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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノードから、物理リソースブロック（ＰＲＢ）のペアの拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ｅＰＤＣＣＨ）の分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびローカライズＣＣＥを送
信するための方法であって、
　前記ノードにより、前記ＰＲＢのペアに対する少なくとも１つの分散ＣＣＥおよび少な
くとも１つのローカライズＣＣＥをプリコーディングする段階と、
　少なくとも２つのユーザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して、送信ダ
イバーシチのための前記少なくとも１つの分散ＣＣＥを送信し、前記ＰＲＢのペアの前記
少なくとも１つのローカライズＣＣＥを送信する段階であって、前記少なくとも２つのＵ
ＥＲＳポートを使用して２つのＣＣＥを送信する段階と
を備え、
　前記方法は、
　ビーム形成用のプリコーディングベクトルｗを、前記ローカライズＣＣＥのうちの１つ
のためのＵＥＲＳポートに適用し、送信ダイバーシチのためのプリコーディングベクトル
ｏｒｔｈ（ｗ）を、前記分散ＣＣＥのためのＵＥＲＳポートに適用する段階
を備え、
　ｏｒｔｈ（ｗ）が、ｗに直交するプリコーディングベクトルであり、ｗおよびｏｒｔｈ
（ｗ）が、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり、Ｎｔが、ノード送信アンテナの数を示し
、
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　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートは、プリコーディングベクトルｗを用いてプリコ
ードされた前記ローカライズＣＣＥと、プリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を用い
てプリコードした前記分散ＣＣＥとを送信する、
方法。
【請求項２】
　前記ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥと、少なくとも３つのローカライズＣＣＥとを
含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥと、少なくとも１つのローカライズ
ＣＣＥとを含み、
　前記方法は、
　送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベクトルを、前記分散ＣＣＥのため
の２つのＵＥＲＳポートに適用する段階
を備える請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　送信ダイバーシチのための前記２つのプリコーディングベクトルは、複数のプリコーデ
ィングベクトルｗ１、ｗ２、ｗ３、およびｗ４からなる群から選択され、各プリコーディ
ングベクトルは、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【請求項６】
　請求項５に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の方法を実行するノード。
【請求項８】
　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）に対する物理リ
ソースブロック（ＰＲＢ）のペアの分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびローカライズ
ＣＣＥを受信する無線デバイスであって、
　前記ＰＲＢのペア内の送信ダイバーシチのための少なくとも１つの分散ＣＣＥと、少な
くとも１つのローカライズＣＣＥとを受信するトランシーバモジュールであって、前記少
なくとも２つのユーザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して２つのＣＣＥ
を受信する、トランシーバモジュールと、
　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートを監視し、ダウンリンクチャネルを推定するチャ
ネル推定器と
を備え、
　前記チャネル推定器は、前記ローカライズＣＣＥのうちの１つのためのＵＥＲＳポート
に適用されたビーム成形用のプリコーディングベクトルｗを用いてプリコードされたダウ
ンリンクチャネルと、前記分散ＣＣＥのためのＵＥＲＳポートに適用された送信ダイバー
シチのためのプリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードされた前記ダ
ウンリンクチャネルとをデコードし、
　ｏｒｔｈ（ｗ）は、ｗに直交するプリコーディングベクトルであり、ｗおよびｏｒｔｈ
（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、
無線デバイス。
【請求項９】
　前記ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥおよび少なくとも３つのローカライズＣＣＥを
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含む、
請求項８に記載の無線デバイス。
【請求項１０】
　前記ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥおよび少なくとも１つのローカライ
ズＣＣＥを含み、前記チャネル推定器は、前記少なくとも２つの分散ＣＣＥのための２つ
のＵＥＲＳポートに適用された送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベクト
ルを用いてプリコードされたダウンリンクチャネルをデコードする、
請求項８または９に記載の無線デバイス。
【請求項１１】
　送信ダイバーシチのための前記２つのプリコーディングベクトルは、複数のプリコーデ
ィングベクトルｗ１、ｗ２、ｗ３、およびｗ４からなる群から選択され、各プリコーディ
ングベクトルは、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、
請求項１０に記載の無線デバイス。
【請求項１２】
　前記無線デバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）および移動局（ＭＳ）からなる群から選択さ
れ、前記無線デバイスは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイスクリーン、スピ
ーカ、マイク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、
不揮発性メモリポート、およびこれらの組み合わせのうち少なくとも１つを含む、
請求項８から１１のいずれか１項に記載の無線デバイス。
【請求項１３】
　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）に対する物理リ
ソースブロック（ＰＲＢ）のペアの分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびローカライズ
ＣＣＥを受信するためのプログラムであって、
　前記ＰＲＢのペア内の送信ダイバーシチのための少なくとも１つの分散ＣＣＥと、少な
くとも１つのローカライズＣＣＥとを受信する手順であって、前記少なくとも２つのユー
ザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して２つのＣＣＥを受信する、手順と
、
　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートを監視し、ダウンリンクチャネルを推定する手順
と
をコンピュータに実行させ、
　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートを監視し、ダウンリンクチャネルを推定する手順
は、
　前記ローカライズＣＣＥのうちの１つのためのＵＥＲＳポートに適用されたビーム成形
用のプリコーディングベクトルｗを用いてプリコードされたダウンリンクチャネルと、前
記分散ＣＣＥのためのＵＥＲＳポートに適用された送信ダイバーシチのためのプリコーデ
ィングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードされた前記ダウンリンクチャネルとを
デコードする手順
を含み、
　ｏｒｔｈ（ｗ）は、ｗに直交するプリコーディングベクトルであり、ｗおよびｏｒｔｈ
（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、
プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　無線移動通信技術は、様々な規格およびプロトコルを使用してノード（例えば送信局ま
たはトランシーバノード）と無線デバイス（例えばモバイルデバイス）との間でデータを
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送信する。いくつかの無線デバイスは、ダウンリンク（ＤＬ）送信において直交周波数分
割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を、またアップリンク（ＵＬ）送信においてシングルキャリア
周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用して通信する。信号伝送に直交周波数分割
多重（ＯＦＤＭ）を使用する規格およびプロトコルとしては、第三世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、業界団体にはＷ
ｉＭＡＸ（登録商標）（ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォーマイクロウェ
ーブ・アクセス）として通常知られる米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）の８０２．１６規格
（例えば８０２．１６ｅ、８０２．１６ｍ）、および業界団体にＷｉＦｉとして通常知ら
れるＩＥＥＥ８０２．１１規格が挙げられる。
【０００２】
　３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のＬＴＥシステムにおいて、ノードは、
次世代ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）のノードＢ（通常
は次世代ノードＢ、拡張ノードＢ、ｅＮｏｄｅＢ、またはｅＮＢとも呼ばれる）、および
ユーザ機器（ＵＥ）として知られる無線デバイスと通信する無線ネットワークコントロー
ラ（ＲＮＣ）の組み合わせである可能性がある。ダウンリンク（ＤＬ）送信は、ノード（
例えばｅＮｏｄｅＢ）から無線デバイス（例えばＵＥ）への通信であり、アップリンク（
ＵＬ）送信は、無線デバイスからノードへの通信である可能性がある。
【０００３】
　ＬＴＥにおいて、データは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を介してｅ
ＮｏｄｅＢからＵＥへと送信することができる。物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）は、ＰＤＳＣＨ、アップリンクリソース許可、およびアップリンク電力制御コマン
ドへのダウンリンクリソース割り当てに関連するリソース配分またはスケジューリングに
ついてＵＥに通知するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信するべく使用することがで
きる。ＰＤＣＣＨは、ｅＮｏｄｅＢからＵＥに送信された各サブフレームにおいてＰＤＳ
ＣＨの前に送信することができる。
【０００４】
　ＰＤＣＣＨ信号は、セル固有基準信号（ＣＲＳ）に基づいてＵＥで復調されるように設
計することができる。しかしながら、ＣＲＳの使用では、次世代ＬＴＥシステムの増大し
た複雑性を考慮していない。例えば、異種ネットワークにおいて、複数のノードは、１つ
のセル内で同時に送信することができるセル固有基準信号を使用すると、先端技術がセル
容量を増大させるのを抑制し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示の特徴および利点は、例により本開示の特徴を図示する添付の図面を合わせて参
