
【０４１８】
　（１）方式１：基地局はＰＣｅｌｌ上の共通シグナルによって又はＬＡＡ　ＳＣｅｌｌ
上のＰＣＦＩＣＨを介してＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかを端末に指示することがで
きる。例えば、ＵＥはＰＥｎｄ用途に設定されたＥＰＤＣＣＨ集合に対してデコーディン
グを試みることができる。若しくは、端末はＰＣｅｌｌ上の共通（共用）信号（common s
ignal）によってあるいはＬＡＡ　ＳＣｅｌｌ上のＰＣＦＩＣＨを介して該当ＳＦがＰＥ
ｎｄであることを認知することができる。このような端末は該当ＳＦに対して（ＥＰＤＣ
ＣＨデコーディングではない）ＰＤＣＣＨデコーディングを実行するように設定すること
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ができる。
【０４１９】
　（２）方式２：基地局は明示的シグナリングによって指示することができる。すなわち
、基地局は該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるか又は該当ＳＦの大きさを明示的
に端末に指示することができる。
【０４２０】
　（３）方式３：二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方をＰＥｎｄ用途、他方をＦｕｌｌ用途に
前もって設定しておき、ＵＥはどのＥＰＤＣＣＨ集合がデコードされるかによって該当Ｓ
ＦがＰＥｎｄであるかＦｕｌｌであるかが分かる。
【０４２１】
　（４）方式４：端末はＢＤによって該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかを区
別することができる。例えば、二つのＥＰＤＣＣＨ集合のそれぞれに対してＦｕｌｌ用途
のＥＰＤＣＣＨ（相対的に長い長さのＥＰＤＣＣＨ）とＰＥｎｄ用途のＥＰＤＣＣＨ（相
対的に短い長さのＥＰＤＣＣＨ）とを共に設定しておき、どの長さのＥＰＤＣＣＨに対し
てデコーディングが成功したかによって該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかを
区別することができる。
【０４２２】
　（５）方式５：基地局はＤＭ－ＲＳパターン別にＥＰＤＣＣＨを設定することができる
。例えば、ＰＥｎｄがスペシャルＳＦであるＤｗＰＴＳ構造に従うとすると、ＰＥｎｄの
長さによって図２４のように４種のＤＭ－ＲＳパターンが構成されることができる。図２
４はＤＭ－ＲＳパターン別にＥＰＤＣＣＨが構成される方法を説明する図である。図２４
は一例示であり、他のスペシャルＳＦの構造が用いられるか、あるいは新形態のＤＭ－Ｒ
Ｓパターンが構成されることができる。
【０４２３】
　方式５で、基地局は各ＤＭ－ＲＳパターンをサポートするＤｗＰＴＳの終了ＯＦＤＭシ
ンボル（end OFDM symbol）の最小ＯＦＤＭシンボルでＥＰＤＣＣＨが終わるように設定
することができる。例えば、ＤＬバーストの終了ｐＳＦを構成するＯＦＤＭシンボルの個
数が１１～１３個である場合は図２４（ｂ）のようなＤＭ－ＲＳパターンに従い、ＬＴＥ
－Ａシステム（Ｒｅｌ－１２）においてＤｗＰＴＳの長さが１１ＯＦＤＭシンボルである
とき、ＤｗＰＴＳ構成３又は８として定義されたＥＰＤＣＣＨ構成（例えば、Ｎｕｍｂｅ
ｒ　ｏｆ　ＥＲＥＧｓ　ｐｅｒ　ＥＣＣＥ、ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ＥＰＤＣＣＨ　ｆｏｒ
ｍａｔｓ、ＥＰＤＣＣＨ　ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ　ｍｏｎｉｔｏｒｅｄ　ｂｙ　ａ　ＵＥ
など）に従うように設定することができる。
【０４２４】
　方式５の他の例として、ＤＬバーストの終了ｐＳＦ（ＰＥｎｄ）を構成するＯＦＤＭシ
ンボルの個数が９～１０個である場合は図２４（ｃ）のようなＤＭ－ＲＳパターンに従い
、従来のＲｅｌ－１２　ＬＴＥシステムにおいてＤｗＰＴＳの長さが９ＯＦＤＭシンボル
であるとき、ＤｗＰＴＳ構成１又は６として定義されたＥＰＤＣＣＨ構成に従うように設
定することができる。
【０４２５】
　方式５のさらに他の例として、ＤＬバーストのＰＥｎｄを構成するＯＦＤＭシンボルの
個数が６～８個である場合は図２４（ｄ）のようなＤＭ－ＲＳパターンに従い、従来のＲ
ｅｌ－１２　ＬＴＥシステムにおいてＤｗＰＴＳの長さが６ＯＦＤＭシンボルであるとき
、ＤｗＰＴＳ構成９として定義されたＥＰＤＣＣＨ構成に従うように設定することができ
る。
【０４２６】
　この際、基地局は前もって設定されたＤＭ－ＲＳパターンの個数だけ（又はそれ以下の
個数だけ）のＥＰＤＣＣＨ集合を構成することができ、端末はどのＥＰＤＣＣＨ集合をデ
コードするかによってＤＭ－ＲＳパターンを決定することができる。
【０４２７】
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　若しくは、基地局は各ＤＭ－ＲＳパターン別に（又は、一部のＤＭ－ＲＳパターンに対
して）最大２個のＥＰＤＣＣＨ集合を設定することができ、ＵＥは明示的なシグナリング
又はブラインドデコーディングによって認知したＤＭ－ＲＳパターンによって適切なＥＰ
ＤＣＣＨ集合に対するデコーディングを試みることができる。
【０４２８】
　このように、図２４に示したようにＳＦごとに４種のＤＭ－ＲＳパターン候補に対して
ＥＰＤＣＣＨデコーディング（又は、ＤＭ－ＲＳ　ＢＤ）を試みる場合、ＵＥ具現の側面
で複雑度が非常に大きくなることができる。これを解決するために、以下に提案する方法
の少なくとも一つの方法を活用することができる。
【０４２９】
　（Ａ）方式５－１：Ｆｕｌｌ　ＳＦ又はｐＳＦを知らせる共通（共用）シグナリング（
common signaling）との組合せ
　共通シグナリングによって該当ＳＦがＦｕｌｌ　ＳＦであることを認知した端末は図２
４（ａ）のようなＤＭ－ＲＳパターンを仮定し、ｐＳＦであることを認知したＵＥは図２
４の（ｂ）、（ｃ）又は（ｄ）の中でどのＤＭ－ＲＳパターンが送信されるかを検出する
ことによって該当ＰＥｎｄをデコードすることができる。
【０４３０】
　（Ｂ）方式５－２：ＤＭ－ＲＳパターンを知らせる共通シグナリングとの組合せ
　共通シグナリングによって該当ＳＦがどのＤＭ－ＲＳパターンであるかを検出した端末
は図２４の（ａ）～（ｄ）の中で特定のＤＭ－ＲＳパターンを仮定し、各ＤＭ－ＲＳパタ
ーンに対応して設定されたＥＰＤＣＣＨ集合に対するデコーディングを試みることができ
る。
