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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器が、基地局から特定の資源領域内で送信される物理ＨＡＲＱインジケータチ
ャネル（ＰＨＩＣＨ）を受信する方法であって、
　前記基地局から、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数に関する第１情報と
サブフレーム当たりの前記ＰＨＩＣＨの持続期間に対応する第２情報とを有する物理ブロ
ードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を受信する段階と、
　前記基地局へ、アップリンク信号を送信する段階と、
　前記基地局から前記アップリンク信号に応じて前記特定の資源領域内で送信される前記
ＰＨＩＣＨを受信する段階であって、前記特定の資源領域は、前記ＰＢＣＨの前記第１情
報および前記第２情報によって決定される段階と、を有する、ことを特徴とするＰＨＩＣ
Ｈの受信方法。
【請求項２】
　前記サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数は、システム帯域幅によってあら
かじめ決定された基本個数に前記第１情報に対応する特定定数が乗算された値に基づいて
決定される、請求項１に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項３】
　前記特定定数は、１／６、１／２、１または２のいずれかである、請求項２に記載のＰ
ＨＩＣＨの受信方法。
【請求項４】
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【数１】

が、周波数領域リソースブロック単位のダウンリンク帯域幅を表し、
【数２】

が、ｘ以上の最小の整数を表す場合、
　前記基本個数は、前記システム帯域幅によって、
【数３】

として、あらかじめ決定される、請求項２に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項５】
　前記ＰＨＩＣＨは、前記基地局から前記第１情報および前記第２情報に基づいて決定さ
れた前記特定の資源領域内で送信される、請求項１に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項６】
　前記基地局は、前記アップリンク信号に応じて特定の資源領域内で送信されるＰＨＩＣ
Ｈを有する複数のＰＨＩＣＨを送信し、
　前記複数のＰＨＩＣＨは、ＰＨＩＣＨグループを構成する同じ資源領域内で送信される
、請求項１に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項７】
　同じＰＨＩＣＨグループ内の前記複数のＰＨＩＣＨは、互いに異なる直交あるいは準直
交符号により区分される、請求項６に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項８】
　前記同じＰＨＩＣＨグループ内の前記直交あるいは準直交符号の個数は、システム環境
によってあらかじめ決定される、請求項７に記載のＰＨＩＣＨの受信方法。
【請求項９】
　基地局が、特定の資源領域内で物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を送
信する方法であって、
　一つまたは複数のユーザ機器へ、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数に関
する第１情報とサブフレーム当たりの前記ＰＨＩＣＨの持続期間に対応する第２情報とを
有する物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送信する段階と、
　前記一つまたは複数のユーザ機器から、アップリンク信号を受信する段階と、
　前記一つまたは複数のユーザ機器へ前記アップリンク信号に応じて前記特定の資源領域
内でＰＨＩＣＨを送信する段階であって、前記特定の資源領域は、前記ＰＢＣＨの前記第
１情報および前記第２情報によって決定される段階と、を有する、ことを特徴とするＰＨ
ＩＣＨの送信方法。
【請求項１０】
　前記サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数は、システム帯域幅によってあら
かじめ決定された基本個数に前記第１情報に対応する特定定数が乗算された値に基づいて
決定される、請求項９に記載のＰＨＩＣＨの送信方法。
【請求項１１】
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　前記特定定数は、１／６、１／２、１または２のいずれかである、請求項１０に記載の
ＰＨＩＣＨの送信方法。
【請求項１２】
【数４】

が、周波数領域リソースブロック単位のダウンリンク帯域幅を表し、
【数５】

が、ｘ以上の最小の整数を表す場合、
　前記基本個数は、前記システム帯域幅によって、
【数６】

として、あらかじめ決定される、請求項１０に記載のＰＨＩＣＨの送信方法。
【請求項１３】
　前記基地局は、前記第１情報および前記第２情報に基づいて決定された前記特定の資源