照すれば、以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図１】例示により、レガシー物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を含む無線
フレームリソース（例えばリソースグリッド）のブロック図を図示する。
【図２】例示により、様々なコンポーネントキャリア（ＣＣ）の帯域幅のブロック図を図
示する。
【図３】例示により、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に関連する４つのローカライズア
グリゲーションレベル１の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を１つの物理リソースブロック（
ＰＲＢ）のペアに多重化するブロック図を図示する。
【図４】例示により、ローカライズ拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）
および分散ｅＰＤＣＣＨを使用してサブフレームにマッピングした制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ）およびリソース要素群（ＲＥＧ）のブロック図を図示する。
【図５】例示により、ローカライズｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣＨを使用して、サ
ブフレームにマッピングした拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のブロ
ック図を図示する。
【図６】例示により、拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）の物理リソー
スブロック（ＰＲＢ）および物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＰＲＢを有
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するリソース配分タイプ０を使用するリソースブロックの割り当てのブロック図である。
【図７】例示により、拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）の物理リソー
スブロック（ＰＲＢ）および物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＰＲＢを有
するリソース配分タイプ１を使用するリソースブロックの割り当てのブロック図を図示す
る。
【図８】例示により、ノードから、物理リソースブロック（ＰＲＢ）のペアの拡張物理ダ
ウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）の分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびロー
カライズＣＣＥを送信するための方法の流れ図を例示する。
【図９】例示により、無線デバイスで少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ｅＰＤＣＣＨ）を使用した物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の物理リソ
ースブロック（ＰＲＢ）配分のための方法の流れ図を図示する。
【図１０】例示により、ノードおよび無線デバイスのブロック図を図示する。
【図１１】例示により、無線デバイスのダイアグラムを図示する。ここで図示される例示
的な実施形態を参照し、本明細書においては特定の言語を用いて例示的な実施形態を説明
する。それにもかかわらず、本発明の範囲を限定することはそれにより意図されないこと
を理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明を開示および説明する前に、当業者が理解するように、本発明が本明細書に開示
される特定の構造、処理段階、または材料に限定されず、その均等物に拡張されることを
理解されたい。本明細書において使用する専門用語は、特定の例のみを説明する目的で用
いられ、限定することを意図しないことも理解されたい。異なる図面における同一の参照
番号は、同一の要素を表す。流れ図および工程において提供される数は、段階および操作
を図示する場合の明瞭さのために提供され、特定の順序または順番を必ずしも示すもので
はない。
【０００７】
　例示的実施形態
【０００８】
　技術の実施形態の初期的概観を以下に提供し、次いで、特定の技術の実施形態を後に更
に詳細に説明する。この初期的な要約は、本技術をより迅速に理解するうえで読者に役立
つことを意図し、本技術の重要な特徴または本質的特徴を特定することを意図せず、特許
請求した主題の範囲を限定することを意図しない。
【０００９】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上でのデータの通信は、物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と呼ばれる制御チャネルを介して制御することができる。
ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）のリソース割り当て、
送信電力コマンド、およびページングインジケータに使用することができる。ＵＥに固有
のトラフィックを搬送するために、ＰＤＳＣＨスケジューリング許可を専用のＰＤＳＣＨ
リソース配分のための特定の無線デバイス（例えばＵＥ）に対して指定し、または、シス
テム情報またはページング等のブロードキャスト制御情報を搬送するために、ＰＤＳＣＨ
スケジューリング許可を、共通のＰＤＳＣＨリソース配分のためのセルにおける全ての無
線デバイスに対して指定することができる。
【００１０】
　一例において、ＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨは、図１において図示するように、一般的
な３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）フレーム構造を使用してノード（例
えばｅＮｏｄｅＢ）と無線デバイス（例えばＵＥ）との間のダウンリンク送信における物
理（ＰＨＹ）層上で送信された無線フレーム構造の要素を表し得る。
【００１１】
　図１は、ダウンリンク無線フレーム構造のタイプ２を図示する。一例において、データ
を送信するべく使用される信号の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時間
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Ｔｆを有するように構成され得る。各無線フレームは、各々の長さが１ｍｓである１０の
サブフレーム１１０ｉにセグメント分けまたは分割することができる。各サブフレームは
、２つのスロット１２０ａおよび１２０ｂに更に細分することができ、その各々は０．５
ｍｓの持続時間Ｔｓｌｏｔを有する。第１のスロット（＃０）１２０ａは、レガシー物理
ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）１６０および／または物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ）１６６を含むことができ、第２のスロット（＃１）１２０ｂは、Ｐ
ＤＳＣＨを使用して送信されたデータを含むことができる。
【００１２】
　ノードおよび無線デバイスにより使用されるコンポーネントキャリア（ＣＣ）の各スロ
ットは、ＣＣ周波数帯域幅に基づく複数のリソースブロック（ＲＢ）１３０ａ、１３０ｂ
、１３０ｉ、１３０ｍ、および１３０ｎを含み得る。ＣＣは、帯域幅および中心周波数を
有する搬送周波数を有し得る。ＣＣの各サブフレームは、レガシーＰＤＣＣＨにおいて見
られるダウンリンク制御情報ＤＣＩを含むことができる。制御領域におけるレガシーＰＤ
ＣＣＨは、レガシーＰＤＣＣＨを使用する場合に、各サブフレームまたはＲＢにおける第
１のＯＦＤＭシンボルの１～３の列を含み得る。サブフレームにおける残余の１１～１３
のＯＦＤＭシンボル（またはレガシーＰＤＣＣＨを使用しない場合に１４のＯＦＤＭシン
ボル）は、データ（短い、すなわち通常のサイクリックプレフィクス）のＰＤＳＣＨに配
分してもよい。
【００１３】
　各ＲＢ（物理的ＲＢまたはＰＲＢ）１３０ｉは、１スロット毎に１２～１５ｋＨｚのサ
ブキャリア１３６（周波数の軸上）、ならびに６または７の直交周波数分割多重（ＯＦＤ
Ｍ）のシンボル１３２（時間軸上）を含み得る。短い、すなわち通常のサイクリックプレ
フィクスを使用する場合に、ＲＢは、７のＯＦＤＭシンボルを使用することができる。拡
張サイクリックプレフィクスを使用する場合、ＲＢは、６のＯＦＤＭシンボルを使用する
ことができる。短い、または通常のサイクリックプレフィクスを使用して、リソースブロ
ックを８４のリソース要素（ＲＥ）１４０ｉにマッピングすることができ、または拡張サ
イクリックプレフィクスを使用して、リソースブロックを７２のＲＥ（図示せず）にマッ
ピングすることができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（すなわち１５ｋＨｚ）１４６に
よる１つのＯＦＤＭシンボル１４２の単位であり得る。
【００１４】
　直交位相偏移（ＱＰＳＫ）変調の場合に、各ＲＥは、２つのビット１５０ａおよび１５
０ｂの情報を送信することができる。各ＲＥにおいてより大きな数のビットを送信する１
６の直交振幅変調（ＱＡＭ）または６４のＱＡＭ等の変調、または各ＲＥにおいてより少
ない数のビット（１ビット）を送信する二位相偏移（ＢＰＳＫ）変調等、他のタイプの変
調を使用してもよい。ＲＢは、ｅＮｏｄｅＢからＵＥにダウンリンク送信するように構成
することができ、またはＲＢは、ＵＥからｅＮｏｄｅＢへとアップリンク送信するように
構成され得る。
【００１５】
　各無線デバイスは、少なくとも１つの帯域幅を使用することができる。図２に図示する
ように、帯域幅は、信号帯域幅、キャリア帯域幅、またはコンポーネントキャリア（ＣＣ
）帯域幅と呼ばれ得る。例えば、ＬＴＥのＣＣ帯域幅は、１．４ＭＨｚ３１０、３ＭＨｚ
３１２、５ＭＨｚ３１４、１０ＭＨｚ３１６、１５ＭＨｚ３１８、および２０ＭＨｚ３２
０を含み得る。１．４ＭＨｚのＣＣは、７２のサブキャリアを有する６つのＲＢを備える
ことができる。３ＭＨｚのＣＣは、１８０のサブキャリアを有する１５のＲＢを備えるこ
とができる。５ＭＨｚのＣＣは、３００のサブキャリアを有する２５のＲＢを備えること
ができる。１０ＭＨｚのＣＣは、６００のサブキャリアを有する５０のＲＢを備えること
ができる。１５ＭＨｚのＣＣは、９００のサブキャリアを有する７５のＲＢを備えること
ができる。２０ＭＨｚのＣＣは、１２００のサブキャリアを有する１００のＲＢを備える
ことができる。
【００１６】
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　ＰＤＣＣＨに搬送されるデータは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）と呼ばれ得る。無
線フレームの１つのサブフレームにおいて複数の無線デバイスをスケジュールすることが
できる。従って、複数のＰＤＣＣＨを使用して複数のＤＣＩメッセージを送信することが
できる。ＰＤＣＣＨにおけるＤＣＩ情報は、１または複数の制御チャネル要素（ＣＣＥ）
を使用して送信することができる。ＣＣＥは、リソース要素群（ＲＥＧ）のグループから
構成され得る。レガシーＣＣＥは、最大９のＲＥＧを含むことができる。各ＲＥＧは、４
つのリソース要素（ＲＥ）から構成され得る。直交変調を使用する場合には、各リソース
要素は、２ビットの情報を含むことができる。従って、レガシーＣＣＥは、最大７２ビッ
トの情報を含むことができる。ＤＣＩメッセージを伝達するべく７３ビット以上の情報が
必要とされる場合、複数のＣＣＥを使用することができる。複数のＣＣＥの使用は、アグ
リゲーションレベルと呼ばれ得る。一例において、アグリゲーションレベルは、１つのＰ
ＤＣＣＨに配分された１、２、４、または８の連続したＣＣＥとして定義することができ
る。
【００１７】
　レガシーＰＤＣＣＨは、他の区域の無線通信においてなされた進展に限定を加えること
ができる。例えば、ＯＦＤＭシンボル内のＣＣＥをサブフレームにマッピングすることは
、通常、空間ダイバーシチを提供するために制御領域にまたがっている。しかし、ビーム
形成ダイバーシチは、現在のマッピング手順においてはできない場合がある。
【００１８】
　更に、レガシーＰＤＣＣＨの容量は、先端の制御シグナリングには十分でないことがあ
る。例えば、ネットワークは、１つのマクロセルのサービス提供区域におけるいくつかの
異なる種類の複数のノードを含み得る異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）として構成して
