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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置であって、
　ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１Ｃの
ＰＤＣＣＨをモニタする受信部を備え、
　前記受信部が前記ＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームは、上位層から設定され、
　前記受信部は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたは
スペシャルサブフレームと指示されたサブフレームを、第二の上りリンク－下りリンク設
定によって下りリンクサブフレームと指示する前記ＰＤＣＣＨを受信しない、
　端末装置。
【請求項２】
　前記受信部が一つの無線フレームにおいて前記ＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームは
、ビットマップ形式の情報で設定される、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　プライマリーセルがＴＤＤである場合、前記受信部が前記ＰＤＣＣＨをモニタするサブ
フレームは、システムインフォメーションに含まれる第一の上りリンク－下りリンク設定
によって下りリンクサブフレームと指示されるサブフレームである
　請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
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　前記受信部が前記ＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームは、前記ビットマップ形式の情
報のうちの値が１であるビットに対応するサブフレームである、
　請求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記受信部が前記ＰＤＣＣＨをモニタしないサブフレームは、前記ビットマップ形式の
情報のうちの値が０であるビットに対応するサブフレーム、または、前記第一の上りリン
ク－下りリンク設定によって上りリンクサブフレームと指示されるサブフレームである、
　請求項３に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩは、専用ＲＲＣシグナリングを介して、一つ設定される、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記受信部は、システムインフォメーションに含まれる第一の上りリンク－下りリンク
設定によって下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示されたサブフ
レームを、前記第二の上りリンク－下りリンク設定によって上りリンクサブフレームと指
示する前記ＰＤＣＣＨを受信しない、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定
された上りリンク－下りリンク設定セットの中から設定される、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項９】
　前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、専用ＲＲＣシグナリングを介して、サービング
セルごとに設定される、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項１０】
　基地局装置であって、
　ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１Ｃの
ＰＤＣＣＨを送信する送信部を備え、
　前記送信部が前記ＰＤＣＣＨを送信するサブフレームは、上位層で設定され、
　前記送信部は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたは
スペシャルサブフレームと示されたサブフレームを、第二の上りリンク－下りリンク設定
によって下りリンクサブフレームと示す前記ＰＤＣＣＨを送信しない、
　基地局装置。
【請求項１１】
　前記送信部が一つの無線フレームにおいて前記ＰＤＣＣＨを送信するサブフレームは、
ビットマップ形式の情報で設定される、
　請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１２】
　プライマリーセルがＴＤＤである場合、前記送信部が前記ＰＤＣＣＨを送信するサブフ
レームは、システムインフォメーションに含まれる第一の上りリンク－下りリンク設定に
よって下りリンクサブフレームと示されるサブフレームである
　請求項１１に記載の基地局装置。
【請求項１３】
　前記送信部が前記ＰＤＣＣＨを送信するサブフレームは、前記ビットマップ形式の情報
のうちの値が１であるビットに対応するサブフレームである、
　請求項１２に記載の基地局装置。
【請求項１４】
　前記送信部が前記ＰＤＣＣＨを送信しないサブフレームは、前記ビットマップ形式の情
報のうちの値が０であるビットに対応するサブフレーム、または、前記第一の上りリンク
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－下りリンク設定によって上りリンクサブフレームと示されたサブフレームである、
　請求項１２に記載の基地局装置。
【請求項１５】
　前記ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩは、専用ＲＲＣシグナリングを介して、一つ設定される、
　請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１６】
　前記送信部は、システムインフォメーションに含まれる第一の上りリンク－下りリンク
設定によって下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと示されたサブフレ
ームを、前記第二の上りリンク－下りリンク設定によって上りリンクサブフレームと示す
前記ＰＤＣＣＨを受信しない、
　請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１７】
　前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定
された上りリンク－下りリンク設定セットの中から設定される、
　請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１８】
　前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、専用ＲＲＣシグナリングを介して、サービング
セルごとに設定される、
　請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１９】
　端末装置における通信方法であって、
　ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１Ｃの
ＰＤＣＣＨをモニタするステップを含み、
　前記ＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームは、上位層から設定され、
　下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブ
フレームと指示されたサブフレームを、第二の上りリンク－下りリンク設定によって下り
リンクサブフレームと指示する前記ＰＤＣＣＨを受信しない、
　通信方法。
【請求項２０】
　基地局装置における通信方法であって、
　ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１Ｃの
ＰＤＣＣＨを送信するステップを含み、
　前記ＰＤＣＣＨを送信するサブフレームは、上位層で設定され、
　下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブ
フレームと示されたサブフレームを、第二の上りリンク－下りリンク設定によって下りリ
ンクサブフレームと示す前記ＰＤＣＣＨを送信しない、
　通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末、基地局、集積回路、および通信方法に関する。
　本願は、２０１３年８月９日に、日本に出願された特願２０１３－１６６１６６号に基
づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
olution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnersh
ip Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置（基地局）をｅＮ
ｏｄｅＢ（evolved NodeB）、移動局装置（移動局、端末、端末装置）をＵＥ（User Equi
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pment）とも称する。ＬＴＥは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置する
セルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
【０００３】
　ＬＴＥは、周波数分割複信（Frequency Division Duplex: FDD）および時分割複信（Ti
me Division Duplex: TDD）に対応している。ＦＤＤ方式を採用したＬＴＥをＦＤ－ＬＴ
ＥまたはＬＴＥ　ＦＤＤとも称する。ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を周波
数分割多重することによって、少なくとも２つの周波数帯域において全二重通信を可能に
する技術である。ＴＤＤ方式を採用したＬＴＥをＴＤ－ＬＴＥまたはＬＴＥ　ＴＤＤとも
称する。ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単
一の周波数帯域において全二重通信を可能にする技術である。ＦＤ－ＬＴＥおよびＴＤ－
ＬＴＥの詳細は、非特許文献１に開示されている。
【０００４】
　また、基地局は、端末に対して、基地局と端末との間において既知の信号である参照信
号（ＲＳ；Reference Signalとも呼称される）を送信できる。この参照信号は、信号やチ
ャネルの復調やチャネル状態のレポートなどの様々な目的のために、複数の参照信号を送
信できる。例えば、セル固有参照信号は、セルに固有の参照信号として、全ての下りリン
クサブフレームにおいて送信される。また、例えば、端末固有参照信号は、端末に固有の
参照信号として、その端末に対するデータ信号がマッピングされるリソースにおいて送信
される。参照信号の詳細は、非特許文献１に開示されている。
【０００５】
　一方、通信システムにおいて、基地局と端末は、制御情報を用いて通信が実現できる。
特に、ＬＴＥの下りリンクでは、基地局は、ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Ch
annel）およびＥＰＤＣＣＨ（Enhanced Physical Downlink Control Channel）などの制
御チャネルを通じて、制御情報を端末に通知することができる。ＰＤＣＣＨはセル固有参
照信号に関連付けられて送信され、ＥＰＤＣＣＨは端末固有参照信号に関連付けられて送
信される。また、従来のＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨは、セルに固有の領域である共通サーチ
スペース（Common Search Space: CSS）、および／または、端末に固有の領域である端末
固有サーチスペース（UE-specific Search Space: USS）にマッピングできる。また、Ｅ
ＰＤＣＣＨは、端末固有サーチスペースのみにマッピングできる。そのため、例えば、共
通サーチスペースを用いて制御チャネルを送信する場合、基地局はＰＤＣＣＨを通じて制
御情報を通知することになる。制御チャネルの詳細は、非特許文献２に開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Phy
sical Channels and Modulation (Release 11), 3GPP TS 36.211 V11.3.0 (2013-06).
【非特許文献２】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Phy
sical layer procedures (Release 11), 3GPP TS 36.213 V11.3.0 (2013-06).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＰＤＣＣＨはセル固有参照信号に関連付けられて送信されるため、共通
サーチスペースは、セル固有参照信号がマッピングされるサブフレームのみに制限される
ことになる。このような制限は、効率的な制御情報の通知を妨げることになり、伝送効率
を大幅に劣化させる要因となる。
【０００８】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その一目的は、基地局と端末が通信
する通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる基地局、端末、通信シス
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テム、通信方法および集積回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）本発明の一実施形態に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって
、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを復号する受信部を備える。
【００１０】
　（２）また、本実施形態に係る端末装置において、前記上位層から設定されたサブフレ
ームは、システムインフォメーションに含まれる上りリンク－下りリンク設定によって下
りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームであって
もよい。
【００１１】
　（３）また、本実施形態に係る端末装置において、前記上位層から設定されたサブフレ
ームは、ビットマップ情報によって通知されてもよい。
【００１２】
　（４）また、本実施形態に係る端末装置において、前記受信部は、共通サーチスペース
において、前記ＰＤＣＣＨを復号するように構成されていてもよい。
【００１３】
　（５）また、本実施形態に係る端末装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは、複
数のサービングセルに対する上りリンク－下りリンク設定の指示を含んでもよい。
【００１４】
　（６）また、本実施形態に係る端末装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは、固
定数のビットフィールドを有してもよい。
【００１５】
　（７）また、本実施形態に係る端末装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは、設
定されたサービングセル数によらず固定数のビットフィールドを有してもよい。
【００１６】
　（８）また、本実施形態に係る端末装置において、前記ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩは、専
用ＲＲＣシグナリングを介して、一つ設定されてもよい。
【００１７】
　（９）また、本実施形態に係る端末装置において、前記受信部は、システムインフォメ
ーションに含まれる上りリンク－下りリンク設定によって下りリンクサブフレームまたは
スペシャルサブフレームと指示されたサブフレームが上りリンク－下りリンク設定によっ
て上りリンクサブフレームと指示する前記ＰＤＣＣＨを受信しないように構成されていて
もよい。
【００１８】
　（１０）また、本実施形態に係る端末装置において、前記受信部は、下りリンク参照Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示され
たサブフレームが上りリンク－下りリンク設定によって下りリンクサブフレームと指示す
る前記ＰＤＣＣＨを受信しないように構成されていてもよい。
【００１９】
　（１１）また、本実施形態に係る端末装置において、前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設
定は、限定された上りリンク－下りリンク設定セットの中から設定されてもよい。
【００２０】
　（１２）また、本実施形態に係る端末装置において、前記上りリンク－下りリンク設定
セットは、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定されてもよい。
【００２１】
　（１３）また、本実施形態に係る端末装置は、前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、
専用ＲＲＣシグナリングを介して、サービングセルごとに設定されてもよい。
【００２２】
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　（１４）本発明の他の一実施形態に係る基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置
であって、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩでスク
ランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを送信する送信部を備
える。
【００２３】
　（１５）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記上位層から設定されたサブ
フレームは、システムインフォメーションに含まれる上りリンク－下りリンク設定によっ
て下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームであ
ってもよい。
【００２４】
　（１６）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記上位層から設定されたサブ
フレームを、ビットマップ情報によって前記端末装置に通知してもよい。
【００２５】
　（１７）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記送信部は、共通サーチスペ
ースにおいて、前記ＰＤＣＣＨを送信するように構成されていてもよい。
【００２６】
　（１８）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは
、複数のサービングセルに対する上りリンク－下りリンク設定の指示を含んでもよい。
【００２７】
　（１９）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは
、固定数のビットフィールドを有してもよい。
【００２８】
　（２０）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記ＤＣＩフォーマット１Ｃは
、設定されたサービングセル数によらず固定数のビットフィールドを有してもよい。
【００２９】
　（２１）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記ＴＤＤ再設定用ＲＮＴＩを
、専用ＲＲＣシグナリングを介して、前記端末装置に一つ設定してもよい。
【００３０】
　（２２）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記送信部は、システムインフ
ォメーションに含まれる上りリンク－下りリンク設定によって下りリンクサブフレームま
たはスペシャルサブフレームと指示されたサブフレームが上りリンク－下りリンク設定に
よって上りリンクサブフレームと指示する前記ＰＤＣＣＨを送信しないように構成されて
いてもよい。
【００３１】
　（２３）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記送信部は、下りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームと指示さ
れたサブフレームが上りリンク－下りリンク設定によって下りリンクサブフレームと指示
する前記ＰＤＣＣＨを送信しないように構成されていてもよい。
【００３２】
　（２４）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定を、限定された上りリンク－下りリンク設定セットの中から前記端末装置に設定して
もよい。
【００３３】
　（２５）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記上りリンク－下りリンク設
定セットは、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定されてもよい。　
【００３４】
　（２６）また、本実施形態に係る基地局装置において、前記下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定を、専用ＲＲＣシグナリングを介して、サービングセルごとに前記端末装置に設定し
てもよい。
【００３５】
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　（２７）本発明の他の一実施形態に係る通信方法は、基地局装置と通信する端末装置の
通信方法であって、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設定用ＲＮＴ
ＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを復号するス
テップを含む。
【００３６】
　（２８）本発明の他の一実施形態に係る通信方法は、端末装置と通信する基地局装置に
通信方法であって、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設定用ＲＮＴ
ＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを送信するス
テップを含む。
【００３７】
　（２９）本発明の他の一実施形態に係る集積回路は、基地局装置と通信する端末装置で
実現される集積回路であって、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設
定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを
復号する機能を実現する。
【００３８】
　（３０）本発明の他の一実施形態に係る集積回路は、端末装置と通信する基地局装置で
実現される集積回路であって、上位層から設定されたサブフレームにおいて、ＴＤＤ再設
定用ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマット１ＣのＰＤＣＣＨを
送信する機能を実現する。
【発明の効果】
【００３９】
　この発明の実施形態によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、伝
送効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態のスロットの構成を示す図である。
【図４】本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図６】本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図７】本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図８】本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図９】ＥＰＤＣＣＨセットの一例を示す図である。
【図１０】ＥＰＤＣＣＨサーチスペースの一例を示す図である。
【図１１】上りリンク－下りリンク設定の一例である。
【図１２】移動局装置における制御チャネルのモニタリングに関するフローチャートの一
例を示す図である。
【図１３】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１４】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１５】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１６】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１７】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１８】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図１９】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図２０】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図２１】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
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【図２２】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図２３】サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。
【図２４】制御チャネルとサーチスペースとサブフレームに基づく制御チャネルの復号処
理に用いるＲＮＴＩの種類の一例を示す図である。
【図２５】制御チャネルとサーチスペースとサブフレームに基づく制御チャネルの復号処
理に用いるＲＮＴＩの種類の一例を示す図である。
【図２６】サブフレーム設定とモニタリングに用いるＲＮＴＩの一例を示す図である。
【図２７】サブフレーム設定とモニタリングに用いるＲＮＴＩの一例を示す図である。
【図２８】サブフレーム設定とスクランブルシーケンス生成に用いるパラメータの一例を
示す図である。
【図２９】サブフレーム設定とスクランブルシーケンス生成に用いるパラメータの一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００４２】
　本実施形態では、移動局装置は、複数のセルが設定される。移動局装置が複数のセルを
介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する
。移動局装置に対して設定される複数のセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されても
よい。また、設定された複数のセルの一部において、本発明が適用されてもよい。移動局
装置に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
【００４３】
　設定された複数のサービングセルは、１つのプライマリーセルと１つまたは複数のセカ
ンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション構築（initial connecti
on establishment）プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再構築（co
nnection re-establishment）プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンド
オーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。ＲＲＣコネクシ
ョンが構築された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
【００４４】
　本実施形態の無線通信システムは、ＴＤＤ（Time Division Duplex）方式が適用される
。セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの全てに対してＴＤＤ方式が適用されて
もよい。また、セルアグリゲーションの場合には、ＴＤＤ方式が適用されるセルとＦＤＤ
（Frequency Division Duplex）方式が適用されるセルが集約されてもよい。ＴＤＤが適
用されるセルとＦＤＤが適用されるセルとが集約される場合に、ＴＤＤが適用されるセル
に対して本発明を適用することができる。
【００４５】
　ＴＤＤが適用される複数のセルがアグリゲートされる場合には、半二重（half-duplex
）TDD方式または全二重（full-duplex）ＴＤＤ方式が適用できる。
【００４６】
　移動局装置は、移動局装置によってキャリアアグリゲーションがサポートされているバ
ンドの組合せを示す情報を、基地局装置に送信する。移動局装置は、バンドの組合せのそ
れぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送
信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置に送信する。
【００４７】
　本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸまたはＹ”の意味を含む。本実施形態におい
て、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸおよびＹ”の意味を含む。本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、
“Ｘおよび／またはＹ”の意味を含む。
【００４８】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、移動局装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。以下、移動局装置１Ａ
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～１Ｃを移動局装置１という。
【００４９】
　本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
【００５０】
　図１において、移動局装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、上りリ
ンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報
を送信するために使用できる。上りリンク物理チャネルは、ＰＵＣＣＨ（Physical Uplin
k Control Channel）、ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）、ＰＲＡＣＨ（P
hysical Random Access Channel）などを含む。
【００５１】
　ＰＵＣＣＨは、上りリンク制御情報（Uplink Control Information: UCI）を送信する
ために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状
態情報（Channel State Information: CSI）、ＰＵＳＣＨリソースの要求を示すスケジュ
ーリング要求（Scheduling Request: SR）、下りリンクデータ（Transport block, Downl
ink-Shared Channel: DL-SCH）に対するＡＣＫ（acknowledgement）／ＮＡＣＫ（negativ
e-acknowledgement）を含む。ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＨＡＲＱフィー
ドバック、または、応答情報とも称する。
【００５２】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（Uplink-Shared Channel: UL-SCH）を送信するため
に用いられる物理チャネルである。また、ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータと共にＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫおよび／またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、
ＰＵＳＣＨはチャネル状態情報のみ、または、ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよびチャネル状態情報
のみを送信するために用いられてもよい。
【００５３】
　ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネ
ルである。ＰＲＡＣＨは、移動局装置１が基地局装置３と時間領域の同期をとることを主
な目的とする。その他に、ＰＲＡＣＨは、初期コネクション構築（initial connection e
stablishment）プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再構築（connec
tion re-establishment）プロシージャ、上りリンク送信に対する同期（タイミング調整
）、およびＰＵＳＣＨリソースの要求を示すためにも用いられる。
【００５４】
　図１において、上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号が用いられる。上りリ
ンク物理信号は、上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal: UL RS）などを含む。
上りリンク参照信号は、ＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal）、ＳＲＳ（Soundin
g Reference Signal）などが用いられる。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの送
信に関連する。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨと時間多重される。基地局装置
３は、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの伝搬路補正を行なうためにＤＭＲＳを使用する。以
下、ＰＵＳＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単にＰＵＳＣＨを送信すると称する。
以下、ＰＵＣＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単にＰＵＣＣＨを送信すると称する
。なお、上りリンクのＤＭＲＳは、ＵＬ－ＤＭＲＳとも呼称される。ＳＲＳは、ＰＵＳＣ
ＨまたはＰＵＣＣＨの送信に関連しない。基地局装置３は、上りリンクのチャネル状態を
測定するためにＳＲＳを使用する。
【００５５】
　図１において、基地局装置３から移動局装置１への下りリンクの無線通信では、下りリ
ンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報
を送信するために使用できる。下りリンク物理チャネルは、ＰＢＣＨ（Physical Broadca
st Channel）、ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator Channel）、ＰＨＩ
ＣＨ（Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel）、ＰＤＣＣＨ（
Physical Downlink Control Channel）、ＥＰＤＣＣＨ（Enhanced Physical Downlink Co
ntrol Channel）、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）、ＰＭＣＨ（Physi
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cal Multicast Channel）などを含む。
【００５６】
　ＰＢＣＨは、移動局装置１で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック（
Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH）を報知するために用いられ
る。ＭＩＢは、４０ms間隔で更新できる。ＰＢＣＨは１０ｍｓ周期で繰り返し送信される
。具体的には、SFN mod 4 = 0を満たす無線フレームにおけるサブフレーム０においてＭ
ＩＢの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム０においてＭ
ＩＢの再送信（repetition）が行なわれる。ＳＦＮ（system frame number）は無線フレ
ームの番号である。ＭＩＢはシステム情報である。例えば、ＭＩＢは、ＳＦＮを示す情報
を含む。
【００５７】
　ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨの送信に用いられる領域（ＯＦＤＭシンボル）を指示する
情報を送信するために用いられる。
【００５８】
　ＰＨＩＣＨは、基地局装置３が受信した上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: U
L-SCH）に対するＡＣＫ（ACKnowledgement）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgement
）を示すＨＡＲＱインディケータ（ＨＡＲＱフィードバック、応答情報）を送信するため
に用いられる。例えば、移動局装置１がＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータを受信した
場合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例えば、移動局装置１がＮＡＣＫを示
すＨＡＲＱインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送する。単
一のＰＨＩＣＨは、単一の上りリンクデータに対するＨＡＲＱインディケータを送信する
。基地局装置３は、同一のＰＵＳＣＨに含まれる複数の上りリンクデータに対するＨＡＲ
Ｑインディケータのそれぞれを複数のＰＨＩＣＨを用いて送信する。
【００５９】
　ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（Downlink Control Informati
on: DCI）を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、ＤＣＩフォーマットと
も称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント（downlink grant）および上りリ
ンクグラント（uplink grant）を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメン
ト（downlink assignment）または下りリンク割り当て（downlink allocation）とも称す
る。ＰＤＣＣＨは、物理レイヤセル識別子に基づいてスクランブルされる。ＥＰＤＣＣＨ
は、上位レイヤで通知されたパラメータに基づいてスクランブルされる。前記パラメータ
は、例えば、ＤＭＲＳのスクランブルシーケンスの初期値に用いられるパラメータ（dmrs
-ScramblingSequenceInit）である。
【００６０】
　下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いら
れる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサ
ブフレーム内のＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、単
一のセル内の単一のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは
、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより４つ以上後のサブフレーム内の単
一のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる。
【００６１】
　ＤＣＩフォーマットには、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）パリティビットが付加
される。ＣＲＣパリティビットは、Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary Ident
ifier）、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Tem
porary Identifier）、ＳＩ－ＲＮＴＩ（Systemp Information-Radio Network Temporary
 Identifier）、Ｐ－ＲＮＴＩ（Paging-Radio Network Temporary Identifier）、ＲＡ－
ＲＮＴＩ（Random Access-Radio Network Temporary Identifier）、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ
－ＲＮＴＩ（Transmit Power Control-Physical Uplink Control Channel-Radio Network
 Temporary Identifier）、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ（Transmit Power Control-Ph
ysical Uplink Shared Channel-Radio Network Temporary Identifier）、一時的Ｃ－Ｒ
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ＮＴＩ、または、Ｍ－ＲＮＴＩ（MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services)-Radi
o Network Temporary Identifier）でスクランブルされる。Ｃ－ＲＮＴＩおよびＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩは、セル内において移動局装置を識別するための識別子である。Ｃ－ＲＮＴ
Ｉは、単一のサブフレームにおけるＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨを制御するために用いら
