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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末と通信する基地局であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により拡張制御チャネル
を送信する送信部を備え、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
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　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする基地局。
【請求項２】
　拡張制御チャネルエレメント集合レベル各々のサーチスペースは、複数の拡張制御チャ
ネルの候補の集合により構成され、
　前記１つ以上の拡張制御チャネルエレメントは、前記複数の拡張制御チャネルの候補の
いずれかに対応することを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　基地局と通信する端末であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により送信された拡張制
御チャネルを受信する受信部を備え、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする端末。
【請求項４】
　拡張制御チャネルエレメント集合レベル各々のサーチスペースは、複数の拡張制御チャ
ネルの候補の集合により構成され、
　前記１つ以上の拡張制御チャネルエレメントは、前記複数の拡張制御チャネルの候補の
いずれかに対応することを特徴とする請求項３に記載の端末。
【請求項５】
　端末と通信する基地局における通信方法であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により拡張制御チャネル
を送信するステップを有し、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
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　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　基地局と通信する端末における通信方法であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により送信された拡張制
御チャネルを受信するステップを有し、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする通信方法。
【請求項７】
　端末と通信する基地局に実装される集積回路であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により拡張制御チャネル
を送信するように構成された送信部を備え、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
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　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする集積回路。
【請求項８】
　基地局と通信する端末に実装される集積回路であって、
　所定のリソースブロックペアに対応するリソースブロックセットに含まれる１つ以上の
拡張制御チャネルエレメントを用いて、局所送信または分散送信により送信された拡張制
御チャネルを受信するように構成された受信部を備え、
　前記リソースブロックペアは、所定数の拡張リソースエレメントグループを含み、
　前記リソースブロックペアにおいて、復調用参照信号が配置されたリソースエレメント
を除いたリソースエレメントのそれぞれに１６個の番号のうちのいずれかの番号が付与さ
れ、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々は、前記リソースブロックペア
の各々において同じ番号が付与されたリソースエレメントから構成され、
　前記所定の数の拡張リソースエレメントグループの各々には、該拡張リソースエレメン
トグループを構成するリソースエレメントに付与された番号が、番号として付与され、
　前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記局所送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、１つの前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記分散送信の場合、前記拡張制御チャネルエレメントは、複数の前記リソースブロッ
クペアにおける複数の前記拡張リソースエレメントグループに対応し、
　前記局所送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、第１の番号から第４の番号の拡張リソースエレメントグループから
構成され、
　前記分散送信の場合の前記拡張制御チャネルエレメントである、或る一つの拡張制御チ
ャネルエレメントは、前記第１の番号から前記第４の番号の拡張リソースエレメントグル
ープから構成される、ことを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、端末、通信方法および集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）によるＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ
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－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）やＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）によるＷ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉ
ｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）のような無線通信システムでは
、基地局（セル、送信局、送信装置、ｅＮｏｄｅＢ）および端末（移動端末、受信局、移
動局、受信装置、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ））は、複数の送受信アンテナを
それぞれ備え、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ　Ｏｕｔｐｕｔ）技術を
用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
【０００３】
　このような無線通信システムにおいて、基地局は、端末に対して下りリンクデータ（下
りリンク共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ；Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）に対するトランスポートブロック）を送信する場合、基地局と端末との間において既
知の信号である復調用参照信号（ＤＭＲＳ；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓとも呼称される）を多重して送信する。ここで、復調用参照信号は
、ユーザー装置スペシフィック参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ、端末固有（特
有）のＲＳ）とも呼称される。以下、復調用参照信号を、単に、参照信号とも記載する。
【０００４】
　例えば、参照信号は、プレコーディング処理が適用される前に、下りリンクデータと多
重される。そのため、端末は、参照信号を用いることによって、適用されたプレコーディ
ング処理および伝送路状態を含めた等化チャネルを測定することができる。すなわち、端
末は、基地局によって適用されたプレコーディング処理を通知されなくても、下りリンク
データを復調することができる。
【０００５】
　ここで、下りリンクデータは、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマップされる。すなわち
、参照信号は、ＰＤＳＣＨの復調に使用される。また、例えば、参照信号は、対応するＰ
ＤＳＣＨがマップされるリソースブロック（物理リソースブロック、リソースとも呼称さ
れる）でのみ送信される。
【０００６】
　ここで、カバレッジの広いマクロ基地局と、そのマクロ基地局よりもカバレッジの狭い
ＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）などによるヘテロジーニアスネットワー
ク配置（ＨｅｔＮｅｔ；Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｄｅｐｌｏｙｍ
ｅｎｔ）を用いた無線通信システムが検討されている。図１３は、ヘテロジーニアスネッ
トワーク配置を用いた無線通信システムの概要図である。図１３に示すように、例えば、
ヘテロジーニアスネットワークは、マクロ基地局１３０１、ＲＲＨ１３０２、ＲＲＨ１３
０３によって構成される。
【０００７】
　図１３において、マクロ基地局１３０１はカバレッジ１３０５を構築し、ＲＲＨ１３０
２およびＲＲＨ１３０３はそれぞれカバレッジ１３０６およびカバレッジ１３０７を構築
している。また、マクロ基地局１３０１は、ＲＲＨ１３０２と回線１３０８を通じて接続
しており、ＲＲＨ１３０３と回線１３０９を通じて接続している。これにより、マクロ基
地局１３０１は、ＲＲＨ１３０２およびＲＲＨ１３０３と、データ信号や制御信号（制御
情報）を送受信することができる。ここで、例えば、回線１３０８および回線１３０９に
は、光ファイバ等の有線回線やリレー技術を用いた無線回線が利用される。この際、マク
ロ基地局１３０１、ＲＲＨ１３０２、ＲＲＨ１３０３の一部または全てが、同一のリソー
スを用いることで、カバレッジ１３０５のエリア内の総合的な周波数利用効率（伝送容量
）を向上することができる。
【０００８】
　また、端末１３０４は、カバレッジ１３０６の中に位置している場合、ＲＲＨ１３０２
とシングルセル通信を行うことができる。また、端末１３０４がカバレッジ１３０６の端
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付近（セルエッジ）に位置する場合、マクロ基地局１３０１からの同一チャネルの干渉に
対する対策が必要になる。ここで、マクロ基地局１３０１とＲＲＨ１３０２とのマルチセ
ル通信（協調通信）として、隣接基地局間で互いに協調する基地局間協調通信を行うこと
によって、セルエッジ領域の端末１３０４に対する干渉を軽減または抑圧する方法が検討
されている。例えば、基地局間協調通信による干渉の軽減または抑圧に対する方式として
、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）伝送方式などが検討され
ている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｍｕｌｔｉ－ｐｏｉｎｔ　
ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＬＴＥ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ
　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１１）、２０１１年９月、３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１９　Ｖ１１
．０．０　（２０１１－０９）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、ヘテロジーニアスネットワーク配置および／またはＣｏＭＰ伝送方式等
において、基地局から端末に対する制御情報の通知方法として従来方法を用いる場合、制
御情報の通知領域のキャパシティの問題が生じる。その結果、基地局から端末に対する制
御情報を効率的に通知することが出来ないため、基地局と端末との通信における伝送効率
の向上が妨げられる要因となる。
【００１１】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末が通信す
る通信システムにおいて、基地局が端末に対する制御情報を効率的に通知することができ
る基地局、端末、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】
【００１２】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様によ
る基地局は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアとで構成されるリソースエレメントと、所
定数のリソースエレメントで構成されるリソースブロックペアとを用いて、端末と通信す
る基地局であって、第１の制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて送
信される第２の制御チャネルを生成する第２の制御チャネル生成部を備え、第２の制御チ
ャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上のＥ－ＣＣＥを用いて、端末に送信
され、前記リソースブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセットで構成され、Ｅ－ＲＥＧセ
ットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数のリソースエレメントで構成
される。
【００１３】
　（２）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、Ｅ－ＲＥＧセット
を構成するリソースエレメントの数は、リソースブロックペアにおいて同数であり、Ｅ－
ＲＥＧを構成するリソースエレメントの数は、リソースブロックペアにおいて同数である
。
【００１４】
　（３）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、Ｅ－ＣＣＥを構成
するＥ－ＲＥＧは、Ｅ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧに基づいて決定される。
【００１５】
　（４）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、第２の制御チャネ
ルが局所マッピングを用いて送信される場合、Ｅ－ＣＣＥは、１つのリソースブロックペ
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アにおける複数のＥ－ＲＥＧで構成され、第２の制御チャネルが分散マッピングを用いて
送信される場合、Ｅ－ＣＣＥは、複数の前記リソースブロックペアにおける複数のＥ－Ｒ
ＥＧで構成される。
【００１６】
　（５）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、第２の制御チャネ
ルの送信に用いられる参照信号のアンテナポートは、Ｅ－ＲＥＧセットに基づいて決定さ
れる。
【００１７】
　（６）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、セル固有参照信号
が含まれ得るＯＦＤＭシンボルにおいて、１つのリソースブロックペアにおける２本置き
のサブキャリアである４本のサブキャリアにおける合計４個のリソースエレメントは、そ
れぞれ異なるＥ－ＲＥＧセットに含まれるＥ－ＲＥＧを構成する。
【００１８】
　（７）また、本発明の一態様による基地局は上記の基地局であって、スロット内で、シ
ングルアンテナポート用のセル固有参照信号が含まれ得る２つの前記ＯＦＤＭシンボルに
おいて、前記リソースエレメントと前記Ｅ－ＲＥＧセットとの対応関係が共通である。
【００１９】
　（８）また、本発明の一態様による端末は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアとで構成
されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソースブロッ
クペアとを用いて、基地局と通信する端末であって、第１の制御チャネルとは異なるアン
テナポートの参照信号を用いて第２の制御チャネルを検出する制御チャネル処理部を備え
、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上のＥ－ＣＣＥを用い
て、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセットで構成され、Ｅ
－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数のリソースエレメ
ントで構成される。
【００２０】
　（９）また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、Ｅ－ＲＥＧセットを構
成するリソースエレメントの数は、リソースブロックペアにおいて同数であり、Ｅ－ＲＥ
Ｇを構成するリソースエレメントの数は、リソースブロックペアにおいて同数である。
【００２１】
　（１０）また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、Ｅ－ＣＣＥを構成す
るＥ－ＲＥＧは、Ｅ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧに基づいて決定される。
【００２２】
　（１１）また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、第２の制御チャネル
が局所マッピングを用いて送信される場合、Ｅ－ＣＣＥは、１つのリソースブロックペア
における複数のＥ－ＲＥＧで構成され、第２の制御チャネルが分散マッピングを用いて送
信される場合、Ｅ－ＣＣＥは、複数のリソースブロックペアにおける複数のＥ－ＲＥＧで
構成される。
【００２３】
　（１２）また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、第２の制御チャネル
の検出に用いられる参照信号のアンテナポートは、Ｅ－ＲＥＧセットに基づいて決定され
る。
【００２４】
　（１３）また、本発明の一態様による端末は上記の端末であって、セル固有参照信号が
含まれ得るＯＦＤＭシンボルにおいて、１つのリソースブロックペアにおける２本置きの
サブキャリアである４本のサブキャリアにおける合計４個の前記リソースエレメントは、
それぞれ異なるＥ－ＲＥＧセットに含まれるＥ－ＲＥＧを構成する。
【００２５】
　（１４）また、本発明の一態様による基地局は上記の端末であって、スロット内で、シ
ングルアンテナポート用のセル固有参照信号が含まれ得る２つの前記ＯＦＤＭシンボルに
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おいて、前記リソースエレメントと前記Ｅ－ＲＥＧセットとの対応関係が共通である。
【００２６】
　（１５）また、本発明の一態様による通信システムは、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリ
アとで構成されるリソースエレメントと、所定数の前記リソースエレメントで構成される
リソースブロックペアとを用いて、基地局と端末とが通信する通信システムであって、基
地局は、第１の制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて送信される第
２の制御チャネルを生成する第２の制御チャネル生成部を備え、端末は、参照信号を用い
て第２の制御チャネルを検出する制御チャネル処理部を備え、第２の制御チャネルは、所
定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上のＥ－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソー
スブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセットで構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ
－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数のリソースエレメントで構成される。
【００２７】
　（１６）また、本発明の一態様による通信方法は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、端末と通信する基地局の通信方法であって、第１の制御チャネ
ルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて送信される第２の制御チャネルを生成す
るステップを有し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上の
Ｅ－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセッ
トで構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数
のリソースエレメントで構成される。
【００２８】
　（１７）また、本発明の一態様による通信方法は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、基地局と通信する端末の通信方法であって、第１の制御チャネ
ルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて第２の制御チャネルを検出するステップ
を有し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上のＥ－ＣＣＥ
を用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセットで構成さ
れ、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数のリソース
エレメントで構成される。
【００２９】
　（１８）また、本発明の一態様による通信方法は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、基地局と端末とが通信する通信システムの通信方法であって、
基地局は、第１の制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて送信される
第２の制御チャネルを生成するステップを有し、端末は、参照信号を用いて第２の制御チ
ャネルを検出するステップを有し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成され
る、１つ以上のＥ－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数の