領域内で前記ＰＨＩＣＨを送信する、請求項９に記載のＰＨＩＣＨの送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムで物理ＨＡＲＱ（ハイブリッドＡＲＱ）インジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ；Physical hybrid ARQ indicator channel）が送信される資源領域の
位置情報を獲得する方法及びこれを用いて物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；
Physical downlink control channel）を受信する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでパケットを送信する時に、受信機は、パケット受信に成功したか否
かを送信機に知らせなければならない。パケット受信に成功した場合には、ＡＣＫを送信
し、送信機が新しいパケットを送信するようにし、失敗した場合には、ＮＡＣＫを送信し
、送信機が当該パケットを再送信するようにする。このような動作をＡＲＱ（automatic 
request （自動再送））という。
【０００３】
　ＡＲＱ動作は、チャネルコーディング（channel coding）技法と組み合せることができ
る。特に、上述したＡＲＱ方式は、再送信されたパケットを既に受信したパケットと組み
合せることで、誤り率（error rate）を低減し、システム全体の効率を高めるＨＡＲＱ（
hybrid ARQ：ハイブリッドＡＲＱ）として提案されている。システムスループット（thro
ughput）を向上させるために、ＨＡＲＱでは、既存のＡＲＱ動作に比べてより高速で受信
機からＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答を受信することが要求される。したがって、ＨＡＲＱにおい
てＡＣＫ／ＮＡＣＫは物理チャネルシグナリングで送信される。
【０００４】
　ＨＡＲＱの具現方法は、２種類に大別される。その一つはＣＣ（Chase combining：チ
ェイス合成）で、再送信する時に、既に送信したパケットと同じ変調方式とコーディング
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レートによる同一のコードビットを用いて送信する方法である。もう一つは、ＩＲ（incr
emental redundancy：増加冗長性）で、再送信する時に、既に送信したパケットと異なる
変調方式及びコーディングレートを用いて送信することが可能な方法である。この時、受
信機ではコーディングの多様性（coding diversity）によってシステムスループットを向
上させることができる。
【０００５】
　多重搬送波セルラー移動通信システムでは、一つあるいは複数のセルに属するユーザ機
器が基地局へとアップリンクデータパケット送信を行なう。１サブフレーム（subframe）
内で複数のユーザ機器がアップリンクデータパケットを送信できるので、基地局も同様、
１サブフレーム内で複数のユーザ機器にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信できるようにしなけ
ればならない。具体的には、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、物理ＨＡＲＱインジケータ
チャネル（Physical hybrid ARQ indicator channel；以下、“ＰＨＩＣＨ”という）、
すなわち、アップリンクＨＡＲＱのためのダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が送信され
るチャネルを通じて基地局が複数のユーザ機器にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する。
【０００６】
　基地局が１サブフレーム内でユーザ機器に送信する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、多
重搬送波システムのダウンリンク伝送帯域の一部の時間－周波数領域内でＣＤＭＡ方式に
よって多重化する場合に、この時間－周波数領域内において、他のユーザ機器に対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号とは、乗算される直交符号または準直交符号により区別される。また
、ＱＰＳＫ伝送を行なう場合には、二つの互いに異なる直交位相（phase）成分で区別す
ることができる。具体的には、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号が複数のＰＨＩＣＨを通じてＣＤＭＡ方式で多重化されて送信されるが、このように
ＣＤＭＡ方式で多重化されて送信される単位を“ＰＨＩＣＨグループ”という。
【０００７】
　一方、特定のユーザ機器があるセルにアクセス開始を試みる場合、このユーザ機器は該
当のセルのシステム情報を獲得する必要がある。かかるシステム情報のうち、システム帯
域幅などのような基本的な情報は、物理ブロードキャストチャネル（Physical broadcast
