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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法において、
　各要素が複数のサブフレームのサブフレームに対応する複数の要素を含むビットマップ
を、ユーザ装置（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が基地局から受信する段階と、
　前記ＵＥが受信した前記ビットマップの複数の要素のうち、対応する要素に基づいて前
記複数のサブフレームのサブフレームで向上した物理的下向きリンク制御チャネル（ｅＰ
ＤＣＣＨ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｃｈａｎｎｅｌ）のＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または物理的下向きリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ）のＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを決定する段階と、
　前記決定によって下向きリンク制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を得るため、前記サブフレームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専
用検索空間または前記ＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間のいずれかを前記ＵＥがモニタリン
グする段階と、を含み、
　前記ビットマップの各要素は、ＵＥが前記複数のサブフレームのうち、対応するサブフ
レームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または前記ＰＤＣ
ＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを示し、
　前記ビットマップのサイズは、前記複数のサブフレームの個数に対応し、
　前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングする場合、前記得られたＤＣＩは
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、前記ＵＥ専用の制御情報を含み、
　前記ｅＰＤＣＣＨは、前記ビットマップによって指示される前記複数のサブフレームの
うち、一つ以上のサブフレームのＵＥ専用検索空間でモニタリングされ、前記ＰＤＣＣＨ
は、前記ビットマップによって指示されていない前記複数のサブフレームのうち、一つ以
上の残りのサブフレームのＵＥ専用検索空間、または共通検索空間でモニタリングされる
　ことを特徴とする、無線通信のための方法。
【請求項２】
　前記ビットマップは、上位階層シグナリングを通じて受信される、請求項１に記載の無
線通信のための方法。
【請求項３】
　前記第１形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレームで動作帯域幅のサブセットと、前記サ
ブフレームの開始からあらかじめ定められた数のシンボル後に始まる前記サブフレームの
すべてのシンボルとを通じて伝送され、前記第２形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレーム
で前記動作帯域幅と、前記サブフレームの開始から始まる前記サブフレームの前記あらか
じめ定められた数のシンボルとを通じて伝送される、請求項１に記載の無線通信のための
方法。
【請求項４】
　無線通信のための方法において、
　各要素が複数のサブフレームのサブフレームに対応する複数の要素を含むビットマップ
を、基地局がユーザ装置（ＵＥ：　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に伝送する段階と、
　前記ビットマップに基づいて向上した物理的下向きリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ
：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）上に、または物理的下向きリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：　ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に下向きリンク制御情報（
ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を前記基地局が
伝送する段階と、を含み、
　前記ＵＥは、前記ビットマップの複数の要素のうち、対応する要素に基づいて、前記複
数のサブフレームのサブフレームでｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングする
か、またはＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを決定し、
　前記ビットマップの各要素は、前記ＵＥが前記複数のサブフレームのうち、対応するサ
ブフレームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または前記Ｐ
ＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを示し、
　前記ビットマップのサイズは、前記複数のサブフレームの個数に対応し、
　前記ｅＰＤＣＣＨ上に伝送されるＤＣＩは、前記ＵＥ専用の制御情報を含み、
　前記ｅＰＤＣＣＨは、前記ビットマップによって指示される前記複数のサブフレームの
うち、一つ以上のサブフレームのＵＥ専用検索空間でモニタリングされ、前記ＰＤＣＣＨ
は、前記ビットマップによって指示されていない前記複数のサブフレームのうち、一つ以
上の残りのサブフレームのＵＥ専用検索空間、または共通検索空間でモニタリングされる
　ことを特徴とする、無線通信のための方法。
【請求項５】
　前記ビットマップは、上位階層シグナリングを通じて伝送される、請求項４に記載の無
線通信のための方法。
【請求項６】
　前記第１形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレームで動作帯域幅のサブセットと、前記サ