もよい。より多くの無線デバイスには、ＨｅｔＮｅｔにおけるマクロセルおよびピコセル
により同時にサービス提供することができる。ＰＤＣＣＨは、セル固有の基準信号（ＣＲ
Ｓ）に基づいて復調するように設計することができ、これによりセル分割利得を十分に調
査することを困難にし得る。レガシーＰＤＣＣＨは、無線デバイスがＨｅｔＮｅｔにおけ
る複数の送信ノードを利用することを可能にし、無線デバイスで帯域幅を増加させ、バッ
テリーの使用を減らすべく、必要な情報を伝達するには十分でないことがある。
【００１９】
　更に、ＰＤＣＣＨにおいて増加した容量は、マルチユーザのマルチ入力およびマルチ出
力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）、マシンとマシンの通信（Ｍ２Ｍ）、マルチキャスト／ブロードキ
ャストの単一周波数ネットワークにおけるＰＤＳＣＨ送信、およびクロスキャリアスケジ
ューリングを使用するときに有用であり得る。無線デバイスでのＰＤＣＣＨ復調において
ＵＥに固有の基準信号（ＵＥＲＳ）を使用すると、ＨｅｔＮｅｔにおいて複数のノードを
使用することを可能にし得る。全セルに対する１つの共通な基準シンボル（例えばＣＲＳ
）に依存するのではなく、各基準シンボルは、ＵＥに固有であり得る（例えばＵＥＲＳ）
。
【００２０】
　レガシーＰＤＣＣＨの制約を克服するべく、拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）は、レガ
シーＰＤＣＣＨにおいて、サブフレームにおける第１のスロットＰＲＢの第１～第３の列
のＯＦＤＭシンボルのみでなく、ＰＲＢまたはＰＲＢのペア全体（ＰＲＢのペアは、同一
のサブキャリアのサブフレームを使用する２つの隣接するＰＲＢである）におけるＲＥを
使用することができる、従って、ｅＰＤＣＣＨは、増加した容量で、セルラネットワーク
の設計において進歩を可能にし、現在知られている問題および制約を最小化するように構
成され得る。
【００２１】
　レガシーＰＤＣＣＨと異なり、ｅＰＤＣＣＨは、異なるＰＲＢにおけるＰＲＢ内の領域
についてＰＤＳＣＨとして、同一のＲＥまたは領域にマッピングすることができる。一例
において、ＰＤＳＣＨおよびｅＰＤＣＣＨは、同一のＰＲＢ（または同一のＰＲＢのペア
）内で多重化できないことがある。従って、１つのＰＲＢ（または１つのＰＲＢのペア）
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がｅＰＤＣＣＨを含む場合、ＰＲＢ（またはＰＲＢのペア）における未使用のＲＥは、空
きとされることがある。ＲＥをＰＤＳＣＨには使用することができないからである。
【００２２】
　図３は、ＰＲＢのペア１２８におけるｅＰＤＣＣＨの４つのＤＣＩ１８２、１８４、１
８６、および１８８を図示する。ｅＰＤＣＣＨの各ＤＣＩは、少なくとも１つのＣＣＥに
より送信することができ、各ＣＣＥは、複数のＲＥＧを含むことができ、各ＲＥＧは、複
数のＲＥを含むことができる。図３は、複数のアグリゲーションレベル１（ＡＧＬ１）の
ローカライズＣＣＥが１つのＰＲＢのペアにおいて多重化された場合のｅＰＤＣＣＨの多
重化パターンを図示する。アグリゲーションレベル１のＣＣＥ（例えば１つのＣＣＥ）は
、ＤＣＩを含むことができ、従って４つのＣＣＥが４つの別個のＤＣＩを含み得る。別の
例（図示せず）において、アグリゲーションレベル２のＣＣＥ（例えば２つのＣＣＥ）は
、１つのＤＣＩを含むことができる。ＰＲＢのペアは、レガシー制御１６２（例えばレガ
シーＰＤＣＣＨ）、ならびに復調およびチャネル推定に使用される、セル固有の基準信号
（ＣＲＳ）１７０、ならびにＵＥに固有の基準信号（ＵＥＲＳ）１７２および１７４等の
基準信号も含むことができる。一例において、ＤＣＩ１およびＤＣＩ２は、ＵＥＲＳ１７
２を使用することができ、ＵＥＲＳ１７２は、ＤＣＩ３およびＤＣＩ４により使用される
ＵＥＲＳ１７４とは異なることがある。
【００２３】
　ＰＲＢのペアまたはＰＲＢのペアは、ローカライズｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣ
Ｈ送信の双方をサポートするべく使用することができる。図４および５は、スロットまた
はサブフレームにおけるローカライズｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣＨを図示する。
図４に図示するように、ローカライズｅＰＤＣＣＨ３２２ａ～ｂにおいて、ＣＣＥ３１０
ａ～ｈの全ては、サブバンド３３８ａおよび３３８ｃ内のＰＲＢ３３０ａおよび３３０ｃ
（またはＰＲＢのペア）内に存在し得る。一例において、ローカライズＣＣＥのＲＥＧ（
またはＲＥ）は、互いに隣接することがあり、次のＣＣＥがこれに続くことがある。分散
ｅＰＤＣＣＨ３２４ａ～ｂにおいて、ＣＣＥ３１２ａ～ｂのＲＥＧ３４０ａ～ｂ、３４２
ａ～ｂ、３４４ａ～ｂ、３４６ａ～ｂ、３４８ａ～ｂ、３５０ａ～ｂ、３５２ａ～ｂ、お
よび３５４ａ～ｂは、複数のＰＲＢ３３０ｂおよび３３０ｄ（またはＰＲＢのペア）にわ
たって分散され得る。ＰＲＢ３３０ｂ内のＲＥＧ３４０ａ、および別のＰＲＢ３３０ｄ内
のＲＥＧ３４０ｂは、ＤＣＩまたは分散ｅＰＤＣＣＨのＣＣＥ３１２ａを形成することが
できる。分散ｅＰＤＣＣＨにおいて、ＣＣＥのＲＥＧは、２つまたはそれ以上のＰＲＢ（
または２つまたはそれ以上のＰＲＢのペア）にわたって分散され得る。一例において、分
散ｅＰＤＣＣＨにおいて使用されるＣＣＥのＲＥＧは、異なるサブバンド３３８ｂおよび
３３８ｄにわたって分散され得る。
【００２４】
　図５は、サブフレーム内のＣＣＥ、ＲＥＧ、およびＲＥにマッピングしたローカライズ
ｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣＨの別の例を提供する。図５の例において、各リソー
スブロックのペアは、２つのリソースブロック（ＲＢまたはＰＲＢ）を備え、それぞれは
同一のサブキャリアを有し、図１に示すように無線フレームのサブフレームにおける第１
および第２のスロット内に位置し得る。各ＲＢは、少なくとも１つのＣＣＥを含むことが
できる。ＣＣＥは、ＲＢ内の定義された位置に存在することがある。しかし、ＣＣＥは、
リソースブロック全体に位置するＲＥＧを含んでもよい。各ＲＥＧは、４つのＲＥを含み
得る。しかし、システム要求に基づいて、ＲＥＧは、多かれ少なかれＲＥを含み得る。一
例において、ＲＥＧ内に位置するＲＥは、周波数および時間のうち少なくとも１つにおい
て隣接し得る。別の例において、ＲＥＧ内に位置するＲＥは、時間および／または周波数
に分離することができる。ＣＣＥにおけるＲＥＧの数は、９等の固定した数であってもよ
い。あるいは、ＲＥＧの数は、ＤＣＩデータロード要求（すなわちＤＣＩデータの量）、
または物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）要求、物理ハイブリ
ッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）要求、および各リソースブロック内に配
分されたデータに対するリソースシンボル要求等、ＲＢにおいて競合する他の要求に基づ
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いて変動してもよい。ＣＣＥは、物理リソースブロックのペアにおけるスロットの境界を
越えてマッピングすることができる
【００２５】
　図５に示すように、アグリゲーションレベル（ＡＧＬ）１を有するローカライズｅＰＤ
ＣＣＨ４０２は、１つのＣＣＥにマッピングすることができ、ＣＣＥは、１つのＲＢにマ
ッピングすることができる。同様に、アグリゲーションレベル２を有するローカライズｅ
ＰＤＣＣＨ４０４は、ＲＢにおける２つの隣接するＣＣＥにマッピングしてもよい。分散
ｅＰＤＣＣＨ４０６および４０８については、ＣＣＥ（例えばＣＣＥ１およびＣＣＥ　Ｎ
）は、異なる複数の周波数キャリアおよびサブキャリアにおける異なる複数のＲＢの複数
のＲＥＧにマッピングすることができる。例えば、ＣＣＥ　ＮのＲＥＧは、周波数におい
て分散され得る。ＲＥＧの周波数分離は、周波数ダイバーシチ利得を提供することができ
る。２つ以上のＲＥＧを、別のＲＥＧとして同一のＲＢにマッピングすることができるが
、一例において、ＣＣＥにおける各ＲＥＧは、別個のＲＢにマッピングしてもよい。より
大きな周波数ダイバーシチ利得は、広範に分散ＲＥＧと共に生じ得る。ＣＣＥ１およびＣ
ＣＥ　ＮにおけるＲＥＧは、サブフレームにおけるＲＢ間で同一の分散（図示）または異
なる分散（図示せず）を有することがある。分散したｅＰＤＣＣＨ４０６および４０８に
おいて図示したＲＥＧは、それぞれ、ＲＢ内で同一の時間位置に存在するものとして示さ
れるが、各ＣＣＥについては、分散ｅＰＤＣＣＨのＲＢ内の同一の時間位置は要求されな
い。ＣＣＥ１およびＣＣＥ　Ｎにおける分散ＲＥＧは、リソースブロック内の異なる一時
的な位置に存在することがある。サブフレームにおける各ＣＣＥは、同一の数のＲＥＧま
たは異なる数のＲＥＧを有し得る。分散ｅＰＤＣＣＨは、アグリゲーションレベル１を有
し得る。アグリゲーションレベル１は、ＤＣＩ情報を１つのＣＣＥにマッピングすること
ができることを意味する。
【００２６】
　サブフレームにおける異なるリソースブロックに対する周波数上に、ＣＣＥのＲＥＧを
分散させると、周波数ダイバーシチ利得の増加を提供することができる。図５は、分散ｅ
ＰＤＣＣＨ４０６および４０８の送信を例示する。
【００２７】
　別の例において、ｅＰＤＣＣＨが１より大きいアグリゲーションレベル２（例えばアグ
リゲーションレベル２、４、または８）を有する場合、ＣＣＥはローカライズＣＣＥまた
は分散ＣＣＥを含み得る。ローカライズＣＣＥは、互いに隣接するＣＣＥ（１より大きい
アグリゲーションレベルを有するｅＰＤＣＣＨに対する）であり得、時間または周波数に
おける次のＣＣＥがこれに続くことがある。分散ＣＣＥは、隣接しないＣＣＥ（１より大
きいアグリゲーションレベルを有するｅＰＤＣＣＨに対する）、または複数のＰＲＢ（ま
たはＰＲＢのペア）上に分散ＣＣＥであり得る。
【００２８】
　別の構成において、ローカライズｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣＨは、１つのサブ
フレームの１つのＰＲＢのペアにおいて多重化することができる。再び図３を参照すると
、異なるＤＣＩは、１つのサブフレームの２つのスロットにわたる同一のＰＲＢのペアに
おいて周波数分割多重伝送（ＦＤＭ）され得る。一例において、アンテナポート７、８、
９、および／または１０を、１つのＰＲＢのペアにおいて使用することができる。図３に
示すように、別の例において、１つのＰＲＢのペアを４つのＣＣＥに分割し、ＡＧＬ１を
有する４つのＤＣＩを搬送することができる。各ＵＥＲＳポートは、復調および／または
チャネル推定のために１つのＣＣＥに関連付けることができる。一例において、２つのＣ
ＣＥ（例えばＤＣＩ）は、２つのＵＥＲＳアンテナポート１７２および１７４を共有する
ことができる。
【００２９】
　図５においてすでに図示したように、ＣＣＥレベルの周波数ドメイン多重化は、ローカ
ライズＣＣＥと分散ＣＣＥとの間で使用することができる。ローカライズｅＰＤＣＣＨお
よび分散ｅＰＤＣＣＨは、異なる送信モードを使用することができる。例えば、ローカラ
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イズｅＰＤＣＣＨは、ビーム形成を使用することができ、分散ｅＰＤＣＣＨは、送信ダイ
バーシチを使用することができる。少なくとも２つのＵＥＲＳポートが送信ダイバーシチ
には必要とされるので、１つのＰＲＢのペアにおいて異なる数の分散ＣＣＥを使用する場
合、異なる送信スキームを使用してもよい。
【００３０】
　例えば、１つのＰＲＢのペアにおいて、分散ｅＰＤＣＣＨ送信（例えばＴｘダイバーシ
チ）用に１つのＣＣＥが予約される場合、他のＣＣＥは、ローカライズｅＰＤＣＣＨ伝送
用に予約され得る。このコンセプトを更に例示すると、ビーム形成は、ローカライズ伝送
用の３つのＵＥＲＳポート（例えばＵＥＲＳポート７～９）に適用することができ、１つ
のＵＥＲＳポート（例えばＵＥＲＳポート１０）のみが送信ダイバーシチの送信に利用可
能であり得る。少なくとも２つのＵＥＲＳポートが送信ダイバーシチに必要とされ得るの
で、無線デバイスは、ローカライズ伝送に使用されるＵＥＲＳポート１０および別のＵＥ
ＲＳポート
【数１】

　を監視することにより、ダウンリンクチャネルを推定することができる。プリコーディ
ングベクトルｗは、アンテナポートｘにより使用され得る。ローカライズｅＰＤＣＣＨ伝
送からの最小限の干渉を提供するべく、ＵＥＲＳポート１０（分散ｅＰＤＣＣＨ送信用）
に適用されるプリコーディングベクトルは、プリコーディングベクトルｗに垂直であり得