 channel；以下、“ＰＢＣＨ”という）を通じて受信することができる。ただし、該当の
セルのシステム情報のうち、より具体的なシステム情報を獲得するためには、ユーザ機器
は、一般的なダウンリンクデータが送信されるチャネルである物理ダウンリンク共有チャ
ネル（Physical Downlink Shared Channel；以下、“ＰＤＳＣＨ”という。）を受信する
必要がある。
【０００８】
　この時、ＰＤＳＣＨのスケジューリング情報は各サブフレームのＰＤＣＣＨを通じて送
信されるので、アクセスを開始しようとしているユーザ機器は、ＰＢＣＨを受信した後に
特定サブフレームのＰＤＣＣＨを受信し、このサブフレームから、詳細システム情報を送
信するＰＤＳＣＨに関するスケジューリング情報を知ることができる。この時、詳細シス
テム情報を送信するＰＤＳＣＨに関するスケジューリング情報を持っているＰＤＣＣＨを
受信するためには、該当のＰＤＣＣＨの送信位置を知る必要がある。
【０００９】
　一般に、ＰＤＣＣＨは、ＰＨＩＣＨ及びその他制御信号が送信される資源要素（Resour
ce Element；ＲＥ）以外のＲＥにマッピングされるので、ＰＤＣＣＨを受信するためには
、まず、ＰＨＩＣＨ及びその他の制御信号がどのように資源領域にマッピングされている
かを知らなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、その目的は、移動通信システムにおいてＰ
ＨＩＣＨが送信される資源領域の位置情報を獲得する方法と、これを用いて物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を受信する方法を提供することによって、従来技術にお
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ける制約や欠点に起因する１つ又は複数の問題を除去するすることにある。
【００１１】
　本発明の目的は、移動通信システムにおけるＰＨＩＣＨに関する資源領域情報を獲得す
る方法と、これを用いて物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を受信する方法と
を提供することである。これらの方法によって、ＰＨＩＣＨを送信するための資源領域の
位置情報は効率良く送信され、アクセスを開始するユーザ機器は、容易にＰＤＣＣＨを受
信することができる。
【００１２】
　本発明の他の特徴や利点に関しては以下の記載で説明されるが、一部はこの記載によっ
て明らかになり、或いは、本発明を実施することによって理解されるであろう。本発明の
目的及び他の利点は、記載された明細書及び特許請求の範囲、並びに添付の図面によって
示される構成によって理解され達成されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の一実施形態では、ユーザ機器（ＵＥ）が物理ＨＡ
ＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ；Physical hybrid ARQ indicator channel）が
送信される資源領域の情報を獲得する方法において、物理ブロードキャストチャネル（Ｐ
ＢＣＨ；Physical broadcast channel）を受信する段階と、該受信したＰＢＣＨの情報に
よって前記ＰＨＩＣＨが送信される資源領域の情報を獲得する段階と、を含み、前記ＰＨ
ＩＣＨが送信される資源領域は、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの個数（Ｎ）に対応す
る第１情報とサブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの持続期間（ｍ）に対応する第２情報とに
よって決定され、前記第１情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個
数（例えば、ＰＨＩＣＨの基本個数またはＰＨＩＣＨグループの基本個数）に特定定数が
乗算された値として決定され、前記特定定数は、前記受信したＰＢＣＨの情報から獲得さ
れることを特徴とするＰＨＩＣＨ送信資源領域情報の獲得方法を提供する。
【００１４】
　また、本発明の他の実施形態では、ユーザ機器（ＵＥ）が物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ；Physical downlink control channel）を受信する方法において、物理
ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ；Physical broadcast channel）を受信する段階と
、該受信したＰＢＣＨの情報によって物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ；
Physical hybrid ARQ indicator channel）が送信される資源領域の情報を獲得する段階
と、前記ＰＨＩＣＨが送信される資源領域の情報によって前記ＰＤＣＣＨを受信する段階
と、を含み、前記ＰＨＩＣＨが送信される資源領域は、サブフレーム当たりＰＨＩＣＨの