【０４３１】
　例えば、図２４（ｂ）のようなＤＭ－ＲＳパターンが送信されることが共通シグナリン
グによって端末に知らされた場合、該当端末はＥＰＤＣＣＨ終了シンボルが１１番目のＯ
ＦＤＭシンボルに（又はそれ以下のＯＦＤＭシンボルに）設定されたＥＰＤＣＣＨ集合（
等）に対するデコーディングを実行することができる。
【０４３２】
　（Ｃ）方式５－３：ＳＦが何個のＯＦＤＭシンボルで構成されるかを知らせる共通シグ
ナリングとの組合せ
　共通シグナリングによって該当ＳＦの終了ＯＦＤＭシンボルが何番目のＯＦＤＭ　ｓｙ
ｍｂｏｌであるかが分かったＵＥは、該当ＯＦＤＭシンボルで終わるように設定されるか
、該当ＯＦＤＭシンボルより短く終わるように設定されるか及び／又は該当ＯＦＤＭシン
ボルより短く終わるように設定されたＥＰＤＣＣＨ集合の中で一番遅く終わるように設定
されたＥＰＤＣＣＨ集合に対してデコーディングを実行することができる。
【０４３３】
　（Ｄ）方式５－４：特定のＤＭ－ＲＳパターンを排除する方式
　ＬＡＡシステムのＳＣｅｌｌで一部のＤＭ－ＲＳパターンは使わないように前もって設
定することができる。若しくは、上位層シグナリングによって特定のＵセル又は特定の端
末は一部のＤＭ－ＲＳパターンを使わないように設定することができる。
【０４３４】
　例えば、６個のＯＦＤＭ　ｓｙｍｂｏｌで構成されたＤｗＰＴＳ構造を有するｐＳＦが
ＬＡＡシステムの特定のＳＣｅｌｌ又は特定のＵＥに許されなければ、図２４（ｄ）のよ
うなＤＭ－ＲＳパターンは使わないように前もって設定することができる。すなわち、端
末は該当ＤＭ－ＲＳパターンはデコーディングのときに仮定しないように設定することが
できる。
【０４３５】
　他の例として、端末はＦｕｌｌ　ＳＦであるとしても、図２４の（ｂ）又は（ｃ）のよ
うなＤＭ－ＲＳパターンを仮定してデコードするように設定することができる。
【０４３６】
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　さらに他の例として、１１個～１３個のＯＦＤＭシンボルで構成されたｐＳＦの場合、
図２４（ｂ）のＤＭ－ＲＳパターンを使うのではなく、図２４（ｃ）のＤＭ－ＲＳパター
ンを使うように設定することができる。
【０４３７】
　（Ｅ）方式５－５：特定のＤＭ－ＲＳパターンの変形
　６ＯＦＤＭシンボルで構成されたＤｗＰＴＳ構造をＬＡＡ　ＳＣｅｌｌでサポートせず
、その代わりに７ＯＦＤＭシンボルで構成された新しいＤｗＰＴＳ構成を導入し、該当Ｄ
ｗＰＴＳの場合、図２４の（ｃ）のようなＤＭ－ＲＳパターンを仮定するように設定する
ことができる。
【０４３８】
　若しくは、図２４の（ｄ）のようなＤＭ－ＲＳパターンを使う場合、従来とは違うＤＭ
－ＲＳシーケンスを使うように設定することができる。例えば、図２４の（ｄ）に示した
ＤＭ－ＲＳのスクランブルシーケンス（scrambling sequence）を初期化するための疑似
ランダムシーケンス生成器（pseudo-random sequence generator）のパラメータの一つで
あるｎｓ値を０～１９ではない他の値（例えば、ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ　ｏｒ　ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅｄ　ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ＋ｎｓ）に設定するかあるいはＮID

cell（又は
、ｎID、i

EPDCCH）値を上位層シグナリングによって特定の値に前もって設定しておくこ
とができる。基地局及び／又は端末はこのように構成された特定のＤＭ－ＲＳパターンに
基づいて該当サブフレームがＦｕｌｌであるか（又は）ＰＥｎｄであるかを決定（区分）
する（determine）ことができる。
【０４３９】
　４．７．４　Ｇ３）ＰＳｔａｒｔ、Ｆｕｌｌ及びＰＥｎを全て運用する方法
　Ｇ３－Ａ）クロスキャリアスケジューリング端末の場合、端末はＧ２－Ａ）方式のよう
にＦｕｌｌ又はＰＥｎｄでのみスケジューリングされることを期待することができる。
【０４４０】
　Ｇ３－Ｂ）セルフキャリアスケジューリング端末でありながらＰＤＣＣＨを介してスケ
ジューリングされるように設定されたＵＥはＧ１－Ｂ）方式のようにＰＳｔａｒｔ及びＦ
ｕｌｌでのみスケジューリングされることを期待することができる。若しくは、該当端末
はＧ２－Ｂ）方式のようにＦｕｌｌ又はＰＥｎｄでのみスケジューリングされることを期
待することができる。若しくは、該当端末はＰＳｔａｒｔ、Ｆｕｌｌ及びＰＥｎｄの全て
でスケジューリングされることを期待することができる。
【０４４１】
　この際、該当端末はＳＦ境界でＣＲＳ及び／又はＰＤＣＣＨデコーディングを実行し、
デコーディングが成功すればＤＣＩ情報（又はＰＣＦＩＣＨ）を活用して該当ＳＦがＦｕ
ｌｌであるかＰＥｎｄであるかを区別する（determine）ことができる。
【０４４２】
　端末がＳＦ境界でデコーディングに失敗すれば、ＰＳｔａｒｔの最初のＯＦＤＭシンボ
ルでさらにＣＲＳ及び／又はＰＤＣＣＨデコーディングを実行することができる。ＣＳＲ
及び／又はＰＤＣＣＨデコーディングに成功すれば、端末はＰＳｔａｒｔが始まることを
認知することができる。
【０４４３】
　他の例として、端末がプリアンブルの位置及び／又はプリアンブルのシーケンスによっ
てＳＦ境界から該当ＳＦが始まることを認知すれば、該当端末はＳＦ境界でＣＲＳ及び／
又はＰＤＣＣＨデコーディングを実行し、デコーディングに成功すればＤＣＩ情報（又は
、ＰＣＦＩＣＨ）を活用して該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかを区別するこ
とができる。
【０４４４】
　端末がプリアンブルの位置及び／又はシーケンスによってＰＳｔａｒｔであることを認
知すれば、該当端末はＰＳｔａｒｔの最初のＯＦＤＭシンボルでさらにＣＲＳ及び／又は
ＰＤＣＣＨデコーディングを実行することができる。該当端末はデコーディングに成功す
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ればＰＳｔａｒｔが始まることを認知することができる。
【０４４５】
　Ｇ３－Ｃ）セルフキャリアスケジューリング端末でありながらＥＰＤＣＣＨを介してス
ケジューリングされるように設定された端末はＧ１－Ｃ）方式のようにＰＳｔａｒｔ及び
Ｆｕｌｌのみがスケジューリングされることを期待することができる。若しくは、該当端