れる。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨのリソースを周期的に割り
当てるために用いられる。ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャ
ネルは、ＳＩＢ（System Information Block）を制御するために用いられる。Ｐ－ＲＮＴ
ＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用
いられる。ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、RACHに
対するレスポンスを制御するために用いられる。ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ＰＵＣＣＨの電力制御を行うために用いら
れる。ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネル
は、ＰＵＳＣＨの電力制御を行うために用いられる。一時的Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する制御チャネルは、Ｃ－ＲＮＴＩにより識別されていない移動局装置
のために用いられる。Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは
、ＭＢＭＳを制御するために用いられる。なお、ＲＮＴＩは上記のＲＮＴＩに限らず、新
たなＲＮＴＩを用いてＤＣＩフォーマットをスクランブルされてもよい。新たなＲＮＴＩ
は、例えばＴＤＤ－ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎの情報を識別するための識別子（以
下、Ｄ－ＲＮＴＩ、ｅＩＭＴＡ－ＲＮＴＩ、または、ＵＥグループＲＮＴＩやＴＤＤ上り
リンク－下りリンク再設定用ＲＮＴＩやダイナミックＴＤＤ設定用ＲＮＴＩとも称する。
）である。例えば、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、あるいは移動局
装置１に固有の設定として、基地局装置３が移動局装置１に上りリンク－下りリンク設定
あるいは送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をシグナリングするに際し、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣ
ＣＨを用いる。このとき、このＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨで送信されるＤＣＩはＤ－
ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加される。
【００６２】
　Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、複数のＵＥに対す
る制御を行うために用いられる。すなわち、Ｄ－ＲＮＴＩは、複数のＵＥで共通に設定さ
れ得るＲＮＴＩである。なお、同じＤ－ＲＮＴＩが設定された複数のＵＥは、ＵＥグルー
プとも呼称される。Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、
ＵＥグループ間で共通に制御するために用いることができる。例えば、ＵＥグループは、
セルとは独立した単位として用いることができ、送信点毎に設定できる。また、Ｄ－ＲＮ
ＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、上りリンク－下りリンク設定
を設定するために用いることができる。詳細は後述するが、サブフレーム設定は、セル固
有のＳＩＢで設定される上りリンク－下りリンク設定１と、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する制御チャネルを通じて設定される上りリンク－下りリンク設定２と
に基づいて、設定できる。例えば、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制
御チャネルが無線フレーム毎に送信され、上りリンク－下りリンク設定２がＤ－ＲＮＴＩ
でスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルを通じて設定される場合、上りリンク
－下りリンク設定２は、無線フレーム毎に、ＵＥグループを単位として、設定できる。
【００６３】
　また、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、所定のサー
チスペースのみにマッピングされるようにできる。その場合、同じＤ－ＲＮＴＩが設定さ
れるＵＥ間で共通に設定されるサーチスペースであることが好ましい。例えば、Ｄ－ＲＮ
ＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、共通サーチスペースのみにマ
ッピングされることができる。また、例えば、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣ
を有する制御チャネルは、ＵＥ固有サーチスペースにマッピングされる場合でも、同じＤ
－ＲＮＴＩが設定されるＵＥ間で共通に設定されるサーチスペースであることが好ましい
。
【００６４】
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　また、例えば、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルのみが
マッピングされ得るサーチスペースが定義され、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
Ｃを有する制御チャネルは、そのサーチスペースにマッピングされるようにしてもよい。
すなわち、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ＵＥグル
ープに固有のサーチスペースにマッピングされることができる。
【００６５】
　基地局装置３は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルを、
共通サーチスペース、ＵＥ固有サーチスペース、および／または、ＵＥグループに固有の
サーチスペースにマッピングする。移動局装置１は、共通サーチスペース、ＵＥ固有サー
チスペース、および／または、ＵＥグループに固有のサーチスペースに対して、Ｄ－ＲＮ
ＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルをモニタし、検出する。なお、Ｕ
Ｅグループに固有の設定におけるグループは、基地局装置３の観点からのグループであり
、移動局装置１の観点からは、単に移動局装置１に固有の設定であってもよい。
【００６６】
　ＤＣＩフォーマットは、基地局装置によってＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣパリ
ティビットが付加され、制御チャネルに同梱されて送信される。移動局装置は、前記基地
局装置から送信された制御チャネルの復号処理を行う。移動局装置は、ＤＣＩフォーマッ
トに付加されたＣＲＣパリティビットに対して当該移動局装置が有するＲＮＴＩを用いて
デスクランブルを行う。ＣＲＣパリティビットのデスクランブルが成功した場合は、前記
ＤＣＩフォーマットは当該移動局装置宛の情報であると識別し、ＣＲＣパリティビットの
デスクランブルが成功しなかった場合は、前記ＤＣＩフォーマットは当該移動局装置宛の
情報でないと識別する。上記の動作によって、移動局装置は基地局装置から送信された複
数の情報から該移動局装置宛の情報を識別する。ＲＮＴＩによる制御チャネルの復号処理
は、すなわちＲＮＴＩを用いた制御チャネルのモニタリング、または、ＲＮＴＩを用いた
制御情報のモニタリングとも言い換えることができる。
【００６７】
　ＰＤＳＣＨは、下りリンクデータ（Downlink Shared Channel: DL-SCH）を送信するた
めに用いられる。
【００６８】
　ＰＭＣＨは、マルチキャストデータ（Multicast Channel: MCH）を送信するために用い
られる。
【００６９】
　図１において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。
下りリンク物理信号は、同期信号（Synchronization signal: SS）、下りリンク参照信号
（Downlink Reference Signal: DL RS）などを含む。
【００７０】
　同期信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるため
に用いられる。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、
ＴＤＤ方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム０、１、５、６に配置さ
れる。ＦＤＤ方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム０と５に配置され
る。
【００７１】
　下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なう
ために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンクのチャネル状態情
報を算出するために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置１が自装置の地理的
な位置を測定するために用いられる。
【００７２】
　下りリンク参照信号は、ＣＲＳ（Cell-specific Reference Signal）、ＰＤＳＣＨに関
連するＵＲＳ（UE-specific Reference Signal）、ＥＰＤＣＣＨに関連するＤＭＲＳ（De
modulation Reference Signal）、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ（Non-Zero Power Chanel State
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 Information - Reference Signal）、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ（Zero Power Chanel State I
nformation - Reference Signal）、ＭＢＳＦＮ　ＲＳ（Multimedia Broadcast and Mult
icast Service over Single Frequency Network Reference signal）、ＰＲＳ（Position
ing Reference Signal）、ＴＲＳ（Tracking Reference Signal）などを含む。
【００７３】
　ＣＲＳは、サブフレームの全帯域で送信される。ＣＲＳは、ＰＢＣＨ／ＰＤＣＣＨ／Ｐ
ＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＤＳＣＨの復調を行なうために用いられる。ＣＲＳは、移動
局装置１が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。ＰＢＣＨ
／ＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨは、ＣＲＳの送信に用いられるアンテナポート
で送信される。
【００７４】
　ＰＤＳＣＨに関連するＵＲＳは、ＵＲＳが関連するＰＤＳＣＨの送信に用いられるサブ
フレームおよび帯域で送信される。ＵＲＳは、ＵＲＳが関連するＰＤＳＣＨの復調を行な
うために用いられる。
【００７５】
　ＰＤＳＣＨは、ＣＲＳまたはＵＲＳの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
ＤＣＩフォーマット１Ａは、ＣＲＳの送信に用いられるアンテナポートで送信されるＰＤ
ＳＣＨのスケジューリングに用いられる。ＤＣＩフォーマット２Ｄは、ＵＲＳの送信に用
いられるアンテナポートで送信されるＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いられる。
【００７６】
　ＥＰＤＣＣＨに関連するＤＭＲＳは、ＤＭＲＳが関連するＥＰＤＣＣＨの送信に用いら
れるサブフレームおよび帯域で送信される。ＤＭＲＳは、ＤＭＲＳが関連するＥＰＤＣＣ
Ｈの復調を行なうために用いられる。ＥＰＤＣＣＨは、ＤＭＲＳの送信に用いられるアン
テナポートで送信される。ＤＭＲＳのシンボルは、上位レイヤで通知されたパラメータに
基づいてスクランブルされる。前記パラメータは、例えば、ＤＭＲＳのスクランブルシー
ケンスの初期値に用いられるパラメータ（dmrs-ScramblingSequenceInit）である。
【００７７】
　ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、設定されたサブフレームで送信される。ＮＺＰ　ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが送信されるリソースは、基地局装置が設定する。ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、移動局装
置１が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。移動局装置１は、Ｎ
ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを用いて信号測定（チャネル測定）を行なう。
【００７８】
　ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳのリソースは、基地局装置３が設定する。基地局装置３は、ＺＰ　
ＣＳＩ－ＲＳをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置３は、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを送
信しない。基地局装置３は、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳの設定したリソースにおいて、ＰＤＳＣ
ＨおよびＥＰＤＣＣＨを送信しない。例えば、あるセルにおいてＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳが
対応するリソースにおいて、移動局装置１は、干渉を測定することができる。
【００７９】
　ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、ＰＭＣＨの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される
。ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、ＰＭＣＨの復調を行なうために用いられる。ＰＭＣＨは、ＭＢＳ
ＦＮ　ＲＳの送信用いられるアンテナポートで送信される。
【００８０】
　ＰＲＳは、移動局装置が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
【００８１】
　ＴＲＳは、所定のサブフレームにマッピングできる。例えば、ＴＲＳは、サブフレーム
０および５にマッピングされる。また、ＴＲＳは、ＣＲＳの一部と同様の構成を用いるこ
とができる。例えば、リソースブロックのそれぞれにおいて、ＴＲＳがマッピングされる
リソースエレメントの位置は、アンテナポート０のＣＲＳがマッピングされるリソースエ
レメントの位置と同じにすることができる。また、ＴＲＳに用いられる系列（値）は、Ｐ
ＢＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨ（ＲＲＣシグナリング）を通じて設
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定された情報に基づいて決定できる。ＴＲＳに用いられる系列（値）は、セルＩＤ（例え
ば、物理レイヤセル識別子）、スロット番号などのパラメータに基づいて決定できる。Ｔ
ＲＳに用いられる系列（値）は、アンテナポート０のＣＲＳに用いられる系列（値）とは
異なる方法（式）によって決定できる。
【００８２】
　下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称す
る。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称
する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネル
と称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する
。
【００８３】
　ＢＣＨ、ＭＣＨ、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである
。媒体アクセス制御（Medium Access Control: MAC）層で用いられるチャネルをトランス
ポートチャネルと称する。ＭＡＣ層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トラ
ンスポートブロック（transport block: TB）またはＭＡＣ　ＰＤＵ（Protocol Data Uni
t）とも称する。ＭＡＣ層においてトランスポートブロック毎にＨＡＲＱ（Hybrid Automa
tic Repeat reQuest）の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、ＭＡＣ層が物理
層に渡す（deliver）データの単位である。物理層において、トランスポートブロックは
コードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
【００８４】
　以下、本実施形態の無線フレーム（radio frame）の構成について説明する。
【００８５】
　図２は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞ
れは、１０ｍｓ長である。図２において、横軸は時間軸である。また、無線フレームのそ
れぞれは２つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームのそれぞれは、５ｍｓ長
である。ハーフフレームのそれぞれは、５のサブフレームから構成される。サブフレーム
のそれぞれは、１ｍｓ長であり、２つの連続するスロットによって定義される。スロット
のそれぞれは、０．５ｍｓ長である。無線フレーム内のｉ番目のサブフレームは、（２×
ｉ）番目のスロットと（２×ｉ＋１）番目のスロットとから構成される。つまり、１０ｍ
ｓ間隔のそれぞれにおいて、１０個のサブフレームが利用できる。
【００８６】
　サブフレームは、下りリンクサブフレーム（第１のサブフレーム）、上りリンクサブフ
レーム（第２のサブフレーム）、スペシャルサブフレーム（第３のサブフレーム）などを
含む。
【００８７】
　下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである
。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである
。スペシャルサブフレームは３つのフィールドから構成される。該３つのフィールドは、
ＤｗＰＴＳ（Downlink Pilot Time Slot）、ＧＰ（Guard Period）、およびＵｐＰＴＳ（
Uplink Pilot Time Slot）である。ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、およびＵｐＰＴＳの合計の長さは
１ｍｓである。ＤｗＰＴＳは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。
ＵｐＰＴＳは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。ＧＰは下りリン
ク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。なお、スペシャルサブフ
レームは、ＤｗＰＴＳおよびＧＰのみによって構成されてもよいし、ＧＰおよびＵｐＰＴ
Ｓのみによって構成されてもよい。
【００８８】
　単一の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム
、およびスペシャルサブフレームから構成される。
【００８９】
　本実施形態の無線通信システムは、５ｍｓと１０ｍｓの下りリンク‐上りリンク・スイ
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ッチポイント周期（downlink-to-uplink switch-point periodicity）をサポートする。
下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が５ｍｓの場合には、無線フレーム内の
両方のハーフフレームにスペシャルサブフレームが含まれる。下りリンク‐上りリンク・
スイッチポイント周期が１０ｍｓの場合には、無線フレーム内の最初のハーフフレームの
みにスペシャルサブフレームが含まれる。
【００９０】
　以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
【００９１】
　図３は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。本実施形態では、ＯＦＤＭシン
ボルに対してノーマルＣＰ（normal Cyclic Prefix）が適用される。なお、ＯＦＤＭシン
ボルに対して拡張ＣＰ（extended Cyclic Prefix）が適用されてもよい。スロットのそれ
ぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現
される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャ
リアと、時間方向に対する複数のＯＦＤＭシンボルによって定義される。上りリンクにお
いて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対す
る複数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルによって定義される。サブキャリアまたはリソースブロ
ックの数は、セルの帯域幅に依存する。１つのスロットを構成するＯＦＤＭシンボルまた
はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数は、ノーマルＣＰの場合は７であり、拡張ＣＰの場合は６
である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リ
ソースエレメントは、サブキャリアの番号とＯＦＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルの番号とを用いて識別される。
【００９２】
　リソースブロックは、ある物理チャネル（ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨなど）のリソー
スエレメントにマッピングするために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブ
ロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブ
ロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッ
プされる。１つの物理リソースブロックは、時間領域において７個の連続するＯＦＤＭシ
ンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと周波数領域において１２個の連続するサブキャリ
アとから定義される。ゆえに、１つの物理リソースブロックは（７×１２）個のリソース
エレメントから構成される。また、１つの物理リソースブロックは、時間領域において１
つのスロットに対応し、周波数領域において１８０ｋＨｚに対応する。物理リソースブロ
ックは周波数領域において０から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック
番号が対応する、１つのサブフレーム内の２つのリソースブロックは、物理リソースブロ
ックペア（ＰＲＢペア、ＲＢペア）として定義される。
【００９３】
　以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号につい
て説明する。
【００９４】
　図４は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。基地局装置３は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリ
ンク物理チャネル（ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ）、および／または下りリンク物理信号（同期信号、下りリンク参照信号）を
送信できる。なお、ＰＢＣＨは無線フレーム内のサブフレーム０のみで送信される。なお
、下りリンク参照信号は周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメント
に配置される。説明の簡略化のため、図４において下りリンク参照信号は図示しない。
【００９５】
　ＰＤＣＣＨ領域において、複数のＰＤＣＣＨが周波数、時間、および／または空間多重
されてもよい。ＥＰＤＣＣＨ領域において、複数のＥＰＤＣＣＨが周波数、時間、および
／または空間多重されてもよい。ＰＤＳＣＨ領域において、複数のＰＤＳＣＨが周波数、
時間、および／または空間多重されてもよい。ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨおよび／またはＥ
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ＰＤＣＣＨは周波数、時間、および／または空間多重されてもよい。
【００９６】
　図５は、本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。移動局装置１は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリ
ンク物理チャネル（ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨ）、および上りリンク物理信号
（ＵＬ－ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）を送信してもよい。ＰＵＣＣＨ領域において、複数のＰＵＣ
ＣＨが周波数、時間、空間および／またはコード多重される。ＰＵＳＣＨ領域において、
複数のＰＵＳＣＨが周波数、時間、空間および／またはコード多重されてもよい。ＰＵＣ
ＣＨおよびＰＵＳＣＨは周波数、時間、空間および／またはコード多重されてもよい。Ｐ
ＲＡＣＨは単一のサブフレームまたは２つのサブフレームにわたって配置されてもよい。
また、複数のＰＲＡＣＨが符号多重されてもよい。
【００９７】
　ＳＲＳは上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いて送信され
る。つまり、ＳＲＳは上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに配置
される。移動局装置１は、単一のセルの単一のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにおいて、ＳＲＳ
と、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨとの同時送信を制限できる。移動局装置１は、
単一のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最
後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除くＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いてＰＵＳＣＨおよび／
またはＰＵＣＣＨを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルを用いてＳＲＳを送信することができる。つまり、単一のセルの単一の上りリンクサブ
フレームにおいて、移動局装置１は、ＳＲＳと、ＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨとを送信す
ることができる。なお、ＤＭＲＳはＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨと時間多重される。説明
の簡略化のため図５においてＤＭＲＳは図示しない。
【００９８】
　図６は、本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。図６において、ＤｗＰＴＳはスペシャルサブフレーム内の１
番目から１０番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成され、ＧＰはスペシャルサブフレー
ム内の１１番目と１２番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成され、ＵｐＰＴＳはスペシ
ャルサブフレーム内の１３番目と１４番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成される。
【００９９】
　基地局装置３は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨ
ＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号、および、下りリンク参照信
号を送信してもよい。基地局装置３は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、
ＰＢＣＨの送信を制限できる。移動局装置１は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳに
おいて、ＰＲＡＣＨ、およびＳＲＳを送信してもよい。つまり、移動局装置１は、スペシ
ャルサブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳの送
信を制限できる。
【０１００】
　図７は、本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、移動局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７
、および送受信アンテナ１０９を含んで構成される。また、上位層処理部１０１は、無線
リソース制御部１０１１、サブフレーム設定部１０１３、スケジューリング情報解釈部１
０１５、および、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告制御部１０１７を含んで構成される。
また、受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５、無線
受信部１０５７、およびチャネル測定部１０５９を含んで構成される。また、送信部１０
７は、符号化部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信部１０７７、およ
び上りリンク参照信号生成部１０７９を含んで構成される。
【０１０１】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランス
ポートブロック）を、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アク
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セス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet D
ata Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層
、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行なう。
【０１０２】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
管理をする。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置され
る情報を生成し、送信部１０７に出力する。
【０１０３】
　上位層処理部１０１が備えるサブフレーム設定部１０１３は、基地局装置３により設定
される情報に基づいて、基地局装置３および／または基地局装置３とは異なる基地局装置
におけるサブフレーム設定を管理する。例えば、サブフレーム設定は、サブフレームに対
する上りリンクまたは下りリンクの設定である。サブフレーム設定は、サブフレームパタ
ーン設定（Subframe pattern configuration）、上りリンク－下りリンク設定（Uplink-d
ownlink configuration）、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定（Uplink reference configur
ation）、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定（Downlink reference configuration）、およ
び／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定（transmission direction configuration）を含む
。サブフレーム設定部１０１３は、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上り
リンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設
定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。また、サブフレーム設定部
１０１３は、少なくとも２つのサブフレームセットをセットできる。なお、サブフレーム
パターン設定は、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定を含む。なお、サブフレーム設定部１０
１３は、端末サブフレーム設定部とも呼称される。
【０１０４】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング情報解釈部１０１５は、受信部１０５を
介して受信したＤＣＩフォーマット（スケジューリング情報）の解釈をし、前記ＤＣＩフ
ォーマットを解釈した結果に基づいて、受信部１０５および送信部１０７の制御を行なう
ために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。
【０１０５】
　スケジューリング情報解釈部１０１５は、サブフレーム設定、サブフレームパターン設
定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ
－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて、送信処理および受信
処理を行うタイミングを決定する。
【０１０６】
　ＣＳＩ報告制御部１０１７は、ＣＳＩ参照リソースを特定する。ＣＳＩ報告制御部１０
１７は、チャネル測定部１０５９に、ＣＳＩ参照リソースに関連するＣＱＩを導き出すよ
う指示する。ＣＳＩ報告制御部１０１７は、送信部１０７に、ＣＱＩを送信するよう指示
をする。ＣＳＩ報告制御部１０１７は、チャネル測定部１０５９がＣＱＩを算出する際に
用いる設定をセットする。
【０１０７】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５および
送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号を
受信部１０５および送信部１０７に出力して、受信部１０５および送信部１０７の制御を
行なう。
【０１０８】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に基づいて、送受信アンテナ１
０９が基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号する。受信部１０５は、
復号した情報を上位層処理部１０１に出力する。
【０１０９】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９が受信した下りリンクの信号を、中間周
波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）、不要な周波数成分を除去し、信号レ
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ベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交
成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する
。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フ
ーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出する。
【０１１０】
　多重分離部１０５５は、抽出した信号から、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ、および／または下りリンク参照信号を、それぞれ分離する。また、多重分離
部１０５５は、チャネル測定部１０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＨＩＣＨ
、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、および／またはＰＤＳＣＨの伝搬路の補償を行なう。また
、多重分離部１０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部１０５９に出力
する。
【０１１１】
　復調部１０５３は、ＰＨＩＣＨに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号
に対してＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調方式の復調を行ない、復号化部１
０５１へ出力する。復号化部１０５１は、自装置宛てのＰＨＩＣＨを復号し、復号したＨ
ＡＲＱインディケータを上位層処理部１０１に出力する。復調部１０５３は、ＰＤＣＣＨ
および／またはＥＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部１０
５１へ出力する。復号化部１０５１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨの復号を
試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応す
るＲＮＴＩとを上位層処理部１０１に出力する。
【０１１２】
　復調部１０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying
）、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の下りリンクグラ
ントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化部１０
５１は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、
復号した下りリンクデータ（トランスポートブロック）を上位層処理部１０１へ出力する
。
【０１１３】
　チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照信号か
ら下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態
を上位層処理部１０１へ出力する。また、チャネル測定部１０５９は、下りリンク参照信
号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部１０５５へ出力する。チャネル
測定部１０５９は、ＣＱＩの算出のために、チャネル測定、および／または、干渉測定を
行なう。
【０１１４】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータ（トランスポートブロッ
ク）を符号化および変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信
号を多重し、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【０１１５】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報を畳込み
符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部１０７１は、ＰＵＳＣＨのス
ケジューリングに用いられる情報に基づいてターボ符号化を行なう。
【０１１６】
　変調部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャ
ネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部１０７３は、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＭ（Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing）を用いることによ
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り同一のＰＵＳＣＨで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし
、この系列に対してプレコーディング（precoding）を行なう。
【０１１７】
　上りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
識別子（physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。）、上りリンク参照信号
を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、ＤＭＲＳシー
ケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則（式）で求まる系
列を生成する。多重部１０７５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、ＰＵ