個数（Ｎ）に対応する第１情報とサブフレーム当たりＰＨＩＣＨの持続期間（ｍ）に対応
する第２情報とによって決定され、前記第１情報は、システム帯域幅によってあらかじめ
決定された基本個数（例えば、ＰＨＩＣＨの基本個数またはＰＨＩＣＨグループの基本個
数）に特定定数が乗算された値として決定され、前記特定定数は、前記受信したＰＢＣＨ
の情報から獲得されることを特徴とするＰＤＣＣＨ受信方法を提供する。
【００１５】
　この時、前記第１情報は、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの個数情報またはサブフレ
ーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数情報のいずれかであり、前記第２情報は、前記受
信したＰＢＣＨの情報から獲得することができる。
【００１６】
　また、前記ＰＢＣＨは、前記サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの持続期間（ｍ）情報を
表すためのシグナリング情報を含むことができ、この時、シグナリング情報の長さは１ビ
ットでもよい。また、前記特定定数は、１／６、１／２、１または２のいずれかでもよい
。
【００１７】
　前記ＰＤＣＣＨは、各サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルから所定のＯＦＤＭシン
ボル区間内に、前記ＰＨＩＣＨが送信される資源領域以外の資源領域を通じて受信するこ
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とができ、前記ＰＤＣＣＨ受信段階は、前記所定のＯＦＤＭシンボル区間内で、前記ＰＨ
ＩＣＨが送信される資源領域以外の資源領域のみをＰＤＣＣＨ探索領域としてデコーディ
ングする段階を含むことができる。
【００１８】
　一方、上記の課題を達成するための本発明の他の側面では、物理ＨＡＲＱインジケータ
チャネル（ＰＨＩＣＨ；Physical hybrid ARQ indicator channel）が送信される資源領
域の情報を伝達する方法において、特定定数情報を含む物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ；Physical broadcast channel）を送信する段階を含み、前記ＰＨＩＣＨが送信
される資源領域は、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの個数（Ｎ）に対応する第１情報と
サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの持続期間（ｍ）に対応する第２情報とによって決定さ
れ、前記第１情報は、システム帯域幅によってあらかじめ決定された基本個数（例えば、
ＰＨＩＣＨの基本個数またはＰＨＩＣＨグループの基本個数）に前記特定定数が乗算され
た値として決定されることを特徴とするＰＨＩＣＨ送信資源領域情報の伝達方法を提供す
る。
【００１９】
　この場合にも、前記第１情報は、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの個数情報またはサ
ブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループの個数情報のいずれかであり、前記ＰＢＣＨは、
前記第２情報を表すためのシグナリング情報を含むことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　上述した本発明の各実施形態によると、ＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置情報を
效率的に伝達することができ、これを用いてアクセスを開始するユーザ機器がＰＤＣＣＨ
を容易に受信することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２Ａ】第１情報及び第２情報に基づくＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置とこれ
に対応するＰＤＣＣＨが送信される位置との概念を説明するための例示図である。
【図２Ｂ】第１情報及び第２情報に基づくＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置とこれ
に対応するＰＤＣＣＨが送信される位置との概念を説明するための例示図である。
【図２Ｃ】第１情報及び第２情報に基づくＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置とこれ
に対応するＰＤＣＣＨが送信される位置との概念を説明するための例示図である。
【図２Ｄ】第１情報及び第２情報に基づくＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置とこれ
に対応するＰＤＣＣＨが送信される位置との概念を説明するための例示図である。
【図３】アクセスを開始するユーザ機器がＰＤＳＣＨを受信できるようにする情報の関係