末はＧ２－Ｃ）方式のようにＦｕｌｌ及びＰＥｎｄのみがスケジューリングされることを
期待することができる。若しくは、該当端末はＰＳｔａｒｔ、Ｆｕｌｌ及びＰＥｎｄの全
てがスケジューリングされることを期待することができる。若しくは、該当端末はＰＳｔ
ａｒｔ及び／又はＰＥｎｄでＥＰＤＣＣＨをデコードすることができるかがＵＥ性能とし
て定義され、ｅＮＢは該当端末がこのような性能を持っているとシグナリングされた端末
に対してのみＰＳｔａｒｔ及び／又はＰＥｎｄのＥＰＤＣＣＨを介してスケジューリング
するように設定することができる。若しくは、ｅＮＢはＵＥ別に及び／又はＵセル共通に
ＰＳｔａｒｔ及び／又はＰＥｎｄでＥＰＤＣＣＨを介したスケジューリングが可能か否か
に対して上位層シグナリングによって構成可能である。
【０４４６】
　若しくは、特定ＵＥの観点でＰＳｔａｒｔ及びＰＥｎｄの両方に対してＥＰＤＣＣＨが
サポートされず、ＰＳｔａｒｔ及びＰＥｎｄの一方又はＦｕｌｌ　ＳＦでのみＥＰＤＣＣ
Ｈがサポートされるように制限されることができる。この際、該当ＵＥが、該当ＳＦがＰ
Ｓｔａｒｔであるか、Ｆｕｌｌであるか又はＰＥｎｄであるかを区別する方法は次の一つ
であってもよい。
【０４４７】
　（Ａ）方式１：端末はＰＣｅｌｌ上の共通シグナルによる指示又はＬＡＡ　ＳＣｅｌｌ
上のＰＣＦＩＣＨを介して該当ＳＦがＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるかを先に区別する
ことができる。該当ＳＦがＰＥｎｄであればＧ－２Ｃ）方式の（Ａ）方式１を適用するこ
とができる。該当ＳＦがＦｕｌｌ又はＰＥｎｄではないと判断されれば、該当端末は該当
ＳＦがＰＳｔａｒｔであると仮定し、Ｇ－１Ｃ）方式の（Ａ）～（Ｄ）方式４を適用する
ことができる。
【０４４８】
　（Ｂ）方式２：基地局は明示的シグナリングによって該当ＳＦのタイプを端末に指示す
ることができる。例えば、４．２節で提案した４種のＥＰＤＣＣＨタイプの中で（４）番
目のＥＰＤＣＣＨ（すなわち、最初の一部のＯＦＤＭシンボル及び最後の一部のＯＦＤＭ
シンボルが満たされない（空である）（empty）ＥＰＤＣＣＨフォーマット）のみを許し
、基地局は該当ＥＰＤＣＣＨ上で該当ＳＦがＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるか又は
ＰＥｎｄであるかを指示するか、あるいは該当ＳＦの長さを指示することができる。
【０４４９】
　（Ｃ）方式３：システム上で三つのＥＰＤＣＣＨ集合を定義し、各ＥＰＤＣＣＨ集合別
に用途を前もって設定しておくことができる。この際、ＵＥはどのＥＰＤＣＣＨ集合をデ
コードするかによって該当ＳＦがＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるか又はＰＥｎｄで
あるかが分かる。
【０４５０】
　（Ｄ）方式４：明示的シグナリングと暗黙的（黙示的に）シグナリングとの組合せ
　ｉ）方式４Ａ：システム上で二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方はＦｕｌｌ用途に、他方は
ＰＳｔａｒｔ又はＰＥｎｄ用途に設定することができる。基地局は該当ＳＦがＰＳｔａｒ
ｔ若しくはＰＥｎｄであるか否か（ＰＳｔａｒｔであるかＰＥｎｄであるか）を又はＳＦ
の長さを該当ＥＰＤＣＣＨ上で指示することができる。
【０４５１】
　ｉｉ）方式４Ｂ：システム上で二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方はＰＳｔａｒｔ用途に、
他方はＦｕｌｌ又はＰＥｎｄ用途に設定することができる。基地局は該当ＳＦがＦｕｌｌ
若しくはＰＥｎｄであるか（ＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるか）を又はＳＦの長さを該
当ＥＰＤＣＣＨ上で端末に指示することができる。



(63) JP 6786665 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

【０４５２】
　ｉｉｉ）方式４Ｃ：システム上で二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方はＰＥｎｄ用途に、他
方はＦｕｌｌ又はＰＳｔａｒｔ用途に設定することができる。基地局は該当ＳＦがＦｕｌ
ｌ若しくはＰＳｔａｒｔであるか（ＦｕｌｌであるかＰＳｔａｒｔであるか）を又はＳＦ
の長さを該当ＥＰＤＣＣＨ上で端末に指示する。
【０４５３】
　ｉｖ）方式４Ｄ：システム上で二つのＥＰＤＣＣＨ集合の一方はＦｕｌｌ又はＰＳｔａ
ｒｔ用途に設定し、他方はＦｕｌｌ又はＰＥｎｄ用途に設定することができる。基地局は
該当ＳＦがＦｕｌｌ若しくはＰＳｔａｒｔであるか（ＦｕｌｌであるかＰＳｔａｒｔであ
るか）、又は（あるいは）Ｆｕｌｌ若しくはＰＥｎｄであるか（ＦｕｌｌであるかＰＥｎ
ｄであるか）をＥＰＤＣＣＨ上で指示することができる。或いは、基地局は該当ＳＦの長
さを各ＥＰＤＣＣＨ上でさらに指示することができる。
【０４５４】
　ｖ）方式４Ｅ：システム上で三つのＥＰＤＣＣＨの一つはＦｕｌｌ用途に、他の一つは
ＰＳｔａｒｔ又はＦｕｌｌ用途に、さらに他の一つはＦｕｌｌ又はＰＥｎｄ用途に設定す
ることができる。この際、基地局は該当ＳＦがＦｕｌｌ若しくはＰＳｔａｒｔであるか（
ＦｕｌｌであるかＰＳｔａｒｔであるか）、又はＦｕｌｌ若しくはＰＥｎｄであるか（Ｆ
ｕｌｌであるかＰＥｎｄであるか）を各ＥＰＤＣＣＨ上で端末に指示することができる。
或いは、端末は該当ＳＦの長さを各ＥＰＤＣＣＨ上でさらに端末に指示することができる
。
【０４５５】
　ｖｉ）方式４Ｆ：システム上で三つのＥＰＤＣＣＨ集合の一つはＦｕｌｌ用途に、他の
一つはＰＳｔａｒｔ又はＦｕｌｌ用途に、さらに他の一つはＰＥｎｄ用途に設定すること
ができる。基地局は該当ＳＦがＦｕｌｌ若しくはＰＳｔａｒｔであるか（Ｆｕｌｌである
かＰＳｔａｒｔであるか）を又は該当ＳＦの長さを該当ＥＰＤＣＣＨを介して端末に指示
することができる。
【０４５６】
　ｖｉｉ）方式４Ｇ：システム上で三つのＥＰＤＣＣＨ集合の一つはＦｕｌｌ用途に、他
の一つはＰＳｔａｒｔ用途に、さらに他の一つはＦｕｌｌ又はＰＥｎｄ用途に設定するこ
とができる。基地局は該当ＳＦがＦｕｌｌ若しくはＰＥｎｄであるか（Ｆｕｌｌであるか
ＰＥｎｄであるか）を又はＳＦの長さを該当ＥＰＤＣＣＨを介して端末に指示することが
できる。
【０４５７】
　４．７．５　ＥＰＤＣＣＨを介したＳＦタイプ指示方法