Ｅ－ＲＥＧセットで構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－
ＲＥＧは所定数のリソースエレメントで構成される。
【００３０】
　（１９）また、本発明の一態様による集積回路は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、端末と通信する基地局で実現される集積回路であって、第１の
制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて送信される第２の制御チャネ
ルを生成する機能を実現し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１
つ以上のＥ－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数のＥ－Ｒ
ＥＧセットで構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧ
は所定数のリソースエレメントで構成される。
【００３１】
　（２０）また、本発明の一態様による集積回路は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
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で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、基地局と通信する端末で実現される集積回路であって、第１の
制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて第２の制御チャネルを検出す
る機能を実現し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される、１つ以上のＥ
－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所定数のＥ－ＲＥＧセット
で構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され、Ｅ－ＲＥＧは所定数の
リソースエレメントで構成される。
【００３２】
　（２１）また、本発明の一態様による集積回路は、ＯＦＤＭシンボルとサブキャリアと
で構成されるリソースエレメントと、所定数のリソースエレメントで構成されるリソース
ブロックペアとを用いて、基地局と端末とが通信する通信システムで実現される集積回路
であって、基地局は、第１の制御チャネルとは異なるアンテナポートの参照信号を用いて
送信される第２の制御チャネルを生成する機能を実現し、端末は、参照信号を用いて第２
の制御チャネルを検出する機能を実現し、第２の制御チャネルは、所定のＥ－ＲＥＧで構
成される、１つ以上のＥ－ＣＣＥを用いて、端末に送信され、リソースブロックペアは所
定数のＥ－ＲＥＧセットで構成され、Ｅ－ＲＥＧセットは所定数のＥ－ＲＥＧで構成され
、Ｅ－ＲＥＧは所定数のリソースエレメントで構成される。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、基地局が端末
に対する制御情報を効率的に通知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る基地局１００の構成を示す概略ブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る端末２００の構成を示す概略ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る基地局１００が送信するサブフレームの一例を示
す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る基地局１００がマッピングする１つのリソースブ
ロックペアの一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧセットの構成の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧセットに対するリソースエレメントの
組み合わせの一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合わ
せの一例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧの構成の一例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧに対するリソースエレメントの組み合
わせの一例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合
わせの一例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧの構成の一例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係るＥ－ＲＥＧに対するリソースエレメントの組み
合わせの一例を示す図である。
【図１３】ヘテロジーニアスネットワーク配置を用いた無線通信システムの概要図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。本第１の実施形態における通信シス
テムは、基地局（送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コ
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ンポーネントキャリア、ｅＮｏｄｅＢ）および端末（端末装置、移動端末、受信点、受信
端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、ＵＥ）を備える。
【００３６】
　本発明の通信システムでは、基地局１００は、端末２００とデータ通信を行うため、下
りリンクを通じて、制御情報および情報データを送信する。
【００３７】
　ここで、制御情報は、誤り検出符号化処理等が施され、制御チャネルにマッピングされ
る。制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、誤り訂正符号化処理や変調処理が施され、第１の制御チャネル（
第１の物理制御チャネル）領域、あるいは第１の制御チャネル領域とは異なる第２の制御
チャネル（第２の物理制御チャネル）領域を介して送受信される。ただし、ここで言う物
理制御チャネルは物理チャネルの一種であり、物理フレーム上に規定される制御チャネル
である。また、以下では、第１の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネルは第
１の制御チャネルとも呼称し、第２の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル
は第２の制御チャネルとも呼称される。また、第１の制御チャネルはＰＤＣＣＨとも呼称
し、第２の制御チャネルはＥ－ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）とも呼称さ
れる。
【００３８】
　なお、１つの観点から見ると、第１の制御チャネルは、セル固有参照信号と同じ送信ポ
ート（アンテナポート）を用いる物理制御チャネルである。また、第２の制御チャネルは
、端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理制御チャネルである。端末２００は、
第１の制御チャネルに対して、セル固有参照信号を用いて復調し、第２の制御チャネルに
対して、端末固有参照信号を用いて復調する。セル固有参照信号は、セル内の全端末に共
通の参照信号であって、ほぼすべてのリソースに挿入されているためにいずれの端末も使
用可能な参照信号である。このため、第１の制御チャネルは、いずれの端末も復調可能で
ある。一方、端末固有参照信号は、割り当てられたリソースのみに挿入される参照信号で
あって、データと同じように適応的にプレコーディング処理やビームフォーミング処理を
行うことができる。この場合における第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネル
は、適応的なプレコーディングやビームフォーミングの利得、周波数スケジューリング利
得を得ることができる。また、端末固有参照信号は、複数の端末によって共用されること
もできる。例えば、第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネルが、複数のリソー
ス（例えば、リソースブロック）に分散されて通知される場合、その第２の制御チャネル
領域の端末固有参照信号は、複数の端末によって供用されることができる。その場合にお
ける第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネルは、周波数ダイバーシチ利得を得
ることができる。
【００３９】
　また、異なる観点から見ると、第１の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネ
ル（第１の制御チャネル）は、物理サブフレームの前部に位置するＯＦＤＭシンボル（シ
ンボル）上の物理制御チャネルであり、これらのＯＦＤＭシンボル上のシステム帯域（コ
ンポーネントキャリア（ＣＣ；Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ））全域に配置され
うる。また、第２の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル（第２の制御チャ
ネル）は、物理サブフレームの第１の制御チャネルよりも後方に位置するＯＦＤＭシンボ
ル上の物理制御チャネルであり、これらのＯＦＤＭシンボル上のシステム帯域幅内のうち
、一部の帯域に配置されうる。第１の制御チャネルは、物理サブフレームの前部に位置す
る制御チャネル専用のＯＦＤＭシンボル上に配置されるため、物理データチャネル用の後
部のＯＦＤＭシンボルよりも前に受信および復調することができる。また、制御チャネル
専用のＯＦＤＭシンボルのみをモニターする端末も受信することができる。また、ＣＣ全
域に拡散されて配置されうるため、セル間干渉をランダム化することができる。また、第
１の制御チャネル領域は、基地局１００固有に設定される領域であり、基地局１００に接
続する全ての端末に共通の領域である。一方、第２の制御チャネルは、通信中の端末が通
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常受信する共用チャネル（物理データチャネル）用の後部のＯＦＤＭシンボル上に配置さ
れる。また、周波数分割多重することにより、第２の制御チャネル同士あるいは第２の制
御チャネルと物理データチャネルとを直交多重（干渉無しの多重）することができる。ま
た、第２の制御チャネル領域は、端末２００固有に設定される領域であり、基地局１００
に接続する端末毎に設定される領域である。なお、基地局１００は、第２の制御チャネル
領域を、複数の端末で共有するように設定することができる。また、第１の制御チャネル
領域と第２の制御チャネル領域は、同一の物理サブフレームに配置される。ここで、ＯＦ
ＤＭシンボルは、各チャネルのビットをマッピングする時間方向の単位である。
【００４０】
　また、異なる観点から見ると、第１の制御チャネルは、セル固有の物理制御チャネルで
あり、アイドル状態の端末およびコネクト状態の端末の両方が取得（検出）できる物理チ
ャネルである。また、第２の制御チャネルは、端末固有の物理制御チャネルであり、コネ
クト状態の端末のみが取得できる物理チャネルである。ここで、アイドル状態とは、基地
局がＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）の情報を蓄積してない状
態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態）や、移動局が間欠受信（ＤＲＸ）を行っている状態など、直
ちにデータの送受信を行わない状態である。一方、コネクト状態とは、端末がネットワー
クの情報を保持している状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態）や、移動局が間欠受信
（ＤＲＸ）を行っていない状態など、直ちにデータの送受信を行うことができる状態であ
る。第１の制御チャネルは、端末固有のＲＲＣシグナリングに依存せず端末２００が受信
可能なチャネルである。第２の制御チャネルは、端末固有のＲＲＣシグナリングによって
設定されるチャネルであり、端末固有のＲＲＣシグナリングによって端末２００が受信可
能なチャネルである。すなわち、第１の制御チャネルは、予め限定された設定により、い
ずれの端末も受信可能なチャネルであり、第２の制御チャネルは端末固有の設定変更が容
易なチャネルである。
【００４１】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る基地局１００の構成を示す概略ブロック図であ
る。図１において、基地局１００は、上位レイヤー１０１、データチャネル生成部１０２
、第２の制御チャネル生成部１０３、端末固有参照信号多重部１０４、プレコーディング
部１０５、第１の制御チャネル生成部１０６、セル固有参照信号多重部１０７、送信信号
生成部１０８、送信部１０９を備えている。
【００４２】
　上位レイヤー１０１は、端末２００に対する情報データ（トランスポートブロック、コ
ードワード）を生成し、データチャネル領域割当部１０２に出力する。ここで、情報デー
タは、誤り訂正符号化処理を行う単位とすることができる。また、情報データは、ＨＡＲ
Ｑ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）等の再送制御
を行う単位とすることができる。また、基地局１００は、端末２００に複数の情報データ
を送信することができる。
【００４３】
　データチャネル生成部（データチャネル領域割当部、データチャネルマッピング部、共
用チャネル生成部）１０２は、上位レイヤー１０１が出力した情報データに対して、適応
制御を行い、端末２００に対するデータチャネル（共用チャネル、共有チャネル、ＰＤＳ
ＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を生成す
る。具体的には、データチャネル生成部１０２における適応制御は、誤り訂正符号化を行
うための符号化処理、端末２００に固有のスクランブル符号を施すためのスクランブル処
理、多値変調方式などを用いるための変調処理、ＭＩＭＯなどの空間多重を行うためのレ
イヤーマッピング処理などを行う。ここで、データチャネル生成部１０２におけるレイヤ
ーマッピング処理は、端末２００に対して設定するランク数に基づいて、１つ以上のレイ
ヤー（ストリーム）にマッピングする。
【００４４】
　第２の制御チャネル生成部（第２の制御チャネル領域割当部、第２の制御チャネルマッ
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ピング部、端末固有制御チャネル生成部）１０３は、基地局１００が第２の制御チャネル
領域（端末固有制御チャネル領域）を介して、端末２００に対する制御情報を送信する場
合に、第２の制御チャネル領域を介して送信する制御チャネルを生成する。ここで、第２
の制御チャネル領域が共用チャネル領域に設定される場合、データチャネル生成部１０２
および第２の制御チャネル生成部１０３は、共用チャネル領域割当部とも呼称される。な
お、データチャネルおよび／または第２の制御チャネルは、共用チャネルとも呼称される
。また、第２の制御チャネルは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）、端
末固有制御チャネルとも呼称される。
【００４５】
　端末固有参照信号多重部（端末固有参照信号生成部、端末固有制御チャネル復調用参照
信号多重部、端末固有制御チャネル復調用参照信号生成部）１０４は、端末２００に固有
の端末固有参照信号（データチャネル復調用参照信号、第２の制御チャネル復調用参照信
号、共用チャネル復調用参照信号、端末固有制御チャネル復調用参照信号、ＤＭ－ＲＳ（
Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＤＲＳ（Ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、Ｐｒｅｃｏｄｅｄ　ＲＳ、ＵＥ－ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ（ＵＥＲＳ））を生成し、共用チャネル領域にその端末固有参照信号
を多重する。また、端末固有参照信号多重部１０４には、端末固有参照信号を構成するス
クランブル符号を生成するための初期値が入力される。端末固有参照信号多重部１０４は
、入力されたスクランブル符号の初期値に基づいて、端末固有参照信号を生成する。ここ
で、端末固有参照信号は、多重するデータチャネルまたは第２の制御チャネルに基づいて
設定され、データチャネルまたは第２の制御チャネルの各レイヤー（アンテナポート）に
多重される。なお、端末固有参照信号は、レイヤー間で直交および／または準直交するこ
とが好ましい。なお、端末固有参照信号多重部１０４は、端末固有参照信号を生成し、後
述する送信信号生成部１０８において多重されるようにしてもよい。
【００４６】
　プレコーディング部１０５は、端末固有参照信号多重部１０４により出力されたデータ
チャネル、第２の制御チャネルおよび／または端末固有参照信号に対して、プレコーディ
ング処理が行われる。ここで、プレコーディング処理は、端末固有参照信号が複数の端末
によって共用されるか、端末固有参照信号が１つの端末によって用いられるかによって、
処理が異なってもよい。プレコーディング処理が端末２００によって用いられる場合、そ
のプレコーディング処理は、端末２００が効率よく受信できるように、入力された信号に
対して位相回転および／または振幅制御などを行うことが好ましい。例えば、プレコーデ
ィング処理は、端末２００の受信電力が最大になるように、または隣接セルからの干渉が
小さくなるように、または隣接セルへの干渉が小さくなるように行うことが好ましい。ま
た、予め決められたプレコーディング行列による処理、ＣＤＤ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａ
ｙ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、送信ダイバーシチ（ＳＦＢＣ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）、ＳＴＢＣ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋ
　Ｃｏｄｅ）、ＴＳＴＤ（Ｔｉｍｅ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＦＳＴＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）など）を用いることができるがこれに限るものでは
ない。また、端末固有参照信号が複数の端末によって供用される場合、そのプレコーディ
ング処理は、予め決められたプレコーディング行列による処理、ＣＤＤ、送信ダイバーシ
チを用いることが好ましい。ここで、基地局１００は端末２００からプレコーディング処
理に関するフィードバック情報であるＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）として複数種類に分けられたものがフィードバックされた場合、基地局
１００は、端末２００に対して、その複数のＰＭＩを乗算などによる演算を行った結果に
基づいて、プレコーディング処理を行うことができる。
【００４７】
　ここで、端末固有参照信号は、基地局１００と端末２００で互いに既知の信号である。
ここで、プレコーディング部１０５が端末２００に固有のプレコーディング処理を行う場
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合、端末２００がデータチャネルおよび／または第２の制御チャネルを復調するに際し、
端末固有参照信号は、基地局１００と端末２００との間の下りリンクにおける伝送路状況
およびプレコーディング部１０５によるプレコーディング重みの等化チャネルを推定する
ことができる。すなわち、基地局１００は、端末２００に対して、プレコーディング部１
０５によるプレコーディング重みを通知する必要が無く、プレコーディング処理された信
号を復調することができる。
【００４８】
　第１の制御チャネル生成部（第１の制御チャネル領域割当部、第１の制御チャネルマッ
ピング部、セル固有制御チャネル生成部）１０６は、基地局１００が第１の制御チャネル
領域（セル固有制御チャネル領域）を介して、端末２００に対する制御情報を送信する場
合に、第１の制御チャネル領域を介して送信する制御チャネルを生成する。ここで、第１
の制御チャネル領域を介して送信される制御チャネルは、第１の制御チャネルとも呼称さ
れる。また、第１の制御チャネルは、セル固有制御チャネルとも呼称される。
【００４９】
　セル固有参照信号多重部（セル固有参照信号生成部）１０７は、基地局１００と端末２
００との間の下りリンクの伝送路状況を測定するために、基地局１００および端末２００
で互いに既知のセル固有参照信号（伝送路状況測定用参照信号、ＣＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　
ＲＳ）、Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ、Ｎｏｎ－ｐｒｅｃｏｄｅｄ　ＲＳ、セル固
有制御チャネル復調用参照信号、第１の制御チャネル復調用参照信号）を生成する。生成
されたセル固有参照信号は、第１の制御チャネル生成部１０６により出力された信号に多
重される。なお、セル固有参照信号多重部１０７は、セル固有参照信号を生成し、後述す
る送信信号生成部１０８において多重されるようにしてもよい。
【００５０】
　ここで、セル固有参照信号は、基地局１００および端末２００が共に既知の信号であれ
ば、任意の信号（系列）を用いることができる。例えば、基地局１００に固有の番号（セ
ルＩＤ）などの予め割り当てられているパラメータに基づいた乱数や疑似雑音系列を用い
ることができる。また、アンテナポート間で直交させる方法として、セル固有参照信号を
マッピングするリソースエレメントをアンテナポート間で互いにヌル（ゼロ）とする方法
、疑似雑音系列を用いた符号分割多重する方法、またはそれらを組み合わせた方法などを
用いることができる。なお、セル固有参照信号は、全てのサブフレームに多重しなくても
よく、一部のサブフレームのみに多重してもよい。
【００５１】
　また、セル固有参照信号は、プレコーディング部１０５によるプレコーディング処理の
後に多重される参照信号である。そのため、端末２００は、セル固有参照信号を用いて、
基地局１００と端末２００との間の下りリンクの伝送路状況を測定することができ、プレ
コーディング部１０５によるプレコーディング処理がされていない信号を復調することが
できる。例えば、第１の制御チャネルは、セル固有参照信号により復調処理されることが
できる。第１の制御チャネルは、ＣＲＳにより復調処理されることができる。
【００５２】