を説明するための概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に関して上述した概括的な説明及び以下で述べる詳細な説明は、ともに例示や解
説として、特許請求の範囲に記載された本発明をさらに説明するものである。
　添付の図面は、本発明をより良く理解するため、この詳細な説明に組み込まれてその一
部をなすものであり、本発明の実施例を図示し、詳細な説明と共に本発明の原理について
説明することに寄与するものである。
【００２３】
　以下、添付の図面に例示された本発明による好適な実施形態を参照しつつ詳細に説明す
る。
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。
【００２４】
　無線通信システムは、音声、パケットデータなどの様々な通信サービスを提供するため
に広範囲で配置される。図１を参照すると、無線通信システムは、ユーザ機器（User Equ
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ipment：ＵＥ）１０及び基地局（Base Station：ＢＳ）２０を含む。ユーザ機器１０は固
定されていても移動可能でもよく、ユーザ装置（User Equipment：ＵＥ）、移動局（Mobi
le Station：ＭＳ）、ユーザ端末（User Terminal：ＵＴ）、加入者局（Subscriber Stat
ion：ＳＳ）、無線機器（Wireless Device）等、他の用語で呼ばれることもある。基地局
２０は、一般に、ユーザ機器１０と通信する固定局（fixed station）のことをいい、ノ
ードＢ（Node B）、無線基地局（Base Transceiver System：ＢＴＳ）、アクセスポイン
ト（Access Point）等、他の用語で呼ばれることがある。一つの基地局２０には一つ以上
のセルが存在しうる。
【００２５】
　上記無線通信システムは、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：
直交周波数分割多重）／ＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multiple Access
：直交周波数分割多元アクセス）基盤システムでありうる。ＯＦＤＭは複数の直交副搬送
波を利用する。ＯＦＤＭは、ＩＦＦＴ（inverse fast Fourier Transform：逆高速フーリ
エ変換）とＦＦＴ（fast Fourier Transform：高速フーリエ変換）との間の直交性特性を
利用する。送信機でデータはＩＦＦＴを行なって送信する。受信機では受信信号に対して
ＦＦＴを行なって元のデータに復元する。送信機は、多重副搬送波を結合するためにＩＦ
ＦＴを使用し、多重副搬送波を分離するために受信機は対応するＦＦＴを使用する。
【００２６】
　本発明は、このような無線通信システムでＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置情報
を效率的に伝達し、これを用いてアクセスを開始するユーザ機器がＰＤＣＣＨを容易に受
信する方法を提供する。このために、まず、ＰＨＩＣＨが送信される資源領域をどのよう
に特定できるかについて説明する。
【００２７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでＰＨＩＣＨは、各サブフレームのＯＦＤＭシンボルのうち
、最初のｍ個（ｍ≧１）のＯＦＤＭシンボルを通じて送信される。また、ＰＨＩＣＨ及び
その他の制御信号は、該当のサブフレームの最初のｎ個（ｍ≦ｎ）のＯＦＤＭシンボル内
の特定の資源要素（resource element：ＲＥ）を通じて送信される。一方、ＰＤＣＣＨは
、サブフレームのｎ個のＯＦＤＭシンボル内で上述したＰＨＩＣＨ及びその他の制御信号
が送信されるＲＥ以外のＲＥを通じて送信される。したがって、ユーザ機器は、各サブフ
レームのＰＤＣＣＨを通じてスケジューリング情報を受信するためには、該サブフレーム
にＰＨＩＣＨがどのようにマッピングされているかを知らなければならない。
【００２８】
　各セルの各サブフレームにおけるＰＨＩＣＨの資源領域マッピングは、当該サブフレー
ムに存在するＰＨＩＣＨの個数であるＮ値に対応する情報と、当該サブフレームでＰＨＩ
ＣＨがマッピングされるＯＦＤＭシンボルの個数であるｍ値に対応する情報を含む２つの
因子によって決定することができる。ここで、ＰＨＩＣＨがマッピングされるＯＦＤＭシ
ンボルの個数は、ＰＨＩＣＨ持続期間（PHICH duration）と呼ぶこともできる。したがっ
て、ユーザ機器は、各サブフレームのＰＤＣＣＨを受信するために上述の２つの因子を知
らなければならない。
【００２９】
　一方、ＰＨＩＣＨグループとは、ＰＨＩＣＨがＣＤＭＡ方式で多重化されている集合の
ことを意味する。すなわち、同じ資源要素（ＲＥ）セットにマッピングされる複数のＰＨ
ＩＣＨは、ＰＨＩＣＨグループを構成する。この時、ＰＨＩＣＨグループ内の各ＰＨＩＣ
Ｈは、互いに異なる直交シーケンスにより区分することができる。このようなＰＨＩＣＨ
グループの個数をＧNと表記する場合、ＧNは、ＰＨＩＣＨの個数Ｎ値と次のような関係を
持つ。
　　　N=GN*C
【００３０】
　ここで、Ｃは、ＣＤＭＡ方式で多重化される時に使われる直交あるいは準直交符号の個