ブフレームの開始からあらかじめ定められた数のシンボル後に始まる前記サブフレームの
すべてのシンボルとを通じて伝送され、前記第２形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレーム
で前記動作帯域幅と、前記サブフレームの開始から始まる前記サブフレームの前記あらか
じめ定められた数のシンボルとを通じて伝送される、請求項４に記載の無線通信のための
方法。
【請求項７】
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　無線通信のためのユーザ装置（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）において、
　基地局に信号を伝送し、前記基地局から信号を受信する送受信部と、
　前記送受信部が複数のサブフレームに関するビットマップを受信することを制御し、前
記ビットマップの複数のサブフレームのうち、対応する要素に基づいて前記複数のサブフ
レームのサブフレームで向上した物理的下向きリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ：ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）のＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または物理的下向きリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）
のＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを決定することを制御し、前記決定によって下
向きリンク制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）を得るため、前記サブフレームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間または前記
ＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間のいずれかをモニタリングすることを制御するように構成
された制御部と、を含み、
　前記ビットマップの各要素は、前記ＵＥが前記複数のサブフレームのうち、対応するサ
ブフレームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または前記Ｐ
ＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを示し、
　前記ビットマップのサイズは、前記複数のサブフレームの個数に対応し、
　前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングする場合、前記得られたＤＣＩは
、前記ＵＥ専用の制御情報を含み、
　前記ｅＰＤＣＣＨは、前記ビットマップによって指示される前記複数のサブフレームの
うち、一つ以上のサブフレームのＵＥ専用検索空間でモニタリングされ、前記ＰＤＣＣＨ
は、前記ビットマップによって指示されていない前記複数のサブフレームのうち、一つ以
上の残りのサブフレームのＵＥ専用検索空間、または共通検索空間でモニタリングされる
　ことを特徴とする、ユーザ装置。
【請求項８】
　前記ビットマップは、上位階層シグナリングを通じて受信される、請求項７に記載のユ
ーザ装置。
【請求項９】
　前記第１形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレームで動作帯域幅のサブセットと、前記サ
ブフレームの開始からあらかじめ定められた数のシンボル後に始まる前記サブフレームの
すべてのシンボルとを通じて伝送され、前記第２形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレーム
で前記動作帯域幅と、前記サブフレームの開始から始まる前記サブフレームの前記あらか
じめ定められた数のシンボルとを通じて伝送される、請求項７に記載のユーザ装置。
【請求項１０】
　無線通信のための基地局において、
　ユーザ装置（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に信号を伝送し、前記ＵＥから信
号を受信する送受信部と、
　前記送受信部が、各要素が複数のサブフレームのサブフレームに対応する複数の要素を
含むビットマップを伝送し、前記ビットマップに基づいて向上した物理的下向きリンク制
御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に、または物理的下向きリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ：　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）上
に下向きリンク制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）を伝送することを制御するように構成された制御部と、を含み、
　前記ＵＥは、前記ビットマップの複数の要素のうち対応する要素に基づいて、前記複数
のサブフレームのサブフレームでｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするか
、またはＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを決定し、
　前記ビットマップの各要素は、前記ＵＥが前記複数のサブフレームのうち、対応するサ
ブフレームで前記ｅＰＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするか、または前記Ｐ
ＤＣＣＨのＵＥ専用検索空間をモニタリングするかを示し、
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　前記ビットマップのサイズは、前記複数のサブフレームの個数に対応し、
　前記ｅＰＤＣＣＨ上に伝送されるＤＣＩは、前記ＵＥ専用の制御情報を含み、
　前記ｅＰＤＣＣＨは、前記ビットマップによって指示される前記複数のサブフレームの
うち、一つ以上のサブフレームのＵＥ専用検索空間でモニタリングされ、前記ＰＤＣＣＨ
は、前記ビットマップによって指示されていない前記複数のサブフレームのうち、一つ以
上の残りのサブフレームのＵＥ専用検索空間、または共通検索空間でモニタリングされる