　上述した４．７．１節、４．７．３節及び４．７．４節で提案した方法において、基地
局はＥＰＤＣＣＨに新しいフィールドを追加して該当ＳＦのタイプを端末に指示すること
ができる。例えば、新しいフィールドは（１）ＰＳｔａｒｔ若しくはＦｕｌｌであるか（
ＰＳｔａｒｔであるかＦｕｌｌであるか）、（２）Ｆｕｌｌ若しくはＰＥｎｄであるか（
ＦｕｌｌであるかＰＥｎｄであるか）、又は（３）ＰＳｔａｒｔ、Ｆｕｌｌ若しくはＰＥ
ｎｄであるか（ＰＳｔａｒｔであるか、ＦｕｌｌであるかあるいはＰＥｎｄであるか）を
示すことができる。また、基地局は該当ＥＰＤＣＣＨを介して送信される新しいフィール
ドを定義して該当ＳＦの長さなどを端末に指示することができる。
【０４５８】
　他の方法としては、セルフキャリアスケジューリングＵＥ又はＰＵＣＣＨ　ＨＡＲＱ－
ＡＣＫフィードバックのためにＰＵＣＣＨフォーマット３伝送が設定されたＵＥに対し、
基地局はＬＴＥ－ＡシステムのＤＣＩフォーマットに含まれるＡＲＯ（HARQ-ACK Resourc
e Offset）フィールドをＳＦのタイプを指示するための用途に借用することができる。す
なわち、該当端末がＡＲＯを受信するとき、元のＡＲＯが指示する内容ではない該当ＳＦ
のタイプを認識することができる。
【０４５９】
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　さらに他の方法として、クロスキャリアスケジューリングＵＥでありながらＰＵＣＣＨ
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックのためにチャネル選択のためのＰＵＣＣＨフォーマッ
ト１ａ／１ｂが設定されたＵＥに対し、基地局はＤＣＩフォーマットに含まれるＴＰＣ（
Transmit Power Control）フィールドをＳＦのタイプを指示するための用途に借用するこ
とができる。
【０４６０】
　さらに他の方法として、セルフキャリアスケジューリングＵＥ（であるか）若しくは（
あるいは）ＰＵＣＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックのためにＰＵＣＣＨフォーマッ
ト３伝送が設定されたＵＥのＡＲＯフィールド、又はクロスキャリアスケジューリングＵ
ＥでありながらＰＵＣＣＨ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックのためのチャネル選択のた
めにＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂが設定されたＵＥに送信されるＴＰＣフィールド
は、他の用途にも使われることができる（an ARO field for a self-carrier scheduled 
UE or a UE for which PUCCH format 3 transmission is configured to feed back a PU
CCH HARQ-ACK, or a TPC field for a cross-carrier scheduled UE for which PUCCH fo
rmat 1a/1b is configured for channel selection to feed back a PUCCH HARQ-ACK, ma
y be used for another usage）。
【０４６１】
　例えば、基地局は該当ＳＦ（又は、ＤＬ　Ｔｘ　ｂｕｒｓｔ）の参照信号電力値（又は
、参照信号に対するデータ電力の比又はデータ電力値）を端末に指示することができる。
他の例として、基地局は該当ＳＦに対するディスカバリ参照信号（discovery Reference 
Signal）伝送が可能か否か及び／又はＰＤＳＣＨレートマッチングパターン（PDSCH rate
 matching pattern）を端末に指示することができる。
【０４６２】
　４．７．６　ＥＰＤＣＣＨサーチスペース及びＢＤ
　上記提案した方法Ｇ１）～Ｇ３）において、ＥＰＤＣＣＨの場合（４．７．１節、４．
７．３節及び４．７．４節参照）、従来ＬＴＥシステムで定義されたＥＰＤＣＣＨサーチ
スペースに対するブラインドデコーディング（ＢＤ）より多いＢＤが端末に要求されない
ようにするために、ＥＰＤＣＣＨ集合候補（EPDCCH set candidate）別に端末がＢＤを分
けて実行するように設定することができる。
【０４６３】
　このような方法は、上述した方法Ｇ１－Ｃ）の方式３／４及び方法Ｇ２－Ｃ）の方式４
／５のようにシステム上にＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨ（相対的に長い長さのＥＰＤＣＣ
Ｈ）とｐＳＦ用途のＥＰＤＣＣＨ（相対的に短い長さのＥＰＤＣＣＨ）とを共に設定して
おき、端末がどの長さのＥＰＤＣＣＨに対してデコーディングが成功したかによって該当
ＳＦがＦｕｌｌであるかｐａｒｔｉａｌ　ＳＦであるかを区別するときに適用することが
できる。
【０４６４】
　より詳細に説明すれば、従来のＬＴＥシステムにおいて端末がＥＰＤＣＣＨに対して行
うサーチスペースに対するＢＤ回数をＮであると仮定するとき、Ｆｕｌｌ用途のＥＰＤＣ
ＣＨ（相対的に長い長さのＥＰＤＣＣＨ）に対して端末がＢＤをＮ回、ｐＳＦ用途のＥＰ
ＤＣＣＨ（相対的に短い長さのＥＰＤＣＣＨ）に対しても端末がＢＤをＮ回実行するよう
に設定することができる。しかし、このような場合、ＵＥ具現の複雑度が増加することが
できる。
【０４６５】
　これを解決するために、端末がＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨを検出するために行うＢＤ
回数とｐＳＦ用途のＥＰＤＣＣＨに対して行うＢＤ回数との総和をＮ回に維持するように
設定することができる。
【０４６６】
　例えば、端末はＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨに対して行うＢＤ回数をＮ／２回に、ｐＳ
Ｆ用途のＥＰＤＣＣＨに対して行うＢＤ回数をＮ／２回に均等に分けて実行するように構
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成されることができる。他の例として、端末はＦｕｌｌ用途のＥＰＤＣＣＨに対して行う
ＢＤ回数をｐＳＦに対するＥＰＤＣＣＨに対して行うＢＤ回数より多く実行するように構
成するか、その反対に構成することができる。
【０４６７】
　４．７．７　ｐＳＦの位置を通知する方法
　上述した方法Ｇ１）～Ｇ３）において、ＰＳｔａｒｔ及び／又はＰＥｎｄの位置は上位