数を表す。Ｃの値は、システムに環境によって固定的に定めることができるので、ＰＨＩ
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ＣＨグループの個数ＧN値によってＰＨＩＣＨの個数Ｎ値がわかる。したがって、上述し
たサブフレーム当たりＰＨＩＣＨの個数Ｎに対応する情報は、Ｎ値そのものであっても、
ＧN値であってもよい。
【００３１】
　要するに、ＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置は、サブフレーム当たりのＰＨＩＣ
Ｈの個数ＮまたはＮに対応するサブフレーム当たりのＰＨＩＣＨグループ情報（以下、“
第１情報”という）と、サブフレーム当たりのＰＨＩＣＨがマッピングされるＯＦＤＭシ
ンボルの個数ｍ値（以下、“第２情報”という）と、により決定することができる。また
、これらの情報に基づいてＰＨＩＣＨが送信される資源領域の位置が決定される場合、そ
れに基づいてＰＤＣＣＨが送信される資源領域の位置を決定することができる。
【００３２】
　図２Ａ～図２Ｄは、第１情報及び第２情報に基づくＰＨＩＣＨが送信される資源領域の
位置とこれに対応するＰＤＣＣＨが送信される位置との概念を説明するための例示図であ
る。
【００３３】
　具体的に、図２Ａ及び図２Ｂは、サブフレーム内の制御情報送信のためのＯＦＤＭシン
ボル区間ｎが３で、ＰＨＩＣＨグループの個数ＧNが２である場合について、ＰＨＩＣＨ
持続期間ｍが１の場合と３の場合とをそれぞれ示している。また、図２Ｃ及び図２Ｄは、
ｎが２または１のそれぞれの場合について、ｍ＝１でＧN＝２の場合を示す。図２Ａ～図
２Ｄに示すように、ＮまたはＧN等の第１情報及びｍに対応する第２情報が特定される場
合、ＰＨＩＣＨが送信される資源領域は、あらかじめ決定されたパターンによって獲得す
ることができ、これによってｎ個の範囲内のＯＦＤＭシンボル領域内でＰＤＣＣＨが送信
される位置がわかる。
【００３４】
　したがって、以下の実施形態では、上記の第１情報及び第２情報を效率的に通知する方
法を説明する。このようにＰＨＩＣＨ送信領域情報を效率的に伝達する方法を説明するに
先立って、まず、各チャネルの受信のために必要な情報間の関係について再び検討する。
【００３５】
　図３は、アクセスを開始するユーザ機器がＰＤＳＣＨを受信する上で必要な情報の関係
を説明するための概念図である。
【００３６】
　アクセスを開始するユーザ機器は、基本的なシステム情報をＰＢＣＨを受信（Ｓ３０１
）して獲得できる。ただし、上述したように、より具体的なシステム情報獲得のためには
ＰＤＳＣＨの受信（Ｓ３０２）が必要である。一方、ＰＤＳＣＨのスケジューリング情報
は各サブフレームのＰＤＣＣＨを通じて送信されるので、ＰＤＳＣＨ受信（Ｓ３０２）の
ためには、ＰＤＣＣＨの受信（Ｓ３０３）が必要である。なお、ＰＤＣＣＨは、図２に示
すように、各サブフレームのｎ個のＯＦＤＭシンボル範囲内でＰＨＩＣＨ及びその他の制
御情報の送信領域以外の領域を通じて送信されるので、サブフレーム内におけるＰＨＩＣ
Ｈの送信領域に関する情報の獲得（Ｓ３０４）が必要である。
【００３７】
　一方、ＰＨＩＣＨ送信領域は、既に図２と関連して詳述したように、第１情報及び第２
情報を通じて決定することができる。
【００３８】
　図３をみると、アクセスを開始するユーザ機器が第１情報及び第２情報を容易に獲得す
る方法は、第１情報及び／または第２情報をＰＢＣＨを通じて送信する方法であることが
わかる。したがって、本発明の一実施形態では、まず、ＰＢＣＨを通じて第１情報を送信
する方法を提案する。ＰＢＣＨを通じて第１情報を送信する場合、送信される情報は、サ
ブフレーム当たりのＰＨＩＣＨの個数ＮまたはＰＨＩＣＨグループの個数ＧNになりうる
。
【００３９】
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　一方、第１情報をシステム帯域幅によってあらかじめ定めておく方法も可能である。例
えば、あるセルのシステム帯域内にＬ個のＲＢ（resource block：リソースブロック）が
存在する場合、各ＲＢを通じたデータ送信によってＰＨＩＣＨ情報をダウンリンクで送信
することができる。このような場合、各ダウンリンクサブフレームでは、システム帯域内
のＲＢの個数に対応するＬ個のＰＨＩＣＨを基本のＮとして定義することができる。こう
すると、別個にＮ値をユーザ機器に送信しなくて済む。または、Ｎ値の代わりにＰＨＩＣ
Ｈグループの個数であるＧN値を定義することによって、Ｎ値を定義するのと同じ効果を
得ることができる。
【００４０】
　この時、次のような事項が考慮される。例えば、アップリンクでマルチユーザＭＩＭＯ
やシングルユーザＭＩＭＯ送信が可能な場合、必要なダウンリンクＰＨＩＣＨの個数は、
アップリンクで可能な空間多重度を掛けた数に増えることがある。また、アップリンクで
データを送信する時に多数のＲＢを通じて送信する場合、ダウンリンクで全てのＲＢに対
するＰＨＩＣＨ情報を送信する必要がないため、ＰＨＩＣＨの個数が減ることもある。し
たがって、本発明のさらに他の実施形態では、上記第１の値を直接ＰＢＣＨを通じて送信
するのではなく、システム帯域幅によってあらかじめ決定されたＰＨＩＣＨの基本個数（