　ことを特徴とする、基地局。
【請求項１１】
　前記ビットマップは、上位階層シグナリングを通じて伝送される、請求項１０に記載の
基地局。
【請求項１２】
　前記第１形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレームで動作帯域幅のサブセットと、前記サ
ブフレームの開始からあらかじめ定められた数のシンボル後に始まる前記サブフレームの
すべてのシンボルとを通じて伝送され、前記第２形式のＰＤＣＣＨは、前記サブフレーム
で前記動作帯域幅と、前記サブフレームの開始から始まる前記サブフレームの前記あらか
じめ定められた数のシンボルとを通じて伝送される、請求項１０に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、物理的下向きリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
Ｈａｎｎｅｌ）の送受信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　ＳｔａｔｉｏｎまたはＮｏｄｅＢ）のよう
な伝送ポイントからユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に伝送信号を伝
達する下向きリンク（ＤＬ：ＤｏｗｎＬｉｎｋ）及びユーザ装置から基地局のような受信
ポイントに伝送信号を伝達する上向きリンク（ＵＬ：ＵｐＬｉｎｋ）を含む。一般的に、
端末または移動局とも呼ばれるユーザ装置は、固定型または携帯型であることができ、セ
ルラーフォン、個人用コンピュータ装置などになることができる。基地局は、一般的に固
定型装置であり、接続ポイントまたは他の同等な用語と呼ばれることができる。
【０００３】
　下向きリンク信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号、下向きリンク制御情報（
ＤＣＩ：ＤＬＣｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝達する制御信号、及びパイ
ロット信号としても知られたレファレンス信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ）で構成される。基地局は、それぞれの物理的下向きリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＤＬ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）または物理的下向きリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を通じてデータ情報またはＤＣＩをユーザ装置に伝送する。
【０００４】
　また、上向きリンク信号は、データ信号、制御信号、及びＲＳで構成される。ユーザ装
置は、データ情報または上向きリンク制御情報（ＵＣＩ：ＵＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）をそれぞれの物理的上向きリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）または物理的上向きリンク
制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）を通じて伝送する。
【０００５】
　ユーザ装置へのＰＤＳＣＨ伝送またはユーザ装置からのＰＵＳＣＨ伝送は、動的スケジ
ューリングまたは半永久的スケジューリング（ＳＰＳ：Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ
　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）に対応したものであることができる。動的スケジューリングで
、基地局は、それぞれのＰＤＣＣＨを通じてユーザ装置にＤＣＩフォーマットを伝達する
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によってユーザ装置に対して無線資源制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）シグナリングのような上位階層シグナリングを通じて行われ、上位階層シ
グナリングによって知られたあらかじめ定められたパラメータを持ってあらかじめ定めら
れた時間インスタンス（ｉｎｓｔａｎｃｅ）の間に行われる。
【０００６】
　また、基地局は、ＣＲＳ（ＵＥ－Ｃｏｍｍｏｎ　ＲＳ）、ＣＳＩ－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＳ）及びＤＭＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　ＲＳ）を含む１つ以上の多重形式のＲＳを伝送する。ＣＲＳは、実質的に全体下向
きリンクシステム帯域幅上で伝送され、データまたは制御信号を変調するか、測定を行う
ために、すべてのユーザ装置によって使用されることができる。ユーザ装置は、基地局か
ら伝送される放送チャネルを通じてＣＲＳが伝送される基地局アンテナポートの数を決定
することができる。ＣＲＳと関連したオーバーヘッドを減少させるために、基地局は、ユ
ーザ装置が測定を行うためのＣＲＳより時間及び／または周波数ドメインで小さい密度を
有するＣＳＩ－ＲＳを伝送することができる。ユーザ装置は、基地局からの上位階層シグ
ナリングを通じてＣＳＩ－ＲＳ伝送パラメータを決定することができる。ＤＭＲＳは、た
だ各ＰＤＳＣＨの帯域幅で伝送され、ユーザ装置は、ＰＤＳＣＨで情報を復調するために
ＤＭＲＳを使用することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、少なくとも前述した問題点及び／または短所を解決し、少なくとも下記で説
明される長所を提供するためのものである。したがって、本発明の様態は、多重入力多重
出力（ＭＩＭＯ：ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ、ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）シ
ステムで使用するに適していて、改善された低複雑度フィードバックアルゴリズムのため
の方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　図１は、関連技術による下向きリンク伝送時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）のための構造を示す図である。