ＳＣＨの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete Fourier Tra
nsform: DFT）する。また、多重部１０７５は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成し
た上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部１０７５は、
ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に
リソースエレメントに配置する。
【０１１８】
　無線送信部１０７７は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号
を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中
間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分
を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）
し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する
。
【０１１９】
　図８は、本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信部３０７
、および、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３０１は、
無線リソース制御部３０１１、サブフレーム設定部３０１３、スケジューリング部３０１
５、および、ＣＳＩ報告制御部３０１７を含んで構成される。また、受信部３０５は、復
号化部３０５１、復調部３０５３、多重分離部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル
測定部３０５９を含んで構成される。また、送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部
３０７３、多重部３０７５、無線送信部３０７７、および、下りリンク参照信号生成部３
０７９を含んで構成される。
【０１２０】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。
【０１２１】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
に配置される下りリンクデータ（トランスポートブロック）、システムインフォメーショ
ン、ＲＲＣメッセージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）などを生成し、又は上位ノー
ドから取得し、送信部３０７に出力する。また、無線リソース制御部３０１１は、移動局
装置１各々の各種設定情報の管理をする。
【０１２２】
　上位層処理部３０１が備えるサブフレーム設定部３０１３は、サブフレーム設定、サブ
フレームパターン設定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、
下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定の管理を、移
動局装置１のそれぞれに対して行なう。サブフレーム設定部３０１３は、移動局装置１の
それぞれに対して、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク－下りリ
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ンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／ま
たは、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。サブフレーム設定部３０１３は、サブフレ
ーム設定に関する情報を移動局装置１に送信する。なお、サブフレーム設定部３０１３は
、基地局サブフレーム設定部とも呼称される。
【０１２３】
　基地局装置３は、移動局装置１に対する、サブフレーム設定、サブフレームパターン設
定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ
－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を決定してもよい。また、基地局
装置３は、移動局装置１に対する、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上り
リンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設
定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を上位ノードから指示されてもよい。
【０１２４】
　例えば、サブフレーム設定部３０１３は、上りリンクのトラフィック量および下りリン
クのトラフィック量に基づいて、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリ
ンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定
、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を決定してもよい。
【０１２５】
　サブフレーム設定部３０１３は、少なくとも２つのサブフレームセットの管理を行なう
ことができる。サブフレーム設定部３０１３は、移動局装置１のそれぞれに対して、少な
くとも２つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部３０１３は、
サービングセルのそれぞれに対して、少なくとも２つのサブフレームセットをセットして
もよい。サブフレーム設定部３０１３は、ＣＳＩプロセスのそれぞれに対して、少なくと
も２つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部３０１３は、少な
くとも２つのサブフレームセットを示す情報を、送信部３０７を介して、移動局装置１に
送信できる。
【０１２６】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１５は、受信したチャネル状態情
報およびチャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などか
ら、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）を割り当てる周波数およびサブフレー
ム、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）の符号化率および変調方式および送信
電力などを決定する。スケジューリング部３０１５は、フレキシブルサブフレームにおい
て下りリンク物理チャネルおよび／または下りリンク物理信号をスケジュールするか、上
りリンク物理チャネルおよび／または上りリンク物理信号をスケジュールするかを決定す
る。スケジューリング部３０１５は、スケジューリング結果に基づき、受信部３０５、お
よび送信部３０７の制御を行なうために制御情報（例えば、ＤＣＩフォーマット）を生成
し、制御部３０３に出力する。
【０１２７】
　スケジューリング部３０１５は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル（ＰＤ
ＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジュー
リング部３０１５は、ＵＬ－ＤＬ設定、サブフレームパターン設定、上りリンク－下りリ
ンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／ま
たは、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて、送信処理および受信処理を行うタイミング（
サブフレーム）を決定する。
【０１２８】
　上位層処理部３０１が備えるＣＳＩ報告制御部３０１７は、移動局装置１のＣＳＩ報告
を制御する。ＣＳＩ報告制御部３０１７は、移動局装置１がＣＳＩ参照リソースにおいて
ＣＱＩを導き出すために想定する、各種設定を示す情報を、送信部３０７を介して、移動
局装置１に送信する。
【０１２９】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
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び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【０１３０】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して移動局装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上
位層処理部３０１に出力する。無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受
信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）
、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し
、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたア
ナログ信号をディジタル信号に変換する。
【０１３１】
　無線受信部３０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部３０５７は、ガードインターバルを除
去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数
領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【０１３２】
　多重分離部１０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。なお、この分離は、予め基地局装置３
が無線リソース制御部３０１１で決定し、各移動局装置１に通知した上りリンクグラント
に含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部３０５
５は、チャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳ
ＣＨの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した上りリンク参照信
号をチャネル測定部３０５９に出力する。
【０１３３】
　復調部３０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４
ＱＡＭ等の予め定められた、または自装置が移動局装置１各々に上りリンクグラントで予
め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部３０５３は、移動局装置１
各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して
行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、ＭＩＭＯ　ＳＭを用いることにより
同一のＰＵＳＣＨで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
【０１３４】
　復号化部３０５１は、復調されたＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定め
られた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置１に上りリンクグラント
で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御
情報を上位層処理部１０１へ出力する。ＰＵＳＣＨが再送信の場合は、復号化部３０５１
は、上位層処理部３０１から入力されるＨＡＲＱバッファに保持している符号化ビットと
、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部３０９は、多重分離部
３０５５から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを
測定し、多重分離部３０５５および上位層処理部３０１に出力する。
【０１３５】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下りリンク制御
情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣ
Ｈ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ３０９を介して
移動局装置１に信号を送信する。
【０１３６】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下
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りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ
符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御
部３０１１が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部
３０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等
の予め定められた、または無線リソース制御部３０１１が決定した変調方式で変調する。
【０１３７】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
識別子（ＰＣＩ）などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置１が既知の系列を
下りリンク参照信号として生成する。多重部３０７５は、変調された各チャネルの変調シ
ンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部３０７５は、変調さ
れた各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに
配置する。
【０１３８】
　無線送信部３０７７は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調された
ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成
し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波
数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去
し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余
分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ３０９に出力して送信する。
【０１３９】
　以下では、ＥＰＤＣＣＨの詳細が説明される。ＥＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨと同様に、
ＤＣＩ（Downlink control information）を通知するために用いられる。
【０１４０】
　ＥＰＤＣＣＨは、１つ以上のＥＣＣＥ（Enhanced control channel element）の集合を
用いて送信される。それぞれのＥＣＣＥは、複数のＥＲＥＧ（Enhanced resource elemen
t group）で構成される。ＥＲＥＧは、ＥＰＤＣＣＨのリソースエレメントに対するマッ
ピングを定義するために用いられる。各ＲＢペアにおいて、０から１５に番号付けされる
、１６個のＥＲＥＧが定義される。すなわち、各ＲＢペアにおいて、ＥＲＥＧ０～ＥＲＥ
Ｇ１５が定義される。各ＲＢペアにおいて、ＥＲＥＧ０～ＥＲＥＧ１５は、所定の信号お
よび／またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメント
に対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート１０７
～１１０で送信されるＥＰＤＣＣＨに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされる
リソースエレメントは、ＥＲＥＧを定義しない。
【０１４１】
　１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、ＥＰＤＣＣＨフォーマットに依存し
、他のパラメータに基づいて決定される。１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数
は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、１つのＥＰＤＣＣＨに用いられる
ＥＣＣＥの数は、１つのＲＢペアにおけるＥＰＤＣＣＨ送信に用いることができるリソー
スエレメントの数、ＥＰＤＣＣＨの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、１つ
のＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、１、２、４、８、１６または３２である。
また、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数は、サブフレームの種類およびサイクリ
ックプレフィックスの種類に基づいて決定され、４または８である。ＥＰＤＣＣＨの送信
方法として、分散送信（Distributed transmission）および局所送信（Localized transm
ission）がサポートされる。
【０１４２】
　ＥＰＤＣＣＨは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所
送信は、ＥＲＥＧおよびＲＢペアに対するＥＣＣＥのマッピングが異なる。例えば、分散
送信において、１つのＥＣＣＥは、複数のＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。局所
送信において、１つのＥＣＣＥは、１つのＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。
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【０１４３】
　基地局装置３は、移動局装置１に対して、ＥＰＤＣＣＨに関する設定を行う。移動局装
置１は、基地局装置３からの設定に基づいて、複数のＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。
移動局装置１がＥＰＤＣＣＨをモニタリングするＲＢペアのセットが、設定されることが
できる。そのＲＢペアのセットは、ＥＰＤＣＣＨセットまたはＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢセッ
トとも呼称される。１つの移動局装置１に対して、１つ以上のＥＰＤＣＣＨセットが設定
できる。各ＥＰＤＣＣＨセットは、１つ以上のＲＢペアで構成される。また、ＥＰＤＣＣ
Ｈに関する設定は、ＥＰＤＣＣＨセット毎に個別に行うことができる。
【０１４４】
　図９は、ＥＰＤＣＣＨセットの一例を示す図である。図９では、２５個のＲＢペアで構
成されるセルの帯域幅において、ＥＰＤＣＣＨセット０～２として、３個のＥＰＤＣＣＨ
セットが設定される。例えば、ＥＰＤＣＣＨセット０は２つのＲＢペアで構成され、ＥＰ
ＤＣＣＨセット１は４つのＲＢペアで構成され、ＥＰＤＣＣＨセット２は４つのＲＢペア
で構成される。各ＥＰＤＣＣＨセットは、複数のＥＣＣＥの１つのセットを構成する。１
つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数は、そのＥＰＤＣＣＨセットとして設
定されるＲＢペアの数、および、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数に基づいて、
決定される。１つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数がＮである場合、各Ｅ
ＰＤＣＣＨセットは、０～Ｎ－１で番号付けされたＥＣＣＥを構成する。１つのＥＣＣＥ
に用いられるＥＲＥＧの数が４である場合、ＥＰＤＣＣＨセット０は８個のＥＣＣＥを構
成し、ＥＰＤＣＣＨセット１は１６個のＥＣＣＥを構成し、ＥＰＤＣＣＨセット２は１６
個のＥＣＣＥを構成する。
【０１４５】
　移動局装置１がモニタリングするＥＰＤＣＣＨの候補は、ＥＰＤＣＣＨセットに構成さ
れるＥＣＣＥに基づいて、定義される。ＥＰＤＣＣＨの候補のセットは、サーチスペース
（探索領域）として定義される。移動局装置１に固有のサーチスペースである端末固有サ
ーチスペース、および、基地局装置３（セル、送信点、ＵＥグループ）に固有のサーチス
ペースである共通サーチスペースが、定義される。ＥＰＤＣＣＨのモニタリングは、モニ
タリングされるＤＣＩフォーマットに従って、移動局装置１がサーチスペース内のＥＰＤ
ＣＣＨの候補のそれぞれに対して復号を試みることを含む。
【０１４６】
　図１０は、ＥＰＤＣＣＨサーチスペースの一例を示す図である。図１０では、１６個の
ＥＣＣＥで構成されるＥＰＤＣＣＨセットにおいて、アグリゲーションレベルＬが１、２
、４および８の場合のサーチスペースの一例を示す。アグリゲーションレベルＬが１、２
、４および８において、ＥＰＤＣＣＨの候補の数は、それぞれ６、５、３および２である
。また、サーチスペースにおけるＥＰＤＣＣＨの候補に対応するＥＣＣＥは、図１０中の
数式によって与えられる。ただし、ｍは、ＥＰＤＣＣＨの候補のインデックスを示し、０
～Ｍｐ

（Ｌ）－１である。Ｍｐ
（Ｌ）は、ＥＰＤＣＣＨセットｐにおいて、アグリゲーシ

ョンレベルＬでモニタリングするＥＰＤＣＣＨの候補の数である。ＮＥＣＣＥ，ｐ，ｋは
、サブフレームｋのＥＰＤＣＣＨセットｐにおけるＥＣＣＥの数である。ｂは、ＣＩＦ（
Carrier indicator field）が設定された場合はＣＩＦの値であり、それ以外の場合は０
である。ｉは、０～Ｌ－１である。図１０では、Ｙｐ，ｋは、３である。アグリゲーショ
ンレベルＬが４の時、ＥＰＤＣＣＨの候補０はＥＣＣＥ０～３によって与えられ、ＥＰＤ
ＣＣＨの候補１はＥＣＣＥ４～７によって与えられ、ＥＰＤＣＣＨの候補２はＥＣＣＥ８
～１１によって与えられる。
【０１４７】
　Ｙｐ，ｋは、ＥＰＤＣＣＨセットｐおよびサブフレームｋにおける値を示す。Ｙｐ，ｋ

は、サーチスペースによって独立に設定することができる。共通サーチスペースの場合、
Ｙｐ，ｋは基地局装置３（セル）に固有の値である。例えば、共通サーチスペースの場合
、Ｙｐ，ｋは、予め規定された値、または、基地局装置３に固有のパラメータに基づいて
決定される値である。端末固有サーチスペースの場合、Ｙｐ，ｋは、移動局装置１に固有
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の値である。例えば、Ｙｐ，ｋは、所定の値、サブフレームｋおよび移動局装置１のＲＮ
ＴＩ（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ）に基づいて、決定される。図１０では、Ｙｐ，ｋは、３で
ある。なお、複数の共通サーチスペースおよび／または複数の端末固有サーチスペースが
、１つのＥＰＤＣＣＨセットに設定されてもよい。
【０１４８】
　ＥＰＤＣＣＨの設定情報は、ＭＩＢ、システムインフォメーションブロックタイプ１メ
ッセージ、および、システムインフォメーションメッセージの少なくとも１つに含めて送
信される。前記の送信方法によって設定されるＥＰＤＣＣＨを、第１のＥＰＤＣＣＨと称
する。
【０１４９】
　ＥＰＤＣＣＨの設定情報は、ＲＲＣメッセージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）、
および、物理層の制御情報（例えば、ＤＣＩフォーマット）の少なくとも１つに含めて送
信される。前記の送信方法によって設定されるＥＰＤＣＣＨを、第２のＥＰＤＣＣＨと称
する。
【０１５０】
　なお、サーチスペースはそれぞれのアグリゲーションにおいて設定されるが、以下の説
明では、それぞれのアグリゲーションにおけるサーチスペースのセットは、単にサーチス
ペースとも呼称される。すなわち、以下の説明において、サーチスペースは、サーチスペ
ースのセットも含まれる。
【０１５１】
　以下では、サブフレーム設定の詳細が説明される。
【０１５２】
　例えば、サブフレーム設定は、サブフレーム毎のサブフレームの種類に関する設定であ
る。サブフレームの種類は、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシ
ャルサブフレーム、フレキシブルサブフレームを含む。以下の説明において、下りリンク
サブフレームはＤとも呼称され、上りリンクサブフレームはＵとも呼称され、スペシャル
サブフレームはＳとも呼称され、フレキシブルサブフレームはＦとも呼称される。
【０１５３】
　サブフレーム設定は、様々な形式またはフォーマットの情報を用いて行うことができる
。例えば、サブフレーム設定は、サブフレーム毎に対して、明示的または黙示的な情報を
用いて行うことができる。また、サブフレーム設定は、所定数のサブフレームに対して、
明示的または黙示的な情報を用いて行うことができる。また、サブフレーム設定は、予め
規定された複数種類のサブフレーム設定に対応する情報を用いて行うことができる。
【０１５４】
　図１１は、上りリンク－下りリンク設定の一例である。図１１では、サブフレーム設定
として、上りリンク－下りリンク設定が用いられる。７種類の上りリンク－下りリンク設
定が予め規定され、それぞれの上りリンク－下りリンク設定に対応する番号（インデック
ス）が割り振られている。それぞれの上りリンク－下りリンク設定では、１つの無線フレ
ームにおける１０個のサブフレームに対して、サブフレームの種類が規定される。例えば
、基地局装置３が移動局装置１に上りリンク－下りリンク設定の番号を通知することによ
り、基地局装置３は移動局装置１に当該無線フレームにおける上りリンク－下りリンク設
定を行うことができる。また、移動局装置１が基地局装置３から上りリンク－下りリンク
設定の番号を通知されることにより、移動局装置１は基地局装置３から当該無線フレーム
における上りリンク－下りリンク設定が行われることができる。
【０１５５】
　上りリンク－下りリンク設定は、無線フレーム内におけるサブフレームのパターンに関
する設定である。上りリンク－下りリンク設定は、無線フレーム内におけるサブフレーム
のそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャル
サブフレームの何れであるかを示す。
【０１５６】
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　下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレーム
のパターンとは、サブフレーム＃０から＃９のそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上
りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのいずれであるかを示すもので
あり、好ましくは、ＤとＵとＳの長さ１０となる任意の組み合わせで表現される。より好
ましくは、先頭（つまりサブフレーム＃０）がＤで、２番目（つまりサブフレーム＃１）
がＳである。
【０１５７】
　図１１において、無線フレーム内のサブフレーム１は、常にスペシャルサブフレームで
ある。図１１において、サブフレーム０と５は常に下りリンク送信のためにリザーブされ
、サブフレーム２は常に上りリンク送信のためにリザーブされる。図１１において、下り
リンク－上りリンク・スイッチポイント周期が５ｍｓの場合に、無線フレーム内のサブフ
レーム６はスペシャルサブフレームであり、下りリンク－上りリンク・スイッチポイント
周期が１０ｍｓの場合に、無線フレーム内のサブフレーム６は下りリンクサブフレームで
ある。
【０１５８】
　基地局装置３は、移動局装置１に、所定のサブフレームにおけるサブフレーム設定を行
う。移動局装置１は、基地局装置３から設定されたサブフレーム設定に基づいて、ＰＤＣ
ＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨを含む制御チャネルをモニタリングする。
【０１５９】
　サブフレーム設定は、様々な方法または制御情報を用いて行われることができる。例え
ば、サブフレーム設定は、１つ以上の上りリンク－下りリンク設定、および／または、１
つ以上のビットマップ情報などを用いて行われる。また、サブフレーム設定に用いられる
制御情報は、基地局装置３または移動局装置１に固有の情報として送信できる。サブフレ
ーム設定に用いられる制御情報は、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＭＩＢ、ＳＩＢ、および
／またはＲＲＣなど、様々な方法を用いて送信できる。また、ビットマップ情報は、所定
のサブフレームに対するビットマップ形式の情報である。例えば、ＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定は、ビットマップ情報として、ＥＰＤＣＣＨのモニタリングに関する設定である
。
【０１６０】
　制御チャネルのモニタリングは、サブフレーム設定に基づいて切り替える（決定される
）ことができる。例えば、制御チャネルのモニタリングにおいて、第１のモニタリングと
第２のモニタリングは、サブフレーム設定に基づいて切り替えることができる。サブフレ
ーム設定に基づいて決定される制御チャネルのモニタリングは、様々な方法または規則を
用いて行われることができる。
【０１６１】
　制御チャネルのモニタリングは、異なる制御チャネルおよび／または異なるサーチスペ
ースを切り替えることができる。例えば、制御チャネルのモニタリングにおいて、ＰＤＣ
ＣＨまたはＥＰＤＣＣＨが決定される。制御チャネルのモニタリングにおいて、ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペース（ＰＤＣＣＨ－ＳＳ）またはＥＰＤＣＣＨサーチスペース（ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ）が決定される。制御チャネルのモニタリングにおいて、ＣＳＳまたはＵＳＳが
決定される。制御チャネルのモニタリングにおいて、ＰＤＣＣＨをモニタリングするため
の共通サーチスペースであるＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、ＰＤＣＣＨをモニタリングするための
ＵＥ固有サーチスペースであるＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするた
めの共通サーチスペースであるＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、または、ＥＰＤＣＣＨをモニタリ
ングするためのＵＥ固有サーチスペースであるＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳが決定される。ＥＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳは、ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳおよびＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳを含む。ＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳは、ＰＤＣＣＨ－ＣＳＳおよびＰＤＣＣＨ－ＵＳＳを含む。
【０１６２】
　ＣＳＳは、基地局装置３（セル、送信点）に固有のパラメータおよび／または予め規定
されたパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。例えば、ＣＳＳは、複数の
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移動局装置で共通に用いることができるサーチスペースである。そのため、基地局装置３
は、複数の移動局装置で共通の制御チャネルをＣＳＳにマッピングすることにより、制御
チャネルを送信するためのリソースが低減できる。ＵＳＳは、少なくとも移動局装置１に
固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、ＵＳＳは、移動
局装置１に固有の制御チャネルを個別に送信することができるため、基地局装置３は移動
局装置１に対して効率的に制御できる。
【０１６３】
　なお、ＣＳＳは、移動局装置１に固有のパラメータをさらに用いて設定されてもよい。
その場合、移動局装置１に固有のパラメータは、複数の移動局装置の間で同じ値になるよ
うに設定されることが好ましい。ＣＳＳが移動局装置１に固有のパラメータをさらに用い
て設定された場合でも、そのＣＳＳは、同じパラメータに設定された複数の移動局装置の
間で共通になる。例えば、複数の移動局装置の間で同じパラメータに設定される単位は、
セル、送信点、ＵＥグループなどである。同じパラメータに設定された複数の移動局装置
は、そのＣＳＳにマッピングされる共通の制御チャネルを受信することができるため、制
御チャネルを送信するためのリソースが低減できる。なお、そのようなサーチスペースは
、ＣＳＳではなく、ＵＳＳと呼称されてもよい。すなわち、複数の移動局装置に共通のサ
ーチスペースであるＵＳＳが設定されてもよい。１つの移動局装置に固有のＵＳＳは第１
のＵＳＳとも呼称され、複数の移動局装置に共通のＵＳＳは第２のＵＳＳとも呼称される
。
【０１６４】
　第１のＥＰＤＣＣＨのＣＳＳは、ＥＰＤＣＣＨが設定することが可能な移動局装置でセ
ル共通に設定され、基地局装置に対する移動局装置の初期アクセスのために用いることが
できる。一方で、第２のＥＰＤＣＣＨのＣＳＳは、複数の移動局装置に共通のサーチスペ
ースで設定される。例えば、複数の移動局装置の間で同じパラメータに設定される単位は
、セル、送信点、ＵＥグループなどである。
【０１６５】
　制御チャネルのモニタリングにおいて、同じ制御チャネルおよび／または同じサーチス
ペースに対して、独立に設定された設定がさらに切り替えられることができる。ここで、
設定は、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定である。なお、設定は
、予め規定された設定も含まれる。複数の設定が設定または規定され、それらの設定が独
立である場合、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定は互いに独立で
ある。設定１（第１の設定）および設定２（第２の設定）は、それぞれモニタリングされ
る制御チャネルに対する、第１の処理または設定および第２の処理または設定に対応する
。設定１のモニタリングおよび設定２のモニタリングは、それぞれ異なるモニタリングと
することができ、第１のモニタリングおよび第２のモニタリングとも呼称される。例えば
、独立に設定された設定は、モニタリングされる制御チャネルのリソースエレメントに対
するマッピングをそれぞれ独立に処理する。設定１および設定２は、それぞれモニタリン
グされる制御チャネルのリソースエレメントに対する、第１のマッピングおよび第２のマ
ッピングに対応する。また、同じ制御チャネルおよび／または同じサーチスペースに対し
て、独立に設定された設定に対応する制御チャネルのモニタリングは、独立のモニタリン
グとして見なすことができる。すなわち、制御チャネルのモニタリングは、同じ制御チャ
ネルおよび／または同じサーチスペースに対して、独立に設定された設定を切り替えるこ
とができる。
【０１６６】
　制御チャネルのモニタリングは、異なる制御チャネル、異なるサーチスペースおよび／
または異なる設定を切り替えることができる。異なる制御チャネル、異なるサーチスペー
スおよび／または異なる設定に対応する、制御チャネルのモニタリングにおいて、その制
御チャネルに対する処理または設定はそれぞれ異なることができる。例えば、制御チャネ
ルのモニタリングが異なる場合、それらのモニタリングにおいて、モニタリングされる制
御チャネルのリソースエレメントに対するマッピング（マッピング方法、マッピング規則
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）が異なることができる。具体的には、異なるマッピングは、制御チャネルのマッピング
に用いられないリソースエレメントと、その設定または規定が異なる。制御チャネルのマ
ッピングに用いられないリソースエレメントは、ＣＲＳ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ、ＺＰ　
ＣＳＩ－ＲＳ、ＲＢペアにおけるスタートシンボルより前の領域などである。
【０１６７】
　モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定は、様々な方法または想定を
用いて行われることができる。モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定
は、制御チャネルのモニタリングに基づいて、決定または切り替えできる。例えば、モニ
タリングされる制御チャネルに対する処理または設定は、その制御チャネルに対する復調
処理および／または復号処理を行うためのパラメータである。例えば、モニタリングされ
る制御チャネルに対する処理または設定は、その制御チャネルでスケジューリングされた
ＰＤＳＣＨに対する応答信号である。
【０１６８】
　図１２は、移動局装置における制御チャネルのモニタリングに関するフローチャートの
一例を示す図である。ステップＳ１において、移動局装置１は、基地局装置３により、サ
ブフレーム設定が行われる。ステップＳ２において、移動局装置１は、ステップＳ１で行
われたサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモニタリングを決定する。移動局装
置１は、ステップＳ２で決定または設定された制御チャネルのモニタリングに少なくとも
基づいて、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定を決定する。ステッ
プＳ２で第１のモニタリングが決定された場合、ステップＳ３において、移動局装置１は
、モニタリングされる制御チャネルに対して、第１の処理または設定を決定する。ステッ
プＳ２で第２のモニタリングが決定された場合、ステップＳ４において、移動局装置１は
、モニタリングされる制御チャネルに対して、第２の処理または設定を決定する。ステッ
プＳ５において、移動局装置１は、ステップＳ３またはステップＳ４で決定された処理ま
たは設定に基づいて、制御チャネルをモニタリングする。
【０１６９】
　基地局装置３は、移動局装置１に、サブフレーム設定を行なう。基地局装置３は、移動
局装置１に行ったサブフレーム設定に基づいて、移動局装置１における制御チャネルのモ
ニタリングを決定する。基地局装置３は、移動局装置１に対して決定される制御チャネル
のモニタリングに基づいて、移動局装置１の制御チャネルに対する処理または設定を決定
する。移動局装置１に対して第１のモニタリングが決定される場合、基地局装置３は、移
動局装置１の制御チャネルに対して、第１の処理または設定を決定する。移動局装置１に
対して第２のモニタリングが決定される場合、基地局装置３は、移動局装置１の制御チャ
ネルに対して、第２の処理または設定を決定する。基地局装置３は、決定された制御チャ
ネルに対する処理または設定に基づいて、移動局装置１の制御チャネルを物理リソースま
たは論理リソースにマッピングする。
【０１７０】
　なお、制御チャネルのモニタリング、および、モニタリングされる制御チャネルに対す
る処理または設定が３つ以上設定または規定されてもよい。
【０１７１】
　図１３は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０１７２】
　サブフレーム設定の一例は、１つの上りリンク－下りリンク設定と、１つのＥＰＤＣＣ
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Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定は、基地
局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム設定は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定され
る。
【０１７３】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ングまたはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを、サブフレーム毎に切り替える。
【０１７４】
　上りリンク－下りリンク設定がＤまたはＳであるサブフレームは、制御チャネルのモニ
タリングを行う。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨ
サブフレーム設定が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う
。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う。上りリンク－下
りリンク設定がＵであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０１７５】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定がＤまたはＳであ
り、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１であるサブフレームで、行われる。ＰＤＣ
ＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定がＤまたはＳであり、かつ、
ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が０であるサブフレームで、行われる。制御チャネルのモ
ニタリングは、サブフレームは、上りリンク－下りリンク設定がＵであり、かつ、ＥＰＤ
ＣＣＨサブフレーム設定が０であるサブフレームでは行われない。
【０１７６】
　移動局装置１は、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定を、当該サ
ブフレームにおけるモニタリングがＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングまたはＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳのモニタリングであるかに応じて、決定または切り替える。
【０１７７】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定がＵであるサブフレームにおいて