る。分散ｅＰＤＣＣＨ送信に使用される１つのＵＥＲＳポート（例えばＵＥＲＳポート１
０）のプリコーディングベクトルは、ｏｒｔｈ（ｗ）により表すことができ、ｏｒｔｈ（
ｗ）は、ｗに垂直なプリコーディングベクトルである。一例において、プリコーディング
ベクトルｗおよびｏｒｔｈ（ｗ）は、空間多重化（例えばビーム形成）のコードブックに
含まれ、プリコーディングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（Ｒ
Ｉ）、またはチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）等のフィードバックレポートに対応す
ることができる。
【００３１】
　説明図として図３を用いると、ＤＣＩ１　１８２は、分散ｅＰＤＣＣＨにおいて送信す
ることができ、ＤＣＩ２　１８４、ＤＣＩ３　１８６、およびＤＣＩ４　１８８は、ロー
カライズｅＰＤＣＣＨにおいて送信することができる。ＤＣＩ２のＣＣＥは、プリコーデ
ィングベクトルｗを用いてプリコードすることができ、ＤＣＩ１は、プリコーディングベ
クトルｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードすることができる。
【００３２】
　１つのＰＲＢのペアにおける分散ｅＰＤＣＣＨ送信に２つまたはそれ以上のＣＣＥを使
用する別の例において、分散ｅＰＤＣＣＨ送信に使用されるＣＣＥと関連する任意の２つ
のＵＥＲＳポート（例えばＵＥＲＳポート７、８、９、および／または１０）を送信（Ｔ
ｘ）ダイバーシチに使用することができる。ローカライズｅＰＤＣＣＨ伝送に使用される
ＰＲＢのペアの残余のＣＣＥは、ビーム形成を用いて送信することができる。
【００３３】
　説明図として図３を用いると、ＤＣＩ１　１８２およびＤＣＩ２　１８４は、ＵＥＲＳ
ポート７および８がＤＣＩ１および２に関連する分散ｅＰＤＣＣＨにおいて送信すること
ができ、ＤＣＩ３　１８６およびＤＣＩ４　１８８は、ＵＥＲＳポート９および１０がＤ
ＣＩ３および４と関連するローカライズｅＰＤＣＣＨにおいて送信することができる。１
つのＰＲＢのペアの分散ｅＰＤＣＣＨ送信に３つのＣＣＥを使用する場合、ローカライズ
ｅＰＤＣＣＨ伝送に１つのＣＣＥを使用することができる。例えば、ＤＣＩ１　１８２、
ＤＣＩ２　１８４、およびＤＣＩ３　１８６は、ＵＥＲＳポート７、８、および９がＤＣ
Ｉ１、２、および３と関連する分散ｅＰＤＣＣＨにおいて送信することができ、ＤＣＩ４
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　１８８は、ＵＥＲＳポート１０がＤＣＩ４と関連するローカライズｅＰＤＣＣＨにおい
て送信することができる。分散ｅＰＤＣＣＨおよびローカライズｅＰＤＣＣＨは、いずれ
のＵＥＲＳポート番号も使用することができる。
【００３４】
　送信ダイバーシチは、信号伝送に２つまたはそれ以上の物理的に別個の送信アンテナを
使用することを含み得る。送信ダイバーシチは、空間ダイバーシチとしても知られるアン
テナダイバーシチのタイプであり、２つまたはそれ以上のアンテナを用いて無線リンクの
質および信頼性を向上させることができる。多くの場合、特に都市および屋内環境におい
て、トランシーバとレシーバとの間に明確な直線距離（ＬＯＳ）が存在しないことがある
。そのため、信号は、最終的に受信される前に複数の経路に沿って反射されることがある
。それぞれの信号反射のバウンスは、受信アンテナのアパーチャで互いに壊滅的に干渉し
得る位相変位、時間遅延、減衰、および／または歪みを導入する可能性がある。アンテナ
ダイバーシチまたは送信ダイバーシチは、多経路干渉を軽減するのに効果的であり得る。
【００３５】
　ビーム形成（空間多重化または空間フィルタリングとも呼ばれる）は、指向性信号の伝
送または受信のためのアンテナアレイにおいて使用される信号処理技術であり得る。ビー
ム形成は、特定の角度の信号が強め合う干渉を受けるが、他の信号は弱め合う干渉を受け
るように、アレイの要素を組み合わせることにより実現することができる。ビーム形成は
、空間的選択性を得るべく送信（または受信）において使用することができる。ビーム形
成は、プリコーディングにより与えられた１または複数の方向でのエネルギーの集中であ
り得る、アレイの利得を向上させることができる。ビーム形成は、異なる方向に位置する
複数のユーザに同時にサービス提供することを可能にし得る（例えばマルチユーザのＭＩ
ＭＯ）。ＬＴＥにおいて、ＵＥＲＳは、無線デバイスがビーム形成されたデータをコヒー
レントに復調することを可能にするべく使用することができる。例えば、ｅＮｏｄｅＢは
、物理的なアンテナ要素の相関するアレイを使用し、特定のＵＥの方向の狭ビームを生成
することができる。そのようなビームは、ｅＮｏｄｅＢとＵＥとの間で異なるチャネル応
答を受け得るので、ＵＥがビーム形成されたデータをコヒーレントに復調することを可能
にするべく、ＵＥに固有のＲＳ（ＵＥＲＳ）を使用することができる。閉ループのビーム
形成のために、無線デバイスは、ＵＥＲＳを含む受信チャネルに基づいてフィードバック
を提供することができる。フィードバックとしては、プリコーディングマトリクスインジ
ケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ）、またはチャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）が挙げられ得る。開ループのビーム形成は、閉ループのビーム形成に対して限定さ
れたフィードバックを有する可能性がある。
【００３６】
　ｅＰＤＣＣＨを使用すると、半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）のＰＤＣＣＨ検証も
修正することができる。ＳＰＳは、無線リソースがセミスタティックに構成され、１つの
サブフレームよりも長い期間、無線デバイスに配分されることを可能にし、各サブフレー
ムについてＰＤＣＣＨを介する特定のダウンリンク割り当てメッセージまたはアップリン
ク許可メッセージの必要性を回避する。ＳＰＳは、データパケットが小さくて周期的であ
り、セミスタティックなサイズのボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）
等のサービスには有用であり得る。ＶｏＩＰのようなサービスについては、送信に必要と
される無線リソースのタイミングおよび量が予測可能である。従って、ＰＤＣＣＨのオー
バーヘッド（例えばｅＰＤＣＣＨ）は、動的スケジューリングと比較して顕著に低減する
ことができる。ＳＰＳは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング等の上位層のシグナ
リングによって構成することができ、これは、無線リソースが周期的に割り当てられる間
隔を示す。
【００３７】
　半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）のセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ）は、ＳＰＳにおいて使用することができる。スケジューリングメッセージのＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩは、半永続的にスケジュールされたＰＤＳＣＨデータ送信用のＰＤＣＣＨで
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送信することができる。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、無線デバイス（例えばＵＥ）がＳＰＳ
メッセージを、Ｃ－ＲＮＴＩにより識別した動的スケジューリングメッセージと区別する
ことを可能にする。識別子（すなわちＳＰＳのＣ－ＲＮＴＩ）は、ＰＤＣＣＨ送信の巡回
冗長検査（ＣＲＣ）に適用されるスクランブリングコードとして送信することができる。
動的スケジューリングは、ダウンリンク送信リソースの配分のためのダウンリンク割り当
てメッセージ、およびアップリンク送信リソースの配分のためのアップリンク許可メッセ
ージを提供することができ、これらは、特定の１つのサブフレームについて有効であり得
る。動的スケジューリングは、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）およびシグナリング無線ベ
アラ（ＳＲＢ）のサービスタイプ等、バースト的で動的な速度のトラフィックに効率的で
あり得る。
【００３８】
　巡回冗長検査（ＣＲＣ）は、送信されるデータのブロックに追加されたエラー検出コー
ドであり得る。ＣＲＣの値は、データのブロックから計算することができる。ＣＲＣの長
さは、データを受信するときに、データのブロックで検出され得るエラーの数を決定する
ことができる。ＣＲＣは、エラーを訂正し、またはどのビットが誤っているかを判断する
ことができない場合がある。
【００３９】
　ＳＰＳのアクティブ化は動的スケジューリングよりも時間がかかるので、ＳＰＳにおい
て使用されるＣＲＣ（例えば仮想ＣＲＣ）は、動的スケジューリングよりもはるかに有害
であり得る、ＣＲＣの誤った肯定を生成し得る。従って、結果として、ＳＰＳのＣ－ＲＮ
ＴＩによりマスクしたスケジューリングのために、更なるＰＤＣＣＨ検証手順を用いるこ
とができる。誤った肯定のエラーは、条件が実際には満たされていないときに、所与の条
件が満たされていると示す結果である可能性がある。例えば、誤った肯定は、ＣＲＣがエ
ラーを生成するべきであるが、エラーを生成しないときに生じ得る。
【００４０】
　ｅＰＤＣＣＨとレガシーＰＤＣＣＨとの間には様々な相違が存在する。ｅＰＤＣＣＨと
レガシーＰＤＣＣＨとの間の１つの相違は、ｅＰＤＣＣＨがＰＲＢの粒状度（図６～７に
図示する）を有するＰＤＳＣＨを備えたＦＤＭであるが、レガシーＰＤＣＣＨ１６０は、
ＯＦＤＭシンボルの粒状度（図１に図示）を有するＰＤＳＣＨ１６６を用いて時分割多重
化（ＴＤＭ）され得ることである。ｅＰＤＣＣＨとレガシーＰＤＣＣＨとの間の相違は、
ＳＰＳのＣ－ＲＮＴＩによりマスクしたスケジューリングの更なるＰＤＣＣＨ検証を作成
するべく使用することができる。
【００４１】
　無線デバイスは、ｅＰＤＣＣＨ送信されたＤＣＩを受信する前のｅＰＤＣＣＨに対して
構成したＰＲＢのペアを判断することができる。一例において、無線デバイスは、ＲＲＣ
シグナリング等、高い層のシグナリングによりｅＰＤＣＣＨに対して構成したＰＲＢのペ
アを判断することができる。一例において、ｅＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨは、ＰＲＢの
ペアレベルで周波数分割多重伝送（ＦＤＭ）され得る。図３は、１つのＰＲＢのペアにお
ける異なるＤＣＩのＦＤＭを図示する。別の例において、ＰＤＳＣＨおよびｅＰＤＣＣＨ
は、同一のＰＲＢ（または同一のＰＲＢのペア）内で多重化されないことがあり、従って
、ｅＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨは、同一のＰＲＢのペアにおいて存在しないことがある
。
【００４２】
　ＤＣＩにおけるリソース配分シグナリングは、どのＰＲＢがＰＤＳＣＨに配分されてい
るかを示すことができる。ＰＤＳＣＨ送信に対してｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを可能にしない
場合、無線デバイスは、リソース配分シグナリングがＰＤＳＣＨ送信に対するｅＰＤＣＣ
ＨのＰＲＢをなおも示すときは、正しくないＤＣＩを検出する可能性がある。レガシーＰ
ＤＣＣＨにおいて、粒状度はＰＲＢに基づくのではなく、ＯＦＤＭシンボルに基づき、リ
ソース配分はＰＲＢに基づくので、ＤＣＩの検査は、レガシーＰＤＣＣＨには必要とされ
ないことがある。
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【００４３】
　一例において、ＳＰＳのＣ－ＲＮＴＩによりマスクしたスケジューリングに対するＰＤ
ＣＣＨ検証は、ｅＰＤＣＣＨ搬送されるＤＣＩの更なる検証を行う無線デバイスを含み得
る。例えば、ＤＣＩがリソース配分（ＲＡ）タイプ０のリソースブロック群（ＲＢＧ）に
基づくスケジューリングを使用し、ＰＤＳＣＨ配分が、送信されたｅＰＤＣＣＨにおける
ＰＲＢを含む（またはこれと重なり合う）１つのＲＢＧを含む場合、無線デバイスは、Ｐ
ＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを除外する
（または減じる）ことができる。１つの選択肢において、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨの
ＰＲＢ配分から、無線デバイス用のｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例えばｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ
のペア）を除外することができる。別の選択肢において、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨの
ＰＲＢ配分から、同一のサブフレーム内の全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例えば、全ての
無線デバイスに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢのペア）を除外することができる。換言すれ
ば、無線デバイスは、ｅＰＤＣＣＨが送信される同一のサブフレームにおいて、ｅＰＤＣ
ＣＨについて構成した全てのＰＲＢのペアを除外することができる。
【００４４】
　タイプ０のリソース配分において、ビットマップは、スケジュールされた無線デバイス
に配分され得るリソースブロック群（ＲＢＧ）を示すことができ、ＲＢＧは、周波数にお
ける連続したＰＲＢのセットであり得る。ＲＢＧのサイズＰは、ダウンリンクシステム帯
域幅の関数
【数２】

　であり得る。ＲＢＧのサイズＰは、ＲＢＧ内のＰＲＢの数であり得る。一例において、
【数３】

　のダウンリンクシステム帯域幅に対するＲＢＧの総数
【数４】

　は、

【数５】

　によって与えられる。１０またはこれより少ないＰＲＢのダウンリンクシステム帯域幅
（例えば１．４ＭＨｚ）に対しては、ＲＢＧのサイズＰは、１つのＲＢＧ毎に１つのＰＲ
Ｂであり得る。１１～２６のＰＲＢのダウンリンクシステム帯域幅（例えば３または５Ｍ
Ｈｚ）に対しては、ＲＢＧのサイズＰは、１つのＲＢＧ毎に２つのＰＲＢであり得る。２
７～６３のＰＲＢのダウンリンクシステム帯域幅（例えば１０ＭＨｚ）に対しては、ＲＢ
ＧのサイズＰは、１つの群毎に３つのＰＲＢであり得る。６４～１１０のＰＲＢのダウン
リンクシステム帯域幅（例えば１５または２０ＭＨｚ）に対しては、ＲＢＧのサイズＰは
、１つのＲＢＧ毎に４つのＰＲＢであり得る。
【００４５】
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　図６は、１０ＭＨｚのダウンリンクシステム帯域幅（例えば５０ＰＲＢ。図２の３１６
を参照）を有するＲＡタイプ０が使用される、サブフレーム（またはスロット）を図示す
る。サブフレームは、複数のＰＲＢ２３０ａ～ｆ、および２３６を有するＲＢＧ２２４ａ
～ｂを含み得る。ＲＢ群（ＲＢＧ）は、ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含み得る複数のＲＢを含
み得る。サブフレームのフレームは、ＰＤＳＣＨ２０２のＰＲＢ２３０ａ、ｃ～ｆ、およ
びｅＰＤＣＣＨ２１２のＰＲＢ２３６について構成され得る。ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢが無
線デバイスに対するものであり、または無線デバイスがサブフレーム内の全てのｅＰＤＣ
ＣＨのＰＲＢに対するＰＤＳＣＨリソース配分からｅＰＤＣＣＨ２１２を除外し得る場合
、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨリソース配分からｅＰＤＣＣＨ２１２を除外し得る。
【００４６】
　別の例において、ＤＣＩがＲＡタイプ１のＰＲＢに基づくスケジューリングを使用し、
ＰＤＳＣＨ配分が１つのＰＲＢを含む（またはこれと重なり合う）１つのＰＲＢを含み、
ＰＲＢにおいてｅＰＤＣＣＨが送信される場合、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢの
リソース配分から少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを除外する（または減じる）こ
とができる。１つの選択肢において、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢ配分から、無
線デバイスに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例えばｅＰＤＣＣＨのＰＲＢのペア）を除外
することができる。別の選択肢において、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢ配分から
、同一のサブフレームに対する全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例えば、全ての無線デバイ
スに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢのペア）を除外することができる。
【００４７】
　タイプ１のリソース配分において、個々のＰＲＢは、利用可能なＰＲＢのサブセット内
で処理され得る。ＲＡタイプ１に使用されるビットマップは、いくつかのビットは、ＲＢ
Ｇのどのサブセットが処理されるか、およびビットマップ位置における推移を示すべく使
用することができるので、ＲＡタイプ０に対するよりもやや小さいことがある。ビットの
総数（記載される表示に使用される追加のフラグを含む）は、ＲＡタイプ０に使用される
ビットと同様になり得る。ＲＡタイプ１は、周波数ドメイン全体でリソースを展開するこ
とで周波数ダイバーシチを活用するときに柔軟性を提供する。
【００４８】
　図７は、１５または２０ＭＨｚ（例えば７５または１００のＰＲＢ。図２の３１８また
は３２０を参照）のダウンリンクシステム帯域幅を有するＲＡタイプ１を使用する、サブ
フレーム（またはスロット）を図示し、仮想ＲＢ（ＶＲＢ）は、Ｐ　ＲＢＧのサブセット
のうちの１つである。サブフレームは、複数のＰＲＢ２３０ｃ、ｅ、ｇ、および２３２を
含み得る。サブフレームのフレームは、ＰＤＳＣＨ２０２のＰＲＢ２３０ｃ、ｅ、ｇ、お
よびｅＰＤＣＣＨ２１０のＰＲＢ２３６について構成され得る。ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢが
無線デバイスに対するものであり、または無線デバイスがサブフレーム内の全てのｅＰＤ
ＣＣＨのＰＲＢに対するＰＤＳＣＨリソース配分から、ｅＰＤＣＣＨ２１０を除外するこ
とができる場合、無線デバイスは、ＰＤＳＣＨリソース配分からｅＰＤＣＣＨ２１０を除
外することができる。
【００４９】
　ＲＡタイプ０およびＲＡタイプ１と同様に、ＤＣＩがＲＡタイプ２の隣接するＰＲＢに
基づくスケジューリングを使用し、ＰＤＳＣＨ配分が、送信されたｅＰＤＣＣＨにおける
ＰＲＢを含む（またはこれと重なり合う）１または複数のＰＲＢを含む場合、無線デバイ
スは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを
除外する（または減じる）ことができる。１つの選択肢において、無線デバイスは、ＰＤ
ＳＣＨのＰＲＢ配分から、無線デバイスに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例えばｅＰＤＣ
ＣＨのＰＲＢのペア）を除外することができる別の選択肢において、無線デバイスは、Ｐ
ＤＳＣＨのＰＲＢ配分から、同一のサブフレーム内の全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ（例え
ば、全ての無線デバイスに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢのペア）を除外することができる
。
【００５０】
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　タイプ２のリソース配分において、リソース配分情報は、リソース配分メッセージにお
いて１ビットのフラグにより示されるものとしてローカライズマッピング、または分散マ
ッピングのいずれかを使用して、ＰＲＢの隣接するセットを示す。ＰＲＢ配分は、ダウン
リンクシステム帯域幅に及ぶ１つのＰＲＢから最大数のＰＲＢまで変動することがある。
【００５１】
　別の例において、ＬＴＥ仕様書等の仕様書は、ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢをＰＤＳＣＨ送信
に使用することができず、またはＰＤＳＣＨ配分において使用することができない旨を限
定することができ、これにより、無線デバイスが、ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢがＤＣＩにおけ
るリソース配分シグナリングに含まれるかを検証し得るので、更なる検証を可能にし得る
。
【００５２】
　別の構成において、ＲＡタイプ０、ＲＡタイプ１、およびＲＡ２を使用する場合、無線
デバイスは、ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢがＲＡにおいて使用されることを制限し得る。一例に
おいて、無線デバイス用のｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、無線デバイスに配分されたＰＤＳＣ
ＨのＰＲＢ内に存在しないことがある。別の例において、全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは
、ＰＤＳＣＨとして配分され、または送信されたＰＤＳＣＨのＰＲＢ内に存在することが
可能でない場合がある。
【００５３】
　ｅＰＤＣＣＨ検証が実現すると、無線デバイスは、受信したＤＣＩ情報を、適宜、有効
な半永続的なアクティブ化またはリリースとみなし得る。ｅＰＤＣＣＨ検証が実現しない
場合、受信したＤＣＩフォーマットは、無線デバイスにより、一致しないＣＲＣと共に受
信したものとみなされ得る。
【００５４】
　別の例は、図８の流れ図に示すように、ノードの物理リソースブロック（ＰＲＢ）のペ
アの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）の分散制御チャネル要素（ＣＣ
Ｅ）およびローカライズＣＣＥを送信するための方法５００を提供する。本方法は、マシ
ン上で命令として実行することができ、命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体
に含まれる。ブロック５１０のように、本方法は、ノードにより、ＰＲＢのペアの少なく
とも１つの分散ＣＣＥと、少なくとも１つのローカライズＣＣＥとをプリコーディングす
るオペレーションを含む。次に、ブロック５２０のように、少なくとも２つのユーザ機器
に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）のポートを用いて送信ダイバーシチのための少なくとも１
つの分散ＣＣＥを送信し、ＰＲＢのペアの少なくとも１つのローカライズＣＣＥを送信す
るオペレーションにおいて、少なくとも２つのＵＥＲＳポートを使用して、２つのＣＣＥ
を送信する。
【００５５】
　一例において、ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥと、少なくとも３つのローカライズ
ＣＣＥとを含み得る。　ビーム形成用のプリコーディングベクトルｗは、ローカライズＣ
ＣＥのうちの１つのＵＥＲＳポートに適用することができ、送信ダイバーシチのためのプ
リコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、分散ＣＣＥのＵＥＲＳポートに適用すること
ができる。プリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、プリコーディングベクトルｗに
垂直であり得、ｗおよびｏｒｔｈ（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり得、Ｎｔ

はノード送信アンテナの数を示す。少なくとも２つのＵＥＲＳポートは、プリコーディン
グベクトルｗを用いてプリコードしたローカライズＣＣＥと、プリコーディングベクトル
ｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードした分散ＣＣＥとを送信することができる。
【００５６】
　別の例において、ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥと、少なくとも１つの
ローカライズＣＣＥとを含み得る。送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベ
クトルは、分散ＣＣＥの２つのＵＥＲＳポートに適用することができる。送信ダイバーシ
チのための２つのプリコーディングベクトルは、プリコーディングベクトルｗ１、ｗ２、
ｗ３、および／またはｗ４を含むことができ、各プリコーディングベクトルは、Ｎｔ×１
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ベクトルであり、Ｎｔはノード送信アンテナの数を示す。一例において、ＵＥＲＳポート