　送信信号生成部（チャネルマッピング部）１０８は、セル固有参照信号多重部１０７が
出力した信号を、それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピング処理を行
う。具体的には、送信信号生成部１０８は、データチャネルは共用チャネル領域のデータ
チャネル領域にマッピングし、第２の制御チャネルは共用チャネル領域の第２の制御チャ
ネル領域にマッピングする。さらに、送信信号生成部１０８は、第２の制御チャネル領域
とは異なる第１の制御チャネル領域に第１の制御チャネルをマッピングする。ここで、基
地局１００は、第１の制御チャネル領域および／または第２の制御チャネル領域に、複数
の端末宛の制御チャネルをマッピングすることができる。なお、基地局１００は、第２の
制御チャネル領域にデータチャネルをマッピングしてもよい。例えば、基地局１００が端
末２００に設定した第２の制御チャネル領域に、第２の制御チャネルがマッピングされて
いない場合、その第２の制御チャネル領域にデータチャネルをマッピングしてもよい。
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【００５３】
　ここで、第１の制御チャネルおよび第２の制御チャネルは、それぞれ異なるリソースを
介して送信する制御チャネル、および／または、それぞれ異なる参照信号を用いて復調処
理する制御チャネル、および／または、端末２００における異なるＲＲＣの状態に応じて
送信できる制御チャネルである。また、それぞれの制御チャネルは、いずれのフォーマッ
トの制御情報をマッピングすることができる。なお、それぞれの制御チャネルに対して、
マッピングできる制御情報のフォーマットを規定することができる。例えば、第１の制御
チャネルは、全てのフォーマットの制御情報をマッピングすることができ、第２の制御チ
ャネルは、一部のフォーマットの制御情報をマッピングすることができる。例えば、第１
の制御チャネルは、全てのフォーマットの制御情報をマッピングすることができ、第２の
制御チャネルは、端末固有参照信号を用いるデータチャネルの割り当て情報を含むフォー
マットの制御情報をマッピングすることができる。
【００５４】
　ここで、ＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（ＤＣＩ；Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を端末へ通知（指定）するために使用
される。例えば、下りリンク制御情報には、ＰＤＳＣＨのリソース割り当てに関する情報
、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）に関する情報
、スクランブリングアイデンティティ（スクランブリンク識別子とも呼称される）に関す
る情報、参照信号系列アイデンティティ（ベースシーケンスアイデンティティ、ベースシ
ーケンス識別子、ベースシーケンスインデックスとも呼称される）に関する情報などが含
まれる。
【００５５】
　また、ＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨで送信される下りリンク制御情報に対して、複数
のフォーマットが定義される。ここで、下りリンク制御情報のフォーマットを、ＤＣＩフ
ォーマットとも呼称する。すなわち、ＤＣＩフォーマットに、上りリンク制御情報のそれ
ぞれに対するフィールドが定義される。
【００５６】
　例えば、下りリンクに対するＤＣＩフォーマットとして、１つのセルにおける１つのＰ
ＤＳＣＨ（１つのＰＤＳＣＨのコードワード、１つの下りリンクトランスポートブロック
の送信）のスケジューリングに使用されるＤＣＩフォーマット１およびＤＣＩフォーマッ
ト１Ａが定義される。すなわち、ＤＣＩフォーマット１およびＤＣＩフォーマット１Ａは
、１つの送信アンテナポートを使用したＰＤＳＣＨでの送信に使用される。また、ＤＣＩ
フォーマット１およびＤＣＩフォーマット１Ａは、複数の送信アンテナポートを使用した
送信ダイバーシチ（ＴｘＤ；Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）によるＰ
ＤＳＣＨでの送信にも使用される。
【００５７】
　また、下りリンクに対するＤＣＩフォーマットとしては、１つのセルにおける１つのＰ
ＤＳＣＨ（２つまでのＰＤＳＣＨのコードワード、２つまでの下りリンクトランスポート
の送信）のスケジューリングに使用されるＤＣＩフォーマット２およびＤＣＩフォーマッ
ト２ＡおよびＤＣＩフォーマット２ＢおよびＤＣＩフォーマット２Ｃが定義される。すな
わち、ＤＣＩフォーマット２およびＤＣＩフォーマット２ＡおよびＤＣＩフォーマット２
ＢおよびＤＣＩフォーマット２Ｃは、複数の送信アンテナポートを使用したＭＩＭＯ　Ｓ
ＤＭ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｐａｔｉａ
ｌ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）ＰＤＳＣＨでの送信に使用される。
【００５８】
　ここで、制御情報は、そのフォーマットが予め規定される。例えば、制御情報は、基地
局１００が端末２００に対して通知する目的に応じて規定されることができる。具体的に
は、制御情報は、端末２００に対する下りリンクのデータチャネルの割り当て情報、端末
２００に対する上りリンクのデータチャネル（ＰＵＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ
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　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の割り当て情報、端末２００に対す
る送信電力を制御するための情報などとして、規定されることができる。そのため、例え
ば、基地局１００は、端末２００に対して下りリンクの情報データを送信する場合、端末
２００に対する下りリンクのデータチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピング
された制御チャネル、および、その制御情報に基づいて割り当てられた情報データがマッ
ピングされたデータチャネルを送信する。また、例えば、基地局１００は、端末２００に
対する上りリンクのデータチャネルを割り当てる場合、端末２００に対する上りリンクの
データチャネルの割り当て情報を含む制御情報がマッピングされた制御チャネルを送信す
る。また、基地局１００は、同じサブフレームにおいて、同じ端末２００に対して、複数
の異なる制御情報または同じ制御情報を、異なるフォーマットまたは同じフォーマットに
よって、送信することもできる。なお、基地局１００は、端末２００に対して下りリンク
の情報データを送信する場合、端末２００に対する下りリンクのデータチャネルの割り当
て情報を含む制御情報がマッピングされた制御チャネルを送信するサブフレームとは異な
るサブフレームで下りリンクのデータチャネルを送信することもできる。
【００５９】
　ここで、第１の制御チャネル領域は、基地局１００に固有の領域であるため、セル固有
制御チャネル領域とも呼称される。また、第２の制御チャネル領域は、基地局１００から
ＲＲＣシグナリングを通じて設定される、端末２００に固有の領域であるため、端末固有
制御チャネル領域とも呼称される。また、第２の制御チャネル領域は、リソースブロック
ペアを単位として設定される。ここで、リソースブロックペアは、所定の周波数方向の領
域と所定の時間方向の領域で構成される２つのリソースブロック（ＲＢ；Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｂｌｏｃｋ）が時間方向に連続して配置される領域である。また、リソースブロック
ペアにおいて、時間方向に前半のリソースブロックは、第１のリソースブロックとも呼称
され、時間方向に後半のリソースブロックは、第２のリソースブロックとも呼称される。
【００６０】
　また、基地局１００と端末２００は、上位層（Ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ）において信
号を送受信する。例えば、基地局１００と端末２００は、ＲＲＣ層（レイヤ３）において
、無線リソース制御信号（ＲＲＣシグナリング；Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＲＣメッセージ；Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｍｅｓｓａｇｅ、ＲＲＣ情報；Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎとも呼称される）を送受信する。ここで、ＲＲＣ層において、
基地局１００によって、ある端末に対して送信される専用の信号は、ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　ｓｉｇｎａｌ（専用の信号）とも呼称される。すなわち、基地局１００によって、ｄｅ
ｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌを使用して通知される設定（情報）は、ある端末に対して
固有な（特有な）設定である。
【００６１】
　また、基地局１００と端末２００は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）層（レイヤ２）において、ＭＡＣコントロールエレメントを送受信する。ここで
、ＲＲＣシグナリングおよび／またはＭＡＣコントロールエレメントは、上位層の信号（
Ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）とも呼称される。
【００６２】
　送信部１０９は、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ；Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）、ガードインターバルの付加、無線周波数への変換処理
等を行った後、１つまたは複数の送信アンテナ数（送信アンテナポート数）の送信アンテ
ナから送信する。
【００６３】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る端末２００の構成を示す概略ブロック図である
。図２において、端末２００は、受信部２０１、受信信号処理部２０２、伝搬路推定部２
０３、制御チャネル処理部２０４、データチャネル処理部２０５、上位レイヤー２０６を
備えている。
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【００６４】
　受信部２０１は、１つまたは複数の受信アンテナ数（受信アンテナポート数）の受信ア
ンテナにより、基地局１００が送信した信号を受信し、無線周波数からベースバンド信号
への変換処理、付加されたガードインターバルの除去、高速フーリエ変換（ＦＦＴ；Ｆａ
ｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などによる時間周波数変換処理を行う。
【００６５】
　受信信号処理部２０２は、基地局１００でマッピングされた信号をデマッピング（分離
）する。具体的には、受信信号処理部２０２は、第１の制御チャネルおよび／または第２
の制御チャネルおよび／またはデータチャネルをデマッピングし、制御チャネル処理部２
０４に出力する。また、受信信号処理部２０２は、多重されたセル固有参照信号および／
または端末固有参照信号をデマッピングし、伝搬路推定部２０３に出力する。
【００６６】
　伝搬路推定部２０３は、セル固有参照信号および／または端末固有参照信号に基づいて
、第１の制御チャネルおよび／または第２の制御チャネルおよび／またはデータチャネル
のリソースに対する伝搬路推定を行う。伝搬路推定部２０３は、伝搬路推定の推定結果を
、制御チャネル処理部２０４および／またはデータチャネル処理部２０５に出力する。伝
搬路推定部２０３は、データチャネルおよび／または第２の制御チャネルに多重された端
末固有参照信号に基づいて、各送信アンテナポートの各受信アンテナポートに対する、そ
れぞれのリソースエレメントにおける振幅と位相の変動（周波数応答、伝達関数）を推定
（伝搬路推定）し、伝搬路推定値を求める。ここで、伝搬路推定部２０３には、端末固有
参照信号を構成するスクランブル符号の初期値が入力され、その初期値等に基づいて端末
固有参照信号は決定される。また、伝搬路推定部２０３は、第１の制御チャネルに多重さ
れたセル固有参照信号に基づいて、各送信アンテナポートの各受信アンテナポートに対す
る、それぞれのリソースエレメントにおける振幅と位相の変動を推定し、伝搬路推定値を
求める。
【００６７】
　制御チャネル処理部２０４は、第１の制御チャネル領域および／または第２の制御チャ
ネル領域にマッピングされた端末２００宛の制御チャネルを探索する。ここで、制御チャ
ネル処理部２０４は、制御チャネルを探索する制御チャネル領域として、第１の制御チャ
ネル領域および／または第２の制御チャネル領域を設定する。第２の制御チャネル領域の
設定は、基地局１００が、端末２００に対して通知する上位層の制御情報（例えば、ＲＲ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング）を通じて行われる
。例えば、第２の制御チャネル領域の設定は、第２の制御チャネルの端末固有設定情報と
して、第２の制御チャネルを設定するための制御情報であり、端末２００に固有の設定情
報である。第２の制御チャネル領域の設定の詳細は、後述する。
【００６８】
　例えば、基地局１００によって、第２の制御チャネルの端末固有設定情報が通知され、
第２の制御チャネル領域が設定される場合、制御チャネル処理部２０４は、第２の制御チ
ャネル領域にマッピングされた端末２００宛の制御チャネルを探索する。この場合、制御
チャネル処理部２０４は、さらに第１の制御チャネル領域における一部の領域も探索して
もよい。例えば、制御チャネル処理部２０４は、さらに第１の制御チャネル領域における
セル固有の探索領域も探索してもよい。また、基地局１００によって、第２の制御チャネ
ルの端末固有設定情報が通知されず、第２の制御チャネル領域が設定されない場合、制御
チャネル処理部２０４は、第１の制御チャネル領域にマッピングされた端末２００宛の制
御チャネルを探索する。
【００６９】
　ここで、制御チャネル処理部２０４は、第２の制御チャネル領域にマッピングされた端
末２００宛の制御チャネルを探索する場合、可能性のある制御チャネルを復調するために
、端末固有参照信号を用いる。また、制御チャネル処理部２０４は、第１の制御チャネル
領域にマッピングされた端末２００宛の制御チャネルを探索する場合、可能性のある制御
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チャネルを復調するために、セル固有参照信号を用いる。
【００７０】
　具体的には、制御チャネル処理部２０４は、制御情報の種類、マッピングされるリソー
スの位置、マッピングされるリソースの大きさ等に基づいて得られる制御チャネルの候補
の全部または一部を、復調および復号処理を行い、逐次探索する。制御チャネル処理部２
０４は、端末２００宛の制御情報か否かを判定する方法として、制御情報に付加される誤
り検出符号（例えば、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）符号
）を用いる。また、このような探索方法は、ブラインドデコーディングとも呼称される。
【００７１】
　また、制御チャネル処理部２０４は、端末２００宛の制御チャネルを検出した場合、検
出された制御チャネルにマッピングされた制御情報を識別し、端末２００全体（上位レイ
ヤーも含む）で共用され、下りリンクデータチャネルの受信処理、上りリンクデータチャ
ネルや制御チャネルの送信処理、上りリンクにおける送信電力制御など、端末２００にお
ける様々な制御に用いられる。
【００７２】
　制御チャネル処理部２０４は、検出された制御チャネルに下りリンクデータチャネルの
割り当て情報を含む制御情報がマッピングされていた場合、受信信号処理部２０２でデマ
ッピングされたデータチャネルをデータチャネル処理部２０５に出力する。
【００７３】
　データチャネル処理部２０５は、制御チャネル処理部２０４から入力されたデータチャ
ネルに対して、伝搬路推定部２０３から入力された伝搬路推定結果を用いた伝搬路補償処
理（フィルタ処理）、レイヤーデマッピング処理、復調処理、デスクランブル処理、誤り
訂正復号処理などを行い、上位レイヤー２０６に出力する。なお、端末固有参照信号がマ
ッピングされていないリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされたリソ
ースエレメントに基づいて、周波数方向および時間方向に補間または平均化等を行い、伝
搬路推定を行う。伝搬路補償処理では、入力されたデータチャネルに対して、推定された
伝搬路推定値を用いて、伝搬路補償を行い、情報データに基づくレイヤー毎の信号を検出
（復元）する。その検出方法としては、ＺＦ（Ｚｅｒｏ　Ｆｏｒｃｉｎｇ）規範やＭＭＳ
Ｅ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｅｒｒｏｒ）規範の等化、ターボ等化、
干渉除去などを用いることができる。レイヤーデマッピング処理では、レイヤー毎の信号
をそれぞれの情報データにデマッピング処理を行う。以降の処理は情報データ毎に行われ
る。復調処理では、用いた変調方式に基づいて復調を行う。デスクランブル処理では、用
いたスクランブル符号に基づいて、デスクランブル処理を行う。復号処理では、施した符
号化方法に基づいて、誤り訂正復号処理を行う。
【００７４】
　図３は、基地局１００が送信するサブフレームの一例を示す図である。この例では、シ
ステム帯域幅が１２個の物理リソースブロックペア（ＰＲＢ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）で構成される１個のサブフレームが示される。なお、以下の説
明では、リソースブロックペアは、単にリソースブロック、ＰＲＢまたはＲＢとしても説
明する。すなわち、以下の説明において、リソースブロック、ＰＲＢまたはＲＢは、リソ
ースブロックペアを含む。また、サブフレームにおいて、先頭の０個以上のＯＦＤＭシン
ボルは第１の制御チャネル領域である。第１の制御チャネル領域のＯＦＤＭシンボル数は
、端末２００に対して通知される。例えば、第１の制御チャネル領域は、先頭のＯＦＤＭ
シンボルに専用の通知領域を設定し、サブフレーム毎に動的に通知することができる。ま
た、第１の制御チャネル領域は、上位レイヤーの制御情報を用いて、準静的に通知するこ
とができる。また、第１の制御チャネル領域以外の領域は共用チャネル領域である。共用
チャネル領域は、データチャネル領域および／または第２の制御チャネル領域を含んで構
成される。図３の例では、ＰＲＢ３、ＰＲＢ４、ＰＲＢ９およびＰＲＢ１１が第２の制御
チャネル領域である。
【００７５】
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　ここで、基地局１００は、端末２００に対して、上位レイヤーの制御情報を通じて、第
２の制御チャネル領域を通知（設定）する。例えば、第２の制御チャネル領域を設定する
制御情報は、ＰＲＢペア毎またはＰＲＢペアのグループ毎に設定する制御情報である。図
３の例では、ＰＲＢ３、ＰＲＢ４、ＰＲＢ９およびＰＲＢ１１が第２の制御チャネル領域
として設定される。また、第２の制御チャネル領域は所定のＰＲＢ数を単位として割り当
てられる。例えば、所定のＰＲＢ数は４とすることができる。その場合、基地局１００は
、端末２００に、４の倍数個のＰＲＢを第２の制御チャネル領域として設定する。
【００７６】
　図４は、基地局１００がマッピングする１つのリソースブロックペアの一例を示す図で
ある。１つのリソースブロックは所定の周波数方向の領域と所定の時間方向の領域で構成
される。１つのリソースブロックペアは、２つのリソースブロックが時間方向に連続して
配置される。また、リソースブロックペアにおいて、時間方向に前半のリソースブロック
は、第１のリソースブロックとも呼称され、時間方向に後半のリソースブロックは、第２
のリソースブロックとも呼称される。図４は、１つのリソースブロックペアを表しており
、１つのリソースブロックは周波数方向に１２個のサブキャリアと時間方向に７個のＯＦ
ＤＭシンボルで構成される。１つのＯＦＤＭシンボルと１つのサブキャリアとで構成され
るリソースはリソースエレメントと呼称される。リソースブロックペアは周波数方向に並
べられ、そのリソースブロックペアの数は基地局毎に設定できる。例えば、そのリソース
ブロックペアの数は６～１１０個に設定できる。その時の周波数方向の幅は、システム帯
域幅と呼称される。また、リソースブロックペアの時間方向は、サブフレームと呼称され
る。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の７つのＯＦＤＭシンボルは、それ
ぞれスロットとも呼称される。また、以下の説明では、リソースブロックペアは、単にリ
ソースブロックとも呼称される。
【００７７】
　図４において、網掛けしたリソースエレメントのうち、Ｒ０～Ｒ３は、それぞれアンテ
ナポート０～３のセル固有参照信号を示す。以下では、アンテナポート０～３のセル固有
参照信号はＣＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）とも呼称される
。ここで、図４に示すＣＲＳは、４つのアンテナポートの場合であるが、その数を変える
ことができ、例えば、１つのアンテナポートや２つのアンテナポートのＣＲＳをマッピン
グすることができる。また、セル固有参照信号は、セルＩＤに基づいて、周波数方向へシ
フトすることができる。例えば、セル固有参照信号は、セルＩＤを６で割った余りに基づ
いて、周波数方向へシフトすることができる。その時のシフトのパターンは６である。す
なわち、セル固有参照信号のアンテナポート数が１の場合、セル固有参照信号に用いられ
るリソースエレメントのパターンは６である。セル固有参照信号のアンテナポート数が２
および４の場合、セル固有参照信号に用いられるリソースエレメントのパターンは３であ
る。
【００７８】
　図４において、アンテナポート０～３のセル固有参照信号とは異なるセル固有参照信号
として、アンテナポート１５～２２のセル固有参照信号をマッピングすることができる。
以下では、アンテナポート１５～２２のセル固有参照信号は伝送路状況測定用参照信号（
ＣＳＩ－ＲＳ；Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　-　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）とも呼称される。図４において、網掛けしたリソースエレメン
トのうち、Ｃ１～Ｃ４は、それぞれＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）グループ１～ＣＤＭグループ４の伝送路状況測定用参照信号を示す。伝送
路状況測定用参照信号は、まずＷａｌｓｈ符号を用いた直交符号がマッピングされ、その
後にＧｏｌｄ符号を用いたスクランブル符号が重畳される。また、伝送路状況測定用参照
信号は、ＣＤＭグループ内において、それぞれＷａｌｓｈ符号等の直交符号により符号分