層シグナリングによって基地局及び／又は端末に前もって設定することができる。Ｆｕｌ
ｌ及びＰＥｎｄでのみスケジューリングされるように期待するＵＥがあれば、該当ＵＥは
前もって設定されたＦｕｌｌ及びＰＥｎｄの位置でのみスケジューリングを期待すること
ができる。
【０４６８】
　４．７．８　スケジューリング制限方法
　上記提案した方法Ｇ２）及び方法Ｇ３）のようにｅＮＢがＰＥｎｄを運用する場合、Ｄ
Ｍ－ＲＳに基づく伝送モード（ＴＭ）を使うＵＥに対するスケジューリング制限（schedu
ling restriction）を設定することができる。
【０４６９】
　例えば、ｅＮＢはＥＰＤＣＣＨが構成されたセルフスケジューリングＵＥ又はＤＭ－Ｒ
Ｓに基づくＴＭが構成されたＵＥに該当ＰＥｎｄに対してスケジューリングを実行しない
こともできる。この際、ｅＮＢがＰＥｎｄを運用しても、該当ＰＥｎｄ上でＤＭ－ＲＳを
端末に送信しないように設定することができる。
【０４７０】
　より詳細に説明すれば、ＤＭ－ＲＳに基づくＴＭが構成されたＵＥに対してＰＣｅｌｌ
の共通シグナリング、ＰＣＩＦＣＨ又はＰＤＣＣＨが構成されたセルフ／クロススケジュ
ーリング端末の場合、ＰＤＣＣＨなどを介して該当ＳＦがＰＥｎｄであることを指示する
ことができる場合、該当端末が該当ＳＦに対するスケジューリンググラントを受信すれば
、該当スケジューリンググラントはこれ以上有効ではないと見なすことができる。
【０４７１】
　若しくは、端末は該当ＳＦの長さによってスケジューリンググラントの有効性を異なる
ように解釈することができる。例えば、ＵＥは（どの）ＳＦの長さがＸ個のＯＦＤＭシン
ボル（X OFDM symbols）以上でありながらＰＥｎｄである場合には、該当ＳＦのスケジュ
ーリンググラントは有効であると判断することができ、Ｘ個のＯＦＤＭシンボル未満であ
りながらＰＥｎｄである場合は、該当ＳＦのスケジューリンググラントが有効ではないと
判断することができる。
【０４７２】
　４．７．９　ＣＳＩ構成制限方法
　ＥＰＤＣＣＨが構成されたセルフスケジューリング端末が（どの）ＳＦでスケジューリ
ンググラントを受信し、該当ＳＦに構成されたＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭが存在する場
合にも、ＵＥは該当ＳＦに有効なＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭなどが存在しないと仮定す
ることができる。より詳細に説明すれば、該当ＳＦがＰＥｎｄであり、該当ＳＦに構成さ
れたＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭが存在するとしても、端末は該当ＳＦに有効なＣＳＩ－
ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭなどが存在しないと仮定してＣＳＩなどを測定することができる。
【０４７３】
　若しくは、該当ＳＦがＰＥｎｄであるとしても、該当ＳＦの長さによって他の端末の動
作を定義することができる。例えば、ＰＥｎｄである場合に適用可能なＣＳＩ－ＲＳ／Ｃ
ＳＩ－ＩＭ構成が別に決定されていれば、端末はＰＥｎｄであると判断されるＳＦに対し
ては該当ＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭ構成を適用することができる。
【０４７４】
　このような方法はＥＰＤＣＣＨが構成されたセルフスケジューリング端末に限られず、
一般に適用可能である。例えば、該当ＳＦにＣＲＳ又はスケジューリング情報が存在する
こと（ＣＲＳが存在することを認知したかスケジューリング情報があること）を認知した
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ＵＥであっても（even though a UE recognizes the presence of CRSs or scheduling i
nformation in an SF）、該当ＳＦがＰＥｎｄ（又は、ＰＳｔａｒｔ）であれば、該当Ｓ
Ｆに構成されたＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭがあるとしても該当ＳＦに有効なＣＳＩ－Ｒ
Ｓ／ＣＳＩ－ＩＭなどが存在しないと仮定することができる。
【０４７５】
　或いは（若しくは）（Or）、ＰＥｎｄ（又は、ＰＳｔａｒｔ）である場合に適用可能な
ＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭ構成が別に設定される場合、端末はＰＥｎｄ（又は、ＰＳｔ
ａｒｔ）であると判断されるＳＦに対してはＣＳＩ－ＲＳ／ＣＳＩ－ＩＭ構成を適用する
ことができる。
【０４７６】
　４．７．１０　予約信号伝送方法
　ＬＡＡシステムのＳＣｅｌｌでデータ伝送のための時点が制限されているとき（例えば
、ＳＦ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）、ＬＢＴ終了時点（又は、ＣＣＡ終了時点、ＣＳ終了時点な
ど）と実際のデータ伝送時点との間にタイミングギャップが存在し得る。特に、ＬＡＡ　
ＳＣｅｌｌは該当ｅＮＢ及びＵＥが独占的に使うことができなく、ＣＳに基づくコンテン
ションによって用いなければならないので、このようなタイミングギャップの間に他のシ
ステムが情報伝送を試みることもできる。よって、一例として、基地局はＬＡＡ　ＳＣｅ
ｌｌでタイミングギャップの間に他のシステムが情報伝送を試みることを防止するために
予約信号を送信することが好ましい。
【０４７７】
　しかし、予約信号を余りにも長い時間の間で送信する場合、ＬＴＥシステムの性能が低
下するだけでなくＷｉＦｉ（登録商標）システムにも予約信号が干渉として作用すること
ができるため、ＷｉＦｉ（登録商標）システムの性能も低下する。
【０４７８】
　このような問題を解決するために、システム上で予約信号伝送に対する最大値（すなわ
ち、Ｋｍｓ）を設定しておくことができる。例えば、Ｋ＝１ｍｓ（１ＳＦ）又はＫ＝０．
５ｍｓ（１ｓｌｏｔ）に設定することができる。この際、ＡＧＣ／ｆｉｎｅ　ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ／ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎなどの目的で各ＤＬ　
ＴＸバーストの前側に（始めの方で）（at the start of each DL TX burst）ＰＳＳ／Ｓ