、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は１にならないと想定できる。なお、上りリンク－下り
リンク設定がＵであるサブフレームでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定によらず、制御
チャネルのモニタリングは行われないようにできる。なお、あるサブフレームに対する上
りリンク－下りリンク設定がＵであったとしても、そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定が１である場合、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい
。なお、あるサブフレームに対する上りリンク－下りリンク設定がＵであったとしても、
そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が０である場合、ＰＤＣＣＨ－
ＳＳのモニタリングを行ってもよい。
【０１７８】
　図１４は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０１７９】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定を用いて行われる。例
えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、Ｓ
ＩＢを通じて設定される。上りリンク－下りリンク設定２は、複数の移動局装置１のグル
ープに固有の設定として、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて
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設定される。なお、上りリンク－下りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として
、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて設定されてもよい。上り
リンク－下りリンク設定２は、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、ＰＤ
ＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて設定される。なお、上りリンク－下りリンク設
定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定されてもよ
い。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であっても
よい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい
。
【０１８０】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニ
タリング）、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設
定２）のモニタリング）を、サブフレーム毎に切り替える。ここで、設定は、モニタリン
グされる制御チャネルに対する処理または設定を示す。すなわち、設定１および設定２は
、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定がそれぞれ独立であること示
す。
【０１８１】
　上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の少なくとも１つ
がＤまたはＳであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行う。制御チャネル
のモニタリングを行うサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリ
ングまたはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設
定１および上りリンク－下りリンク設定２に基づいて決定される。制御チャネルのモニタ
リングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下
りリンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）
のモニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、上りリ
ンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＤであり、か
つ、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳ
であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行う。制御チャ
ネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上
りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＵであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定
１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＤまたはＳであるサブフレームは、
ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行う。上りリンク－下りリンク設定１お
よび上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレームは、制御チャネルのモニ
タリングを行わない。
【０１８２】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１およ
び上りリンク－下りリンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームで、行われる。Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上
りリンク－下りリンク設定２の一方がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１お
よび上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳであるサブフレームで、行われる。Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上
りリンク－下りリンク設定２の一方がＵであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１お
よび上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＤまたはＳであるサブフレームで、行わ
れる。制御チャネルのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク
－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレームでは行われない。ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモ
ニタリングは、全てのサブフレームで行われない。
【０１８３】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定できる。なお、上りリンク－下
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りリンク設定１がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定２がＵであるサブフレー
ムは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリング
、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。なお、上りリン
ク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２がＳであり、かつ、上りリン
ク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２がＤまたはＵであるサブフレ
ームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリン
グ、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。
【０１８４】
　図１５は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０１８５】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定と、１つのＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基
地局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。上りリンク－下り
リンク設定２は、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたは
ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は、移動局装置
１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。なお、上りリンク－下
りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定
されてもよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定
であってもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であ
ってもよい。
【０１８６】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニ
タリング）、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設
定２）のモニタリング）を、サブフレーム毎に切り替える。ここで、設定は、モニタリン
グされる制御チャネルに対する処理または設定を示す。すなわち、設定１および設定２は
、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定がそれぞれ独立であること示
す。
【０１８７】
　上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の少なくとも１つ
がＤまたはＳであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行う。制御チャネル
のモニタリングを行うサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が０であるサ
ブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングを
行うサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１であるサブフレームは、Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行うサブ
フレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングまたはＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下
りリンク設定２に基づいて決定される。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行うサブフ
レームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共
にＤまたはＳであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行
う。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリ
ンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＤであり、かつ、上りリン
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ク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳであるサブフ
レームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの
モニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリン
ク－下りリンク設定２のいずれかがＵであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１およ
び上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＤまたはＳであるサブフレームは、ＥＰＤ
ＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上
りリンク－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリン
グを行わない。
【０１８８】
　ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク
－下りリンク設定２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定が０であるサブフレームで、行われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタ
リングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の両方が
ＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１であるサブフレームで、行
われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定
１および上りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＤであり、かつ、上りリンク－下り
リンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳであり、かつ、ＥＰＤ
ＣＣＨサブフレーム設定が１であるサブフレームで、行われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設
定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク
設定２の一方がＤまたはＳであり、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下
りリンク設定２のもう一方がＵであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１である
サブフレームで、行われる。制御チャネルのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設
定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレームでは行われない。
【０１８９】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定してもよい。なお、上りリンク
－下りリンク設定１がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定２がＵであるサブフ
レームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリ
ング、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。なお、上り
リンク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２がＳであり、かつ、上り
リンク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２がＤまたはＵであるサブ
フレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタ
リング、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。
【０１９０】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下
りリンク設定２がＵであるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は１に
ならないと想定してもよい。なお、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリ
ンク－下りリンク設定２がＵであるサブフレームでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に
よらず、制御チャネルのモニタリングは行われないようにできる。なお、あるサブフレー
ムに対する上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２がＵであ
ったとしても、そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１である場合
、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい。なお、あるサブフレームに対する
上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリンク設定２がＵであっ
たとしても、そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が０である場合、
ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい。
【０１９１】
　なお、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上り
リンク－下りリンク設定２に基づいて、さらにモニタリングされる制御チャネルに対する
処理または設定を切り替えてもよい。すなわち、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングが行わ
れるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングおよびＥＰＤ
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ＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリ
ンク－下りリンク設定２に基づいて、決定されてもよい。例えば、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモ
ニタリングが行われるサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリ
ンク－下りリンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（
設定１）のモニタリングを行ってもよい。ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングが行われるサ
ブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２
のいずれかがＵであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを
行ってもよい。
【０１９２】
　図１６は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０１９３】
　サブフレーム設定の一例は、１つの上りリンク－下りリンク設定と、２つのＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定は、基地
局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は、移動局装置１に固有の設定とし
て、ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１お
よびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、設
定されてもよい。
【０１９４】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニ
タリング）、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設
定２）のモニタリング）を、サブフレーム毎に切り替える。ここで、設定は、モニタリン
グされる制御チャネルに対する処理または設定を示す。すなわち、設定１および設定２は
、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定がそれぞれ独立であること示
す。
【０１９５】
　上りリンク－下りリンク設定がＤまたはＳであるサブフレーム、および、ＥＰＤＣＣＨ
サブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の少なくとも１つが１である
サブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングが行
われるサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム設定２の両方が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う
。制御チャネルのモニタリングが行われるサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム設定１が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行
う。制御チャネルのモニタリングが行われるサブフレームのうち、ＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定２が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを
行う。上りリンク－下りリンク設定がＵであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１
およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が０であるサブフレームは、制御チャネルのモニ
タリングを行わない。
【０１９６】
　ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定がＤまたはＳであり
、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方
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が０であるサブフレームで、行われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは
、上りリンク－下りリンク設定によらず、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が１であるサ
ブフレームで、行われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク
－下りリンク設定によらず、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が１であるサブフレームで
、行われる。制御チャネルのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定がＵであり、
かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が０であ
るサブフレームでは行われない。
【０１９７】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定がＵであるサブフレームにおいて
、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は１
にならないと想定してもよい。なお、上りリンク－下りリンク設定がＵであるサブフレー
ムでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定
２によらず、制御チャネルのモニタリングは行われないようにできる。なお、上りリンク
－下りリンク設定がＵであり、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰＤＣ
ＣＨサブフレーム設定２が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、
ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリング、または、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）
のモニタリングを行ってもよい。
【０１９８】
　なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方
が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリング、および、Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。なお、移動局装置１は、Ｅ
ＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１になら
ないと想定してもよい。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム設定２の両方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１またはＥＰＤＣ
ＣＨサブフレーム設定２のいずれかが１であると想定されてもよい。すなわち、ＥＰＤＣ
ＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であり、かつ
、制御チャネルのモニタリングが行われるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１
）のモニタリング、または、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよ
い。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両
方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定２の両方が０であると想定されてもよい。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１
およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であり、かつ、制御チャネルのモニタ
リングが行われるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい。Ｅ
ＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１である
サブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行わなくてもよい。
【０１９９】
　図１７は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０２００】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定を用いて行われる。例
えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、Ｓ
ＩＢを通じて設定される。上りリンク－下りリンク設定２は、複数の移動局装置１のグル
ープに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて設定される。な
お、上りリンク－下りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナ
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リングを通じて設定されてもよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク
参照ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。
【０２０１】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。また、この例では、ＥＰＤＣＣＨのモニタリングが設定されない。制
御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ（設定１）のモニタリング）、またはＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリング）を、サブフレーム毎に切り替える。ここで
、設定は、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定を示す。すなわち、
設定１および設定２は、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定がそれ
ぞれ独立であること示す。
【０２０２】
　上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の少なくとも１つ
がＤまたはＳであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行う。制御チャネル
のモニタリングを行うサブフレームにおいて、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリン
グまたはＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１
および上りリンク－下りリンク設定２に基づいて決定される。制御チャネルのモニタリン
グを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリ
ンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニ
タリングを行う。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－
下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＤであり、かつ、上
りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳである
サブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行う。制御チャネルのモ
ニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク
－下りリンク設定２のいずれかがＵであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および
上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＤまたはＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリ
ンク－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを
行わない。
【０２０３】
　ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および
上りリンク－下りリンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームで、行われる。ＰＤ
ＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリ
ンク－下りリンク設定２の一方がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および
上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳであるサブフレームで、行われる。ＰＤＣ
ＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリン
ク－下りリンク設定２の一方がＵであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および上
りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＤまたはＳであるサブフレームで、行われる。
制御チャネルのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下り
リンク設定２が共にＵであるサブフレームでは行われない。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタ
リングは、全てのサブフレームで行われない。
【０２０４】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定できる。なお、上りリンク－下
りリンク設定１がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定２がＵであるサブフレー
ムは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリング、またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）
のモニタリングを行ってもよい。なお、上りリンク－下りリンク設定１または上りリンク
－下りリンク設定２がＳであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１または上りリンク
－下りリンク設定２がＤまたはＵであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）の
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モニタリング、またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。
【０２０５】
　図１８は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０２０６】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定を用いて行われる。例
えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、Ｓ
ＩＢを通じて設定される。上りリンク－下りリンク設定２は、複数の移動局装置１のグル
ープに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて設定される。な
お、上りリンク－下りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナ
リングを通じて設定されてもよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク
参照ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。
【０２０７】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ング、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを、サブフレーム毎に切り替える。
【０２０８】
　上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の少なくとも１つ
がＤまたはＳであるサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行う。制御チャネル
のモニタリングを行うサブフレームにおいて、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングまたはＥ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－
下りリンク設定２に基づいて決定される。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレー
ムのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＤ
またはＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う。制御チャネル
のモニタリングを行うサブフレームのうち、上りリンク－下りリンク設定１および上りリ
ンク－下りリンク設定２のいずれかがＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１お
よび上りリンク－下りリンク設定２のもう一方がＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－
ＳＳのモニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングを行うサブフレームのうち、上
りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のいずれかがＵであり
、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２のもう一方
がＤまたはＳであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行う。上りリ
ンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであるサブフレー
ムは、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０２０９】
　ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク
－下りリンク設定２が共にＤまたはＳであるサブフレームで、行われる。ＰＤＣＣＨ－Ｓ
Ｓのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２の一方がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリン
ク設定２のもう一方がＳであるサブフレームで、行われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタ
リングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方が
Ｕであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の
もう一方がＤまたはＳであるサブフレームで、行われる。制御チャネルのモニタリングは
、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであるサ
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ブフレームでは行われない。
【０２１０】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定できる。なお、上りリンク－下
りリンク設定１がＤであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定２がＵであるサブフレー
ムは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行
ってもよい。なお、上りリンク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２
がＳであり、かつ、上りリンク－下りリンク設定１または上りリンク－下りリンク設定２
がＤまたはＵであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリング、またはＥＰＤＣ
ＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい。
【０２１１】
　図１９は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０２１２】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定と、２つのＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基
地局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。上りリンク－下り
リンク設定２は、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたは
ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／また
はＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナ
リングを通じて設定される。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム設定２は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、設定されて
もよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であっ
てもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であっても
よい。
【０２１３】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリ
ング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニ
タリング）、またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設