割多重される。また、伝送路状況測定用参照信号は、ＣＤＭグループ間において、互いに
周波数分割多重（ＦＤＭ；Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）される。また、アンテナポート１５および１６の伝送路状況測定用参照信号はＣ
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１にマッピングされ、アンテナポート１７および１８の伝送路状況測定用参照信号はＣ２
にマッピングされ、アンテナポート１９および２０の伝送路状況測定用参照信号はＣ３に
マッピングされ、アンテナポート２１および２２の伝送路状況測定用参照信号はＣ４にマ
ッピングされる。また、伝送路状況測定用参照信号は、アンテナポート１５～２２の８つ
のアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。また、伝送路状況
測定用参照信号は、アンテナポート１５～１８の４つのアンテナポートに対応する参照信
号として設定されることができる。また、伝送路状況測定用参照信号は、アンテナポート
１５～１６の２つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。
また、伝送路状況測定用参照信号は、アンテナポート１５の１つのアンテナポートに対応
する参照信号として設定されることができる。また、伝送路状況測定用参照信号は、一部
のサブフレームにマッピングされることができ、例えば、複数のサブフレーム毎にマッピ
ングされることができる。また、伝送路状況測定用参照信号をマッピングするリソースエ
レメントは、図４で示すリソースエレメントとは異なってもよい。また、伝送路状況測定
用参照信号のリソースエレメントに対するマッピングパターンは予め複数個のパターンを
規定してもよい。また、基地局１００は、端末２００に対して、複数の伝送路状況測定用
参照信号を設定することができる。また、伝送路状況測定用参照信号は、その送信電力を
さらに設定することができ、例えば、その送信電力をゼロにすることができる。基地局１
００は、ＲＲＣシグナリングを通じて、端末２００に対する端末固有の制御情報として、
伝送路状況測定用参照信号を設定する。端末２００は、基地局１００からの設定に基づい
て、ＣＲＳおよび／または伝送路状況測定用参照信号を用いて、フィードバック情報を生
成する。
【００７９】
　図４において、網掛けしたリソースエレメントのうち、Ｄ１～Ｄ２は、それぞれＣＤＭ
（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）グループ１～ＣＤＭグルー
プ２の端末固有参照信号（ＤＭ－ＲＳ；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　－　Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を示す。端末固有参照信号は、まずＷａｌｓｈ符号を用いた直交符
号がマッピングされ、その後にＧｏｌｄ符号を用いた擬似ランダム系列がスクランブル系
列として重畳される。また、端末固有参照信号は、ＣＤＭグループ内において、それぞれ
Ｗａｌｓｈ符号等の直交符号により符号分割多重される。また、端末固有参照信号は、Ｃ
ＤＭグループ間において、互いにＦＤＭされる。ここで、端末固有参照信号は、そのリソ
ースブロックペアにマッピングされる制御チャネルやデータチャネルに応じて、８つのア
ンテナポート（アンテナポート７～１４）を用いて、最大８ランクまでマッピングするこ
とができる。また、端末固有参照信号は、マッピングするランク数に応じて、ＣＤＭの拡
散符号長やマッピングされるリソースエレメントの数を変えることができる。
【００８０】
　例えば、ランク数が１～２の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート７～８
として、２チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ１にマッピングされる。
ランク数が３～４の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート７～８に加えて、
アンテナポート９～１０として、２チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ
２にさらにマッピングされる。ランク数が５～８の場合における端末固有参照信号は、ア
ンテナポート７～１４として、４チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ１
およびＣＤＭグループ２にマッピングされる。
【００８１】
　ここで、端末固有参照信号は、関連付けられるチャネル（信号）に応じて、アンテナポ
ートの番号や構成を異なるようにしてもよい。例えば、共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）に関
連付けられる端末固有参照信号のアンテナポート番号は、アンテナポート７～１４を用い
ることができる。第２の制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）に関連付けられる端末固有参照信
号のアンテナポート番号は、アンテナポート１０７～１１４を用いることができる。なお
、第２の制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）に関連付けられる端末固有参照信号のアンテナポ
ートは、アンテナポート１０７～１１０を用いてもよい。ここで、アンテナポート１０７
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～１１４は、アンテナポート７～１４と同様に構成される。また、アンテナポート１０７
～１１４の端末固有参照信号は、アンテナポート７～１４の端末固有参照信号と一部異な
って構成されてもよい。例えば、アンテナポート１０７～１１４で用いられる端末固有参
照信号のスクランブル系列は、アンテナポート７～１４で用いられる端末固有参照信号の
スクランブル系列と異なってもよい。
【００８２】
　また、白く塗りつぶされたリソースエレメントは、共用チャネルおよび／または第２の
制御チャネルが配置される領域（共用チャネル領域）を示す。共用チャネル領域は、サブ
フレーム中の後方のＯＦＤＭシンボル、すなわちサブフレーム中の第１の制御チャネルが
配置されるＯＦＤＭシンボルとは異なるＯＦＤＭシンボルにマッピングされ、サブフレー
ム毎に所定数のＯＦＤＭシンボルを設定することができる。なお、共用チャネル領域の全
部または一部は、そのサブフレームにおける第１の制御チャネル領域に関わらず固定され
た所定のＯＦＤＭシンボルにマッピングされることもできる。また、共用チャネルが配置
される領域は、リソースブロックペア毎に設定することができる。また、第２の制御チャ
ネル領域は、第１の制御チャネル領域のＯＦＤＭシンボル数に関わらず、全てのＯＦＤＭ
シンボルで構成されてもよい。
【００８３】
　ここで、リソースブロックは、通信システムが用いる周波数帯域幅（システム帯域幅）
に応じて、その数を変えることができる。例えば、６～１１０個のリソースブロックを用
いることができ、その単位をコンポーネントキャリアとも呼称される。さらに、基地局１
００は、端末２００に対して、周波数アグリゲーションにより、複数のコンポーネントキ
ャリアを設定することもできる。例えば、基地局１００は、端末２００に対して、１つの
コンポーネントキャリアは２０ＭＨｚで構成し、周波数方向に連続および／または非連続
に、５個のコンポーネントキャリアを設定し、通信システムが用いることができるトータ
ルの帯域幅を１００ＭＨｚにすることができる。
【００８４】
　ここで、本実施形態における無線通信システムでは、下りリンクと上りリンクにおいて
、複数のサービングセル（単に、セルとも呼称される）の集約がサポートされる（キャリ
アアグリゲーションと呼称される）。例えば、サービングセルそれぞれにおいて、１１０
リソースブロックまでの送信帯域幅を使用することができる。また、キャリアアグリゲー
ションにおいて、１つのサービングセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ；Ｐｒｉｍａｒ
ｙ　ｃｅｌｌ）と定義される。また、キャリアアグリゲーションにおいて、プライマリセ
ル以外のサービングセルは、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ；Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌ
ｌ）と定義される。
【００８５】
　さらに、下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、下りリンクコンポ
ーネントキャリア（ＤＬＣＣ；Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ
）と定義される。また、下りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、下り
リンクプライマリコンポーネントキャリア（ＤＬＰＣＣ；Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｒｉｍａ
ｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と定義される。また、下りリンクにおいて
セカンダリセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリコンポーネントキャリア（
ＤＬＳＣＣ；Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉ
ｅｒ）と定義される。
【００８６】
　さらに、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは、上りリンクコンポ
ーネントキャリア（ＵＬＣＣ；Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と
定義される。また、上りリンクにおいてプライマリセルに対応するキャリアは、上りリン
クプライマリコンポーネントキャリア（ＵＬＰＣＣ；Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と定義される。また、上りリンクにおいてセカンダ
リセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア（ＵＬＳＣ
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Ｃ；Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と定義
される。
【００８７】
　すなわち、キャリアアグリゲーションにおいて、広送信帯域幅をサポートするために複
数のコンポーネントキャリアが集約される。ここで、例えば、プライマリー基地局をプラ
イマリセルと、セカンダリー基地局をセカンダリセルとみなす（基地局１００が、端末２
００へ設定する）こともできる（ＨｅｔＮｅｔ　ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ａ　
ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎとも呼称される）。
【００８８】
　以下では、ＰＤＣＣＨの構成の詳細が説明される。ＰＤＣＣＨは、複数の制御チャネル
エレメント（ＣＣＥ；Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）により構成さ
れる。各下りリンクコンポーネントキャリアで用いられるＣＣＥの数は、下りリンクコン
ポーネントキャリア帯域幅と、ＰＤＣＣＨを構成するＯＦＤＭシンボル数と、通信に用い
る基地局１００の送信アンテナの数に応じた下りリンクのセル固有参照信号の送信アンテ
ナポート数に依存する。ＣＣＥは、複数の下りリンクリソースエレメント（１つのＯＦＤ
Ｍシンボルおよび１つのサブキャリアで規定されるリソース）により構成される。
【００８９】
　基地局１００と端末２００との間で用いられるＣＣＥには、ＣＣＥを識別するための番
号が付与されている。ＣＣＥの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。
ここで、ＣＣＥ＿ｔは、ＣＣＥ番号ｔのＣＣＥを示す。ＰＤＣＣＨは、複数のＣＣＥから
なる集合（ＣＣＥ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）により構成される。この集合を構成するＣ
ＣＥの数を、「ＣＣＥ集合レベル」（ＣＣＥ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）と
称す。ＰＤＣＣＨを構成するＣＣＥ集合レベルは、ＰＤＣＣＨに設定される符号化率、Ｐ
ＤＣＣＨに含められるＤＣＩのビット数に応じて基地局１００において設定される。なお
、端末２００に対して用いられる可能性のあるＣＣＥ集合レベルの組み合わせは予め決め
られている。また、ｎ個のＣＣＥからなる集合を、「ＣＣＥ集合レベルｎ」という。
【００９０】
　１個のリソースエレメントグループ（ＲＥＧ）は周波数領域の隣接する４個の下りリン
クリソースエレメントにより構成される。さらに、１個のＣＣＥは、周波数領域及び時間
領域に分散した９個の異なるリソースエレメントグループにより構成される。具体的には
、下りリンクコンポーネントキャリア全体に対して、番号付けされた全てのリソースエレ
メントグループに対してブロックインタリーバを用いてリソースエレメントグループ単位
でインタリーブが行なわれ、インタリーブ後の番号の連続する９個のリソースエレメント
グループにより１個のＣＣＥが構成される。
【００９１】
　各端末には、ＰＤＣＣＨを探索する領域ＳＳ（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ）が設定され
る。ＳＳは、複数のＣＣＥから構成される。最も小さいＣＣＥから番号の連続する複数の
ＣＣＥからＳＳは構成され、番号の連続する複数のＣＣＥの数は予め決められている。各
ＣＣＥ集合レベルのＳＳは、複数のＰＤＣＣＨの候補の集合体により構成される。ＳＳは
、最も小さいＣＣＥから番号がセル内で共通であるＣＳＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ＳＳ）と、最も小さいＣＣＥから番号が端末固有であるＵＳＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ＳＳ）とに分類される。ＣＳＳには、システム情報あるいはページングに関する情報
など、複数の端末が読む制御情報が割り当てられたＰＤＣＣＨ、あるいは下位の送信方式
へのフォールバックやランダムアクセスの指示を示す下りリンク／上りリンクグラントが
割り当てられたＰＤＣＣＨを配置することができる。
【００９２】
　基地局１００は、端末２００において設定されるＳＳ内の１個以上のＣＣＥを用いてＰ
ＤＣＣＨを送信する。端末２００は、ＳＳ内の１個以上のＣＣＥを用いて受信信号の復号
を行ない、自身宛てのＰＤＣＣＨを検出するための処理を行なう（ブラインドデコーディ
ングと呼称される）。端末２００は、ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳを設定する。その
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後、端末２００は、ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳ内の予め決められた組み合わせのＣ
ＣＥを用いてブラインドデコーディングを行なう。言い換えると、端末２００は、ＣＣＥ
集合レベル毎に異なるＳＳ内の各ＰＤＣＣＨの候補に対してブラインドデコーディングを
行なう。端末２００におけるこの一連の処理をＰＤＣＣＨのモニタリングという。
【００９３】
　第２の制御チャネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ、ＰＤＣＣＨ　ｏｎ　ＰＤＳＣＨ、Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　ＰＤＣＣＨ）は、第２の制御チャネル領域にマッピングされる。基地局１００が端
末２００に対して第２の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知する場合、基地局
１００は端末２００に対して第２の制御チャネルのモニタリングを設定し、第２の制御チ
ャネル領域に端末２００に対する制御チャネルをマッピングする。また、基地局１００が
端末２００に対して第１の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通知する場合、基地
局１００は端末２００に対して第２の制御チャネルのモニタリングの設定に関わらず、第
１の制御チャネル領域に端末２００に対する制御チャネルをマッピングしてもよい。また
、基地局１００が端末２００に対して第１の制御チャネル領域を通じて制御チャネルを通
知する場合、基地局１００は端末２００に対して第２の制御チャネルのモニタリングを設
定しない時に、第１の制御チャネル領域に端末２００に対する制御チャネルをマッピング
するとしてもよい。
【００９４】
　一方、端末２００は、基地局１００によって第２の制御チャネルのモニタリングが設定
された場合、第１の制御チャネル領域における端末２００宛の制御チャネルおよび／また
は第２の制御チャネル領域における端末２００宛の制御チャネルをブラインドデコーディ
ングする。また、端末２００は、基地局１００によって第２の制御チャネルのモニタリン
グが設定されない場合、第１の制御チャネルにおける端末２００宛の制御チャネルをブラ
インドデコーディングしない。
【００９５】
　以下では、第２の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ
）の詳細が説明される。
【００９６】
　基地局１００は、端末２００に第２の制御チャネル領域（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ）を設定する。第２の制御チャネル領域は、１つ以上のＲＢペアにより構成され
る。すなわち、第２の制御チャネル領域は、ＲＢペアを単位として設定できる。ここで、
第２の制御チャネル領域を構成するＲＢペアの数は、所定の値の倍数にすることができる
。例えば、第２の制御チャネル領域を構成するＲＢペアの数は、４の倍数にすることがで
きる。すなわち、第２の制御チャネル領域は、ＲＢペアの数が４の倍数であるＲＢペアを
単位として設定される。また、例えば、第２の制御チャネル領域を構成するＲＢペアの数
は、２の倍数にすることができる。すなわち、第２の制御チャネル領域は、ＲＢペアの数
が２の倍数であるＲＢペアを単位として設定される。また、基地局１００は、端末２００
に設定された第２の制御チャネル領域に探索領域（サーチスペース）を設定できる。ここ
で、第２の制御チャネル領域の探索領域は、所定の値の倍数のＲＢペアを単位として設定
することができる。例えば、第２の制御チャネル領域の探索領域を設定するＲＢペアの単
位は、４の倍数にすることができる。すなわち、第２の制御チャネル領域の探索領域は、
ＲＢペアの数が４の倍数であるＲＢペアを単位として設定される。また、例えば、第２の
制御チャネル領域の探索領域を設定するＲＢペアの単位は、２の倍数にすることができる
。すなわち、第２の制御チャネル領域の探索領域は、ＲＢペアの数が２の倍数であるＲＢ
ペアを単位として設定される。
【００９７】
　基地局１００は、端末２００に対するＥ－ＰＤＣＣＨを、設定した第２の制御チャネル
領域の探索領域にマッピングする。また、基地局１００は、複数の端末に対して、第２の
制御チャネル領域および／または探索領域の全部または一部を共通化することができる。
すなわち、複数の端末に対する複数のＥ－ＰＤＣＣＨは、第２の制御チャネル領域内で多
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重することができる。ここで、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、複数の拡張制御チャネルエレメント（
Ｅ－ＣＣＥ；Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＣＥ）および／または拡張リソースエレメントグルー
プ（Ｅ－ＲＥＧ；Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＲＥＧ）により構成される。ここで、Ｅ－ＣＣＥは
、制御チャネルを構成する単位であり、１つ以上のリソースエレメントまたはＥ－ＲＥＧ
から構成される。また、Ｅ－ＲＥＧは、１つ以上のリソースエレメントから構成される。
また、Ｅ－ＣＣＥは、ｅＣＣＥとも呼称される。Ｅ－ＲＥＧは、ｅＲＥＧとも呼称される
。Ｅ－ＰＤＣＣＨは、ｅＰＤＣＣＨとも呼称される。
【００９８】
　第２の制御チャネル領域は複数のＥ－ＣＣＥにより構成される。第２の制御チャネル領
域におけるＥ－ＣＣＥの数は、所定の値で規定される。また、第２の制御チャネル領域に
おけるＥ－ＣＣＥの数は、基地局１００により設定される第２の制御チャネルに関する制
御情報によって黙示的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよい。例えば、第２の制御チ
ャネル領域におけるＥ－ＣＣＥの数は、基地局１００により設定される第２の制御チャネ
ル領域のＰＲＢペア数によって決定されてもよい。また、第２の制御チャネル領域におけ
るＥ－ＣＣＥの数は、基地局１００により設定される第２の制御チャネルに関する制御情
報によって明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよい。
【００９９】
　また、Ｅ－ＣＣＥは、１つ以上のＥ－ＲＥＧ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）により構成される。ここで、Ｅ－ＲＥＧは、リソースエレ
メントに制御チャネルをマッピングするリソースを定義するために用いられる。また、Ｅ
－ＲＥＧは、１つのＲＢペア内における１つ以上のリソースエレメントで構成される。な
お、Ｅ－ＲＥＧは、複数のＲＢペアに跨って、複数のリソースエレメントで構成されても
よい。例えば、Ｅ－ＲＥＧは、第２の制御チャネル領域における複数のＲＢペア内におけ
る複数のリソースエレメントで構成されてもよい。また、例えば、Ｅ－ＲＥＧは、Ｅ－Ｃ
ＣＥを構成する複数のＲＢペア内における複数のリソースエレメントで構成されてもよい
。１つのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、所定の値を用いる。また、１つのＥ－
ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２の制御チャネル
に関する制御情報によって黙示的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよい。例えば、１
つのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２の制御