ＳＳ／ＣＲＳなどで構成されたプリアンブルがＺ　ＯＦＤＭシンボルの長さ（例えば、Ｚ
＞＝１）の間に送信されなければならないとき、Ｋ時間値はＺを含んで設定するかあるい
はＺを除いた時間に設定することができる。
【０４７９】
　また、連続したＤＬ　ＴＸバーストが送信されるとき、浪費されるＳＦを最小にするた
めに、ＤＬ　ＴＸバーストの最後のＳＦ又はＤＬ　ＴＸバーストの最初のＳＦの一部のＯ
ＦＤＭシンボルの間にＴＸギャップを前もって設定しておくことができる。ＴＸギャップ
の間にＬＢＴが完了することができれば、１ＳＦが全部浪費されることを避けることがで
きるという利点がある。Ｕセルの場合、所定の時間が占有された以後には、基地局はさら
にＬＢＴを実行しなければならない。よって、ＴＸギャップは基地局が所定のＳＦを占有
するためのＬＢＴ実行を保証するための時間値に設定することができる。
【０４８０】
　このようなＴＸギャップがＷ　ＯＦＤＭシンボルに設定されている場合、予約信号の最
大伝送時間値もＷ　ＯＦＤＭシンボルに設定することができる。この際、各ＴＸバースト
の前側にＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳなどで構成されたプリアンブルがＺ　ＯＦＤＭシンボル
の長さ（例えば、Ｚ＞＝１）の間に送信されなければならないとき、Ｗ　ＯＦＤＭシンボ
ル内にＺ値を含んで設定するかあるいはＺを除いた時間に設定することができる。
【０４８１】
　ＴＸバーストごとにＴＸギャップの大きさが可変である場合、予約信号の最大値も可変
であるＴＸギャップの大きさと同一であってもよく、使用可能なＴＸギャップの最大値と
同一であってもよい。このときの予約信号伝送の最大値もプリアンブルを含む時間に設定
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するかあるいはプリアンブルを除いた時間に設定することができる。
【０４８２】
　上記提案した予約信号の長さの最大値の制限は下りリンクだけでなく上りリンクにも同
じ方法を適用することができ、下りリンク予約信号の長さの最大値と上りリンク予約信号
の長さの最大値とは同一に設定することもでき、あるいは独立して設定することもできる
。
【０４８３】
　上りリンクの場合、予約信号の長さはＴＸギャップの設定に関係なくてもよく、１ｍｓ
より大きい長さの予約信号も許されることができる。
【０４８４】
　上述した予約信号の長さであるＫｍｓのうちＬＢＴ動作に必要な最小キャリアセンシン
グ（ＣＳ）時間が除かれた時間を予約信号の長さの最大値に設定することもできる。
【０４８５】
　４．８　ディスカバリ参照信号伝送のためのｐＳＦ
　４．１節～４．７節で提案したｐＳＦはＰＤＳＣＨが含まれたＤＬ　ＴＸバーストの場
合に適用することができるだけでなく、ディスカバリ参照信号（ＤＲＳ：Discovery Refe
rence Signal）が送信されるｐＳＦにも適用することができる。
【０４８６】
　例えば、ＤＬバーストが始まることができる位置（例えば、ＣＲＳアンテナポート０で
送信されるＯＦＤＭシンボルの中のＫ個）が前もって設定されていれば、ＤＲＳが送信さ
れるｐＳＦもＤＬ　ＴＸバーストが始まることができる位置に限ってのみ始まることがで
きるように設定することができる。
【０４８７】
　若しくは、ＤＲＳが送信されるｐＳＦはＤＬ　ＴＸバーストが始まることができる位置
の一部に限ってのみ始まることができるように設定することができる。
【０４８８】
　前述した提案方法の実施例も本発明の具現方法の一つとして含まれることができるので
、一種の提案方法として見ることができるのは明らかな事実である。また、前述した提案
方式は独立して具現されることもできるが、一部の提案方式の組合せ（あるいはマージ（
併合）形態で）具現されることもできる。上記提案方法の適用が可能か否かについての情
報（又は、上記提案方法の規則についての情報）は基地局が端末に前もって定義されたシ
グナル（例えば、物理層シグナル又は上位層シグナル）によって知らせるように定義され
ることができる。
【０４８９】
　４．９　クロスキャリアスケジューリングのとき（時、場合）（case）の実施例
　以下で説明する実施例は４．１．５節で説明した方法を図面に基づいて端末と基地局と
の間のシグナリングの観点でより詳細に説明するためのものである。図２５はクロスキャ
リアスケジューリングが構成された場合、端末がデコードするサブフレームを制限する方
法を説明する図である。
【０４９０】
　図２５はＬＡＡシステムに関するもので、ＰセルはＬＴＥ－Ａシステムなどのライセン
スバンドに構成されるセルであり、Ｕセルはアンライセンスバンドに構成されるセルであ
る。端末はＰセルの上位層シグナリングによってクロスキャリアスケジューリングを構成
することができる（Ｓ２５１０）。
【０４９１】
　この際、端末はＳ２５１０段階で送信されるクロスキャリアスケジューリング情報によ
って、キャリアアグリゲーションされるセルが分かる。クロスキャリアスケジューリング
情報はＵセルを指示するセル識別子（Cell ID）を含むことができる。
【０４９２】
　その後、基地局はＵセル上でキャリアセンシング過程（又はＬＢＴ、ＣＣＡなど）によ
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ってＵセルがアイドル状態であるか否かを判断することができる（Ｓ２５２０）。このと
き、Ｓ２５２０段階では図１４で説明した過程（Ｓ１４１０～Ｓ１４３０）を実行するこ
とができる。
【０４９３】
　Ｕセルがアイドル状態である場合、基地局はＵセルを介して端末にデータを送信するた
めのスケジューリング情報を含むＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨを送信することがで
きる（Ｓ２５３０）。
【０４９４】
　ただし、先に４．１節で説明した方法において端末にクロスキャリアスケジューリング
及びプレスケジューリング方式が構成される場合、端末及び基地局がＵセル上で実際にど
の時点でＣＣＡ動作（又は、ＣＳ動作、ＬＢＴ動作）が完了するかを予測することができ
ない。したがって、端末は設定されたＴｘＯＰ区間にｐＳＦが含まれてもｐＳＦにはＰＤ
ＳＣＨがスケジューリングされることを期待しないこともできる。例えば、端末はＰＳｔ
ａｒｔのみスケジューリングされることを期待せず、Ｆｕｌｌ　ＳＦ又はＰＥｎｄに対し
てはクロスキャリアスケジューリングを期待することができる。すなわち、端末はＦｕｌ