定２）のモニタリング）を、サブフレーム毎に切り替える。ここで、設定は、モニタリン
グされる制御チャネルに対する処理または設定を示す。すなわち、設定１および設定２は
、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定がそれぞれ独立であること示
す。
【０２１４】
　上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の少なくとも１つ
がＤまたはＳであるサブフレーム、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム設定２の少なくとも１つが１であるサブフレームは、制御チャネル
のモニタリングを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設
定２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およ
びＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ
のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が１であるサブフレームは、Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が
１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行う。上りリ
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ンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の両方がＵであり、かつ、
ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が０であ
るサブフレームは、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０２１５】
　ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク
－下りリンク設定２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が０であるサブフレームで、行
われる。ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定
によらず、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が１であるサブフレームで、行われる。ＥＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定によらず、Ｅ
ＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が１であるサブフレームで、行われる。制御チャネルのモ
ニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の両
方がＵであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定２が０であるサブフレームでは行われない。
【０２１６】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク
設定２の両方がＵであるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および
／またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は１にならないと想定してもよい。なお、上り
リンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の両方がＵであるサブフ
レームでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定２によらず、制御チャネルのモニタリングは行われないようにできる。
【０２１７】
　なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方
が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）のモニタリング、および、Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよい。なお、移動局装置１は、Ｅ
ＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１になら
ないと想定してもよい。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム設定２の両方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１またはＥＰＤＣ
ＣＨサブフレーム設定２のいずれかが１であると想定されてもよい。すなわち、ＥＰＤＣ
ＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であり、かつ
、制御チャネルのモニタリングが行われるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１
）のモニタリング、または、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリングを行ってもよ
い。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両
方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定２の両方が０であると想定されてもよい。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１
およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であり、かつ、制御チャネルのモニタ
リングが行われるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行ってもよい。Ｅ
ＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１である
サブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳのモニタリングを行わなくてもよい。
【０２１８】
　以上で説明した、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの例は、１つ以上の
ＳＳに対するＰＤＣＣＨのモニタリング、および／または、１つ以上のＳＳに対するＥＰ
ＤＣＣＨのモニタリングにも適用できる。すなわち、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣ
ＣＨに対して複数のＳＳが設定される場合、それぞれのＳＳは、制御チャネルのモニタリ
ングを独立に設定または規定することができる。
【０２１９】
　例えば、１つのＥＰＤＣＣＨセットに１つのＳＳが設定される場合、それぞれのＥＰＤ
ＣＣＨセットに対してサブフレーム設定が独立に行われる。それぞれのＥＰＤＣＣＨセッ
トに対応するＳＳは、それぞれのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモニタリ
ングを独立に設定または規定される。例えば、１つのＥＰＤＣＣＨセットに複数のＳＳが
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設定される場合、そのＥＰＤＣＣＨセットに対してサブフレーム設定が行われる。それぞ
れのＳＳは、そのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモニタリングを独立に設
定または規定される。
【０２２０】
　以下では、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨに対して複数のＳＳが設定される場
合の、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの例を説明する。なお、以下の説
明では、２つのＳＳの場合を説明するが、３つ以上のＳＳの場合でも同様である。また、
ＳＳ１を第１のＳＳとも呼称され、ＳＳ２を第２のＳＳとも呼称される。例えば、それぞ
れのＳＳにおいて、モニタリングする制御チャネルの種類、ＤＣＩフォーマットおよび／
またはＲＮＴＩが異なるかもしれない。
【０２２１】
　ＳＳ１はＵＳＳに対応し、ＳＳ２はＣＳＳに対応できる。また、ＳＳ１は第１のＵＳＳ
に対応し、ＳＳ２は第２のＵＳＳに対応できる。
【０２２２】
　図２０は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０２２３】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定と、１つのＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基
地局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。上りリンク－下り
リンク設定２は、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたは
ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は、移動局装置
１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。なお、上りリンク－下
りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナリングを通じて設定
されてもよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定
であってもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であ
ってもよい。
【０２２４】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリング、ま
たは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを、サブフレーム毎に決定する。
【０２２５】
　まず、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングが設定される場
合を説明する。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上り
リンク－下りリンク設定１、上りリンク－下りリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定に基づいて、切り替える。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下
りリンク設定２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを
行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであ
り、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ
１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを行わない。
【０２２６】
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　次に、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングが設定される場
合を説明する。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングは、上り
リンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２に基づいて、切り替える
。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が設定される場合でも、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２
およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングの切り替えにおいて、そのＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム設定は用いられない。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリ
ンク設定２の両方がＤまたはＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリン
グを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方が
Ｄであり、かつ、もう一方がＳであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリン
グを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方が
ＤまたはＳであり、かつ、もう一方がＵであるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２の
モニタリングを行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２を行
わない。
【０２２７】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定してもよい。なお、移動局装置
１は、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリンク設定２がＵ
であるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は１にならないと想定して
もよい。なお、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリンク設
定２がＵであるサブフレームでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定によらず、制御チャネ
ルのモニタリングは行われないようにできる。なお、あるサブフレームに対する上りリン
ク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２がＵであったとしても、その
サブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１である場合、ＥＰＤＣＣＨ－Ｓ
Ｓ１および／またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行ってもよい。なお、あるサ
ブフレームに対する上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリン
ク設定２がＵであったとしても、そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定が０である場合、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１および／またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリン
グを行ってもよい。
【０２２８】
　図２１は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。図
２１の例では、図２０で説明した例におけるＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングに対し
て、さらに独立の設定が設定または規定される。すなわち、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニ
タリングにおいて、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定をさらに切
り替える。以下では、図２０での説明との相違点が説明される。
【０２２９】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１、上りリンク
－下りリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいて、切り替える。上り
リンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方がＤまたはＳであ
り、もう一方がＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１であるサブ
フレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定１）
のモニタリング）を行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク
設定２の一方がＤまたはＳであり、もう一方がＵであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム設定が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰＤＣ
ＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリング）を行う。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定が１であるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上りリン
ク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２に基づいて、設定１および設
定２を切り替える。
【０２３０】
　なお、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングおよび
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／またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングにおいて、モニタリングされる制御チャネ
ルに対する処理または設定がさらに切り替えられてもよい。
【０２３１】
　図２２は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。あ
るサブフレームに示される「○」は、基地局装置３が当該サブフレームにおいて移動局装
置１に対する制御チャネルをマッピングできるサーチスペースであり、移動局装置１が当
該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行うサーチスペースである、こと
を意味する。あるサブフレームに示される「－」は、基地局装置３が当該サブフレームに
おいて移動局装置１に対する制御チャネルをマッピングしないサーチスペースであり、移
動局装置１が当該サブフレームにおいて制御チャネルのモニタリングを行わないサーチス
ペースである、ことを意味する。
【０２３２】
　サブフレーム設定の一例は、２つの上りリンク－下りリンク設定と、２つのＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム設定とを用いて行われる。例えば、上りリンク－下りリンク設定１は、基
地局装置３（セル）に固有の設定として、ＳＩＢを通じて設定される。上りリンク－下り
リンク設定２は、複数の移動局装置１のグループに固有の設定として、ＰＤＣＣＨまたは
ＲＲＣシグナリングを通じて設定される。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／また
はＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は、移動局装置１に固有の設定として、ＲＲＣシグナ
リングを通じて設定される。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１および／またはＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム設定２は、基地局装置３（セル）に固有の設定として、設定されて
もよい。なお、上りリンク－下りリンク設定２は、移動局装置１に固有の設定として、Ｒ
ＲＣシグナリングを通じて設定されてもよい。また、上りリンク－下りリンク設定１は、
上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。上りリンク－下りリンク設定２は、下り
リンク参照ＵＬ－ＤＬ設定であってもよい。
【０２３３】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリング、ま
たは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを、サブフレーム毎に決定する。また、ＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム設定１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニ
タリングの切り替えに用いられる。ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２は、ＰＤＣＣＨ－Ｓ
Ｓ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングの切り替えに用いられる。
【０２３４】
　まず、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングが説明される。
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上りリンク－下りリ
ンク設定１、上りリンク－下りリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１に基
づいて、切り替える。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が０で
あるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム設定１が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを行う。上
りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであり、かつ
、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およ
びＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングを行わない。
【０２３５】
　次に、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングが説明される。
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およびＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングは、上りリンク－下りリ
ンク設定１、上りリンク－下りリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２に基
づいて、切り替える。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２の少なくとも１つがＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が０で
あるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行う。ＥＰＤＣＣＨサブフレ
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ーム設定２が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行う。上
りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２が共にＵであり、かつ
、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２が０であるサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２およ
びＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行わない。
【０２３６】
　なお、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１がＤであるサブフレームにおい
て、上りリンク－下りリンク設定２はＵにならないと想定してもよい。なお、移動局装置
１は、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリンク設定２がＵ
であるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定は１にならないと想定して
もよい。なお、上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリンク設
定２がＵであるサブフレームでは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定によらず、制御チャネ
ルのモニタリングは行われないようにできる。なお、あるサブフレームに対する上りリン
ク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２がＵであったとしても、その
サブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定が１である場合、ＥＰＤＣＣＨ－Ｓ
Ｓ１および／またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行ってもよい。なお、あるサ
ブフレームに対する上りリンク－下りリンク設定１および／または上りリンク－下りリン
ク設定２がＵであったとしても、そのサブフレームに対するＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定が０である場合、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１および／またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリン
グを行ってもよい。
【０２３７】
　なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方
が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、および、ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ２のモニタリングを行ってもよい。なお、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１にならないと想定しても
よい。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の
両方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定２のいずれかが１であると想定されてもよい。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であり、かつ、制御チャネルの
モニタリングが行われるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、または
、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行ってもよい。なお、ＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１である場合、ＥＰＤＣＣＨサ
ブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が０であると想定されて
もよい。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設
定２の両方が１であり、かつ、制御チャネルのモニタリングが行われるサブフレームは、
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１および／またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを行ってもよい。
ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定２の両方が１であ
るサブフレームは、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１および／またはＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリン
グを行わなくてもよい。
【０２３８】
　図２３は、サブフレーム設定と制御チャネルのモニタリングの一例を示す図である。図
２３の例では、図２２で説明した例におけるＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングが、さ
らに独立の設定を設定または規定される。すなわち、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリン
グにおいて、モニタリングされる制御チャネルに対する処理または設定をさらに切り替え
る。以下では、図２２での説明との相違点が説明される。
【０２３９】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上りリンク－下りリンク設定１、上りリンク
－下りリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１に基づいて、切り替える。上
りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方がＤまたはＳで
あり、もう一方がＤまたはＳであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定１が１である
サブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第１のモニタリング（ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ（設定
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１）のモニタリング）を行う。上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリ
ンク設定２の一方がＤまたはＳであり、もう一方がＵであり、かつ、ＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム設定が１であるサブフレームは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳの第２のモニタリング（ＥＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳ（設定２）のモニタリング）を行う。すなわち、ＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム設定が１であるサブフレームにおいて、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリングは、上り
リンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２に基づいて、設定１およ
び設定２を切り替える。
【０２４０】
　なお、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングおよび
／またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングにおいて、モニタリングされる制御チャネ
ルに対する処理または設定がさらに切り替えられてもよい。
【０２４１】
　なお、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一方がＤ
またはＳであり、もう一方がＵであるサブフレームは、フレキシブルサブフレームとも呼
称される。例えば、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームまたは下りリ
ンクサブフレームを動的に切り替えることができるサブフレームである。すなわち、基地
局装置３は、通信の負荷を考慮して、フレキシブルサブフレームを、上りリンクサブフレ
ームまたは下りリンクサブフレームとして、動的に決定できる。そのため、基地局装置３
は効率的な通信を実現できる。例えば、移動局装置１は、フレキシブルサブフレームにお
いて、制御チャネルのモニタリングを行う場合、そのサブフレームを下りリンクサブフレ
ームとして認識するかもしれない。移動局装置１は、フレキシブルサブフレームにおいて
、上りリンクチャネルおよび／または上りリンク信号の送信が指示された場合、そのサブ
フレームを上りリンクサブフレームとして認識するかもしれない。移動局装置１は、フレ
キシブルサブフレームにおいて、上りリンクサブフレームとして認識した場合、そのサブ
フレームでは制御チャネルのモニタリングは行わないように設定または規定されることが
できる。なお、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定２の一
方がＤまたはＳであり、もう一方がＤまたはＳであるサブフレームは、固定サブフレーム
とも呼称される。
【０２４２】
　また、フレキシブルサブフレームにおいて、フレキシブルサブフレームを認識できない
従来の移動局装置は上りリンクサブフレームと認識することができる。フレキシブルサブ
フレームを認識できない従来の移動局装置は、そのサブフレームにおいて、上りリンクチ
ャネルおよび／または上りリンク信号が指示されない場合、その移動局装置は送受信処理
を行わないかもしれない。それにより、フレキシブルサブフレームを用いる基地局装置３
は、フレキシブルサブフレームを認識できる移動局装置と、フレキシブルサブフレームを
認識できない移動局装置とに対して、通信を実現できる。
【０２４３】
　以下では、制御チャネル、サーチスペース、および／または、サブフレーム設定に基づ
く復調処理および／または復号処理の動作の切り替えについて説明する。
【０２４４】
　移動局装置１は送信された制御チャネルの種類に基づいて制御チャネルに対する復調処
理および／または復号処理を行うためのパラメータを切り替える。例えば、ＰＤＣＣＨと
ＥＰＤＣＣＨとの間で個別に設定されたパラメータを用いて復調処理および／または復号
処理を行う。または、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨとの間で個別に定義された振る舞い（処
理、手順）により復調処理および／または復号処理を行う。例えば、第１のＥＰＤＣＣＨ
と第２のＥＰＤＣＣＨとの間で個別に設定されたパラメータを用いて復調処理および／ま
たは復号処理を行う。または、第１のＥＰＤＣＣＨと第２のＥＰＤＣＣＨとの間で個別に
定義された振る舞いにより復調処理および／または復号処理を行う。
【０２４５】
　また、移動局装置１はモニタリングするサーチスペースに基づいて制御チャネルに対す
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る復調処理および／または復号処理を行うためのパラメータを切り替える。例えば、共通
サーチスペースに配置される制御チャネルと端末固有サーチスペースに配置される制御チ
ャネルとの間で個別に設定されたパラメータを用いて復調処理および／または復号処理を
行う。または、共通サーチスペースに配置される制御チャネルと端末固有サーチスペース
に配置される制御チャネルとの間で個別に定義された振る舞いにより復調処理および／ま
たは復号処理を行う。
【０２４６】
　または、移動局装置１はサブフレーム設定に基づいて制御チャネルに対する復調処理お
よび／または復号処理を行うためのパラメータを切り替える。例えば、固定サブフレーム
で送信された制御チャネルとフレキシブルサブフレームで送信された制御チャネルとの間
で個別に設定されたパラメータを用いて復調処理および／または復号処理を行う。または
、固定サブフレームで送信された制御チャネルとフレキシブルサブフレームで送信された
制御チャネルとの間で個別に定義された振る舞いにより復調処理および／または復号処理
を行う。
【０２４７】
　個別に設定される前記パラメータは、ＲＮＴＩ、ＥＰＤＣＣＨのスクランブルシーケン
スの初期値に用いられるパラメータ、および／または、ＤＭＲＳのスクランブルシーケン
スの初期値に用いられるパラメータ（dmrs-ScramblingSequenceInit）である。なお、上
記のパラメータに限らず、他のパラメータも制御チャネル、サーチスペース、および／ま
たは、サブフレーム設定によって個別に設定されてもよい。また、個別に定義される前記
振る舞いは、制御チャネルの復号処理に用いるＲＮＴＩの種類である。
【０２４８】
　以下では、制御チャネルの復号処理に用いるＲＮＴＩの種類を切り替える例について詳
細に説明する。
【０２４９】
　図２４は、サーチスペースまたはサブフレーム設定に基づく下りリンク物理チャネルに
関連した制御チャネルの復号処理に用いるＲＮＴＩの種類の一例を示す図である。図２４
は、あるサブフレームでＣＳＳとＵＳＳの両方をモニタリングする場合におけるＲＮＴＩ
の種類の一例である。「○」は、移動局装置１においてあるサブフレームの制御チャネル
のあるサーチスペースで送信されたＤＣＩのＣＲＣが当該ＲＮＴＩでスクランブルされて
いることを期待する、ことを意味する。「－」は、移動局装置１においてあるサブフレー
ムの制御チャネルのあるサーチスペースで送信されたＤＣＩのＣＲＣが当該ＲＮＴＩでス
クランブルされていることを期待しない、ことを意味する。また、別の観点では、「○」
は、移動局装置１が、あるサブフレームのあるサーチスペースで、当該ＲＮＴＩでスクラ
ンブルされたＣＲＣを有する制御チャネルをモニタ（復号処理）する、ことを意味する。
「－」は、移動局装置１が、あるサブフレームのあるサーチスペースで、当該ＲＮＴＩで
スクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルをモニタ（復号処理）しない、ことを意
味する。
【０２５０】
　移動局装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第
１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、
固定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＳＩ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第
２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣ
Ｈと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳ
ＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御
するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃ／１Ａであるが、これに
限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２５１】
　移動局装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣ
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ＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、フレキシブルサブフレームの共有サ
ーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する、第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該第２のＥＰＤＣＣＨと、当
該第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフ
ォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣ
Ｉフォーマット１Ｃ／１Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んで
もよい。一方で、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない。も
しくは、移動局装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨがフレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されて
も復号処理しない。
【０２５２】
　ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ
／第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。
もしくは、移動局装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣ
ＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの端末固有サーチ
スペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２５３】
　ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ
／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置さ
れない。もしくは、移動局装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有す
るＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレーム
の端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２５４】
　移動局装置１は、Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固定サブフレームの共有