チャネル領域のマッピング方法（例えば、局所マッピングまたは分散マッピング）によっ
て決定されてもよい。また、例えば、１つのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基
地局１００により設定されるＥ－ＣＣＥと端末固有参照信号とのマッピング方法（Ｅ－Ｃ
ＣＥとアンテナポートとのマッピング（関連付け）方法）によって決定されてもよい。ま
た、１つのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２
の制御チャネルに関する制御情報によって明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよ
い。
【０１００】
　ここで、ＲＢペア内において、Ｅ－ＲＥＧとＥ－ＣＣＥとのマッピング規則（マッピン
グ方法、関連付け）は、複数規定される。Ｅ－ＲＥＧとＥ－ＣＣＥとのマッピング方法の
１つは、分散マッピング（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｍａｐｐｉｎｇ）（分散マッピング
規則）である。分散マッピング規則では、複数のＲＢペアに分散されるようにマッピング
されることができる。分散マッピングの場合、それぞれのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥ
Ｇの一部または全部は、複数のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧにマッピングされることがで
きる。また、分散マッピングの場合、ＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧの一部または全部は
、複数のＥ－ＣＣＥにおけるＥ－ＲＥＧからマッピングされることができる。また、ＲＢ
ペアを構成するＥ－ＲＥＧとＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧとのマッピング方法の１つ
は、局所マッピング（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ｍａｐｐｉｎｇ）（局所マッピング規則）で
ある。局所マッピング規則では、それぞれのＥ－ＣＣＥが、１つのＲＢペア、または、周
波数方向に連続して配置される複数のＲＢペアに、局所的にマッピングされることができ
る。局所マッピングの場合、Ｅ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの全部は、１つのＲＢペア
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におけるＥ－ＲＥＧにマッピングされることができる。また、局所マッピングの場合、Ｒ
Ｂペアを構成するＥ－ＲＥＧの一部または全部は、周波数方向に連続して配置される複数
のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧの全部からマッピングされることができる。なお、局所マ
ッピングおよび／または分散マッピングにおいて、それぞれのＥ－ＣＣＥが１つ以上のＥ
－ＲＥＧで構成される場合を説明するが、Ｅ－ＲＥＧが定義されず、それぞれのＥ－ＣＣ
Ｅが１つ以上のＲＢペアで構成される場合も同様に適用することができる。
【０１０１】
　また、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧの数は、所定の値で規定される。また、１
つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２の制御チ
ャネルに関する制御情報によって黙示的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよい。例え
ば、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２の
制御チャネル領域のマッピング方法（例えば、局所マッピングまたは分散マッピング）に
よって決定されてもよい。また、例えば、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧの数は、
基地局１００により設定されるＥ－ＣＣＥと端末固有参照信号とのマッピング方法（Ｅ－
ＣＣＥとアンテナポートとのマッピング方法）によって決定されてもよい。また、１つの
Ｅ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの数は、基地局１００により設定される第２の制御チャ
ネルに関する制御情報によって明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）に決定されてもよい。
【０１０２】
　以上のことから、基地局１００が端末２００に対するＥ－ＰＤＣＣＨのＰＲＢペアへの
マッピング方法は、以下の通りである。まず、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、１つまたは複数のＥ－
ＣＣＥにマッピングされる。次に、分散マッピングの場合、Ｅ－ＣＣＥを構成する複数の
Ｅ－ＲＥＧは、複数のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧにマッピングされる。また、局所マッ
ピングの場合、Ｅ－ＣＣＥを構成する複数のＥ－ＲＥＧは、１つのＲＢペア、または、周
波数方向に連続して配置される複数のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧにマッピングされる。
次に、Ｅ－ＲＥＧがマッピングされた複数のＲＢペアは、第２の制御チャネル領域を構成
する複数のＰＲＢペアの一部または全部にマッピングされる。
【０１０３】
　ここで、第２の制御チャネル領域として用いられるＲＢペアの番号付けは、様々な方法
を用いることができる。第２の制御チャネル領域として用いられるＲＢペアの番号付けは
、予め規定された規則によって行われる。例えば、第２の制御チャネル領域として用いら
れるＲＢペアの番号は、周波数の低い方から順に設定されてもよい。
【０１０４】
　一方、端末２００が基地局１００から通知されるＥ－ＰＤＣＣＨを検出するためのＥ－
ＣＣＥの認識方法は、以下の通りである。まず、端末２００は、基地局１００から設定さ
れる第２の制御チャネル領域のＰＲＢペアを、第２の制御チャネル領域として用いられる
ＲＢペアとして認識する。次に、端末２００は、第２の制御チャネル領域として用いられ
るＲＢペアの各々において、Ｅ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧまたはリソースエレメント
を認識する。次に、端末２００は、Ｅ－ＰＤＣＣＨが局所マッピングまたは分散マッピン
グされているかに応じて、認識されたＥ－ＲＥＧまたはリソースエレメントに基づいて、
Ｅ－ＣＣＥを認識する。さらに、端末２００は、認識したＥ－ＣＣＥに基づいて、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨの検出処理（ブラインドデコーディング）を行う。Ｅ－ＰＤＣＣＨの検出処理の
方法は、後述する方法を用いる。
【０１０５】
　以下では、ＲＢペアに対するＥ－ＲＥＧの構成の詳細を説明する。基地局１００と端末
２００との間で用いられるＥ－ＲＥＧには、Ｅ－ＲＥＧを識別するための番号が付与され
ている。Ｅ－ＲＥＧの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。Ｅ－ＲＥ
Ｇの番号付けに用いられる規則は、様々な方法を用いることができる。また、１つのＲＢ
ペアを構成するＥ－ＲＥＧ番号は、分散マッピングおよび局所マッピングで共通に用いる
ことができる。また、Ｅ－ＲＥＧの番号付けは、分散マッピングおよび局所マッピングの
それぞれを考慮して行われることが好ましい。
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【０１０６】
　ここで、Ｅ－ＲＥＧの番号付けにおいて、端末固有参照信号、セル固有参照信号、伝送
路状況測定用参照信号および／またはブロードキャストチャネルがマッピングされるリソ
ースエレメントは、そのまま（パンクチャリングして）番号付けを行なってもよい。すな
わち、Ｅ－ＲＥＧの番号付けは、リソースエレメントにマッピングされる信号に依存せず
に、ＲＢペア内のリソースエレメント全体に渡って行われる。端末２００は、端末固有参
照信号、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号および／またはブロードキャスト
チャネルがマッピングされるリソースエレメントに、制御チャネルがマッピングされてい
ないものと認識する。これにより、Ｅ－ＲＥＧの定義が、リソースエレメントにマッピン
グされる信号に依存せずに決まるため、基地局１００および端末２００における処理や記
憶容量を低減することができる。
【０１０７】
　ここで、Ｅ－ＲＥＧの番号付けにおいて、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信
号および／またはブロードキャストチャネルがマッピングされるリソースエレメントは、
そのまま（パンクチャリングして）番号付けを行なってもよい。また、Ｅ－ＲＥＧの番号
付けは、端末固有参照信号がマッピングされるリソースエレメントのみ考慮して行われる
。例えば、Ｅ－ＲＥＧの番号付けは、端末固有参照信号がマッピングされるリソースエレ
メントのみを飛び越えて（レートマッチングして）行われる。すなわち、Ｅ－ＲＥＧの番
号付けは、端末固有参照信号を除いて、リソースエレメントにマッピングされる信号に依
存せずに、ＲＢペア内のリソースエレメント全体に渡って行われる。端末２００は、端末
固有参照信号、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号および／またはブロードキ
ャストチャネルがマッピングされるリソースエレメントに、制御チャネルがマッピングさ
れていないものと認識する。これにより、Ｅ－ＲＥＧの定義が、端末固有参照信号を除い
て、リソースエレメントにマッピングされる信号に依存せずに決まるため、基地局１００
および端末２００における処理や記憶容量を低減することができる。また、第２の制御チ
ャネルが端末固有参照信号を用いて復調処理される場合、第２の制御チャネルがマッピン
グされるＲＢペアには端末固有参照信号がマッピングされる。そのため、第２の制御チャ
ネルは、端末固有参照信号によるリソースのオーバーヘッドを考慮してマッピングするこ
とができる。
【０１０８】
　ここで、Ｅ－ＲＥＧの番号付けにおいて、端末固有参照信号、セル固有参照信号、伝送
路状況測定用参照信号および／またはブロードキャストチャネルがマッピングされるリソ
ースエレメントは、飛び越えて（レートマッチングして）番号付けを行なってもよい。す
なわち、Ｅ－ＲＥＧの番号付けは、端末固有参照信号、セル固有参照信号、伝送路状況測
定用参照信号および／またはブロードキャストチャネルがマッピングされるリソースエレ
メントを除いて、ＲＢペア内のリソースエレメント全体に渡って行われる。これにより、
第２の制御チャネルは、端末固有参照信号、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信
号および／またはブロードキャストチャネルによるリソースのオーバーヘッドを考慮して
マッピングすることができる。
【０１０９】
　第２の制御チャネル領域におけるＲＢペアのそれぞれは、所定数のＥ－ＲＥＧセットで
構成できる。ＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧセットは、所定の構成を用いることができる。
それぞれのＥ－ＲＥＧセットは、所定数のＥ－ＲＥＧで構成できる。Ｅ－ＲＥＧセットに
おけるＥ－ＲＥＧは、所定の構成を用いることができる。また、それぞれのＥ－ＲＥＧは
、ＲＢペア内で独立にすることができる。なお、以下の説明で用いる構成は、関連付け、
マッピング、割り当て、配置とも言い換えることができる。
【０１１０】
　また、以下の説明では、それぞれのＲＢにおいて、ｋ番目のサブキャリアとｌ番目のＯ
ＦＤＭシンボルとで示されるリソースエレメントは（ｋ，ｌ）と表される。それぞれのＲ
Ｂペアのそれぞれのスロットにおける、７個のＯＦＤＭシンボルに対して、時間方向のＯ
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ＦＤＭシンボル毎にインデックス（ｌ＝０，１，．．．，６）が付与される。ＯＦＤＭシ
ンボルに対するインデックスはＯＦＤＭシンボル番号とも呼称される。また、それぞれの
ＲＢペアにおける、１２個のサブキャリアに対して、周波数方向のサブキャリア毎にイン
デックス（ｋ＝０，１，．．．，１１）が付与される。サブキャリアに対するインデック
スはサブキャリア番号とも呼称される。なお、サブキャリア番号は、システム帯域（コン
ポーネントキャリア）に渡って連続に付与できる。例えば、それぞれのＲＢペアにおける
サブキャリア番号（ｋ０＝０，１，．．．，１１）が付与される時、システム帯域におけ
るサブキャリア番号ｋはＮｓｃ

ＲＢ×ｎＲＢ＋ｋ０とも表される。ただし、Ｎｓｃ
ＲＢは

１つのＲＢまたはＲＢペアにおけるサブキャリア数を示す。ｎＲＢはシステム帯域（コン
ポーネントキャリア）に渡って連続に付与できるＲＢまたはＲＢペアのインデックスを示
し、ｎＲＢ＝０，１，．．．，ＮＲＢ

ＤＬ－１である。ＲＢまたはＲＢペアのインデック
スはＲＢ番号またはＲＢペア番号とも呼称される。また、それぞれのスロットは、スロッ
トに対するインデックス（スロット番号）が付与される。例えば、偶数番目のスロット番
号は、それぞれのサブフレームにおける前半のスロット（スロット０）である。また、奇
数番目のスロット番号は、それぞれのサブフレームにおける後半のスロット（スロット１
）である。
【０１１１】
　第２の制御チャネル領域におけるＲＢペアのそれぞれは、所定数のＥ－ＲＥＧセットを
構成できる。例えば、それぞれのＲＢペアは、４つのＥ－ＲＥＧセットで構成される。Ｒ
ＢペアにおけるＥ－ＲＥＧセットは、所定の構成を用いることができる。
【０１１２】
　図５は、Ｅ－ＲＥＧセットの構成の一例を示す図である。図５では、１つのＲＢペアが
、４つのＥ－ＲＥＧセット（Ｅ－ＲＥＧセット番号０～３）で構成される。それぞれのリ
ソースエレメントに記載された数字は、Ｅ－ＲＥＧセット番号である。すなわち、それぞ
れのＥ－ＲＥＧセット番号が示されたリソースエレメントは、そのＥ－ＲＥＧセット番号
のＥ－ＲＥＧセットに用いられる。Ｅ－ＲＥＧセットは、ＲＢペア内の所定のリソースエ
レメントを除いて構成することができる。例えば、Ｅ－ＲＥＧセットは、ＲＢペア内の端
末固有参照信号、セル固有参照信号、報知チャネルおよび／または第１の制御チャネル領
域に用いられるリソースエレメントを除いて構成することができる。図５において、斜線
でハッチングされたリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされる。すな
わち、図５の例では、Ｅ－ＲＥＧセットは、ＲＢペア内の端末固有参照信号に用いられる
リソースエレメントを除いて構成する。
【０１１３】
　例えば、ＲＢペアの１番目のＯＦＤＭシンボルのサブキャリア番号の最も小さいリソー
スエレメントから、同一のＯＦＤＭシンボルのサブキャリア番号が大きいリソースエレメ
ントに対して順に、それぞれのＥ－ＲＥＧセットに対するリソースエレメントが構成され
る。例えば、ＲＢペアの２番目のＯＦＤＭシンボルにおいては、１番目のＯＦＤＭシンボ
ルと比較して、異なる順序でそれぞれのＥ－ＲＥＧセットに対するリソースエレメントが
構成される。以降のＯＦＤＭシンボルにおいても、同様の手順でそれぞれのＥ－ＲＥＧセ
ットに対するリソースエレメントが構成される。
【０１１４】
　図６は、Ｅ－ＲＥＧセットに対するリソースエレメントの組み合わせの一例を示す図で
ある。図５で示されるＥ－ＲＥＧセットの構成に対する、スロット０およびスロット１の
リソースエレメント（ｋ，ｌ）の組み合わせが示されている。この例では、それぞれのＥ
－ＲＥＧセットは、スロット０およびスロット１において、３６のリソースエレメントで
構成される。Ｅ－ＲＥＧセットの構成は、図５および図６で説明した構成以外にも様々な
構成を用いることができる。
【０１１５】
　それぞれのＥ－ＲＥＧセットは、所定数のＥ－ＲＥＧを構成できる。例えば、それぞれ
のＥ－ＲＥＧセットは、２つまたは４つのＥ－ＲＥＧで構成される。Ｅ－ＲＥＧセットに



(27) JP 6143153 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

おけるＥ－ＲＥＧは、対応するＥ－ＲＥＧセットの中で、所定の構成を用いることができ
る。また、それぞれのＥ－ＲＥＧは、ＲＢペア内で独立にすることができる。例えば、１
つのＲＢペアが４つのＥ－ＲＥＧセットで構成され、１つのＥ－ＲＥＧセットが４つのＥ
－ＲＥＧで構成される場合、１つのＲＢペアは１６のＥ－ＲＥＧで構成される。また、例
えば、１つのＲＢペアが４つのＥ－ＲＥＧセットで構成され、１つのＥ－ＲＥＧセットが
２つのＥ－ＲＥＧで構成される場合、１つのＲＢペアは８のＥ－ＲＥＧで構成される。
【０１１６】
　ここで、Ｅ－ＲＥＧセットにおけるＥ－ＲＥＧの構成の一例を説明する。それぞれのＥ
－ＲＥＧセットに対応するＥ－ＲＥＧの組み合わせが設定される。なお、この設定は、予
め規定されてもよいし、明示的または黙示的に通知されてもよい。Ｅ－ＲＥＧセットを構
成するＥ－ＲＥＧは、所定の方法または手順によって、そのＥ－ＲＥＧセットを構成する
リソースエレメントで構成される。同一のＥ－ＲＥＧセットを構成する複数のＥ－ＲＥＧ
は、所定の順番に並べられ、それらのＥ－ＲＥＧはそのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソ
ースエレメントで構成される。例えば、あるＥ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧの組
み合わせがＥ－ＲＥＧ　Ｘ０、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ１、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ２およびＥ－ＲＥＧ　
Ｘ３である場合、その組み合わせは、そのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメン
トに対して、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ０、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ１、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ２、Ｅ－ＲＥＧ　Ｘ

３を繰り返して順に構成される。また、１つのＥ－ＲＥＧセットが１つのＲＢペアにおけ
る２つのＲＢに関連付けられる場合、そのＥ－ＲＥＧセットを構成する複数のＥ－ＲＥＧ
はスロット番号が小さいまたは大きいスロットに対応するＲＢに優先して構成する。例え
ば、同一のＥ－ＲＥＧセットにおける複数のＥ－ＲＥＧは、スロット番号が小さいスロッ
トに対応するＲＢから順にそれぞれ構成される。また、同一のＥ－ＲＥＧセットにおける
複数のＥ－ＲＥＧは、対応するＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメントにおいて
、所定の順番で構成される。例えば、所定の順番に並べられた複数のＥ－ＲＥＧは、対応
するＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメントにおいて、ＯＦＤＭシンボル番号お
よび／またはサブキャリア番号が小さいまたは大きいリソースエレメントから順に、構成
される。また、その構成において、ＯＦＤＭシンボル番号がサブキャリア番号に優先され
てもよい。すなわち、その構成は、ＯＦＤＭシンボル番号が小さいまたは大きいリソース
エレメントを優先して順に行われる。同じＯＦＤＭシンボル番号に複数のリソースエレメ
ントの候補がある場合、その構成はサブキャリア番号が小さいまたは大きいリソースエレ
メントから順に行われる。また、その構成において、サブキャリア番号がＯＦＤＭシンボ
ル番号に優先されてもよい。すなわち、その構成は、サブキャリア番号が小さいまたは大
きいリソースエレメントを優先して順に行われる。同じサブキャリア番号に複数のリソー
スエレメントの候補がある場合、その構成はＯＦＤＭシンボル番号が小さいまたは大きい
リソースエレメントから順に行われる。
【０１１７】
　図７は、Ｅ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合わせの一例を示す図である。そ
れぞれのＥ－ＲＥＧセット番号に対して、そのＥ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧ番
号の組み合わせを示す。図７では、１つのＥ－ＲＥＧセットが４つのＥ－ＲＥＧで構成さ
れる。例えば、Ｅ－ＲＥＧセット０を構成するリソースエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ０～３
のいずれかに用いられる。また、Ｅ－ＲＥＧセット１を構成するリソースエレメントは、
Ｅ－ＲＥＧ４～７のいずれかに用いられる。また、Ｅ－ＲＥＧセット２を構成するリソー
スエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ８～１１のいずれかに用いられる。また、Ｅ－ＲＥＧセット
４を構成するリソースエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ１２～１５のいずれかに用いられる。
【０１１８】
　図８は、Ｅ－ＲＥＧの構成の一例を示す図である。図８では、１つのＲＢペアが、１６
のＥ－ＲＥＧ（Ｅ－ＲＥＧ番号０～１５）で構成される。それぞれのリソースエレメント
に記載された数字は、Ｅ－ＲＥＧ番号である。すなわち、それぞれのＥ－ＲＥＧ番号が示
されたリソースエレメントは、そのＥ－ＲＥＧ番号のＥ－ＲＥＧに用いられる。斜線でハ
ッチングされたリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされる。なお、Ｅ
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－ＲＥＧは、ＲＢペアまたはＥ－ＲＥＧセットにおける所定のリソースエレメントを除い
て構成することができる。例えば、Ｅ－ＲＥＧは、ＲＢペアまたはＥ－ＲＥＧセットにお
ける端末固有参照信号、セル固有参照信号、報知チャネルおよび／または第１の制御チャ
ネル領域に用いられるリソースエレメントを除いて構成することができる。
【０１１９】
　図８で示されるＥ－ＲＥＧは、図５で示されるＥ－ＲＥＧセットの構成、および、図７
で示されるＥ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合わせを用いて構成される。また
、それぞれのＥ－ＲＥＧセットにおけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ番号が小さいＥ