は、ＵＥＲＳポート７、８、９、および／または１０を含み得る。別の例において、最大
１６の異なるプリコーディングベクトルを使用することができる。
【００５７】
　別の例は、図９の流れ図に示すように、無線デバイスにおける少なくとも１つの拡張物
理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）を用いる物理ダウンリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）の物理リソースブロック（ＰＲＢ）配分のための方法６００を提供する。本
方法は、マシン上で命令として実行することができ、命令は、少なくとも１つのコンピュ
ータ可読媒体または１つの非一時的機械可読ストレージ媒体に含まれる。本方法は、ブロ
ック６１０のように、ノードから、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含むＰＤＳ
ＣＨのＰＲＢのリソース配分（ＲＡ）を受信するオペレーションを含み、ＰＤＳＣＨのＰ
ＲＢのＲＡは、ｅＰＤＣＣＨにより搬送されたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれ
る。ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを
除外するオペレーションは、ブロック６２０におけるように進行する。
【００５８】
　一例において、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、無線デバイス用のｅＰＤＣ
ＣＨのＰＲＢを含み、従って、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から無線デバイス用の
ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを除外することができる。別の例において、少なくとも１つのｅＰ
ＤＣＣＨのＰＲＢは、サブフレームにおける全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含み、従って
、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から、サブフレームにおける全てのｅＰＤＣＣＨの
ＰＲＢを除外することができる。リソース配分のためのリソース配分タイプとしては、Ｒ
Ａタイプ０のリソースブロック群（ＲＢＧ）に基づくスケジューリング、仮想リソースブ
ロック（ＶＲＢ）を使用するＲＡタイプ１のＰＲＢに基づくスケジューリング、およびＶ
ＲＢを使用するＲＡタイプ２の隣接するＰＲＢに基づくスケジューリングが挙げられ得る
。
【００５９】
　本方法は、半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）のセル無線ネットワーク一時識別子（
Ｃ－ＲＮＴＩ）および「０」に設定されたインジケータフィールドを用いてスクランブル
した仮想巡回冗長検査（ＣＲＣ）のパリティビットを使用して、ｅＰＤＣＣＨを復号する
無線デバイスを更に含み得る。本方法は、ｅＰＤＣＣＨを受信する前に、無線リソース制
御（ＲＲＣ）シグナリングによりノードから、ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢ構成情報を受信する
無線デバイスを更に含み得る。少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、ローカライズ
ｅＰＤＣＣＨおよび分散ｅＰＤＣＣＨのうち少なくとも１つを含む。一例において、少な
くとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、１つのＰＲＢのペアを含み得る。ＰＲＢのペアは
、サブフレームにおける同一のサブキャリアを使用する２つの隣接するＰＲＢであり得る
。
【００６０】
　図１０は、例示的なノード７１０および例示的な無線デバイス７２０を図示する。ノー
ドは、ノードデバイス７１２を含み得る。ノードデバイスまたはノードは、無線デバイス
と通信するように構成され得る。ノードデバイスは、物理リソースブロック（ＰＲＢ）の
ペアの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）の分散制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ）と、ローカライズＣＣＥとを送信するように構成され得る。ノードデバイスは、ト
ランシーバモジュール７１６およびプリコーダ７１８を含み得る。プリコーダは、ＰＲＢ
のペアの少なくとも１つの分散ＣＣＥおよび少なくとも１つのローカライズＣＣＥをプリ
コードするように構成され得る。トランシーバモジュールは、無線デバイスに、少なくと
も２つのユーザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して、送信ダイバーシチ
のための少なくとも１つの分散ＣＣＥを送信し、ＰＲＢのペアの少なくとも１つのローカ
ライズＣＣＥを送信するように構成され得る。少なくとも２つのＵＥＲＳポートは、２つ
のＣＣＥを送信するべく使用することができる。
【００６１】



(17) JP 5987231 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

　一例において、ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥと、少なくとも３つのローカライズ
ＣＣＥとを含み得る。ビーム形成用のプリコーディングベクトルｗは、ローカライズＣＣ
Ｅのうちの１つに対するＵＥＲＳポートに適用することができ、送信ダイバーシチのため
のプリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、分散ＣＣＥのＵＥＲＳポートに適用する
ことができる。プリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、プリコーディングベクトル
ｗに垂直であり得、ｗおよびｏｒｔｈ（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり得、
Ｎｔはノード送信アンテナの数を示す。プリコーダ７１８は、プリコーディングベクトル
ｗを有するローカライズＣＣＥと、プリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を有する分
散ＣＣＥとをプリコードするように構成され得る。トランシーバモジュール７１６は、少
なくとも２つのＵＥＲＳポートを使用して、ローカライズＣＣＥおよび分散ＣＣＥを送信
するように構成され得る。
【００６２】
　別の例において、ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥおよび少なくとも１つ
のローカライズＣＣＥを含み得る。プリコーダ７１８は、送信ダイバーシチのための少な
くとも２つのプリコーディングベクトルを使用して、少なくとも２つの分散ＣＣＥをプリ
コードするように構成され得る。トランシーバモジュール７１６は、少なくとも２つのＵ
ＥＲＳポートを使用して、分散ＣＣＥを送信するように構成され得る。送信ダイバーシチ
のための少なくとも２つのプリコーディングベクトルは、プリコーディングベクトルｗ１
、ｗ２、ｗ３、および／またはｗ４を含むことができ、各プリコーディングベクトルは、
Ｎｔ×１ベクトルであり、Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す。一例において、ＵＥ
ＲＳポートは、ＵＥＲＳポート７、８、９、および／または１０を含み得る。別の例にお
いて、最大１６の異なるプリコーディングベクトルを使用することができる。
【００６３】
　別の例において、ノードデバイス７１２は、少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制
御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）を用いて、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の
物理リソースブロック（ＰＲＢ）配分のために構成され得る。ノードデバイスは、処理モ
ジュール７１４およびトランシーバモジュール７１６を含み得る。処理モジュールは、少
なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含むＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分（ＲＡ）
を生成するように構成され得る。トランシーバモジュールは、ｅＰＤＣＣＨにより搬送さ
れたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を介してＰＤＳＣＨのＰＲＢのＲＡを送信するよう
に構成され得る。別の例において、トランシーバモジュールは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのＲ
Ａを送信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによりｅＰＤＣＣＨに対す
るＰＲＢ構成情報を送信するように構成され得る。
【００６４】
　ノード７１０は、基地局（ＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベ
ースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、
または遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）を含み得る。
【００６５】
　無線デバイス７２０は、トランシーバモジュール７２４およびチャネル推定器７２６を
含み得る。無線デバイスは、少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰ
ＤＣＣＨ）に対する物理リソースブロック（ＰＲＢ）のペアの分散制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ）およびローカライズＣＣＥを受信するように構成され得る。トランシーバモジュー
ルは、ＰＲＢのペアの送信ダイバーシチのための少なくとも１つの分散ＣＣＥと、少なく
とも１つのローカライズＣＣＥとを受信するように構成され得る。少なくとも２つのユー
ザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）のポートは、２つのＣＣＥを受信するべく使用する
ことができる。チャネル推定器は、少なくとも２つのＵＥＲＳポートを監視し、ダウンリ
ンクチャネルを推定するように構成され得る。
【００６６】
　一例において、ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥと、少なくとも３つのローカライズ
ＣＣＥとを含み得る。ビーム形成用のプリコーディングベクトルｗは、ローカライズＣＣ
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Ｅのうちの１つに対するＵＥＲＳポートに適用することができ、送信ダイバーシチのため
のプリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、分散ＣＣＥのＵＥＲＳポートに適用する
ことができる。プリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）は、プリコーディングベクトル
ｗに垂直であり得、ｗおよびｏｒｔｈ（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり得、
Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す。
【００６７】
　別の例において、ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥと、少なくとも１つの
ローカライズＣＣＥとを含み得る。チャネル推定器７２６は、分散ＣＣＥの２つのＵＥＲ
Ｓポートに適用される送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベクトルを用い
てプリコードしたダウンリンクチャネルをデコードすることができる。送信ダイバーシチ
のための２つのプリコーディングベクトルは、プリコーディングベクトルｗ１、ｗ２、ｗ
３、および／またはｗ４を含むことができ、各プリコーディングベクトルは、Ｎｔ×１ベ
クトルであり、Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す。