サーチスペースに配置され、特定のＤＣＩフォーマットおよびＰ－ＲＮＴＩでスクランブ
ルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣ
Ｈを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御す
るＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃ／１Ａであるが、これに限
らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２５５】
　Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない
。もしくは、移動局装置１は、Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣ
ＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サ
ーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２５６】
　Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。も
しくは、移動局装置１は、Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの端末固有サーチスペ
ースではモニタ（復号処理）しない。
【０２５７】
　Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置され
ない。もしくは、移動局装置１は、Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰ
ＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの端
末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
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【０２５８】
　移動局装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第
１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、
固定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＲＡ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第
２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣ
Ｈと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳ
ＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御
するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃ／１Ａであるが、これに
限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２５９】
　移動局装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣ
ＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、フレキシブルサブフレームの共有サ
ーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する、第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該第２のＥＰＤＣＣＨと、当
該第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフ
ォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣ
Ｉフォーマット１Ｃ／１Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んで
もよい。一方で、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない。も
しくは、移動局装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースではモニタ
（復号処理）しない。
【０２６０】
　ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ
／第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。
もしくは、移動局装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣ
ＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの端末固有サーチ
スペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２６１】
　ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ
／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置さ
れない。もしくは、移動局装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有す
るＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレーム
の端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２６２】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固
定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ－Ｒ
ＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２の
ＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨと
、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣＨ
を復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御する
ＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ａであるが、これに限らず、新
たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２６３】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、フ
レキシブルサブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよ
びＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ
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／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤ
ＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰ
ＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを
制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ａであるが、これに限
らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２６４】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固
定サブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第
２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣ
Ｈと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳ
ＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御
するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／
２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでも
よい。
【０２６５】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、フ
レキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマット
およびＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣ
ＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥ
ＰＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられ
たＰＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネ
ルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１
Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを
含んでもよい。
【０２６６】
　移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された
場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよ
びＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰ
ＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２
のＥＰＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付け
られたＰＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チ
ャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ａであるが、
これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２６７】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤ
ＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置
されない。もしくは、移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
Ｃを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブ
フレームの共有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２６８】
　移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された
場合、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマット
およびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１の
ＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐
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付けられたＰＤＳＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物
理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１／１Ａ／
１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォー
マットを含んでもよい。
【０２６９】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤ
ＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに
配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされた
ＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブル
サブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２７０】
　移動局装置１は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有
するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定され、かつ、Ｃ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを復号
することを設定されない場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定の
ＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
Ｃを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰ
ＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣＨを復号する
。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォ
ーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩ
フォーマットを含んでもよい。一方で、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サ
ブフレームの共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定のＤ
ＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣ
を有する第２のＥＰＤＣＣＨが固定サブフレームの共有サーチスペースに配置されても復
号処理しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御す
るＤＣＩフォーマットである。
【０２７１】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシ
ブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特
定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされた
ＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブル
サブフレームの共有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤ
ＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２７２】
　移動局装置１は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有
するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定され、かつ、Ｃ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを復号
することを設定されない場合、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特
定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされた
ＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１の
ＥＰＤＣＣＨと、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＤＳＣＨを復号
する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩ
フォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１／１Ａであるが、これに限らず、新た
なＤＣＩフォーマットを含んでもよい。一方で、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍ
ｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣＨは
、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１
は、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣＨが固定サブフレームの端末固有サーチスペース
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に配置されても復号処理しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理
チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２７３】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシ
ブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は
、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシ
ブルサブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記
特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであ
る。
【０２７４】
　移動局装置１は、Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固定サブフレームの共有
サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＭ－ＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／
第１のＥＰＤＣＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理
チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃであるが
、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。一方で、Ｍ－ＲＮＴＩでス
クランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの共有サーチ
スペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされ
たＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの共有サーチスペースではモ
ニタ（復号処理）しない。
【０２７５】
　Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない
。もしくは、移動局装置１は、Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣ
ＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サ
ーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２７６】
　Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。も
しくは、移動局装置１は、Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの端末固有サーチスペ
ースではモニタ（復号処理）しない。
【０２７７】
　Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置され
ない。もしくは、移動局装置１は、Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰ
ＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの端
末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２７８】
　移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固
定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＤ－Ｒ
ＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２の
ＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを
復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤ
ＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃであるが、これに限らず、新た
なＤＣＩフォーマットを含んでもよい。一方で、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
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Ｃを有する第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの共有サーチスペースに配置されな
い。もしくは、移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２
のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの共有サーチスペースではモニタ（復号処理）しな
い。
【０２７９】
　移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する第２のＥＰＤＣＣ
Ｈを復号することを上位レイヤで設定された場合、フレキシブルサブフレームの共有サー
チスペースに配置され、特定のＤＣＩフォーマットおよびＤ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有する、第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該第２のＥＰＤＣＣＨを復号す
る。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは下りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフ
ォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃであるが、これに限らず、新たなＤＣ
Ｉフォーマットを含んでもよい。一方で、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有
するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペー
スに配置されない。もしくは、移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
Ｃを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サーチ
スペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２８０】
　Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。も
しくは、移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレームの端末固有サーチスペ
ースではモニタ（復号処理）しない。
【０２８１】
　Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置され
ない。もしくは、移動局装置１は、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰ
ＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの端
末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２８２】
　図２５は、サーチスペースまたはサブフレーム設定に基づいて上りリンク物理チャネル
に関連した制御チャネルの復号処理に用いるＲＮＴＩの種類の一例を示す図である。図２
５は、下りリンクサブフレームでＣＳＳとＵＳＳの両方をモニタリングする場合における
ＲＮＴＩの種類の一例である。「○」は、移動局装置１において該当サブフレームの該当
制御チャネルの該当サーチスペースで送信されたＤＣＩフォーマットに付加されたＣＲＣ
パリティビットが該当ＲＮＴＩでスクランブルされていることを期待する、ことを意味す
る。「－」は、移動局装置１において該当サブフレームの該当制御チャネルの該当サーチ
スペースで送信されたＤＣＩフォーマットに付加されたＣＲＣパリティビットが該当ＲＮ
ＴＩでスクランブルされていることを期待しない、ことを意味する。また、別の観点では
、「○」は、移動局装置１が、あるサブフレームのあるサーチスペースで、当該ＲＮＴＩ
でスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルをモニタ（復号処理）する、ことを意
味する。「－」は、移動局装置１が、あるサブフレームのあるサーチスペースで、当該Ｒ
ＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルをモニタ（復号処理）しない、
ことを意味する。
【０２８３】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固
定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ－Ｒ
ＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２の
ＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを
復号し、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰＵ
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ＳＣＨを送信する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク物理チャネルを制
御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット０であるが、これに限らず
、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２８４】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、
ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの
共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定のＤＣＩフォーマ
ットおよびＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤ
ＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースではモ
ニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク物理チャネ
ルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２８５】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された場合、固
定サブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第
２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣ
Ｈを復号し、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに紐付けられた
ＰＵＳＣＨを送信する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは、例えばＤＣＩフォーマ
ット０／４あるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２８６】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、
ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの
端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定のＤＣＩフォ
ーマットおよびＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥ
ＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペー
スではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク物
理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２８７】
　移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された
場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマットおよ
びＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰ
ＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２
のＥＰＤＣＣＨを復号し、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨに
紐付けられたＰＵＳＣＨを送信する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットはは上りリン
ク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット０であ
るが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。
【０２８８】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを
有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフ
レームの共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定のＤＣＩ
フォーマットおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの共有サー
チスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上り
リンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２８９】
　移動局装置１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設定された
場合、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに対して、特定のＤＣＩフォーマット
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およびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１の
ＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／
第２のＥＰＤＣＣＨを復号し、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣ
Ｈに紐付けられたＰＵＳＣＨを送信する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは、例え
ばＤＣＩフォーマット０／４あるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマットを含んで
もよい。
【０２９０】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを
有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフ
レームの端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定のＤ
ＣＩフォーマットおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤ
ＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブルサブフレームの端末
固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマッ
トは上りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２９１】
　移動局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨを復号することを設定されたか否かに関わらず、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ
－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨを復号
することを上位レイヤで設定された場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに配置
され、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブ
ルされたＣＲＣを有する、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨを復号し、当該ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨに紐付けられたＰ
ＵＳＣＨを送信する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク物理チャネルを
制御するＤＣＩフォーマットであり、例えばＤＣＩフォーマット０であるが、これに限ら
ず、新たなＤＣＩフォーマットを含んでもよい。一方で、特定のＤＣＩフォーマットおよ
びＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、第２のＥＰ
ＤＣＣＨは、固定サブフレームの共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局
装置１は、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブルされたＣＲＣを有する、第２のＥＰＤＣＣＨが固定サブフレームの共有サーチスペ
ースに配置されても復号処理しない。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク
物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２９２】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシ
ブルサブフレームの共有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特
定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされた
ＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシブル
サブフレームの共有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤ
ＣＩフォーマットは上りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２９３】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブ
フレームの端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、特定の
ＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲ
Ｃを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定サブフレーム
の端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記特定のＤＣＩフォ
ーマットは上りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットである。
【０２９４】
　特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシ
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ブルサブフレームの端末固有サーチスペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は
、特定のＤＣＩフォーマットおよびＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、フレキシ
ブルサブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。なお、前記
特定のＤＣＩフォーマットは上りリンク物理チャネルを制御するＤＣＩフォーマットであ
る。
【０２９５】
　移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する
ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設
定された場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに配置され、特定のＤＣＩフォー
マットおよびＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤ
ＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１の
ＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは
、例えばＤＣＩフォーマット３／３Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマッ
トを含んでもよい。
【０２９６】
　移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する
ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設
定された場合、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースに配置され、特定のＤＣ
ＩフォーマットおよびＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有す
る、ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ
／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォー
マットは、例えばＤＣＩフォーマット３／３Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフ
ォーマットを含んでもよい。
【０２９７】
　ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに
配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブ
ルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定
サブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０２９８】
　ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチス
ペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでス
クランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨ
を、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない
。
【０２９９】
　移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する
ＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号することを上位レイヤで設
定された場合、固定サブフレームの共有サーチスペースに配置され、特定のＤＣＩフォー
マットおよびＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する、ＰＤ
ＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨをモニタし、当該ＰＤＣＣＨ／第１の
ＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを復号する。なお、前記特定のＤＣＩフォーマットは
、例えばＤＣＩフォーマット３／３Ａであるが、これに限らず、新たなＤＣＩフォーマッ
トを含んでもよい。
【０３００】
　ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの共有サーチスペー
スに配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクラ
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ンブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、
フレキシブルサブフレームの共有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０３０１】
　ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、固定サブフレームの端末固有サーチスペースに
配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブ
ルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨを、固定
サブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない。
【０３０２】
　ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１
のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨは、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチス
ペースに配置されない。もしくは、移動局装置１は、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでス
クランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨ／第１のＥＰＤＣＣＨ／第２のＥＰＤＣＣＨ
を、フレキシブルサブフレームの端末固有サーチスペースではモニタ（復号処理）しない
。
【０３０３】
　なお、図２４および図２５において「○」の場合、基地局装置３は、該当サブフレーム
の該当制御チャネルの該当サーチスペースで送信されたＤＣＩフォーマットに付加された
ＣＲＣパリティビットが該当ＲＮＴＩでスクランブルし、制御チャネルを送信する可能性
がある。また図２４および図２５において「－」の場合、基地局装置３は、該当サブフレ
ームの該当制御チャネルの該当サーチスペースで送信されたＤＣＩフォーマットに付加さ
れたＣＲＣパリティビットが該当ＲＮＴＩでスクランブルしない、または、該当サブフレ
ームの該当制御チャネルにおいて該当ＲＮＴＩでスクランブルしたＣＲＣパリティビット
を付加したＤＣＩフォーマットを該当サーチスペースで送信しない。
【０３０４】
　このように、制御チャネル、サーチスペース、および／または、サブフレーム設定に基
づいて制御チャネルの復号処理に用いるＲＮＴＩの種類を切り替えることで、移動局装置
１は、基地局装置３から送信される可能性がある情報のみをモニタリングし、移動局装置
１の復号処理を軽減する。
【０３０５】
　なお、上記では、制御チャネルおよびサーチスペース毎に固定サブフレームとフレキシ
ブルサブフレームの間でＲＮＴＩによって復号処理を行う振る舞いを個別に定義したが、
ある制御チャネルまたはあるサーチスペースにおいては、固定サブフレームとフレキシブ
ルサブフレームの間で共通の復号処理を行ってもよい。例えば、ＰＤＣＣＨのＣＳＳにお
いて、フレキシブルサブフレームであっても固定サブフレームで定義されたＲＮＴＩの種
類で制御チャネルの復号処理を行なってもよい。
【０３０６】
　上記は、予め移動局装置１にＲＮＴＩの種類で制御チャネルの復号処理を行う振る舞い
を定義し、制御チャネル、サーチスペース、および／または、サブフレーム設定に基づい
て、前記振る舞いを切り替える動作を説明した。
【０３０７】
　以下では、移動局装置１で制御チャネルの復号処理を行うＲＮＴＩの種類を基地局装置
３から明示的に指定する方法について説明する。
【０３０８】
　基地局装置３は、各ＲＮＴＩを用いて復号処理を行う（１、ＴＲＵＥ、ＥＮＡＢＬＥ、
ＯＮ）か否か（０、ＦＡＬＳＥ、ＤＩＳＡＢＬＥ、ＯＦＦ）の１ビットの情報を移動局装
置１にＲＲＣシグナリングを通じて設定する。例えば、ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳに配置され
たＥＰＤＣＣＨにＣ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行う設定をする場合、Ｃ－ＲＮＴＩの
復号処理に対応するフラグに１を設定する。設定された移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－
ＣＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨにＣ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行う。一方で、ＥＰ
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ＤＣＣＨ－ＣＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨにＣ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行う設定
をしない場合、Ｃ－ＲＮＴＩの復号処理に対応するフラグに０を設定する。設定された移
動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨにＣ－ＲＮＴＩを用いて
復号処理を行う。
【０３０９】
　復号処理に対応するフラグは、全てのＲＮＴＩの種類が設定されてもよい。この場合は
、基地局装置３は、全てのＲＮＴＩの種類に対応する復号処理のフラグを移動局装置１に
設定する。また、復号処理に対応するフラグは、一部のＲＮＴＩの種類で設定されてもよ
い。この場合、移動局装置１は、復号処理に対応するフラグが通知されたＲＮＴＩに関し
て、通知情報を優先して該ＲＮＴＩを用いた復号処理を行うか否かを決定する。移動局装
置１は、復号処理に対応するフラグが通知されないＲＮＴＩに関しては、初期設定の動作
を行う。
【０３１０】
　復号処理に対応するフラグは、ＥＰＤＣＣＨセット設定情報に含んで明示的に通知され
る。
【０３１１】
　以下では、ＲＮＴＩのモニタリングおよび制御チャネルの復号処理の切り替えの例を挙
げて説明する。
【０３１２】
　サブフレーム設定に基づく復調処理および／または復号処理の動作の切り替えの一例と
して、図２６を用いて説明する。図２６は、サブフレーム設定とモニタリングするＲＮＴ
Ｉの種類の切り替えの一例を示す図である。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、
ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１は第２のＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ
－ＣＳＳ、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１は第２のＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、に対応する。図２６で
は、上りリンク－下りリンク設定１と上りリンク－下りリンク設定２のどちらかが少なく
ともＤまたはＳとして設定されたサブフレームにおいて、ＣＳＳとＵＳＳの両方をモニタ
リングする一例である。
【０３１３】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリング、ま
たは、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリングを、サブフレーム毎に決定し、モニタリング
するＲＮＴＩの種類（ＲＮＴＩグループとも称する。）が切り替わる。
【０３１４】
　移動局装置１は、少なくともＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいて決まるサブフレ
ーム（第１のサブフレーム）において第１のＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加
されるＥＰＤＣＣＨをモニタリングし、少なくとも第１の上りリンク－下りリンク設定と
、第２の上りリンク－下りリンク設定とに基づいて決まるサブフレーム（第２のサブフレ
ーム）において第２のＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加されるＥＰＤＣＣＨを
モニタリングする。ここで、第２のサブフレームは、さらに少なくともＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム設定に基づいて決まる。また、第２のサブフレームは、第１のサブフレームであ
ってもよい。
【０３１５】
　移動局装置１は、１つの無線フレームにおいて、第１のサブフレームにおいて第１のＲ
ＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加されるＥＰＤＣＣＨをモニタリングし、前記第
１のサブフレームとは異なる第２のサブフレームにおいて第２のＲＮＴＩでスクランブル
されたＣＲＣが付加されるＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。前記第１のＲＮＴＩは、第
１のＲＮＴＩグループに含まれるＲＮＴＩであり、前記第２のＲＮＴＩは、第２のＲＮＴ
Ｉグループに含まれるＲＮＴＩである。なお、第２のＲＮＴＩグループは、前記第１のＲ
ＮＴＩグループに含まれるすべてのＲＮＴＩを含まれても良い。
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【０３１６】
　サブフレーム０において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局
装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ
－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は
、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－
ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、
ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし
、復号処理を行う。
【０３１７】
　サブフレーム１において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装
置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮ
ＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行う。また、このとき、移
動局装置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮ
ＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ
－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモ
ニタリングし、復号処理を行う。
【０３１８】
　サブフレーム２は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３１９】
　サブフレーム３において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動
局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩを用いてモ
ニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ
２に配置されたＥＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３２０】
　サブフレーム４において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動
局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩを用いてモ
ニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ
２に配置されたＥＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３２１】
　サブフレーム５において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装
置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮ
ＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。ま
た、このとき、移動局装置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－Ｒ
ＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍ
ｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－Ｒ
ＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３２２】
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　サブフレーム６において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局
装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ
－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は
、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－
ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、
ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし
、復号処理を行う。
【０３２３】
　サブフレーム７は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３２４】
　サブフレーム８において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動
局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩを用いてモ
ニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ
２に配置されたＥＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ
－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３２５】
　サブフレーム９において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局
装置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
また、このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＥＰＤＣＣＨをＳ
Ｉ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いて
モニタリングし、復号処理を行う。
【０３２６】
　なお、サブフレーム３、４、７、８、９でＭＢＳＦＮサブフレームが設定されることを
許可された場合において、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置された
ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対してＭ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行なってもよい。
【０３２７】
　なお、サブフレーム０、１、３、４、５、６、８、９でＰＤＣＣＨ－ＳＳ２またはＥＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対してＤ－ＲＮＴＩを用いて
復号処理を行なってもよい。
【０３２８】
　制御チャネルに基づく復調処理および／または復号処理の動作の切り替えの一例として
、図２７を用いて説明する。図２７は、サブフレーム設定とモニタリングするＲＮＴＩの
種類の切り替えの一例を示す図である。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１をＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＥＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳ１を第２のＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１をＰＤＣＣＨ－Ｃ
ＳＳ、と対応する。図２７では、上りリンク－下りリンク設定１と上りリンク－下りリン
ク設定２の両方がＤまたはＳとして設定されたサブフレームにおいて、ＣＳＳとＵＳＳの
両方をモニタリングし、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設
定２の一方がＤまたはＳであり、かつ、もう一方がＵであるサブフレームは、ＵＳＳのみ
をモニタリングする一例である。
【０３２９】
　全ての移動局装置に対して共通の情報を設定できない場合では、あるサブフレームにお
いてＣＳＳが設定できない可能性がある。その場合、ＣＳＳで送信される制御情報はＵＳ
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Ｓで送信することができる。その際に、移動局装置１は、ＣＳＳで送信される可能性があ
る制御情報のモニタリングをＵＳＳでモニタリングする機能を備える必要がある。すなわ
ち、ＣＳＳでモニタリングに用いられるＲＮＴＩの種類の一部をＵＳＳでもモニタリング
する必要がある。
【０３３０】
　なお、例えばＤＣＩフォーマット１Ｃなどの、ＣＳＳで送信される制御情報をＵＳＳで
送信される場合、ＵＳＳでブラインドデコーディングを行う回数が増加し、従来の方式に
よるＣＳＳとＵＳＳでブラインドデコーディングを行う合計回数よりも上回る可能性があ
る。その際に、移動局装置１は、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに該当するＤＣＩフォ
ーマットのみ、ブラインドデコーディングを行う回数を制限する。例えば、移動局装置１
は、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに該当するＤＣＩフォーマットのみのアグリゲーシ
ョンレベルを４および８に限定して、ブラインドデコーディングを行う。例えば、移動局
装置１は、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに該当するＤＣＩフォーマットのみのＰＤＣ
ＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ候補数の総数を６以下限定して、ブラインドデコーディングを行う。
【０３３１】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、または、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリ
ングを、サブフレーム毎に決定し、モニタリングするＲＮＴＩの種類が切り替わる。
【０３３２】
　サブフレーム０において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局
装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ
－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は
、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－
ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、
ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし
、復号処理を行う。
【０３３３】
　サブフレーム１において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装
置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＰＤＣＣＨをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮ
ＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。ま
た、このとき、移動局装置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨをＳＩ－Ｒ
ＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍ
ｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－Ｒ
ＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３３４】
　サブフレーム２は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３３５】
　サブフレーム３において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３３６】
　サブフレーム４において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
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ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３３７】
　サブフレーム５において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装
置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
また、このとき、移動局装置１は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置された制御チャネルをＳＩ
－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ
－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３３８】
　サブフレーム６において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局
装置１は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＣ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ
－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。また、このとき、移動局装置１は
、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置された制御チャネルをＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＲＡ
－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリング
し、復号処理を行う。
【０３３９】
　サブフレーム７は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３４０】
　サブフレーム８において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３４１】
　サブフレーム９において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、移動局装置１は、ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ１に配置された制御チャネルをＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩを用いてモニタリングし、復号処理を行う。
【０３４２】
　これにより、移動局装置１は、ＣＳＳが設定できない場合においても、ＣＳＳで送信さ
れる制御情報を受信することができる。
【０３４３】
　なお、サブフレーム３、４、７、８、９でＭＢＳＦＮサブフレームが設定されることを
許可された場合において、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２またはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置された
ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対してＭ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行なってもよい。
【０３４４】
　なお、サブフレーム０、１、５、６のＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨ、ま
たは、サブフレーム３、４、８、９のＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨに
対してＤ－ＲＮＴＩを用いて復号処理を行なってもよい。
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【０３４５】
　ＣＳＳとＵＳＳの両方をモニタリングする場合と、ＵＳＳのみをモニタリングする場合
は、基地局装置３によって移動局装置１に設定される。例えば、ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳの
設定に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定情報（ＥＰＤＣＣＨ－ＳｅｔＣｏｎｆｉｇ）とＥ
ＰＤＣＣＨ－ＵＳＳの設定に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定情報の両方を移動局装置１
に設定した場合、移動局装置１はＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳまたはＰＤＣＣＨ－ＣＳＳとＥＰ
ＤＣＣＨ－ＵＳＳの両方をモニタリングする。この場合、移動局装置１は、図２６のサブ
フレーム８、または、サブフレーム９のＲＮＴＩの種類によって制御チャネルを復号処理
する。
【０３４６】
　一方で、ＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳの設定に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定情報のみ移動
局装置１に設定し、ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳの設定に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定情報
を移動局装置１に設定しなかった場合、かつ、ＰＤＣＣＨが送信されなかった場合、移動
局装置１はＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳのみをモニタリングする。この場合、移動局装置１は、
図２７のサブフレーム３、４、８、９のＲＮＴＩの種類によって制御チャネルを復号処理
する。
【０３４７】
　以下では、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、および、ＤＭＲＳに用いるスクランブルシーケ
ンスパラメータを切り替える例について詳細に説明する。
【０３４８】
　サブフレーム設定に基づくＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、および、ＤＭＲＳスクランブル
シーケンスパラメータを切り替えの一例として、図２８を用いて説明する。図２８は、サ
ブフレーム設定とスクランブルシーケンス生成に用いるパラメータの一例を示す図である
。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１は第２のＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＵＳＳ、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１は第２の
ＥＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、に対応する。図２８では、上りリンク－下りリンク設定１と上り
リンク－下りリンク設定２のどちらかが少なくともＤまたはＳとして設定されたサブフレ
ームにおいて、ＣＳＳとＵＳＳの両方をモニタリングする一例である。図２８の「ＰＣＩ
」は基地局装置３の物理レイヤセル識別子、「第１のＶＣＩＤ」は基地局装置３から設定
されるスクランブルシーケンスパラメータ、「第２のＶＣＩＤ」は「第１のＶＣＩＤ」と
は個別に基地局装置３から設定されるスクランブルシーケンスパラメータ、「第３のＶＣ
ＩＤ」は「第１のＶＣＩＤ」、「第２のＶＣＩＤ」とは個別に基地局装置３から設定され
るスクランブルシーケンスパラメータである。
【０３４９】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、または、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリ
ングを、サブフレーム毎に決定し、それに伴い参照するスクランブルシーケンスパラメー
タが切り替わる。
【０３５０】
　移動局装置１は、少なくともＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいて決まるサブフレ
ーム（第１のサブフレーム）において、第１のパラメータ（第１のＶＣＩＤ、第１のスク
ランブルシーケンスパラメータ）に基づいて生成されたシーケンスでスクランブルされた
情報を含むＥＰＤＣＣＨ（第１のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨ）を受信し
、少なくとも第１の上りリンク－下りリンク設定と、第２の上りリンク－下りリンク設定
とに基づいて決まる第２のサブフレームにおいて、第２のパラメータ（第２のＶＣＩＤ、
第２のスクランブルシーケンスパラメータ）に基づいて生成されたシーケンスでスクラン
ブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨ（第２のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨ
）を受信する。前記第２のサブフレームは、さらに少なくともＥＰＤＣＣＨサブフレーム
設定に基づいて決まる請求項１に記載の端末。前記第２のサブフレームは、第１のサブフ



(60) JP 6162244 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

レームであってもよい。
【０３５１】
　移動局装置１は、少なくともＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいて決まるサブフレ
ーム（第１のサブフレーム）において、第１のパラメータ（第１のＶＣＩＤ、第１のスク
ランブルシーケンスパラメータ）に基づいて生成されたシーケンスでスクランブルされた
情報を含むＥＰＤＣＣＨ（第１のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨ）に関連す
るＤＭＲＳは前記第１のパラメータに基づいて生成されたシーケンスのＤＭＲＳと、少な
くとも第１の上りリンク－下りリンク設定と、第２の上りリンク－下りリンク設定とに基
づいて決まる第２のサブフレームにおいて、第２のパラメータ（第２のＶＣＩＤ、第２の
スクランブルシーケンスパラメータ）に基づいて生成されたシーケンスでスクランブルさ
れた情報を含むＥＰＤＣＣＨ（第１のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨ）に関
連するＤＭＲＳは前記第２のパラメータに基づいて生成されたシーケンスのＤＭＲＳと、
を受信する。前記第１のパラメータと前記第２のパラメータは、同じＥＰＤＣＣＨセット
に対して設定されるパラメータである。第１のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣ
Ｈと第２のスクランブルされた情報を含むＥＰＤＣＣＨは、同じＥＰＤＣＣＨセットに対
して設定されるＥＰＤＣＣＨリソースブロックセットにおいてモニタリングされてもよい
。
【０３５２】
　サブフレーム０において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局
装置３は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨに前
記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。また、基地
局装置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成し
たスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装
置１は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクラ
ンブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰ
ＤＣＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、ＰＣＩに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ２
に配置されたＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３５３】
　サブフレーム１において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装
置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケ
ンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨのデ
スクランブルを行う。
【０３５４】
　サブフレーム２は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３５５】
　サブフレーム３において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地
局装置３は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクラ
ンブルを行い、送信する。また、基地局装置３は、第３のＶＣＩＤに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したス
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クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブ
ルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣ
ＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、第３のＶＣＩＤに基づくスクラン
ブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ２に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３５６】
　サブフレーム４において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地
局装置３は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクラ
ンブルを行い、送信する。また、基地局装置３は、第３のＶＣＩＤに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブ
ルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣ
ＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、第３のＶＣＩＤに基づくスクラン
ブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ２に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３５７】
　サブフレーム５において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装
置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケ
ンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨのデ
スクランブルを行う。
【０３５８】
　サブフレーム６において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局
装置３は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨに前
記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。また、基地
局装置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成し
たスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装
置１は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクラ
ンブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰ
ＤＣＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、ＰＣＩに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ２
に配置されたＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３５９】
　サブフレーム７は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３６０】
　サブフレーム８において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地
局装置３は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－
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ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクラ
ンブルを行い、送信する。また、基地局装置３は、第３のＶＣＩＤに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブ
ルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣ
ＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、第３のＶＣＩＤに基づくスクラン
ブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－
ＳＳ２に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３６１】
　サブフレーム９において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局
装置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置
されるＰＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、
送信する。また、基地局装置３は、第３のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生
成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されるＥＰＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシー
ケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１は、ＰＣＩに基
づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＰ
ＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１
は、第３のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブ
ルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰＤＣ
ＣＨのデスクランブルを行う。
【０３６２】
　このように、固定サブフレームとフレキシブルサブフレームの間でＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ
１に配置されるＥＰＤＣＣＨがスクランブルに用いるスクランブルシーケンスパラメータ
を切り替えることで、サブフレームによってＥＰＤＣＣＨのＣｏＭＰの設定を切り替える
ことができる。
【０３６３】
　サブフレーム設定に基づくＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、および、ＤＭＲＳスクランブル
シーケンスパラメータを切り替えの一例として、図２９を用いて説明する。図２９は、サ
ブフレーム設定とスクランブルシーケンス生成に用いるパラメータの一例を示す図である
。サブフレーム設定と参照するスクランブルシーケンスパラメータの種類の切り替えの一
例を示す図である。ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１は
第２のＥＰＤＣＣＨ－ＵＳＳ、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１はＰＤＣＣＨ－ＣＳＳ、ＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１、に対応する。図２９では、上りリンク－下りリンク設定１と上りリンク－下り
リンク設定２の両方がＤまたはＳとして設定されたサブフレームにおいて、ＣＳＳとＵＳ
Ｓの両方をモニタリングし、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリン
ク設定２の一方がＤまたはＳであり、かつ、もう一方がＵであるサブフレームは、ＵＳＳ
のみをモニタリングする一例である。図２８の「ＰＣＩ」は基地局装置３の物理レイヤセ
ル識別子、「第１のＶＣＩＤ」は基地局装置３から設定されるスクランブルシーケンスパ
ラメータ、「第２のＶＣＩＤ」は「第１のＶＣＩＤ」とは個別に基地局装置３から設定さ
れるスクランブルシーケンスパラメータである。なお、第１のＶＣＩＤを第１のＥＰＤＣ
ＣＨのスクランブルシーケンスパラメータ、第２のＶＣＩＤを第２のＥＰＤＣＣＨのスク
ランブルシーケンスパラメータとも称する。
【０３６４】
　移動局装置１は、基地局装置３からのサブフレーム設定に基づいて、制御チャネルのモ
ニタリングを行う。制御チャネルのモニタリングの一例は、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタ
リング、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１のモニタリング、または、ＰＤＣＣＨ－ＳＳ２のモニタリ
ングを、サブフレーム毎に決定し、それに伴い参照するスクランブルシーケンスパラメー
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タが切り替わる。
【０３６５】
　サブフレーム０において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局
装置３は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨに前
記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。また、基地
局装置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成し
たスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装
置１は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクラ
ンブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭＲＳの受信およびＥＰ
ＤＣＣＨのデスクランブルを行う。また、移動局装置１は、ＰＣＩに基づくスクランブル
シーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ２
に配置されたＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３６６】
　サブフレーム１において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装
置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケ
ンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨのデ
スクランブルを行う。
【０３６７】
　サブフレーム２は、上りリンク－下りリンク設定１および上りリンク－下りリンク設定
２が共にＵであるため、制御チャネルのモニタリングを行わない。
【０３６８】
　サブフレーム３において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装置３は、第２のＶＣ
ＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰ
ＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する
。このとき、移動局装置１は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し
、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰ
ＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３６９】
　サブフレーム４において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装置３は、第２のＶＣ
ＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰ
ＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する
。このとき、移動局装置１は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し
、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭ
ＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３７０】
　サブフレーム５において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＰＤＣＣＨ－
ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装
置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成したス
クランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装置１
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は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクランブルシーケ
ンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣＨのデ
スクランブルを行う。
【０３７１】
　サブフレーム６において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１とＰＤＣＣＨ－ＳＳ２をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局
装置３は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨに前
記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。また、基地
局装置３は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＰＤＣＣＨに前記生成し
たスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する。このとき、移動局装
置１は、第１のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、前記生成したスクラ
ンブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＥＰＤＣＣＨのデスクラン
ブルを行う。また、移動局装置１は、ＰＣＩに基づくスクランブルシーケンスを生成し、
前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＰＤＣＣＨ－ＳＳ２に配置されたＰＤＣＣ
Ｈのデスクランブルを行う。
【０３７２】
　サブフレーム８において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装置３は、第２のＶＣ
ＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰ
ＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する
。このとき、移動局装置１は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し
、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭ
ＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３７３】
　サブフレーム９において、移動局装置１は、上りリンク－下りリンク設定１、上りリン
ク－下りリンク設定２、および、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定に基づいてＥＰＤＣＣＨ
－ＳＳ１をモニタリングすることが設定される。このとき、基地局装置３は、第２のＶＣ
ＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰ
ＤＣＣＨに前記生成したスクランブルシーケンスを用いてスクランブルを行い、送信する
。このとき、移動局装置１は、第２のＶＣＩＤに基づくスクランブルシーケンスを生成し
、前記生成したスクランブルシーケンスを用いてＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されたＤＭ
ＲＳの受信およびＥＰＤＣＣＨのデスクランブルを行う。
【０３７４】
　このように、固定サブフレームとフレキシブルサブフレームの間でＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ
１に配置されるＥＰＤＣＣＨがスクランブルに用いるスクランブルシーケンスパラメータ
を切り替えることで、サブフレームによってＳＳで送信される移動局装置のグループを切
り替えることができる。
【０３７５】
　同じＥＰＤＣＣＨセット間でスクランブルシーケンスパラメータを切り替える方法につ
いて詳細に説明する。
【０３７６】
　一つの方法は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定（ＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳｅｔＣｏｎｆｉｇ）に第１のＶＣＩＤと第２のＶＣＩＤを含めて設定する。基地局
装置３は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定（ＥＰＤＣＣＨ－Ｓ
ｅｔＣｏｎｆｉｇ）に第１のＶＣＩＤと第２のＶＣＩＤを含めてＲＲＣシグナリングを通
じて移動局装置１に設定する。移動局装置１は、ＲＲＣシグナリングを通じて第１のＶＣ
ＩＤと第２のＶＣＩＤを受信し、第１のＶＣＩＤを固定サブフレームのＥＰＤＣＣＨ－Ｓ
Ｓ１に配置されるＥＰＤＣＣＨ、第２のＶＣＩＤをフレキシブルサブフレームのＥＰＤＣ
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ＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨに用いる。
【０３７７】
　一つの方法は、第１のＶＣＩＤはＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に対応するＥＰＤＣＣＨセット
設定（ＥＰＤＣＣＨ－ＳｅｔＣｏｎｆｉｇ）で通知されたスクランブルシーケンス情報を
参照し、基地局装置３は、ＥＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に対応するＥＰＤＣＣＨセット設定（Ｅ
ＰＤＣＣＨ－ＳｅｔＣｏｎｆｉｇ）に第１のＶＣＩＤを含めてＲＲＣシグナリングを通じ
て移動局装置１に設定する。第２のＶＣＩＤは上りリンク－下りリンク設定２と同時に通
知されたスクランブルシーケンス情報を参照する。基地局装置３は、上りリンク－下りリ
ンク設定２をＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて設定され、また同時に、第２
のＶＣＩＤをＰＤＣＣＨまたはＲＲＣシグナリングを通じて移動局装置１に設定する。移
動局装置１は、第１のＶＣＩＤをＲＲＣシグナリング、第２のＶＣＩＤをＰＤＣＣＨまた
はＲＲＣシグナリングを通じて受信し、第１のＶＣＩＤを固定サブフレームのＥＰＤＣＣ
Ｈ－ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨ、第２のＶＣＩＤをフレキシブルサブフレームのＥ
ＰＤＣＣＨ－ＳＳ１に配置されるＥＰＤＣＣＨに用いる。
【０３７８】
　なお、第１のＶＣＩＤと第２のＶＣＩＤは、共通のパラメータとして設定されてもよい
。また、第２のＶＣＩＤと第３のＶＣＩＤは、共通のパラメータとして設定されてもよい
。なお、第３のＶＣＩＤは物理レイヤセル識別子として設定されてもよい。
【０３７９】
　上りリンク－下りリンク設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ
－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を用いて、設定されることができ
る。以下、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送
信方向ＵＬ－ＤＬ設定について説明する。
【０３８０】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送信方向Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定は、上りリンク－下りリンク設定（uplink-downlink configuration, UL-DL
 configuration）によって定義される。
【０３８１】
　つまり、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送
信方向ＵＬ－ＤＬ設定は、無線フレーム内における下りリンクサブフレーム、上りリンク
サブフレーム、および、スペシャルサブフレームのパターンによって定義される。
【０３８２】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、第１のパラメータ、第１の設定、または、サービン
グセル上りリンク－下りリンク設定とも称される。下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、第
２のパラメータ、または、第２の設定とも称される。送信方向ＵＬ－ＤＬ設定は、第３の
パラメータまたは第３の設定とも称される。
【０３８３】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定として上りリンク－下りリンク設定ｉがセットされるこ
とは、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定ｉがセットされるとも称される。下りリンク参照Ｕ
Ｌ－ＤＬ設定として上りリンク－下りリンク設定ｉがセットされることは、下りリンク参
照ＵＬ－ＤＬ設定ｉがセットされるとも称される。送信方向ＵＬ－ＤＬ設定として上りリ
ンク－下りリンク設定ｉがセットされることは、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定ｉがセットされ
るとも称される。
【０３８４】
　以下、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送信
方向ＵＬ－ＤＬ設定にセッティング方法ついて説明する。
【０３８５】
　基地局装置３は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、お
よび、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。基地局装置３は、上りリンク参照ＵＬ－Ｄ
Ｌ設定を示す第１の情報（TDD-Config）、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定を示す第２の情
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報、および、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を示す第３の情報を、ＭＩＢ、システムインフォメ
ーションブロックタイプ１メッセージ、システムインフォメーションメッセージ、ＲＲＣ
メッセージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）、および、物理層の制御情報（例えば、
ＤＣＩフォーマット）の少なくとも１つに含めて送信してもよい。また、基地局装置３は
、状況に応じて、第１の情報、第２の情報、および、第３の情報を、ＭＩＢ、システムイ
ンフォメーションブロックタイプ１メッセージ、システムインフォメーションメッセージ
、ＲＲＣメッセージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）、および、物理層の制御情報（
例えば、ＤＣＩフォーマット）の何れかに含めてもよい。
【０３８６】
　複数のサービングセルのそれぞれに対して、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリン
ク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定が定義されてもよい。
【０３８７】
　基地局装置３は、サービングセルのそれぞれに対する、第１の情報、第２の情報、およ
び、第３の情報を、複数のサービングセルが設定された移動局装置１に送信する。なお、
サービングセルのそれぞれに対して、第１の情報、第２の情報、および、第３の情報が定
義されてもよい。
【０３８８】
　基地局装置３は、１つのプライマリーセルおよび１つのセカンダリーセルから構成され
る２つのサービングセルが設定された移動局装置１に対して、プライマリーセルに対する
第１の情報、プライマリーセルに対する第２の情報、プライマリーセルに対する第３の情
報、セカンダリーセルに対する第１の情報、セカンダリーセルに対する第２の情報、およ
び、セカンダリーセルに対する第３の情報を送信してもよい。
【０３８９】
　複数のサービングセルが設定された移動局装置１は、サービングセルのそれぞれに対し
て、第１の情報、第２の情報、および、第３の情報に基づいて、上りリンク参照ＵＬ－Ｄ
Ｌ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および、送信方向ＤＬ－ＵＬ設定をセットして
もよい。
【０３９０】
　１つのプライマリーセルおよび１つのセカンダリーセルから構成される２つのサービン
グセルが設定された移動局装置１は、プライマリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－Ｄ
Ｌ設定、プライマリーセルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、プライマリーセルに
対する送信方向ＤＬ－ＵＬ設定、セカンダリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設
定、セカンダリーセルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、セカンダリーセルに対す
る送信方向ＤＬ－ＵＬ設定をセットしてもよい。
【０３９１】
　プライマリーセルに対する第１の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ
１メッセージ、または、ＲＲＣメッセージに含まれることが好ましい。セカンダリーセル
に対する第１の情報は、ＲＲＣメッセージに含まれることが好ましい。プライマリーセル
に対する第２の情報は、システムインフォメーションブロックタイプ１メッセージ、シス
テムインフォメーションメッセージ、または、ＲＲＣメッセージに含まれることが好まし
い。セカンダリーセルに対する第２の情報は、ＲＲＣメッセージに含まれることが好まし
い。第３の情報は、物理層の制御情報（例えば、ＤＣＩフォーマット）に含まれることが
好ましい。
【０３９２】
　第１の情報は、セル内の複数の移動局装置１に対して共通であることが好ましい。第２
の情報は、セル内の複数の移動局装置１に対して共通であってもよいし、移動局装置１に
対して専用であってもよい。第３の情報は、セル内の複数の移動局装置１に対して共通で
あってもよいし、移動局装置１に対して専用であってもよい。
【０３９３】
　システムインフォメーションブロックタイプ１メッセージは、SFN mod 8 = 0を満たす
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無線フレームのサブフレーム５においてＰＤＳＣＨを介して初期送信が行われ、SFN mod 
2= 0を満たす他の無線フレームにおけるサブフレーム５において再送信（repetition）が
行なわれる。システムインフォメーションブロックタイプ１メッセージは、スペシャルサ
ブフレームの構成（ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、およびＵｐＰＴＳの長さ）を示す情報を含む。シ
ステムインフォメーションブロックタイプ１メッセージは、セル固有の情報である。
【０３９４】
　システムインフォメーションメッセージは、ＰＤＳＣＨを介して伝送される。システム
インフォメーションメッセージは、セル固有の情報である。システムインフォメーション
メッセージは、システムインフォメーションブロックタイプ１以外のシステムインフォメ
ーションブロックＸを含む。
【０３９５】
　ＲＲＣメッセージはＰＤＳＣＨを介して伝送される。ＲＲＣメッセージは、ＲＲＣ層に
おいて処理される情報／信号である。ＲＲＣメッセージは、セル内の複数の移動局装置１
に対して共通であってもよいし、特定の移動局装置１に対して専用であってもよい。
【０３９６】
　ＭＡＣ　ＣＥはＰＤＳＣＨを介して送信される。ＭＡＣ　ＣＥは、ＭＡＣ層において処
理される情報／信号である。
【０３９７】
　移動局装置１は、複数のサービングセルのそれぞれに対して、図１０におけるセッティ
ング方法を実行する。
【０３９８】
　移動局装置１は、あるサービングセルに対して、第１の情報に基づいて上りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。移動局装置１は、該あるサービングセルに対する第２の情
報を受信しているかどうかを判断する。移動局装置１は、該あるサービングセルに対する
第２の情報を受信している場合は、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセ
ルに対する第２の情報に基づいて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。移動局装
置１は、該あるサービングセルに対する第２の情報を受信していない場合は（else/other
wise）、該あるサービングセルに対して、該あるサービングセルに対する第１の情報に基
づいて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。
【０３９９】
　第１の情報に基づいて上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定および下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定がセットされているサービングセルを、ダイナミックＴＤＤが設定されていないサー
ビングセルとも称する。第２の情報に基づいて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定がセットさ
れているサービングセルを、ダイナミックＴＤＤが設定されているサービングセルとも称
する。
【０４００】
　移動局装置１は、第２の情報を受信し、第２の情報に基づき上りリンクの信号の送信が
可能なサブフレームを判断する。次に、移動局装置１は、第３の情報を監視する。移動局
装置１は、第３の情報を受信した場合に、第３の情報に基づき上りリンクの信号の送信が
可能なサブフレームを判断する。
【０４０１】
　以下、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定について説明する。
【０４０２】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、サービングセルにおいて、上りリンクの送信が可能
または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。
【０４０３】
　移動局装置１は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって下りリンクサブフレームとし
て指示されたサブフレームにおいて上りリンクの送信を行なわない。移動局装置１は、上
りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレ
ームのＤｗＰＴＳおよびＧＰにおいて上りリンクの送信を行なわない。
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【０４０４】
　以下、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定について説明する。
【０４０５】
　下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、サービングセルにおいて、下りリンクの送信が可能
または不可能なサブフレームを特定するために少なくとも用いられる。
【０４０６】
　移動局装置１は、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームとし
て指示されたサブフレームにおいて下りリンクの受信を行なわない。移動局装置１は、下
りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によってスペシャルサブフレームとして指示されたサブフレ
ームのＵｐＰＴＳおよびＧＰにおいて下りリンクの受信を行なわない。
【０４０７】
　第１の情報に基づいて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定をセットしている移動局装置１は
、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定または下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって指示され
た下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて下りリン
クの信号を用いた測定（例えば、チャネル状態情報に関する測定）を行なってもよい。
【０４０８】
　基地局装置３は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定される設定セット（セ
ットの設定）の中から下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定を決定する。つまり、下りリンク参
照ＵＬ－ＤＬ設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて限定される設定セットに
おける要素である。図１１において、Ｄは下りリンクサブフレームを示し、Ｕは上りリン
クサブフレームを示し、Ｓはスペシャルサブフレームを示す。
【０４０９】
　これにより、ダイナミックＴＤＤにおいて、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって下
りリンクサブフレームと指示されたサブフレーム、および、スペシャルサブフレームのＤ
ｗＰＴＳが上りリンクの送信のために利用されることはなくなるため、第１の情報に基づ
いて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定をセットしている移動局装置１が下りリンクの信号を
用いた測定を適切に行なうことができるようになる。
【０４１０】
　なお、第２の情報に基づいて下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定をセットしている移動局装
置１も、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって指示された下りリンクサブフレームまた
はスペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて下りリンクの信号を用いた測定（例えば
、チャネル状態情報に関する測定）を行なってもよい。
【０４１１】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリンクサブフレームとして指示され、下り
リンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレー
ムを、第１のフレキシブルサブフレームとも称する。第１のフレキシブルサブフレームは
、上りリンクおよび下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。
【０４１２】
　上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によってスペシャルサブフレームとして指示され、下り
リンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレー
ムを、第２のフレキシブルサブフレームとも称する。第２のフレキシブルサブフレームは
、下りリンクの送信のためにリザーブされるサブフレームである。第２のフレキシブルサ
ブフレームは、ＤｗＰＴＳにおける下りリンクの送信およびＵｐＰＴＳにおける上りリン
クの送信のためにリザーブされるサブフレームである。
【０４１３】
　以下、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定について詳細に説明する。
【０４１４】
　移動局装置１および基地局装置３は、サブフレームにおける送信の方向（上り／下り）
に関する送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。送信方向ＵＬ－ＤＬ設定は、サブフレー
ムにおける送信の方向を決定するために用いられる。
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【０４１５】
　移動局装置１は、スケジューリング情報（ＤＣＩフォーマットおよび／またはＨＡＲＱ
－ＡＣＫ）、および、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて、第１のフレキシブルサブフレ
ームおよび第２のフレキシブルサブフレームにおける送信を制御する。
【０４１６】
　基地局装置３は、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を示す第３の情報を、移動局装置１に送信す
る。第３の情報は上りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第３の情
報は下りリンク送信が可能なサブフレームを指示する情報である。第３の情報はＵｐＰＴ
Ｓにおける上りリンク送信およびＤｗＰＴＳにおける下りリンク送信が可能なサブフレー
ムを指示する情報である。
【０４１７】
　例えば、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって上りリン
クサブフレームとして指示され、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によって下りリンクサブ
フレームとして指示されたサブフレーム、および／または、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設
定によってスペシャルサブフレームとして指示され、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定によ
って下りリンクサブフレームとして指示されたサブフレームにおける、送信の方向を特定
するために用いられる。つまり、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定とで異なるサブフレームとして指示されているサブ
フレームにおける、送信の方向を特定するために用いられる。
【０４１８】
　次に、上りリンク－下りリンク設定あるいは送信方向ＵＬ－ＤＬ設定などをＰＤＣＣＨ
またはＥＰＤＣＣＨを用いて行う場合について詳細に説明する。前述のとおり、これら設
定に用いられるＤＣＩはＤ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加されることがで
きる。Ｄ－ＲＮＴＩは、基地局装置３が移動局装置１に対して、専用ＲＲＣシグナリング
などを介して設定することができる。このとき、Ｄ－ＲＮＴＩは、コネクションの確立中
に最初に設定されたサービングセルであるプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）に対して設定さ
れる。これに加えて、キャリアアグリゲーションを行う場合は、付加的に設定されるサー
ビングセルであるセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）毎にもＤ－ＲＮＴＩを設定することがで
きる。１つの例としては、Ｄ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加されるＰＤＣ
ＣＨは基地局装置３によりＣＳＳで送信され、移動局装置１はＣＳＳにおけるこれらのＰ
ＤＣＣＨをデコードする。移動局装置１がＰＣｅｌｌでのみＣＳＳをモニタリングする場
合、ＰＣｅｌｌのＴＤＤ設定のためのＰＤＣＣＨだけでなく、ＳＣｅｌｌのＴＤＤ設定の
ためのＰＤＣＣＨもＰＣｅｌｌのＣＳＳを介して送受信される。このとき、移動局装置１
はＰＤＣＣＨのデコード後にＣＲＣをチェックし、いずれのサービングセルにおけるＤ－
ＲＮＴＩでスクランブリングされているかを検出することにより、そのＰＤＣＣＨがいず
れのサービングセルにおけるＴＤＤ設定を運んでいるかを知ることができる。そのため、
各サービングセルのためのＰＤＣＣＨのデコードを別々に試行する必要がないため，移動
局装置１の処理を軽減することができる。
【０４１９】
　あるいは、キャリアアグリゲーションを行う場合も、ＰＣｅｌｌのＤ－ＲＮＴＩを用い
ることができる。このとき、ＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣＨで送受信されるＤＣＩにキ
ャリアインディケータフィールド（ＣＩＦ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉ
ｅｌｄ）が含まれ、このＣＩＦによりそのＰＤＣＣＨがいずれのサービングセルにおける
ＴＤＤ設定を運んでいるかを識別することができる。１つの例としては、Ｄ－ＲＮＴＩで
スクランブルされたＣＲＣが付加されるＰＤＣＣＨは基地局装置３によりクロスキャリア
スケジューリングを用いて送信され、移動局装置１はＴＤＤ設定の対象であるサービング
セルとは異なるサービングセル（例えばＰＣｅｌｌ）でこれらのＰＤＣＣＨをデコードす
ることができる。ＴＤＤ設定を行うためのＤＣＩは、常にＣＩＦを含むことができる。こ
のとき、ＤＣＩのサイズはキャリアアグリゲーションを行うかどうかやクロスキャリアス
ケジューリングを行うかどうかによらず所定値となるため、移動局装置１は設定変更によ
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らず検出でき、さらに複数の移動局装置が共用することもできる。あるいは、クロスキャ
リアスケジューリングが設定されている場合にのみＣＩＦを含むこともできる。この場合
、クロスキャリアスケジューリングを用いなければ有効ビット数を低減することができる
ため、符号化率を下げる効果が得られる。
【０４２０】
　あるいは、キャリアアグリゲーションを行う場合も、１つのＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤ
ＣＣＨで複数サービングセル分のＴＤＤ設定を送受信することができる。このとき、ＴＤ
Ｄ設定のためのＤＣＩフォーマットは、移動局装置１に対してアクティブ化されているサ
ービングセル数によらず、固定数（例えば、１つの移動局装置に対して設定可能な最大の
サービングセル数である５個）のサービング分のＴＤＤ設定を通知可能なビットフィール
ドを有することができる。常に固定数のビットフィールドを有することで、移動局装置１
は設定変更によらずこのＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣＨを検出でき、さらに複数の移動
局装置がこのシグナリングを共用することもできる。
【０４２１】
　本発明に関わる基地局装置３、および移動局装置１で動作するプログラムは、本発明に
関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を
制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、
これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory
）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書
き込みが行われる。
【０４２２】
　なお、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータ
で実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコ
ンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラム
をコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０４２３】
　なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置１、又は基地局装置３に
内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むもの
とする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、
光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵され
るハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０４２４】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０４２５】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、複数の装置から構成される集合体（
装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上
述した実施形態に関わる基地局装置３の各機能または各機能ブロックの一部、または、全
部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置３の一通りの各機能または各機能ブ
ロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる移動局装置１は、集合体と
しての基地局装置と通信することも可能である。
【０４２６】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network）であってもよい。また、上述した実施形態における
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い。
【０４２７】
　また、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよ
い。移動局装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部
、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専
用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに
代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能
である。
【０４２８】
　また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記
載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型
、または非可動型の電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空
調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に
も適用出来る。
【０４２９】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０４３０】
　本発明は、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュータなどに適
用できる。
【符号の説明】
【０４３１】
　１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　　移動局装置
　３　　基地局装置
　１０１　　上位層処理部
　１０３　　制御部
　１０５　　受信部
　１０７　　送信部
　３０１　　上位層処理部
　３０３　　制御部
　３０５　　受信部
　３０７　　送信部
　１０１１　　無線リソース制御部
　１０１３　　サブフレーム設定部
　１０１５　　スケジューリング情報解釈部
　１０１７　　ＣＳＩ報告制御部
　３０１１　　無線リソース制御部
　３０１３　　サブフレーム設定部
　３０１５　　スケジューリング部
　３０１７　　ＣＳＩ報告制御部
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