または、ＰＨＩＣＨグループの基本個数）を定めておき、ＰＢＣＨを通じてこのＰＨＩＣ
Ｈの基本個数（または、ＰＨＩＣＨグループの基本個数）とＰＨＩＣＨの実際の個数（ま
たは、ＰＨＩＣＨグループの実際の個数）との比率を知らせる方法を提案する。
【００４１】
　例えば、システム帯域幅によってあらかじめＰＨＩＣＨグループの基本個数が決定され
ており、ＰＢＣＨを通じてこのＰＨＩＣＨグループの基本個数とＰＨＩＣＨグループの実
際の個数との間の比率に該当する定数が伝達される場合を仮定する。一般的にＰＨＩＣＨ
グループは、直交コードにより同一の資源要素セットにマッピングされるＰＨＩＣＨを表
し、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、一つのＰＨＩＣＨグループにマッピングされるＰＨ
ＩＣＨの個数は、サブフレーム構造によって８または４になりうる。具体的には、一般Ｃ
Ｐを用いる場合、８個のＰＨＩＣＨが一つのＰＨＩＣＨグループにマッピングされ、拡張
型ＣＰを用いる場合、４個のＰＨＩＣＨが一つのＰＨＩＣＨグループにマッピングされる
ことがある。
【００４２】
　例えば、一般ＣＰを用いるサブフレームにおいて周波数領域ＲＢ単位で表したダウンリ
ンク帯域幅を
【数１】

とする場合、ＰＨＩＣＨグループの個数は、下記数式（１）または（２）のように表すこ
とができる。
【００４３】
【数２】

【００４４】
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【数３】

【００４５】
　上記の数式（１）及び（２）において、

【数４】

はｘ以上の最小の整数を意味する。また、上記の数式（１）及び（２）において、ａはシ
ステム帯域幅によってあらかじめ決定されたＰＨＩＣＨグループの基本個数
【数５】

とＰＨＩＣＨグループの実際の個数ＧNとの間の比率に該当する定数で、本実施形態では
ＰＢＣＨを通じて送信されるものと仮定する。例えば、このａは、１／６、１／２、１ま
たは２のいずれかとすることができるが、システムの要求条件によってその他の値にして
もよい。また、上記数式（１）及び（２）は、一般ＣＰを用いる場合について例示したも
ので、拡張型ＣＰを用いる場合、ＰＨＩＣＨグループの基本個数の２倍をＰＨＩＣＨグル
ープの実際の個数ＧNの算定のために用いることができる。
【００４６】
　一方、ＰＨＩＣＨの送信位置を確実に取得するためには、上述したＰＨＩＣＨ送信の個
数ＮまたはＰＨＩＣＨグループの個数ＧNに対応する第１情報の他にも、ＰＨＩＣＨ持続
期間ｍに対応する第２情報を確実に取得する必要がある。
【００４７】
　このような第２情報について、本発明の一実施形態では第１情報と同様に、ＰＢＣＨの
シグナリング情報を通じて伝達することを提案する。図２に示すように、ｍ値が１または
３のいずれかに設定可能な場合、ＰＢＣＨの１ビットシグナリングを通じてユーザ機器に
第２情報を伝達することができる。また、同一な１ビットシグナリングを通じて、ｍ値が
１または２のいずれかであることを表すように設定することができる。
【００４８】
　一方、本発明の他の一実施形態では、一つの帯域幅内においてＰＨＩＣＨ割当の数（Ｎ
値）が可変である場合、帯域幅ごとにＮ値によってｍ値が決定されるようにあらかじめ定
義する方法を提案する。例えば、１０ＭＨｚ帯域幅のシステムで、Ｎ値を１から５０まで
変えて割り当てることができるとすれば、Ｎ値が１以上２５以下の場合は、ｍ＝１、２６
以上５０以下の場合はｍ＝２というふうにあらかじめ定義しておくと、ｍ値を別個に送信
しなくてもユーザ機器はＮ値を通じてｍ値がわかる。
【００４９】
　上述したように、本発明の好ましい実施形態についての詳細な説明は、当業者が本発明
を具現して実施できるように提供された。以上では本発明の好ましい実施形態を挙げて本
発明を説明してきたが、該当技術分野における熟練した当業者には、添付の特許請求の範
囲に記載された本発明の思想及び領域を逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変
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【００５０】
　したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲及びそれと同等のものの範囲内で、本発
明の多様な変形例を含むものである。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　上述した本発明の各実施形態によるＰＨＩＣＨ送信資源領域情報の伝達方法及びこれを
用いるＰＤＣＣＨ受信方法は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムに適用されるのに好適である。
ただし、本発明に適用されたユーザ機器が各チャネル情報を受信し、そのために必要な情
報を獲得する原理は、他の無線通信システムにも適用することができる。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｄ】 【図３】
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