【００６８】
　別の構成において、無線デバイス７２０は、トランシーバモジュール７２４および処理
モジュール７２２を含み得る。無線デバイスは、拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅ
ＰＤＣＣＨ）検証の半永続的なスケジューリング（ＳＰＳ）のセル無線ネットワーク一時
識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）によりマスクしたスケジューリングについて構成され得る。トラ
ンシーバモジュールは、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含むＰＤＳＣＨのＰＲ
Ｂのリソース配分（ＲＡ）を有するｅＰＤＣＣＨにより搬送されたダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）を受信するように構成され得る。処理モジュールは、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリ
ソース配分から少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを除外するように構成され得る。
【００６９】
　一例において、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、無線デバイス用のｅＰＤＣ
ＣＨのＰＲＢを含み、従ってＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から、無線デバイス用の
ｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを除外することができる。別の例において、少なくとも１つのｅＰ
ＤＣＣＨのＰＲＢは、サブフレームにおける全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含み、従って
、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から、サブフレームにおける全てのｅＰＤＣＣＨの
ＰＲＢを除外することができる。リソース配分のためのリソース配分タイプとしては、Ｒ
Ａタイプ０のリソースブロック群（ＲＢＧ）に基づくスケジューリング、仮想リソースブ
ロック（ＶＲＢ）を使用するＲＡタイプ１のＰＲＢに基づくスケジューリング、およびＶ
ＲＢを使用するＲＡタイプ２の隣接するＰＲＢに基づくスケジューリングが挙げられ得る
。
【００７０】
　別の構成において、無線デバイス７２０は、ＳＰＳのＣ－ＲＮＴＩを用いてスクランブ
ルした仮想巡回冗長検査（ＣＲＣ）のパリティビットを使用してｅＰＤＣＣＨをデコード
するように構成したデコーダ７２８も含むことができる。処理モジュール７２２は、ｅＰ
ＤＣＣＨにおける有効な半永続的なアクティブ化またはリリースのためのインジケータフ
ィールドが、「０」の値であるかを検査するように更に構成される。トランシーバモジュ
ールは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによるｅＰＤＣＣＨについてのＰＲＢ
構成情報を受信するように更に動作可能であり得る。
【００７１】
　図１１は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、モバイル無線デバイス、モバイル通
信デバイス、タブレット、ハンドセット、または他のタイプの無線デバイス等の無線デバ
イスの例示的な説明図を提供する。無線デバイスは、ノード、マクロノード、低電力ノー
ド（ＬＰＮ）、または基地局（ＢＳ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）ベースバンドユニット
（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無
線機器（ＲＥ）等の送信局、または他のタイプの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）のア
クセスポイントと通信するように構成された１または複数のアンテナを含み得る。無線デ
バイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、高速パケットアクセス（ＨＳＰ
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Ａ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、およびＷｉＦｉを含む少なくとも１つの無線通
信規格を使用して通信するように構成され得る。無線デバイスは、それぞれの無線通信規
格毎の別個のアンテナ、または複数の無線通信規格毎の共有アンテナを使用して通信する
ことができる。無線デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パ
ーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、および／またはＷＷＡＮにおいて通信するこ
とができる。
【００７２】
　また、図１１は、無線デバイスからの音声入力および音声出力に使用され得るマイクお
よび１または複数のスピーカの説明図を提供する。ディスプレイ画面は、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）画面、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ等の他のタイプ
のディスプレイ画面であってもよい。ディスプレイ画面は、タッチスクリーンとして構成
され得る。タッチスクリーンは、静電容量、抵抗性、または別のタイプのタッチスクリー
ン技術を用いてもよい。アプリケーションプロセッサおよびグラフィックスプロセッサは
、内部メモリに連結して、処理機能およびディスプレイ機能を提供することができる。不
揮発性メモリポートは、ユーザにデータ入力／出力の選択肢を提供するべく使用すること
もできる。また、不揮発性メモリポートは、無線デバイスのメモリ機能を拡張するべく使
用することができる。キーボードは、追加のユーザ入力を提供するべく、無線デバイスと
統合し、または無線で無線デバイスに接続してもよい。タッチスクリーンを使用する仮想
キーボードも提供することもできる。
【００７３】
　様々な技術、またはそのいくつかの態様もしくはその一部は、フロッピー（登録商標）
ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒
体、またはその他の機械可読ストレージ媒体等の有体の媒体において実施されるプログラ
ムコード（すなわち命令）の形態を取ってもよく、コンピュータ等のマシンにプログラム
コードをロードし、マシンによって実行すると、マシンは様々な技術を実施するための装
置となる。プログラマブルコンピュータ上でプログラムコードを実行する場合、コンピュ
ータデバイスは、プロセッサ、プロセッサにより可読のストレージ媒体（揮発性および不
揮発性メモリ、ならびに／またはストレージ要素を含む）、少なくとも１つの入力デバイ
ス、および少なくとも１つの出力デバイスを含み得る。揮発性および不揮発性メモリ、な
らびに／またはストレージ要素は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライブ、光ドライ
ブ、磁気ハードドライブ、または電子データを格納する他の媒体であってもよい。ノード
および無線デバイスは、トランシーバモジュール、カウンタモジュール、処理モジュール
、および／またはクロックモジュールもしくはタイマモジュールも含んでもよい。本明細
書において説明する様々な技術を実装または使用し得る１または複数のプログラムは、ア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、再利用可能な制御器等を使
用してもよい。そのようなプログラムは、高レベルプロシージャ言語またはオブジェクト
指向のプログラミング言語で実装し、コンピュータシステムと通信し得る。しかし、プロ
グラムは、所望であればアセンブリ言語またはマシン言語で実装してもよい。いずれの場
合でも、言語はコンパイル言語または解釈言語であってもよく、ハードウェア実装と組み
合わせてもよい。
【００７４】
　実装の独立性をより具体的に強調するべく、本明細書において説明する機能的ユニット
の多くがモジュールと呼ばれていることを理解されたい。例えば、モジュールは、カスタ
ムのＶＬＳＩ回路もしくはゲートアレイ、ロジックチップ、トランジスタ等の既製の半導
体、または他のディスクリート部品を備えるハードウェア回路として実装してもよい。ま
た、モジュールは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジ
ック、プログラマブル論理デバイス等のプログラマブルハードウェアデバイスにおいて実
装してもよい。
【００７５】
　また、モジュールは、様々なタイプのプロセッサにより実行するべくソフトウェアにお
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いて実装してもよい。実行可能なコードの識別されたモジュールは、例えばコンピュータ
命令の１または複数の物理ブロックもしくは論理ブロックを含んでもよく、これらは、例
えばオブジェクト、プロシージャ、または関数として編成してもよい。それにも拘わらず
、識別されたモジュールの実行可能な項目は、物理的に一緒に位置する必要はないが、論
理的に一緒に結合されると、モジュールを構成し、モジュールの記載した目的を達成する
異なる位置に格納された分離された命令を含んでもよい。
【００７６】
　確かに、実行可能なコードのモジュールは、１つの命令、または多くの命令であっても
よく、更に、いくつかの異なるコードセグメントにわたり、異なるプログラム間に、いく
つかのメモリデバイス全体に分散してもよい。同様に、本明細書においては、処理データ
は、モジュール内で識別および図示することができ、任意の好適なタイプのデータ構造内
で任意の好適な形式で実施および編成してもよい。処理データは、単一のデータセットと
して収集してもよく、または異なるストレージデバイス上を含む、異なる位置上に分散し
てもよく、少なくとも部分的に、システムまたはネットワーク上の電子信号として単に存
在するのみでもよい。モジュールは、受動または能動であり、所望の機能を実行するよう
に動作可能なエージェントを含んでもよい。
【００７７】
　本明細書全体で「例」に言及する場合、特定の特徴、構造、または例に関連して説明さ
れる特性が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。従って、本明
細書全体の様々な箇所で「一例において」の文言が現れても、全てが必ずしも同一の実施
形態を指しているわけではない。
【００７８】
　本明細書において用いられるように、複数の項目、構造的要素、組成上の要素、および
／または材料は、利便性のために共通の列挙において提示され得る。しかし、これらの列
挙は、列挙の各部材が別個で特有の部材として個々に特定されるのと同様に解釈されるべ
きである。従って、そのような列挙の個々の部材は、共通の群における表示にのみ基づい
て、相反する指示のない限り、同一の列挙のその他の部材の事実上の均等物として解釈さ
れるべきである。更に、本発明の様々な実施形態および例は、本明細書において、その様
々な構成要素に対する代替形態と共に言及され得る。そのような実施形態、例、および代
替形態は、互いに事実上の均等物として解釈されるものではなく、本発明の別個かつ自立
的な表現とみなされるものであることを理解されたい。
【００７９】
　更に、説明した特徴、構造、または特性は、１または複数の実施形態における任意の好
適な態様で組み合わせることができる。以下の説明において、レイアウト、距離、ネット
ワーク例等の例示など多くの具体的な詳細を提供し、本発明の実施形態の完全な理解を提
供する。しかし、当業者は、特定の詳細事項の１または複数を用いずに、または他の方法
、コンポーネント、レイアウト等を用いて本発明を実施し得ることを理解するであろう。
他の例において、本発明の態様を不明瞭にすることを回避するべく、周知の構造、材料、
またはオペレーションは図示または記載されない。
【００８０】
　上述の例は、１または複数の具体的な用途における本発明の原理を図示するが、当業者
には発明の才を行使せずに、かつ本発明の原理およびコンセプトを逸脱することなく実装
の形式、使用、および詳細において多くの変更形態を為し得ることが明らかであろう。従
って、以下に記載される特許請求の範囲による場合を除き、本発明は限定されることを意
図しない。
［項目１］