－ＲＥＧから順に繰り返して行われる。すなわち、Ｅ－ＲＥＧセット０におけるＥ－ＲＥ
Ｇの構成は、Ｅ－ＲＥＧ０、Ｅ－ＲＥＧ１、Ｅ－ＲＥＧ２、Ｅ－ＲＥＧ３の順に繰り返し
て行われる。また、Ｅ－ＲＥＧセット１におけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ４、Ｅ
－ＲＥＧ５、Ｅ－ＲＥＧ６、Ｅ－ＲＥＧ７の順に繰り返して行われる。また、Ｅ－ＲＥＧ
セット２におけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ８、Ｅ－ＲＥＧ９、Ｅ－ＲＥＧ１０、
Ｅ－ＲＥＧ１１の順に繰り返して行われる。また、Ｅ－ＲＥＧセット３におけるＥ－ＲＥ
Ｇの構成は、Ｅ－ＲＥＧ１２、Ｅ－ＲＥＧ１３、Ｅ－ＲＥＧ１４、Ｅ－ＲＥＧ１５の順に
繰り返して行われる。また、それぞれのＥ－ＲＥＧセットにおけるＥ－ＲＥＧの構成は、
ＯＦＤＭシンボル番号がサブキャリア番号に優先されて行われる。すなわち、その構成は
、ＯＦＤＭシンボル番号が小さいリソースエレメントを優先して順に行われる。同じＯＦ
ＤＭシンボル番号に複数のリソースエレメントの候補がある場合、その構成はサブキャリ
ア番号が小さいリソースエレメントから順に行われる。
【０１２０】
　図９は、Ｅ－ＲＥＧに対するリソースエレメントの組み合わせの一例を示す図である。
図８で示されるＥ－ＲＥＧの構成に対する、スロット０およびスロット１のリソースエレ
メント（ｋ，ｌ）の組み合わせが示されている。この例では、それぞれのＥ－ＲＥＧは、
スロット０およびスロット１において、９のリソースエレメントで構成される。
【０１２１】
　図１０は、Ｅ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合わせの一例を示す図である。
それぞれのＥ－ＲＥＧセット番号に対して、そのＥ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧ
番号の組み合わせを示す。図１０では、１つのＥ－ＲＥＧセットが２つのＥ－ＲＥＧで構
成される。例えば、Ｅ－ＲＥＧセット０を構成するリソースエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ０
またはＥ－ＲＥＧ１に用いられる。また、Ｅ－ＲＥＧセット１を構成するリソースエレメ
ントは、Ｅ－ＲＥＧ２またはＥ－ＲＥＧ３に用いられる。また、Ｅ－ＲＥＧセット２を構
成するリソースエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ４またはＥ－ＲＥＧ５に用いられる。また、Ｅ
－ＲＥＧセット４を構成するリソースエレメントは、Ｅ－ＲＥＧ６またはＥ－ＲＥＧ７に
用いられる。
【０１２２】
　図１１は、Ｅ－ＲＥＧの構成の一例を示す図である。図１１では、１つのＲＢペアが、
８のＥ－ＲＥＧ（Ｅ－ＲＥＧ番号０～７）で構成される。それぞれのリソースエレメント
に記載された数字は、Ｅ－ＲＥＧ番号である。すなわち、それぞれのＥ－ＲＥＧ番号が示
されたリソースエレメントは、そのＥ－ＲＥＧ番号のＥ－ＲＥＧに用いられる。斜線でハ
ッチングされたリソースエレメントは、端末固有参照信号がマッピングされる。なお、Ｅ
－ＲＥＧは、ＲＢペアまたはＥ－ＲＥＧセットにおける所定のリソースエレメントを除い
て構成することができる。例えば、Ｅ－ＲＥＧは、ＲＢペアまたはＥ－ＲＥＧセットにお
ける端末固有参照信号、セル固有参照信号、報知チャネルおよび／または第１の制御チャ
ネル領域に用いられるリソースエレメントを除いて構成することができる。
【０１２３】
　図１１で示されるＥ－ＲＥＧは、図５で示されるＥ－ＲＥＧセットの構成、および、図
１０で示されるＥ－ＲＥＧセットに対するＥ－ＲＥＧの組み合わせを用いて構成される。
また、それぞれのＥ－ＲＥＧセットにおけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ番号が小さ
いＥ－ＲＥＧから順に繰り返して行われる。すなわち、Ｅ－ＲＥＧセット０におけるＥ－
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ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ０、Ｅ－ＲＥＧ１の順に繰り返して行われる。また、Ｅ－Ｒ
ＥＧセット１におけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ２、Ｅ－ＲＥＧ３の順に繰り返し
て行われる。また、Ｅ－ＲＥＧセット２におけるＥ－ＲＥＧの構成は、Ｅ－ＲＥＧ４、Ｅ
－ＲＥＧ５の順に繰り返して行われる。また、Ｅ－ＲＥＧセット３におけるＥ－ＲＥＧの
構成は、Ｅ－ＲＥＧ６、Ｅ－ＲＥＧ７の順に繰り返して行われる。また、それぞれのＥ－
ＲＥＧセットにおけるＥ－ＲＥＧの構成は、ＯＦＤＭシンボル番号がサブキャリア番号に
優先されて行われる。すなわち、その構成は、ＯＦＤＭシンボル番号が小さいリソースエ
レメントを優先して順に行われる。同じＯＦＤＭシンボル番号に複数のリソースエレメン
トの候補がある場合、その構成はサブキャリア番号が小さいリソースエレメントから順に
行われる。
【０１２４】
　図１２は、Ｅ－ＲＥＧに対するリソースエレメントの組み合わせの一例を示す図である
。図１１で示されるＥ－ＲＥＧの構成に対する、スロット０およびスロット１のリソース
エレメント（ｋ，ｌ）の組み合わせが示されている。この例では、それぞれのＥ－ＲＥＧ
は、スロット０およびスロット１において、１８のリソースエレメントで構成される。
【０１２５】
　以下では、Ｅ－ＲＥＧとＥ－ＣＣＥとの対応（マッピング、構成）について説明する。
それぞれのＥ－ＣＣＥは、所定のＥ－ＲＥＧで構成される。例えば、それぞれのＥ－ＣＣ
Ｅを構成するＥ－ＲＥＧは、Ｅ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧに基づいて決定する
ことができる。また、局所マッピングが用いられる場合、それぞれのＥ－ＣＣＥを構成す
るＥ－ＲＥＧの一部または全部は、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧである。分散マッ
ピングが用いられる場合、それぞれのＥ－ＣＣＥを構成するＥ－ＲＥＧの一部または全部
は、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧである。
【０１２６】
　例えば、Ｅ－ＲＥＧセットに対応するＥ－ＲＥＧが図７で示される組み合わせである場
合、１つのＥ－ＣＣＥは４つのＥ－ＲＥＧで構成される。局所マッピングが用いられる場
合、あるＥ－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ０～３で構成される。別のＥ
－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ４～７で構成される。別のＥ－ＣＣＥは
、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ８～１１で構成される。別のＥ－ＣＣＥは、同一の
ＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ１２～１５で構成される。また、分散マッピングが用いられ
る場合、あるＥ－ＣＣＥは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ０～３で構成される。別
のＥ－ＣＣＥは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ４～７で構成される。別のＥ－ＣＣ
Ｅは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ８～１１で構成される。別のＥ－ＣＣＥは、異
なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ１２～１５で構成される。
【０１２７】
　また、例えば、Ｅ－ＲＥＧセットに対応するＥ－ＲＥＧが図１０で示される組み合わせ
である場合、１つのＥ－ＣＣＥは２つのＥ－ＲＥＧで構成される。局所マッピングが用い
られる場合、あるＥ－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ０およびＥ－ＲＥＧ
１で構成される。別のＥ－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ２およびＥ－Ｒ
ＥＧ３で構成される。別のＥ－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ４およびＥ
－ＲＥＧ５で構成される。別のＥ－ＣＣＥは、同一のＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ６およ
びＥ－ＲＥＧ７で構成される。また、分散マッピングが用いられる場合、あるＥ－ＣＣＥ
は、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ０およびＥ－ＲＥＧ１で構成される。別のＥ－Ｃ
ＣＥは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ２およびＥ－ＲＥＧ３で構成される。別のＥ
－ＣＣＥは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ４およびＥ－ＲＥＧ５で構成される。別
のＥ－ＣＣＥは、異なるＲＢペアにおけるＥ－ＲＥＧ６およびＥ－ＲＥＧ７で構成される
。
【０１２８】
　また、Ｅ－ＣＣＥのインデックス（Ｅ－ＣＣＥ番号）は、所定の方法を用いて付与する
ことができる。例えば、Ｅ－ＣＣＥ番号は、ＲＢ番号、ＲＢペア番号、Ｅ－ＲＥＧ番号お
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よび／またはスロット番号に基づいて決定される。また、例えば、Ｅ－ＣＣＥ番号は、第
２の制御チャネル領域におけるＲＢペア番号とＥ－ＲＥＧ番号とに基づいて決定される。
そのＥ－ＣＣＥ番号の決定は、第２の制御チャネル領域におけるＲＢペア番号および／ま
たはＥ－ＲＥＧ番号が小さいまたは大きいものから順に行われ、第２の制御チャネル領域
におけるＲＢペア番号をＥ－ＲＥＧ番号より優先して行われることができる。
【０１２９】
　以下では、第２の制御チャネルの送信に用いられるリソースと端末固有参照信号のアン
テナポートとの関連付け（マッピング、対応）について説明する。既に説明したように、
基地局１００は、第２の制御チャネルと、その第２の制御チャネルに関連付けられる端末
固有参照信号とを送信する。また、端末２００は、その端末固有参照信号を用いて第２の
制御チャネルを検出（復調）する。そのため、第２の制御チャネルの送信に用いられるリ
ソースと、その第２の制御チャネルに関連付けられる端末固有参照信号のアンテナポート
とは、所定の方法を用いて関連付けられる。ここで、第２の制御チャネルの送信に用いら
れるリソースは、第２の制御チャネル領域、第２の制御チャネル、Ｅ－ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥ
Ｇセット、またはＥ－ＣＣＥである。
【０１３０】
　第２の制御チャネルの送信に用いられるリソースと端末固有参照信号のアンテナポート
との関連付けは、Ｅ－ＲＥＧセット番号、端末固有ＩＤ、ＲＮＴＩ、ＲＢ番号、ＲＢペア
番号、および／またはスロット番号に基づいて行われる。例えば、Ｅ－ＲＥＧセット０お
よび２を構成するリソースエレメントは、アンテナポート１０７または１０８の端末固有
参照信号に関連付けられる。Ｅ－ＲＥＧセット１および３を構成するリソースエレメント
は、アンテナポート１０９または１１０の端末固有参照信号に関連付けられる。
【０１３１】
　また、第２の制御チャネルの送信に用いられるリソースと端末固有参照信号のアンテナ
ポートとの関連付けは、第２の制御チャネルに関する設定に基づいて切り替えることがで
きる。例えば、第２の制御チャネルの送信に用いられるリソースと端末固有参照信号のア
ンテナポートとの関連付けは、第２の制御チャネルが局所マッピングか分散マッピングか
に応じて切り替えることができる。
【０１３２】
　次に、以上で説明したＥ－ＲＥＧ構成、Ｅ－ＲＥＧセット構成、および／またはＥ－Ｃ
ＣＥ構成による効果を説明する。第２の制御チャネル領域として用いられるＲＢペアのリ
ソースエレメントは、第１の制御チャネル、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信
号、端末固有参照信号、報知チャネル、同期信号等がマッピング（多重）されるかもしれ
ない。特に、端末固有参照信号が第２の制御チャネルを検出（復調）するために用いられ
る場合、アンテナポート１０７～１１０の端末固有参照信号の一部または全部は、第２の
制御チャネルがマッピングされるＲＢペアに、マッピング（多重）される。なお、第２の
制御チャネル領域として用いられるＲＢペアのリソースエレメントは、第１の制御チャネ
ル、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号、報知チャネル、同期信号はマッピン
グされなくてもよい。また、第２の制御チャネルがマッピングされる１つのＲＢペアにお
いて、図４に示されるようにＣＤＭグループ１およびＣＤＭグループ２の端末固有参照信
号が用いられる場合、第２の制御チャネルをマッピングできるリソースエレメントの数は
、その端末固有参照信号がマッピングされるリソースエレメントを除いて、１４４である
。
【０１３３】
　以上で説明した方法を用いて構成されるＥ－ＲＥＧセットおよびＥ－ＲＥＧにおいて、
ＣＤＭグループ１およびＣＤＭグループ２の端末固有参照信号のみがマッピングされる場
合、それぞれのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメントの数は３６であり、それ
ぞれのＥ－ＲＥＧを構成するリソースエレメントの数は９または１８である。また、Ｅ－
ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成に基づいて得られるＥ－ＣＣＥ構成において、Ｃ
ＤＭグループ１およびＣＤＭグループ２の端末固有参照信号のみがマッピングされる場合
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、それぞれのＥ－ＣＣＥを構成するリソースエレメントの数は３６である。ここで、第１
の制御チャネルに用いられるＣＣＥを構成するリソースエレメントの数は３６である。第
２の制御チャネルに用いられるＥ－ＣＣＥを構成するリソースエレメントの数と、第１の
制御チャネルに用いられるＣＣＥを構成するリソースエレメントの数とが同じである。そ
のため、第２の制御チャネルは、第１の制御チャネルと同様の送信方法、受信方法、信号
処理などを用いることができる。すなわち、第１の制御チャネルおよび第２の制御チャネ
ルの送信方法、受信方法、信号処理などは共通化することができるため、基地局１００お
よび端末２００の負荷は軽減できる。
【０１３４】
　また、第２の制御チャネルがマッピングされるＲＢペアにおいて、第１の制御チャネル
および／またはセル固有参照信号がマッピングされる場合、第２の制御チャネルがマッピ
ングできるリソースエレメントの数は減少する。ここで、第２の制御チャネルがマッピン
グできるリソースエレメントの数が減少する場合において、本発明のＥ－ＲＥＧセット構
成およびＥ－ＲＥＧ構成に基づいて得られるＥ－ＣＣＥ間におけるリソースエレメントの
数のばらつきを説明する。まず、セル固有参照信号のアンテナポート数が１（アンテナポ
ート０）である場合、第１の制御チャネルの数（０～３）に関わらず、Ｅ－ＣＣＥ間にお
けるリソースエレメントの数の最大値と最小値との差は１である。また、セル固有参照信
号のアンテナポート数が２（アンテナポート０および１）である場合、第１の制御チャネ
ルの数（０～３）に関わらず、Ｅ－ＣＣＥ間におけるリソースエレメントの数の最大値と
最小値との差は０であり、Ｅ－ＣＣＥ間におけるリソースエレメントの数のばらつきは無
い。また、セル固有参照信号のアンテナポート数が４（アンテナポート０～３）である場
合、第１の制御チャネルの数（０～３）に関わらず、Ｅ－ＣＣＥ間におけるリソースエレ
メントの数の最大値と最小値との差は０であり、Ｅ－ＣＣＥ間におけるリソースエレメン
トの数のばらつきは無い。すなわち、本発明のＥ－ＲＥＧ構成を用いることによって、そ
のＥ－ＲＥＧ構成に基づいて得られるＥ－ＣＣＥ間におけるリソースエレメントの数のバ
ラツキは、第１の制御チャネル領域とセル固有参照信号のアンテナポート数との可能性の
ある組み合わせに関わらず、抑制される。そのため、第２の制御チャネルの送信に用いる
Ｅ－ＣＣＥによって、リソースの大きさはほとんど変わらないことになる。すなわち、第
２の制御チャネルの送信に用いるＥ－ＣＣＥによって、第２の制御チャネルに対する符号
化利得による伝送特性の差は小さいことになる。これにより、基地局１００が端末２００
に対して第２の制御チャネルを送信する際のスケジューリング処理の負荷は大幅に低減で
きる。
【０１３５】
　また、セル固有参照信号のアンテナポート数が１（アンテナポート０）である場合、第
２の制御チャネルがマッピングされるＲＢペアは、セル固有参照信号のアンテナポート数
が２（アンテナポート０および１）であると見なすことができる。すなわち、基地局１０
０は、その基地局が送信するセル固有参照信号のアンテナポート数が１（アンテナポート
０）である場合、端末２００に対して第２の制御チャネルを送信する際に、セル固有参照
信号のアンテナポート数が２（アンテナポート０および１）であると想定して、第２の制
御チャネルをマッピングする。端末２００は、基地局１００が送信するセル固有参照信号
のアンテナポート数が１（アンテナポート０）である場合、その基地局１００から送信さ
れる第２の制御チャネルを検出する際に、セル固有参照信号のアンテナポート数が２（ア
ンテナポート０および１）であると想定して、第２の制御チャネルをデマッピングする。
【０１３６】
　以上で説明したＥ－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成は一例であり、これに限定
されるものではない。すなわち、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧセット、および、
１つのＥ－ＲＥＧセットを構成するＥ－ＲＥＧは、様々な方法（手順）を用いて構成する
ことができる。以下では、その一例として、以上で説明した効果が得られるＥ－ＲＥＧセ
ット構成の方法または条件について説明する。そのＥ－ＲＥＧセット構成では、それぞれ
のＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメントの数が３６であるかもしれない。また
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、そのＥ－ＲＥＧセット構成では、そのＥ－ＲＥＧセットに基づいて構成されるＥ－ＣＣ
Ｅ間のリソースエレメント数のバラツキが、第１の制御チャネル領域とセル固有参照信号
のアンテナポート数との可能性のある組み合わせに関わらず抑制されるかもしれない。
【０１３７】
　以上で説明した効果が得られるＥ－ＲＥＧセットを構成する第１の方法または条件は、
それぞれのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメント数および／またはそれぞれの
Ｅ－ＲＥＧを構成するリソースエレメント数が、第１の制御チャネル領域に用いられるリ
ソースエレメントにおいて、同数になることである。例えば、１つのサブフレームにおけ
る先頭の２つのＯＦＤＭシンボルが第１の制御チャネル領域である場合、１つのＲＢペア
で見ると、第１の制御チャネル領域として用いられるリソースエレメントの数は２４であ
る。１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥの数が４である場合、
それぞれのＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥは、その第１の制御チャネル領域において
、６のリソースエレメントずつになるように構成されることが好ましい。また、Ｅ－ＲＥ
ＧセットまたはＥ－ＲＥＧは、第１の制御チャネル領域の可能性のある設定の全てで共通
に構成できる。例えば、第１の制御チャネル領域として設定できるそれぞれのＯＦＤＭシ
ンボルにおいて、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥの数が４
である場合、それぞれのＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥは、３のリソースエレメント
ずつになるように構成されることが好ましい。
【０１３８】
　以上で説明した効果が得られるＥ－ＲＥＧセットを構成する第２の方法または条件は、
それぞれのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメント数および／またはそれぞれの
Ｅ－ＲＥＧを構成するリソースエレメント数が、セル固有参照信号に用いられるリソース
エレメントにおいて、同数になることである。例えば、セル固有参照信号のアンテナポー
ト数が２である場合、１つのＲＢペアで見ると、セル固有参照信号に用いられるリソース
エレメントの数は１６である。１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－Ｃ
ＣＥの数が４である場合、それぞれのＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥは、そのセル固
有参照信号に用いられるリソースエレメントにおいて、４のリソースエレメントずつにな
るように構成されることが好ましい。また、Ｅ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＲＥＧは、セル
固有参照信号のアンテナポート数の可能性のある設定の全てで共通に構成できる。また、
Ｅ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＲＥＧは、セル固有参照信号における可能性のある周波数方
向へのシフトに関する設定の全てで共通に構成できる。
【０１３９】
　ここで、セル固有参照信号のアンテナポート数が１の場合、１つのＲＢにおけるセル固
有参照信号に用いられるリソースエレメントの組み合わせは、＜（ｓ，０），（ｓ＋６，
０），（ｓ＋３，４），（ｓ＋９，４）＞である。セル固有参照信号のアンテナポート数
が２の場合、１つのＲＢにおけるセル固有参照信号に用いられるリソースエレメントの組
み合わせは、＜（ｓ，０），（ｓ＋３，０），（ｓ＋６，０），（ｓ＋９，０），（ｓ，
４），（ｓ＋３，４），（ｓ＋６，４），（ｓ＋９，４）＞である。セル固有参照信号の
アンテナポート数が４の場合、１つのＲＢにおけるセル固有参照信号に用いられるリソー
スエレメントの組み合わせは、＜（ｓ，０），（ｓ＋３，０），（ｓ＋６，０），（ｓ＋
９，０），（ｓ，１），（ｓ＋３，１），（ｓ＋６，１），（ｓ＋９，１），（ｓ，４）
，（ｓ＋３，４），（ｓ＋６，４），（ｓ＋９，４）＞である。ただし、ｓ＝０，１，２
，．．．，５である。そのため、１つのＲＢペアを構成するＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－