ｌ　ＳＦ及びＰＥｎｄに対してはＰＤＳＣＨがスケジューリングされると把握してデータ
を受信することができる。また、基地局は端末にクロスキャリアスケジューリングが構成
された場合にｐＳＦにＰＤＳＣＨをスケジューリングしないように構成されることができ
る（Ｓ２５４０）。
【０４９５】
　Ｓ２５４０段階でｐＳＦにＰＤＳＣＨがスケジューリングされない場合、該当ｐＳＦは
同期過程、ＡＧＣ設定及び／又はセル識別のための用途に使われることができる。
【０４９６】
　４．１０　セルフキャリアスケジューリングのときの実施例
　以下で説明する実施例は４．２節で説明したセルフスケジューリング方式を端末と基地
局との間のシグナリングの観点で説明するためのものである。
【０４９７】
　基地局はＵセルでＣＳ過程を行ってＵセルがアイドル状態であるか否かを判断すること
ができる。ＣＳ過程についての説明は図１４及び３．１節～３．３節の内容を参照するこ
とができる（Ｓ２６１０）。
【０４９８】
　Ｕセルがアイドル状態であると判断されれば、基地局はセルフスケジューリングのため
に送信するＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨを構成することができる。このとき、ＰＤ
ＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨを構成する方法は４．２．１節～４．２．３．７節を参照
することができる。特に、基地局は、ＴｘＯＰ区間（又は、ＤＬバースト区間、ＲＲＰ区
間）にｐＳＦが含まれた場合、ＰＤＣＣＨの場合は４．２．１節、ＥＰＤＣＣＨの場合は
４．２．３節で説明した方式で構成して送信することができる。ＥＰＤＣＣＨの場合、Ｅ
ＰＤＣＣＨを構成するＥＣＣＥ、一つのＥＣＣＥを構成するＥＲＥＧ、ＥＰＤＣＣＨが送
信されるサーチスペースなどはｐＳＦを考慮して設定することができる（Ｓ２６２０）。
【０４９９】
　端末は、ＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨを受信するためにＬＡＡシステムで定義す
るサーチスペースをデコードして各制御情報を獲得することができる。
【０５００】
　その後、基地局はＵセルのＴｘＯＰ区間で各サブフレームをスケジューリングするため
にＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤＣＣＨを端末に送信することができ、ＰＤＣＣＨ及び／又
はＥＰＤＣＣＨに含まれたスケジューリング情報に基づいて端末にＰＤＳＣＨを送信する
ことができる（Ｓ２６３０、Ｓ２６４０）。
【０５０１】
　４．１１　ｐＳＦが構成されるときのＣＳＩ測定及び報告方法
　以下では、ｐＳＦが端末に構成される場合、ＣＳＩを測定及び報告する方法をシグナリ
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ングの観点で説明する。
【０５０２】
　図２７はｐＳＦが構成される場合にＣＳＩを測定及び報告する方法を説明する図である
。
【０５０３】
　以下の説明は基本的に４．４節で説明した内容に基づいて記述する。図２７を参照する
と、基地局はＵセルでＣＳ過程を実行し、Ｕセルがアイドル状態の場合、ＴｘＯＰ区間な
どで端末にＰＤＳＣＨを送信する。これについての説明は図１４及び３．１節～３．３節
の内容を参照することができる（Ｓ２７１０、Ｓ２７２０）。
【０５０４】
　端末は周期的又は非周期方式でＣＳＩを測定することができる。このとき、端末はＵセ
ルで送信されるＰＤＳＣＨにマッピングされるＣＳＩ－ＲＳリソース、ＣＳＩ－ＩＭリソ
ース及びＣＲＳなどに基づいてＣＳＩを測定することができる（Ｓ２７３０）。
【０５０５】
　ただし、Ｓ２７２０段階でＴｘＯＰ区間（又は、ＲＲＰ、ＤＬバースト）にｐＳＦが含
まれた場合、Ｓ２７３０段階で端末がＣＳＩを測定するとき、ｐＳＦをＣＳＩ測定のため
の有効な参照リソースとして使うことができるかが問題となる。本発明の実施例では、端
末と基地局との間のｐＳＦの長さなどの不一致問題を解消するために、端末がＣＳＩを測
定するときｐＳＦは有効なＳＦと見なさないことができる。これについての説明は４．４
．１節を参照する。
【０５０６】
　本実施例の他の態様として、ｐＳＦも有効なＳＦと見なすことができるが、これについ
ての詳細な説明は４．４．２節の内容で置き換える。
【０５０７】
　非周期方式でＣＳＩを報告する場合には基地局の要求（要請）（request）がなければ
ならないので、Ｓ２７４０ａ又はＳ２７４０ｂ段階を実行する。すなわち、基地局はＰセ
ル及び／又はＵセルを介して、ＣＳＩ要求フィールドを含むＰＤＣＣＨ及び／又はＥＰＤ
ＣＣＨを端末に送信してＣＳＩを報告することを指示する（Ｓ２７４０ａ、Ｓ２７４０ｂ
）。
【０５０８】
　ただし、端末が周期方式でＣＳＩを報告する場合にはＳ２７４０ａ／ｂ段階を実行しな
いこともできる。
【０５０９】
　端末は周期的に又は非周期的にＣＳＩを測定して基地局に報告することができる（Ｓ２
７５０ａ、Ｓ２７５０ｂ）。
【０５１０】
　Ｓ２７４０ｂ及びＳ２７５０ｂ段階はセルフキャリアスケジューリングのときに実行す
ることができ、クロスキャリアスケジューリングの場合には実行しないこともできる。
【０５１１】
　５．　具現装置
　図２８で説明する装置は、図１乃至図２７で説明した方法を具現し得る手段である。
【０５１２】
　端末（ＵＥ：User Equipment）は、上りリンクでは送信端として動作し、下りリンクで
は受信端として動作することができる。また、基地局（ｅＮＢ：e-NodeB）は、上りリン
クでは受信端として動作し、下りリンクでは送信端として動作することができる。
【０５１３】
　すなわち、端末及び基地局は、情報、データ及び／又はメッセージの送信及び受信を制
御するために、それぞれ、送信器（transmitter）２８４０、２８５０及び受信器（recei
ver）２８６０、２８７０を備えることができ、情報、データ及び／又はメッセージを送
受信するための一つ又は複数のアンテナ２８００、２８１０などを有することができる。
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【０５１４】
　また、端末及び基地局はそれぞれ、上述した本発明の実施例を実行するためのプロセッ
サ（Processor）２８２０、２８３０、及びプロセッサの処理過程を一時的に又は持続的
に記憶し得るメモリ２８８０、２８９０を備えることができる。
【０５１５】
　上述した端末及び基地局装置の構成成分及び機能を用いて本発明の実施例を実行するこ