　ノードから、物理リソースブロック（ＰＲＢ）のペアの拡張物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ｅＰＤＣＣＨ）の分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびローカライズＣＣＥを送
信するための方法であって、
　前記ノードにより、前記ＰＲＢのペアに対する少なくとも１つの分散ＣＣＥおよび少な



(21) JP 5987231 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

くとも１つのローカライズＣＣＥをプリコーディングする段階と、
　少なくとも２つのユーザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して、送信ダ
イバーシチのための前記少なくとも１つの分散ＣＣＥを送信する段階と、
　前記ＰＲＢのペアの前記少なくとも１つのローカライズＣＣＥを送信する段階とを備え
、
　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートを使用して２つのＣＣＥを送信する方法。
［項目２］
　前記ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥと、少なくとも３つのローカライズＣＣＥとを
含み、ビーム形成用のプリコーディングベクトルｗは、前記ローカライズＣＣＥのうちの
１つのＵＥＲＳポートに適用され、送信ダイバーシチのためのプリコーディングベクトル
ｏｒｔｈ（ｗ）は、前記分散ＣＣＥのＵＥＲＳポートに適用され、ｏｒｔｈ（ｗ）は、ｗ
に垂直なプリコーディングベクトルであり、ｗおよびｏｒｔｈ（ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ

×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示し、前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートは、プ
リコーディングベクトルｗを用いてプリコードされた前記ローカライズＣＣＥと、プリコ
ーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードした前記分散ＣＣＥを送信する、
項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥと、少なくとも１つのローカライズ
ＣＣＥとを含み、送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベクトルは、前記分
散ＣＣＥの２つのＵＥＲＳポートに適用され、送信ダイバーシチのための前記２つのプリ
コーディングベクトルは、複数のプリコーディングベクトルｗ１、ｗ２、ｗ３、およびｗ
４からなる群から選択され、各プリコーディングベクトルは、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、項目１または２に記載の方法。
［項目４］
　項目１に記載の方法を実行するコンピュータプログラムコード手段を備えるコンピュー
タプログラム。
［項目５］
　少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）に対する物理リ
ソースブロック（ＰＲＢ）のペアの分散制御チャネル要素（ＣＣＥ）およびローカライズ
ＣＣＥを受信する無線デバイスであって、
　前記ＰＲＢのペア内の送信ダイバーシチのための少なくとも１つの分散ＣＣＥと、少な
くとも１つのローカライズＣＣＥとを受信するトランシーバモジュールと、
　前記少なくとも２つのＵＥＲＳポートを監視し、ダウンリンクチャネルを推定するチャ
ネル推定器とを備え、
　前記少なくとも２つのユーザ機器に固有の基準信号（ＵＥＲＳ）ポートを使用して、２
つのＣＣＥを受信する無線デバイス。
［項目６］
　前記ＰＲＢのペアは、１つの分散ＣＣＥおよび少なくとも３つのローカライズＣＣＥを
含み、前記チャネル推定器は、前記ローカライズＣＣＥのうちの１つのＵＥＲＳポートに
適用されるビーム成形用のプリコーディングベクトルｗを用いてプリコードしたダウンリ
ンクチャネルと、前記分散ＣＣＥのＵＥＲＳポートに適用される送信ダイバーシチのため
のプリコーディングベクトルｏｒｔｈ（ｗ）を用いてプリコードされた前記ダウンリンク
チャネルとをデコードし、
　ｏｒｔｈ（ｗ）は、ｗに垂直なプリコーディングベクトルであり、ｗおよびｏｒｔｈ（
ｗ）は、それぞれ、Ｎｔ×１ベクトルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、項目５に記載の無線デバイス。
［項目７］
　前記ＰＲＢのペアは、少なくとも２つの分散ＣＣＥおよび少なくとも１つのローカライ
ズＣＣＥを含み、前記チャネル推定器は、前記少なくとも２つの分散ＣＣＥの２つのＵＥ



(22) JP 5987231 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

ＲＳポートに適用される送信ダイバーシチのための２つのプリコーディングベクトルを用
いてプリコードされたダウンリンクチャネルをデコードし、送信ダイバーシチのための前
記２つのプリコーディングベクトルは、複数のプリコーディングベクトルｗ１、ｗ２、ｗ
３、およびｗ４からなる群から選択され、各プリコーディングベクトルは、Ｎｔ×１ベク
トルであり、
　Ｎｔは、ノード送信アンテナの数を示す、項目５または６に記載の無線デバイス。
［項目８］
　前記無線デバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）および移動局（ＭＳ）からなる群から選択さ
れ、前記無線デバイスは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイスクリーン、スピ
ーカ、マイク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、
不揮発性メモリポート、およびこれらの組み合わせのうち少なくとも１つを含む、項目５
～７のいずれか１項に記載の無線デバイス。
［項目９］
　無線デバイスで少なくとも１つの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）
を用いて物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の物理リソースブロック（ＰＲＢ
）配分のための方法を実行させるためのコンピュータプログラムであって、
　ノードから、少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含むＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソ
ース配分（ＲＡ）を受信する手順と、
　前記ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲ
Ｂを除外する手順とを含み、
　前記ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分（ＲＡ）は、ｅＰＤＣＣＨにより搬送されるダ
ウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に含まれるコンピュータプログラム。
［項目１０］
　前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、前記無線デバイスに対するｅＰＤＣＣ
ＨのＰＲＢを含む、項目９に記載のコンピュータプログラム。
［項目１１］
　前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、サブフレーム内の全てのｅＰＤＣＣＨ
のＰＲＢを含む、項目９または１０に記載のコンピュータプログラム。
［項目１２］
　前記リソース配分のリソース配分タイプは、ＲＡタイプ０のリソースブロック群（ＲＢ
Ｇ）に基づくスケジューリング、複数の仮想リソースブロック（ＶＲＢ）を使用するＲＡ
タイプ１のＰＲＢに基づくスケジューリング、および複数のＶＲＢを用いるＲＡタイプ２
の隣接するＰＲＢに基づくスケジューリングからなる分類から選択される、項目９～１１
のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
［項目１３］
　半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）のセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ）と、「０」に設定したインジケータフィールドとを用いてスクランブルした仮想巡回
冗長検査（ＣＲＣ）の複数のパリティビットを使用して前記ｅＰＤＣＣＨをデコードする
手順を更に含む、項目９～１２のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
［項目１４］
　前記ノードから、前記ｅＰＤＣＣＨを受信する前に、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグ
ナリングによりｅＰＤＣＣＨについてのＰＲＢ構成情報を受信する手順を更に含む、項目
９～１３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
［項目１５］
　拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）検証の半永続的なスケジューリン
グ（ＳＰＳ）のセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）によりマスクしたスケ
ジューリングについて構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢと重なり合い、前記ｅＰＤＣＣＨが送信される
群を含む、ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分（ＲＡ）を有するｅＰＤＣＣＨにより搬送
されたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を受信するトランシーバモジュールと、
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　前記ＰＤＳＣＨのＰＲＢのリソース配分から、前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰ
ＲＢを減じる処理モジュールと
　を備えるユーザ機器（ＵＥ）。
［項目１６］
　前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、前記ＵＥのｅＰＤＣＣＨが送信される
無線デバイスに対するｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含む、項目１５に記載のＵＥ。
［項目１７］
　前記少なくとも１つのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢは、ｅＰＤＣＣＨが送信されるサブフレー
ム内の全てのｅＰＤＣＣＨのＰＲＢを含む、項目１５または１６に記載のＵＥ。
［項目１８］
　前記リソース配分のためのリソース配分タイプは、ＲＡタイプ０のリソースブロック群
（ＲＢＧ）に基づくスケジューリング、複数の仮想リソースブロック（ＶＲＢ）を使用す
るＲＡタイプ１のＰＲＢに基づくスケジューリング、および複数のＶＲＢを使用するＲＡ
タイプ２の隣接するＰＲＢに基づくスケジューリングからなる分類から選択される、項目
１５～１７のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目１９］
　前記ＳＰＳのＣ－ＲＮＴＩを用いてスクランブルした仮想巡回冗長検査（ＣＲＣ）の複
数のパリティビットを使用して前記ｅＰＤＣＣＨをデコードするデコーダを更に備え、
　前記処理モジュールは、有効な半永続的なアクティブ化またはリリースの前記ｅＰＤＣ
ＣＨにおけるインジケータフィールドが「０」の値であるかを更に検査する、項目１５～
１８のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目２０］
　前記ＵＥは、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイ画面、スピーカ、マイク、グ
ラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリポ
ート、およびそれらの組み合わせのうち少なくとも１つを備える、項目１５～１９のいず
れか１項に記載のＵＥ。
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