ＣＣＥの数が４である場合、それぞれのＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥは、そのセル
固有参照信号に用いられる所定の８のリソースエレメントにおいて、２のリソースエレメ
ントずつになるように構成されることが好ましい。その所定の８のリソースエレメントは
、スロット０における＜（ｓ，０），（ｓ＋６，０），（ｓ＋３，４），（ｓ＋９，４）
＞およびスロット１における＜（ｓ，０），（ｓ＋６，０），（ｓ＋３，４），（ｓ＋９
，４）＞で示される８のリソースエレメント、スロット０における＜（ｓ＋３，０），（
ｓ＋９，０），（ｓ，４），（ｓ＋６，４）＞およびスロット１における＜（ｓ＋３，０
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），（ｓ＋９，０），（ｓ，４），（ｓ＋６，４）＞で示される８のリソースエレメント
、または、スロット０における＜（ｓ，１），（ｓ＋３，１），（ｓ＋６，１），（ｓ＋
９，１）＞およびスロット１における＜（ｓ，１），（ｓ＋３，１），（ｓ＋６，１），
（ｓ＋９，１）＞で示される８のリソースエレメントである。
【０１４０】
　以上で説明した効果が得られるＥ－ＲＥＧセットを構成する第３の方法または条件は、
それぞれのＥ－ＲＥＧセットを構成するリソースエレメント数および／またはそれぞれの
Ｅ－ＲＥＧを構成するリソースエレメント数が、ＲＢペアにおいて第１の制御チャネル領
域、セル固有参照信号および端末固有参照信号に用いられるリソースエレメント以外のリ
ソースエレメントで、同数になることである。また、Ｅ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＲＥＧ
は、第１の制御チャネル領域およびセル固有参照信号に関して、可能性のある設定の全て
で共通に構成できる。例えば、ＲＢペアにおいて、第１の制御チャネル領域、セル固有参
照信号および端末固有参照信号に用いられる可能性のある全てのリソースエレメントを除
いたリソースエレメントにおいて、それぞれのＥ－ＲＥＧセットまたはＥ－ＣＣＥは、同
数のリソースエレメントで構成されることが好ましい。
【０１４１】
　Ｅ－ＲＥＧセットは、上記の第１～３の方法または条件を用いて構成されることが好ま
しいが、全ての方法または条件を用いることに限定されない。すなわち、Ｅ－ＲＥＧセッ
トは、上記の第１～３の方法または条件の一部を用いて構成した場合でも効果は得られる
。
【０１４２】
　また、以上で説明したＥ－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成は、複数のパターン
を用いることができる。複数のパターンが用いられるＥ－ＲＥＧセット構成およびＥ－Ｒ
ＥＧ構成は、所定のパラメータや構成に基づいて、切り替えることができる。例えば、複
数のパターンが用いられるＥ－ＲＥＧ構成は、送信ポイント（基地局、セル）毎に異なっ
て用いることができる。また、例えば、Ｅ－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成にお
ける複数のパターンは、それぞれのＲＢペアにおいて所定のリソースエレメントのセット
を任意に入れ替えるための、入れ替えパターンに基づいて、切り替えることができる。ま
た、Ｅ－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成のパターンを切り替える（決定する、選
択する、設定する）ためのパラメータは、基地局１００は端末２００に対して、ＲＲＣシ
グナリングやＰＤＣＣＨシグナリングを通じて明示的に通知することができる。また、Ｅ
－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ構成のパターンを切り替える（決定する、選択する
、設定する）ためのパラメータは、他のパラメータや構成に基づいて黙示的に決定される
ことができる。以上のように、複数のパターンのＥ－ＲＥＧセット構成およびＥ－ＲＥＧ
構成が用いられることにより、異なるパターンのＥ－ＲＥＧ、Ｅ－ＲＥＧセット、Ｅ－Ｃ
ＣＥ間において、第２の制御チャネルの送信に用いられるリソースを互いにランダム化で
きるため、Ｅ－ＰＤＣＣＨの伝送特性が向上する。
【０１４３】
　以下では、Ｅ－ＰＤＣＣＨの詳細が説明される。第２の制御チャネル領域にマッピング
される制御チャネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ）は、１つまたは複数の端末に対する制御情報毎に
処理され、データチャネルと同様に、スクランブル処理、変調処理、レイヤーマッピング
処理、プレコーディング処理等が行われる。また、第２の制御チャネル領域にマッピング
される制御チャネルは、端末固有参照信号と共にプレコーディング処理が行われる。
【０１４４】
　以下では、端末２００における第２の制御チャネルを検索（探索、ブラインドデコーデ
ィング）するための領域であるＳＳ（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ、探索領域）が説明され
る。端末２００は、基地局１００によって第２の制御チャネル領域が設定され、第２の制
御チャネル領域における複数のＥ－ＣＣＥを認識する。また、端末２００は、基地局１０
０によってＳＳが設定される。例えば、端末２００は、基地局１００によってＳＳとして
認識するＥ－ＣＣＥ番号が設定される。例えば、端末２００は、基地局１００によってＳ
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Ｓとして認識するための、スタートＥ－ＣＣＥ番号（基準となるＥ－ＣＣＥ番号）となる
１つのＥ－ＣＣＥ番号が設定される。端末２００は、そのスタートＥ－ＣＣＥ番号と、予
め規定された規則とに基づいて、端末２００に固有のＳＳを認識する。ここで、スタート
Ｅ－ＣＣＥ番号は、基地局１００から端末２００に固有に通知される制御情報により設定
される。また、スタートＥ－ＣＣＥ番号は、基地局１００から端末２００に固有に設定さ
れるＲＮＴＩに基づいて決定されてもよい。また、スタートＥ－ＣＣＥ番号は、基地局１
００から端末２００に固有に通知される制御情報と、基地局１００から端末２００に固有
に設定されるＲＮＴＩに基づいて決定されてもよい。また、スタートＥ－ＣＣＥ番号は、
サブフレーム毎に番号付けされるサブフレーム番号またはスロット毎に番号付けされるス
ロット番号にさらに基づいて決定されてもよい。これにより、スタートＥ－ＣＣＥ番号は
、端末２００に固有であり、サブフレーム毎またはスロット毎に固有の情報となる。その
ため、端末２００のＳＳは、サブフレーム毎またはスロット毎に異なるように設定するこ
とができる。また、そのＳＳをスタートＥ－ＣＣＥ番号から認識するための規則は、様々
な方法を用いることができる。
【０１４５】
　端末２００における第２の制御チャネルを検索するためのＳＳは、１つ以上のＥ－ＣＣ
ＥからＳＳを構成することができる。すなわち、第２の制御チャネル領域として設定され
た領域内のＥ－ＣＣＥを単位とし、１つ以上のＥ－ＣＣＥからなる集合（Ｅ－ＣＣＥ　Ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）により構成される。この集合を構成するＥ－ＣＣＥの数を、「Ｅ
－ＣＣＥ集合レベル」（Ｅ－ＣＣＥ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）と称す。最
も小さいＥ－ＣＣＥから番号の連続する複数のＥ－ＣＣＥからＳＳは構成され、番号の連
続する１つ以上のＥ－ＣＣＥの数は予め決められている。各Ｅ－ＣＣＥ集合レベルのＳＳ
は、複数の第２の制御チャネルの候補の集合体により構成される。また、第２の制御チャ
ネルの候補の数は、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル毎に規定されてもよい。また、ＳＳは、Ｅ－Ｃ
ＣＥ集合レベル毎に設定されてもよい。例えば、ＳＳを設定するスタートＥ－ＣＣＥは、
Ｅ－ＣＣＥ集合レベル毎に設定されてもよい。
【０１４６】
　基地局１００は、端末２００において設定されるＥ－ＣＣＥ内の１個以上のＥ－ＣＣＥ
を用いて第２の制御チャネルを送信する。端末２００は、ＳＳ内の１個以上のＥ－ＣＣＥ
を用いて受信信号の復号を行ない、自身宛ての第２の制御チャネルを検出するための処理
を行なう（ブラインドデコーディングする）。端末２００は、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル毎に
異なるＳＳを設定する。その後、端末２００は、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳ内
の予め決められた組み合わせのＥ－ＣＣＥを用いてブラインドデコーディングを行なう。
言い換えると、端末２００は、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳ内の各第２の制御チ
ャネルの候補に対してブラインドデコーディングを行なう（Ｅ－ＰＤＣＣＨをモニタリン
グする）。
【０１４７】
　端末２００における第２の制御チャネルを検索するためのＳＳの一例を説明する。第２
の制御チャネル領域におけるＥ－ＣＣＥの数は１６である。スタートＥ－ＣＣＥ番号は、
Ｅ－ＣＣＥ１２である。ＳＳは、スタートＥ－ＣＣＥ番号から順に、Ｅ－ＣＣＥ番号が大
きくなる方向にシフトしていく。また、ＳＳにおいて、Ｅ－ＣＣＥ番号が第２の制御チャ
ネル領域におけるＥ－ＣＣＥのうち最も大きいＥ－ＣＣＥ番号となった場合、次にシフト
するＥ－ＣＣＥ番号は第２の制御チャネル領域におけるＥ－ＣＣＥのうち最も小さいＥ－
ＣＣＥ番号となる。すなわち、第２の制御チャネル領域におけるＥ－ＣＣＥの数がＮであ
り、スタートＥ－ＣＣＥ番号がＸである場合、ｍ番目にシフトするＥ－ＣＣＥ番号は、ｍ
ｏｄ（Ｘ＋ｍ，Ｎ）となる。ここで、ｍｏｄ（Ａ，Ｂ）はＡをＢで除算した余りを示す。
すなわち、ＳＳは、第２の制御チャネル領域におけるＥ－ＣＣＥ内で巡回的に設定される
。例えば、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル４の場合、Ｅ－ＰＤＣＣＨの候補数は２つである。１つ
目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ１２、Ｅ－ＣＣＥ１３、Ｅ－ＣＣＥ１４および
Ｅ－ＣＣＥ１５によって構成される。２つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ１６
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、Ｅ－ＣＣＥ１、Ｅ－ＣＣＥ２およびＥ－ＣＣＥ３によって構成される。これにより、図
５～図８で説明したように、第２の制御チャネル領域が所定のＲＢを単位に設定されるこ
とにより、Ｅ－ＰＤＣＣＨがその所定のＲＢ内にマッピングされることができる。すなわ
ち、Ｅ－ＰＤＣＣＨをマッピングするリソースが効率的に設定されることができる。
【０１４８】
　また、端末２００における第２の制御チャネルを検索するためのＳＳの別の一例を説明
する。既に説明したＳＳの例と異なる点は、以下の通りである。１つのＥ－ＰＤＣＣＨが
構成するＥ－ＣＣＥは、第２の制御チャネル領域におけるＥ－ＣＣＥよりも小さい所定の
Ｅ－ＣＣＥ内で、巡回的に設定される。例えば、１６個のＥ－ＣＣＥのうち、Ｅ－ＣＣＥ
番号の小さい方から４個のＥ－ＣＣＥ毎のリソースが、１つのＥ－ＰＤＣＣＨをマッピン
グする単位として設定される。例えば、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル２の場合、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
の候補数は６つである。また、それぞれのＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、１つのＥ－ＰＤＣＣ
Ｈをマッピングする単位において、なるべく多くの単位にマッピングされるように設定（
規定）される。例えば、１つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ１２およびＥ－Ｃ
ＣＥ９によって構成される。２つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ１６およびＥ
－ＣＣＥ１３によって構成される。３つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ４およ
びＥ－ＣＣＥ１によって構成される。４つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ８お
よびＥ－ＣＣＥ５によって構成される。５つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－ＣＣＥ１
０およびＥ－ＣＣＥ１１によって構成される。６つ目のＥ－ＰＤＣＣＨの候補は、Ｅ－Ｃ
ＣＥ１４およびＥ－ＣＣＥ１５によって構成される。これにより、図５～図８で説明した
ように、第２の制御チャネル領域が所定のＲＢを単位に設定されることにより、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨがその所定のＲＢ内にマッピングされることができる。すなわち、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
をマッピングするリソースが効率的に設定されることができる。また、局所マッピングに
おいて、１つのＲＢが所定のＥ－ＣＣＥで構成される場合、１つのＥ－ＰＤＣＣＨは１つ
のＲＢのみにマッピングされることができる。なお、Ｅ－ＣＣＥ集合レベル８の場合のＥ
－ＰＤＣＣＨは、２つのＲＢにマッピングされる。そのため、Ｅ－ＰＤＣＣＨに対して端
末固有のプレコーディング処理を行う場合、プレコーディング処理による利得が効率的に
得られる。また、端末２００は、そのようなマッピングされたＥ－ＰＤＣＣＨを検出する
ための候補を認識することができる。
【０１４９】
　なお、以上の説明では、第２の制御チャネル領域として設定されたＲＢペアから得られ
るＥ－ＣＣＥ全体が、ＳＳを設定する範囲としていたが、これに限定するものではない。
例えば、第２の制御チャネル領域として設定されたＲＢペアの一部から得られるＥ－ＣＣ
Ｅが、ＳＳを設定する範囲としてもよい。すなわち、第２の制御チャネル領域として設定
されるＲＢペアまたはＥ－ＣＣＥと、ＳＳとして設定されるＲＢペアまたはＥ－ＣＣＥと
はそれぞれ異なってもよい。その場合でも、ＳＳとして設定されるＲＢペアは、所定の数
の倍数を単位とすることが好ましい。例えば、第２の制御チャネル領域として設定された
ＲＢペアの数が１６であり、第２の制御チャネル領域におけるＲＢ番号がＲＢ１～ＲＢ１
６である場合、ＳＳとして設定されるＥ－ＣＣＥは、ＲＢ５～ＲＢ８およびＲＢ１３～Ｒ
Ｂ１６から得られるＥ－ＣＣＥとすることができる。また、ＳＳとして設定されるリソー
スは、所定の数の倍数を単位としたＥ－ＣＣＥとしてもよい。第２の制御チャネル領域と
して設定されたＰＲＢの一部から得られるＥ－ＣＣＥがＳＳを設定する範囲とする場合、
基地局１００は端末２００に、第２の制御チャネル領域として設定するＲＢペアを示す情
報と、その中からＳＳとして設定する範囲を示す情報とをＲＲＣシグナリングを通じて通
知する。
【０１５０】
　なお、Ｅ－ＣＣＥ集合レベルが１、２、４および８の場合を説明したが、これに限定す
るものではない。Ｅ－ＰＤＣＣＨの所定の受信品質またはＥ－ＰＤＣＣＨによるオーバー
ヘッドを変更するために、他のＥ－ＣＣＥ集合レベルが用いられてもよい。
【０１５１】
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　以下では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ（Ｅ－ＣＣＥ、Ｅ－ＲＥＧ）と端末固有参照信号のアンテナ
ポートとの対応付けが説明される。Ｅ－ＰＤＣＣＨと端末固有参照信号のアンテナポート
との対応付けは、予め規定された規則を用いる。また、その対応付けの規則は複数規定で
きる。Ｅ－ＰＤＣＣＨと端末固有参照信号のアンテナポートとの対応付けが複数規定され
た場合、その複数の対応付けの規則からいずれかを示す情報を明示的または黙示的に通知
する。その通知方法は、その複数の対応付けの規則からいずれかを示す情報をＲＲＣシグ
ナリングにより通知し、設定することができる。また、別の通知方法は、基地局１００か
ら通知される第２の制御チャネルに関する制御情報に含まれる制御情報に関連付けられる
場合、端末２００はその複数の対応付けの規則からいずれかを識別できる。例えば、ＲＲ
Ｃシグナリングにより通知される分散マッピングまたは局所マッピングを示す情報から間
接的に、複数の対応付けの規則からいずれかが通知されてもよい。また、複数の対応付け
の規則からいずれかを示す情報は、端末毎に設定されてもよい。また、複数の対応付けの
規則からいずれかを示す情報は、設定される第２の制御チャネル領域毎に設定されてもよ
い。そのため、端末２００は、複数個の第２の制御チャネル領域が設定される場合、それ
ぞれ独立に複数の対応付けの規則からいずれかを設定してもよい。
【０１５２】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨと端末固有参照信号のアンテナポートとの対応付けの規則の例は、端末
固有プレコーディングアンテナポート規則である。端末固有プレコーディングアンテナポ
ート規則では、Ｅ－ＰＤＣＣＨを送信する端末に固有のプレコーディング処理を行うこと
ができる。１つのＲＢは所定のリソース数に分割される。分割されたリソースはそれぞれ
異なる端末固有参照信号のアンテナポートに対応付けられる。例えば、１つのＲＢは４つ
のリソースに分割される。分割された４つのリソースはそれぞれアンテナポート１０７～
１１０が対応付けられる。また、それぞれの分割されたリソース（分割リソース）は、局
所マッピングにおけるＥ－ＣＣＥに対応付けられることができる。すなわち、局所マッピ
ングにおけるＥ－ＣＣＥの各々は、異なるアンテナポートに対応付けられる。また、Ｅ－
ＣＣＥ集合レベルが２以上の場合、それぞれのＥ－ＰＤＣＣＨは、マッピングされる分割
リソースに対応付けられるアンテナポートのいずれかを用いて送信されることができる。
端末２００は、ブラインドデコーディングするＥ－ＰＤＣＣＨの候補におけるリソースに
応じて、復調処理するための端末固有参照信号のアンテナポートを決定する。また、端末
２００は、ブラインドデコーディングするＥ－ＰＤＣＣＨの候補に対する端末固有参照信
号のアンテナポートを、基地局１００から通知されてもよい。端末固有プレコーディング
アンテナポート規則は、局所マッピングを行う場合に用いることが好ましい。なお、端末
固有プレコーディングアンテナポート規則は、分散マッピングを行う場合に用いてもよい
。
【０１５３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨと端末固有参照信号のアンテナポートとの対応付けの規則の別の例は、
共用アンテナポート規則である。共用アンテナポート規則では、複数のＥ－ＰＤＣＣＨは
、所定の端末固有参照信号のアンテナポートを共用する。また、共用アンテナポート規則
では、それぞれの端末は、所定の端末固有参照信号のアンテナポートを用いて、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの復調処理を行うが、そのアンテナポートの端末固有参照信号は、複数の端末間で
共用される。共用アンテナポート規則が用いられる第２の制御チャネル領域では、アンテ
ナポート１０７～１１０の端末固有参照信号の一部または全部がＥ－ＰＤＣＣＨの復調処
理のために用いられる。具体的には、共用アンテナポート規則が用いられる第２の制御チ
ャネル領域にマッピングされるＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、そのＥ－ＰＤＣＣＨがマッピン
グされるＥ－ＲＥＧまたはＥ－ＣＣＥのそれぞれは、アンテナポート１０７～１１０のい
ずれかに関連付けられる。すなわち、共用アンテナポート規則が用いられる第２の制御チ
ャネル領域において、Ｅ－ＲＥＧまたはＥ－ＣＣＥで用いられる端末固有参照信号のアン
テナポートは、Ｅ－ＲＥＧ番号またはＥ－ＣＣＥ番号に基づいて、選択（決定）されるか
もしれない。また、Ｅ－ＲＥＧまたはＥ－ＣＣＥで用いられる端末固有参照信号のアンテ
ナポートは、ＲＮＴＩに基づいて、選択されるかもしれない。共用アンテナポート規則は
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、分散マッピングを行う場合に用いることが好ましい。なお、共用アンテナポート規則は
、局所マッピングを行う場合に用いてもよい。
【０１５４】
　なお、以上の説明では、第２の制御チャネル領域を構成するＲＢとＥ－ＣＣＥとのマッ
ピング方法は、分散マッピングおよび局所マッピングで規定される場合を説明したが、こ
れに限定するものではない。例えば、第２の制御チャネル領域を構成するＲＢとＥ－ＣＣ
Ｅとのマッピング方法は、Ｅ－ＰＤＣＣＨと端末固有参照信号のアンテナポートとの対応
付けの規則で規定されてもよい。第２の制御チャネル領域を構成するＲＢとＥ－ＣＣＥと
のマッピング方法は、端末固有プレコーディングアンテナポート規則および共用アンテナ
ポート規則で規定されてもよい。例えば、以上の説明における分散マッピングは、共用ア
ンテナポート規則を用いた場合のマッピングとしてもよい。また、以上の説明における局
所マッピングは、端末固有プレコーディングアンテナポート規則を用いた場合のマッピン
グとしてもよい。
【０１５５】
　以下では、基地局１００が端末２００に対する第２の制御チャネルの設定方法（第２の
制御チャネル領域の設定方法・第２の制御チャネルのモニタリングの設定方法）が説明さ
れる。その一例として、第２の制御チャネル領域の設定および送信モードの設定が、黙示
的に第２の制御チャネルのモニタリングの設定を示す。基地局１００は、端末２００に対
して、上位層の制御情報（ＲＲＣシグナリング）を通じて、無線リソースに対する端末固
有設定情報（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）を通知する
ことにより、第２の制御チャネルを設定する。無線リソースに対する端末固有設定情報は
、リソースブロックの設定／変更／解放、物理チャネルに対する端末固有の設定等を行う
ために用いられる制御情報である。
【０１５６】
　基地局１００は、端末２００に対して、無線リソースに対する端末固有設定情報を通知
する。端末２００は、基地局１００からの無線リソースに対する端末固有設定情報に基づ
いて、無線リソースに対する端末固有の設定を行い、基地局１００に対して無線リソース
に対する端末固有設定情報の設定完了を通知する。
【０１５７】
　無線リソースに対する端末固有設定情報は、物理チャネルに対する端末固有設定情報（
ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）を含んで構成される。物理チャネル
に対する端末固有設定情報は、物理チャネルに対する端末固有の設定を規定する制御情報
である。物理チャネルに対する端末固有設定情報は、伝送路状況レポートの設定情報（Ｃ