とができる。例えば、基地局のプロセッサはバックオフカウント値を設定し、各ＴＴＩ（
又は、ＳＦ）でバックオフ可能（許容）（is allowed）区間であるかを判断することがで
きる。基地局のプロセッサは、バックオフ可能区間であれば送信器及び／又は受信器を制
御してＣＳを実行し、ＣＳが実行されればバックオフカウント値を１ずつ減らすことがで
きる。その後、バックオフカウント値が０となれば、基地局のプロセッサは予約信号及び
／又はデータをＵセルを介して端末に送信するか端末から受信することができる。
【０５１６】
　また、上述した端末及び基地局のプロセッサは、上述したクロスキャリアスケジューリ
ング、セルフキャリアスケジューリング、ハイブリッドスケジューリング、ｐＳＦに対す
るＣＳＩ測定方法、フローティングＴＴＩ構成方法、ＰＤＣＣＨ領域及びＥＰＤＣＣＨ領
域構成方法及びこのための動作をサポートするように構成されている。端末及び基地局の
プロセッサはこのために送信器及び受信器と機能的に接続され、これらを制御することが
できる。
【０５１７】
　端末及び基地局に含まれた送信モジュール及び受信モジュールは、データ送信のための
パケット変復調機能、高速パケットチャネルコーディング機能、直交周波数分割多元接続
（ＯＦＤＭＡ：Orthogonal Frequency Division Multiple Access）パケットスケジュー
リング、時分割二重通信（デュプレックス）（ＴＤＤ：Time Division Duplex）パケット
スケジューリング及び／又はチャネル多重化機能を実行することができる。また、図２８
の端末及び基地局は、低電力ＲＦ（Radio Frequency）／ＩＦ（Intermediate Frequency
）モジュールをさらに備えることができる。
【０５１８】
　一方、本発明では、端末として、個人携帯端末機（ＰＤＡ：Personal Digital Assista
nt）、セルラフォン、個人通信サービス（ＰＣＳ：Personal Communication Service）フ
ォン、ＧＳＭ（登録商標）（Global System for Mobile）フォン、ＷＣＤＭＡ（登録商標
）（Wideband CDMA）フォン、ＭＢＳ（Mobile Broadband System）フォン、ハンドヘルド
ＰＣ（Hand-Held PC）、ノートパソコン、スマート（Smart）フォン、又はマルチモード
マルチバンド（ＭＭ－ＭＢ：Multi Mode-Multi Band）端末機などを用いることができる
。
【０５１９】
　ここで、スマートフォンは、移動通信端末器と個人携帯端末器との長所を組み合わせた
端末機であって、移動通信端末器に、個人携帯端末器の機能である日程管理、ファックス
送受信及びインターネット接続などのデータ通信機能を統合した端末機を意味できる。ま
た、マルチモードマルチバンド端末機は、マルチモデムチップを内蔵し、携帯インターネ
ットシステムでも、その他の移動通信システム（例えば、ＣＤＭＡ２０００システム、Ｗ
ＣＤＭＡ（登録商標）システムなど）でも作動できる端末機のことを指す。
【０５２０】
　本発明の実施例は、様々な手段によって具現することができる。例えば、本発明の実施
例は、ハードウェア、ファームウェア（firmware）、ソフトウェア又はそれらの組合せ（
結合）（combination）などによって具現することができる。
【０５２１】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、１つ又は複数のＡＳＩ
Ｃ（Application Specific Integrated Circuit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor
）、ＤＳＰＤ（Digital Signal Processing Device）、ＰＬＤ（Programmable Logic Dev
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イクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
【０５２２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、以上
で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などの形態として具現す
ることもできる。例えば、ソフトウェアコードは、メモリユニット２８８０、２８９０に
記憶され、プロセッサ２８２０、２８３０によって駆動されてもよい。メモリユニットは
、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の種々の手段によってプロセッサとデータ
を交換することができる。
【０５２３】
　本発明は、本発明の精神及び必須の特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態として具
体化されてもよい。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制約的に解
釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添
付した請求項の合理的解釈によって決定されなければならず、本発明の等価的範囲におけ
る変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係に
ない請求項を組み合わせて（結合して）（in combination）実施例を構成してもよく、出
願後の補正によって新しい請求項として含めてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０５２４】
　本発明の実施例は、様々な無線アクセスシステムに適用可能である。様々な無線アクセ
スシステムの一例として、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）、３ＧＰＰ
２及び／又はＩＥＥＥ　８０２．ｘｘ（Institute of Electrical and Electronic Engin
eers 802）システムなどがある。本発明の実施例は、上記の様々な無線アクセスシステム
だけでなく、これらの様々な無線アクセスシステムを応用したいずれの技術分野にも適用
可能である。
【図１】 【図２】
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