ＱＩ－ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ）、アンテナ情報の端末固有設定情報（Ａｎｔｅｎｎａ
ＩｎｆｏＤｅｄｉｃａｔｅｄ）、第２の制御チャネルの端末固有設定情報（ＥＰＤＣＣＨ
－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）を含んで構成される。伝送路状況レポートの設定情
報は、下りリンクにおける伝送路状況をレポートするための設定情報を規定するために用
いられる。アンテナ情報の端末固有設定情報は、基地局１００における端末固有のアンテ
ナ情報を規定するために用いられる。第２の制御チャネルの端末固有設定情報は、第２の
制御チャネルの端末固有の設定情報を規定するために用いられる。また、第２の制御チャ
ネルの端末固有の設定情報は、端末２００に固有の制御情報として通知および設定される
ので、設定される第２の制御チャネル領域は、端末２００に固有の領域として設定される
。
【０１５８】
　伝送路状況レポートの設定情報は、非周期的な伝送路状況レポートの設定情報（ｃｑｉ
－ＲｅｐｏｒｔＭｏｄｅＡｐｅｒｉｏｄｉｃ）、周期的な伝送路状況レポートの設定情報
（ＣＱＩ－ＲｅｐｏｒｔＰｅｒｉｏｄｉｃ）を含んで構成される。非周期的な伝送路状況
レポートの設定情報は、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて、下りリンク１０３における伝送路
状況を非周期的にレポートするための設定情報である。周期的な伝送路状況レポートの設
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定情報は、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて、下りリンクにおける伝送路状況を周期的にレ
ポートするための設定情報である。
【０１５９】
　アンテナ情報の端末固有設定情報は、送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｏｄｅ
）を含んで構成される。送信モードは、基地局１００が端末２００に対して通信する送信
方法を示す情報である。例えば、送信モードは、送信モード１～１０として予め規定され
る。送信モード１はアンテナポート０を用いるシングルアンテナポート送信方式を用いる
送信モードである。送信モード２は送信ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送
信モード３は、循環遅延ダイバーシチ方式を用いる送信モードである。送信モード４は、
閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード５は、マルチユーザＭＩＭ
Ｏ方式を用いる送信モードである。送信モード６は、シングルアンテナポートを用いる閉
ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード７は、アンテナポート５を用
いるシングルアンテナポート送信方式を用いる送信モードである。送信モード８は、アン
テナポート７～８を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである。送信モード
９は、アンテナポート７～１４を用いる閉ループ空間多重方式を用いる送信モードである
。また、送信モード１～９は、第１の送信モードとも呼ばれる。
【０１６０】
　送信モード１０は、送信モード１～９とは異なる送信モードとして定義される。例えば
、送信モード１０は、ＣｏＭＰ方式を用いる送信モードとすることができる。ここで、Ｃ
ｏＭＰ方式の導入による拡張は、伝送路状況レポートの最適化や精度の向上（例えば、Ｃ
ｏＭＰ通信時に好適なプレコーディング情報や基地局間の位相差情報等の導入）等を含む
。また、送信モード１０は、送信モード１～９で示す通信方式で実現できるマルチユーザ
ＭＩＭＯ方式を拡張（高度化）した通信方式を用いる送信モードとすることができる。こ
こで、マルチユーザＭＩＭＯ方式の拡張は、伝送路状況のレポートの最適化や精度の向上
（例えば、マルチユーザＭＩＭＯ通信時に好適なＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔ
ｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報等の導入）、同一リソースに多重される端末間の直交性の
向上等を含む。また、送信モード１０は、第２の制御チャネル領域を設定できる送信モー
ドとすることができる。また、送信モード１０は、送信モード１～９で示した全部または
一部の通信方式に加えて、ＣｏＭＰ方式および／または拡張したマルチユーザＭＩＭＯ方
式を用いる送信モードとすることができる。例えば、送信モード１０は、送信モード９で
示した通信方式に加えて、ＣｏＭＰ方式および／または拡張したマルチユーザＭＩＭＯ方
式を用いる送信モードとすることができる。また、送信モード１０は、複数の伝送路状況
測定用の参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ；Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ－ＲＳ）を設定することができる送信モードとすることができる。また、送信モード１
０は、第２の送信モードとも呼ばれる。
【０１６１】
　なお、基地局１００は、複数の送信方式を用いることができる送信モード１０に設定し
た端末２００に対して、データチャネルを送信するに際し、複数の送信方式のいずれかを
用いたことを通知しなくても通信できる。すなわち、端末２００は、複数の送信方式を用
いることができる送信モード１０に設定されたとしても、データチャネルを受信するに際
し、複数の送信方式のいずれかを用いたことが通知されなくても通信できる。
【０１６２】
　ここで、第２の送信モードは、第２の制御チャネルを設定できる送信モードである。す
なわち、基地局１００は、端末２００に対して、第１の送信モードに設定した場合、端末
２００に対する制御チャネルを第１の制御チャネル領域にマッピングする。また、基地局
１００は、端末２００に対して、第２の送信モードに設定した場合、端末２００に対する
制御チャネルを第１の制御チャネル領域および／または第２の制御チャネル領域にマッピ
ングする。一方、端末２００は、基地局１００によって、第１の送信モードに設定された
場合、第１の制御チャネルに対してブラインドデコーディングする。また、端末２００は
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、基地局１００によって、第２の送信モードに設定された場合、第１の制御チャネルおよ
び／または第２の制御チャネルに対してブラインドデコーディングする。
【０１６３】
　また、端末２００は、送信モードに関わらず、基地局１００によって第２の制御チャネ
ルの端末固有設定情報が設定されたか否かに基づいて、ブラインドデコーディングする制
御チャネルを設定する。すなわち、基地局１００は、端末２００に対して、第２の制御チ
ャネルの端末固有設定情報が設定していない場合、端末２００に対する制御チャネルを第
１の制御チャネル領域にマッピングする。また、基地局１００は、端末２００に対して、
第２の制御チャネルの端末固有設定情報が設定した場合、端末２００に対する制御チャネ
ルを第１の制御チャネル領域および／または第２の制御チャネル領域にマッピングする。
一方、端末２００は、基地局１００によって、第２の制御チャネルの端末固有設定情報が
設定された場合、第１の制御チャネルおよび／または第２の制御チャネルをブラインドデ
コーディングする。また、端末２００は、基地局１００によって、第２の制御チャネルの
端末固有設定情報が設定されない場合、第１の制御チャネルをブラインドデコーディング
する。
【０１６４】
　第２の制御チャネルの端末固有設定情報は、第２の制御チャネルのサブフレーム設定情
報（ＥＰＤＣＣＨ－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１１）を含んで構成される。第２
の制御チャネルのサブフレーム設定情報は、第２の制御チャネルを設定するためのサブフ
レーム情報を規定するために用いられる。第２の制御チャネルのサブフレーム設定情報は
、サブフレーム設定パターン（ｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＰａｔｔｅｒｎ－ｒ１１）
、第２の制御チャネルの設定情報（ｅｐｄｃｃｈ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１１）を含んで構成
される。
【０１６５】
　サブフレーム設定パターンは、第２の制御チャネルを設定するサブフレームを示す情報
である。例えば、サブフレーム設定パターンは、ｎビットのビットマップ形式の情報であ
る。各ビットに示す情報は、第２の制御チャネルとして設定されるサブフレームであるか
否かを示す。すなわち、サブフレーム設定パターンは、ｎ個のサブフレームを周期として
設定できる。そのとき、同期信号や報知チャネル等がマッピングされる所定のサブフレー
ムは除外されることができる。具体的には、それぞれのサブフレームに規定されるサブフ
レーム番号をｎで除算した余りが、サブフレーム設定パターンの各ビットに対応する。例
えば、ｎは８や４０等の値を予め規定しておく。サブフレーム設定パターンのあるサブフ
レームに対する情報が「１」である場合、そのサブフレームは、第２の制御チャネルとし
て設定される。サブフレーム設定パターンのあるサブフレームに対する情報が「０」であ
る場合、そのサブフレームは、第２の制御チャネルとして設定されない。また、端末２０
０が基地局１００と同期を取るための同期信号や基地局１００の制御情報を報知する報知
チャネル等がマッピングされる所定のサブフレームは、第２の制御チャネルとして予め設
定されないようにすることができる。また、サブフレーム設定パターンの別の例では、第
２の制御チャネルとして設定されるサブフレームのパターンが予めインデックス化され、
そのインデックスを示す情報がサブフレーム設定パターンとして規定される。
【０１６６】
　第２の制御チャネルの端末固有設定情報は、リソース割り当て情報（ｒｅｓｏｕｒｃｅ
ＢｌｏｃｋＡｓｓｉｇｎｍｅｎｔ－ｒ１１）を含んで構成される。リソース割り当て情報
は、第２の制御チャネルとして設定するリソースブロックを指定する情報である。例えば
、第２の制御チャネル領域は、１つのＲＢペアを単位として、設定することができる。
【０１６７】
　以上のように、基地局１００は、端末２００に対して、第２の制御チャネルを設定する
場合、専用ＲＲＣシグナリングにより、無線リソースに対する端末固有設定情報に第２の
制御チャネルの端末固有設定情報を含めて通知する。また、基地局１００は、端末２００
に対して、設定された第２の制御チャネルを変更する場合、同様に専用ＲＲＣシグナリン
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グにより、パラメータを変更した第２の制御チャネルの端末固有設定情報を含む無線リソ
ースに対する端末固有設定情報を通知する。また、基地局１００は、端末２００に対して
、設定された第２の制御チャネルを解放（リリース）する場合、同様に専用ＲＲＣシグナ
リングにより通知する。例えば、第２の制御チャネルの端末固有設定情報を含まない無線
リソースに対する端末固有設定情報を通知する。また、第２の制御チャネルの端末固有設
定情報を解放するための制御情報を通知してもよい。
【０１６８】
　各Ｅ－ＲＥＧセットが、第１スロットおよび第２スロットのそれぞれにおける格子状の
ＲＥのうち、斜めに連続するＲＥにマッピングされ、第１スロットおよび第２スロットの
境界では所定の周波数シフトために斜めに連続しないことにより、ＣＲＳポート数、ＣＲ
Ｓポートの周波数軸上の位置およびＰＤＣＣＨに用いられるＯＦＤＭシンボル数によらず
、Ｅ－ＲＥＧセット間で、含まれるＲＥ数のバラつきを軽減することができる。
【０１６９】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、各Ｅ－ＲＥＧセットが、第１スロットおよび第２スロットのそれ
ぞれにおける格子状のＲＥのうち、斜めに連続するＲＥにマッピングされ、第１スロット
および第２スロットの境界では所定の周波数シフトために斜めに連続しない場合について
説明した。これに対して、第２の実施形態では、各Ｅ－ＲＥＧセットに含まれるＲＥのよ
り一般的な構成について説明する。以下、本発明の第２の実施形態について説明する。な
お、本実施形態に係る基地局および端末は、図１および図２に示した基地局１００および
端末２００の構成例と同様の構成で実現することができる。また、図３および図４に示し
たフレームおよびチャネル構成例と同様の構成で実現することができる。さらに、図７お
よび図１０に示したＥ－ＲＥＧセットとＥ－ＲＥＧとの対応と同様の対応で実現すること
ができる。そのため、重複する部分について詳細な説明は繰返さない。
【０１７０】
　本実施形態においても、４つのＥ－ＲＥＧセット（Ｅ－ＲＥＧセット０、Ｅ－ＲＥＧセ
ット１、Ｅ－ＲＥＧセット２、およびＥ－ＲＥＧセット３）のそれぞれは、スロット０お
よびスロット１において、３６のリソースエレメントで構成される。
【０１７１】
　４つのＥ－ＲＥＧセットは、少なくとも下記の条件１から条件３を満たすようにサブフ
レーム内で構成される。
　　＜条件１＞少なくともＣＲＳが含まれるＯＦＤＭシンボル（ｌが０、１または４）に
おいて、１つのＰＲＢペアにおける２本置きのサブキャリアである４本のサブキャリアに
おけるＲＥ、すなわちｋがそれぞれ０、３、６および９である４つのＲＥは、それぞれ異
なるＥ－ＲＥＧセットに含まれる。同様に、ｋがそれぞれ１、４、７および１０である４
つのＲＥは、それぞれ異なるＥ－ＲＥＧセットに含まれ、ｋがそれぞれ２、５、８および
１１である４つのＲＥは、それぞれ異なるＥ－ＲＥＧセットに含まれる。なお、Ｅ－ＲＥ
Ｇセット構造の簡単化のため、ＵＥＲＳが含まれないＯＦＤＭシンボル（ｌが０から４）
に対して、この条件を適用することがより好ましい。
　　＜条件２＞少なくとも１ポートのＣＲＳ（シングルポート用のＣＲＳ）が含まれる２
つのＯＦＤＭシンボル（ｌが０および４）において、１つのＰＲＢペアにおける５本置き
のサブキャリアである２本のサブキャリアにおけるＲＥ、すなわちｌが０でｋがそれぞれ
０および６である２つのＲＥと、ｌが４でｋがそれぞれ３および９である２つのＲＥとの
組み合わせである４つのＲＥは、それぞれ異なるＥ－ＲＥＧセットに含まれる。同様に、
ｌが０でｋがそれぞれ１および７である２つのＲＥと、ｌが４でｋがそれぞれ４および１
０である２つのＲＥとの組み合わせである４つのＲＥは、それぞれ異なるＥ－ＲＥＧセッ
トに含まれ、ｌが０でｋがそれぞれ２および８である２つのＲＥと、ｌが４でｋがそれぞ
れ５および１１である２つのＲＥとの組み合わせである４つのＲＥは、それぞれ異なるＥ
－ＲＥＧセットに含まれる。なお、Ｅ－ＲＥＧセット構造の簡単化のため、少なくとも１
ポートのＣＲＳが含まれる２つのＯＦＤＭシンボル（ｌが０および４）上のＥ－ＲＥＧセ
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ットの構造（ＲＥとＥ－ＲＥＧとの対応関係）を共通にすることで、この条件を満たすこ
とがより好ましい。
　　＜条件３＞ＵＥＲＳが含まれる２つのＯＦＤＭシンボル上のＲＥ、すなわちｋが２か
ら４あるいは７から９であり、ｌが５または６である１２個のＲＥを、第１スロットと第
２スロットで合計した計２４個のＲＥにおいて、各Ｅ－ＲＥＧセットに含まれるＲＥ数が
それぞれ６になるようにする。
【０１７２】
　以上の条件を満たすことにより、ＣＲＳポート数、ＣＲＳポートの周波数軸上の位置お
よびＰＤＣＣＨに用いられるＯＦＤＭシンボル数によらず、４つのＥ－ＲＥＧセットに含
まれるＲＥ数のバラつきを軽減することができる。そのため、Ｅ－ＰＤＣＣＨの符号化率
を決定する処理であるアグリゲーションレベルの決定手順が簡単化されるため、基地局１
００および端末２００の処理を軽減することができる。なお、第１の実施形態で説明され
たＥ－ＲＥＧセットも、上記の条件を満たすため、基地局１００および端末２００の処理
を軽減する効果を奏する。
【０１７３】
　なお、上記各実施形態では、データチャネル、制御チャネル、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ
および参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、
時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限る
ものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用
いても、同様の効果を得ることができる。
【０１７４】
　また、上記各実施形態では、ＰＤＳＣＨ領域に配置される拡張された物理下りリンク制
御チャネル１０３をＥ－ＰＤＣＣＨと呼称し、従来の物理下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）との区別を明確にして説明したが、これに限るものではない。両方をＰＤＣＣＨ
と称する場合であっても、ＰＤＳＣＨ領域に配置される拡張された物理下りリンク制御チ
ャネルとＰＤＣＣＨ領域に配置される従来の物理下りリンク制御チャネルとで異なる動作
をすれば、Ｅ－ＰＤＣＣＨとＰＤＣＣＨとを区別する上記各実施形態と実質的に同じであ
る。
【０１７５】
　なお、端末２００が基地局１００と通信を開始する際に、基地局１００に対して上記各
実施形態で記載の機能が使用可能であるか否かを示す情報（端末能力情報，あるいは機能
グループ情報）を基地局１００に通知することにより、基地局１００は上記各実施形態で
記載の機能が使用可能であるか否かを判断することができる。より具体的には、上記各実
施形態で記載の機能が使用可能である場合に、端末能力情報にそれを示す情報を含め、上
記各実施形態で記載の機能が使用可能ではない場合には、端末能力情報に本機能に関する
情報を含めないようにすればよい。あるいは、上記各実施形態で記載の機能が使用可能で
ある場合に、機能グループ情報の所定ビットフィールドに１を立て、上記各実施形態で記
載の機能が使用可能ではない場合には、機能グループ情報の所定ビットフィールドを０と
するようにすればよい。
【０１７６】
　なお、上記各実施形態では、データチャネル、制御チャネル、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ
および参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、
時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限る
ものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用
いても、同様の効果を得ることができる。なお、上記各実施形態では、プレコーディング
処理されたＲＳを用いて復調する場合について説明し、プレコーディング処理されたＲＳ
に対応するポートとして、ＭＩＭＯのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、
これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して
、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Ｐｒｅｃｏｄ
ｅｄ　ＲＳではなくＵｎｐｒｅｃｏｄｅｄ　ＲＳを用い、ポートとしては、プリコーディ
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ング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテナ（あるいは物理アンテナの
組み合わせ）と等価であるポートを用いることができる。
【０１７７】
　本発明に関わる基地局１００および端末２００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）である。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に蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応じて
ＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体
としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例え
ば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキ
シブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行する
ことにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に
基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同し
て処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【０１７８】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における基地局１００および端末２００の一部、または全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。基地局１００および端末２００の各
機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、また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、また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。
【０１７９】
　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。例えば、一連の処理のうち、一部の処理の順序を逆転させるような設計の変更を
行ってもよい。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】
【０１８０】
　本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて
好適である。
【符号の説明】
【０１８１】
１００　基地局
１０１、２０６　上位レイヤー
１０２　データチャネル生成部
１０３　第２の制御チャネル生成部
１０４　端末固有参照信号多重部
１０５　プレコーディング部
１０６　第１の制御チャネル生成部
１０７　セル固有参照信号多重部
１０８　送信信号生成部
１０９　送信部
２００　端末
２０１　受信部
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２０２　受信信号処理部
２０３　伝搬路推定部
２０４　制御チャネル処理部
２０５　データチャネル処理部
１３０１　マクロ基地局
１３０２、１３０３　ＲＲＨ
１３０８、１３０９　回線
１３０５、１３０６、１３０７　カバレッジ
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