【０００９】
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【数１】

【００１０】
　ＤＣＩは、複数の目的をサービスすることができる。各ＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマッ
トは、それぞれユーザ装置でデータあるいは制御情報を提供するＰＤＳＣＨあるいはユー
ザ装置からのデータあるいは制御情報を提供するＰＵＳＣＨをスケジューリングすること
ができる。各ＰＤＣＣＨで他のＤＣＩフォーマットは、ネットワーク構成パラメータに対
するシステム情報（ＳＩ：Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、またはユーザ装置
によるランダムアクセス（ＲＡ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）に対する応答、または呼
び出し情報などをユーザ装置のグループに提供するＰＤＳＣＨをスケジューリングするこ
とができる。他のＤＣＩフォーマットは、各ＰＵＳＣＨあるいはＰＵＣＣＨでのＳＰＳ送
信のための送信電力制御（ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）命令をユーザ装置のグループに提供することができる。
【００１１】
　ＤＣＩフォーマットは、ユーザ装置が正確な検出を確認するように、循環重複検査（Ｃ
ＲＣ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）ビットを含む。ＤＣＩフォー
マットタイプは、ＣＲＣビットをスクランブル（ｓｃｒａｍｂｌｅ）する無線ネットワー
ク臨時識別子（ＲＮＴＩ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）によって識別される。ＰＤＳＣＨあるいはＰＵＳＣＨを単一ユーザ装置に
スケジューリングするＤＣＩフォーマットに対して、ＲＮＴＩは、セルＲＮＴＩ（Ｃｅｌ
ｌ　ＲＮＴＩ：Ｃ－ＲＮＴＩ）である。ユーザ装置のグループにＳＩを伝達するＰＤＳＣ
ＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマットに対して、ＲＮＴＩは、ＳＩ－ＲＮＴＩで
ある。ユーザ装置のグループからＲＡに応答を提供するＰＤＳＣＨをスケジューリングす
るＤＣＩフォーマットに対して、ＲＮＴＩは、ＲＡ－ＲＮＴＩである。ユーザ装置のグル
ープを呼び出すＰＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマットに対して、ＲＮＴＩ
は、Ｐ－ＲＮＴＩである。ユーザ装置のグループにＴＰＣ命令を提供するＤＣＩフォーマ
ットに対して、ＲＮＴＩは、ＴＰＣ－ＲＮＴＩである。各ＲＮＴＩタイプは、基地局から
上位階層シグナリングを通じてユーザ装置に構成される（また、前記Ｃ－ＲＮＴＩは、各
ユーザ装置に対して固有である）。
【００１２】
　図２は、関連技術によるＤＣＩフォーマットに対するエンコーディングプロセスを示す
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ブロック図である。
【００１３】
　図２を参照すれば、デコーディングプロセス２００で、ＤＣＩフォーマットのＲＮＴＩ
は、ユーザ装置がＤＣＩフォーマットタイプを識別するために、コードワードのＣＲＣを
マスク（ｍａｓｋ）する。（コーディングされない）ＤＣＩフォーマットビット２１０の
ＣＲＣ　２２０が演算され、連続的にＣＲＣとＲＮＴＩビット２４０の間の排他的論理和
（ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ　ＯＲ：ＸＯＲ）演算を使用してマスクされる（２３０）。ＸＯＲ
（０、０）＝０、ＸＯＲ（０、１）＝１、ＸＯＲ（１、０）＝１、ＸＯＲ（１、１）＝０
である。マスクされたＣＲＣは、ＤＣＩフォーマットビットに添付され（２５０）、チャ
ネルコーディングは、一例として畳み込み符号（ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｅ
）を使用して行われ（２６０）、次に、割り当てられた資源に対するレートマッチング（
ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）２７０が行われ、最後に、インタリービング（ｉｎｔｅｒ
ｌｅａｖｉｎｇ）と変調が行われた後（２８０）、制御信号の送信が行われる（２９０）
。一例として、ＣＲＣとＲＮＴＩは、いずれも１６ビットで構成される。
【００１４】
　図３は、関連技術によるＤＣＩフォーマットに対するデコーディングプロセスを示すブ
ロック図である。
【００１５】
　図３を参照すれば、デコーディングプロセス３００で、受信された制御信号３１０は、
復調され、結果ビットは、デインタリービング（ｄｅ－ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）され
（３２０）、基地局送信機に適用されたレートマッチング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ
）が復元され（３３０）、次いで、データがデコーディングされる（３４０）。デコーデ
ィング後に、ＤＣＩフォーマットビット３６０がＲＮＴＩ ３８０でＸＯＲ演算を適用し
、デ－マスク（ｄｅ－ｍａｓｋ）される（３７０）ＣＲＣビット３５０を抽出した後に得
られる。最後に、ユーザ装置は、ＣＲＣテスト３９０を行う。ＣＲＣテストを通過する場
合、ユーザ装置は、ＤＣＩフォーマットを有効なＤＣＩフォーマットとして考慮して、Ｐ
ＤＳＣＨ受信あるいはＰＵＳＣＨ送信に対するパラメータを決定する。ＣＲＣテストを通
過しない場合、ユーザ装置は、当たり前なものと思われるＤＣＩフォーマットを無視する
。
【００１６】
　基地局は、各ＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットを個別的にエンコーディング及び送信す
る。ユーザ装置に対するＰＤＣＣＨ伝送が他のユーザ装置に対するＰＤＣＣＨ伝送を妨害
することを避けるために、下向きリンク制御領域の時間－周波数ドメインで各ＰＤＣＣＨ
伝送の位置は、固有ではなく、結果的に、ユーザ装置は、（自分に伝送しようと）意図さ
れたＰＤＣＣＨが存在するか否かを決定する多重デコーディング動作を行うことが必要で
ある。各ＰＤＣＣＨを伝達するＲＥは、論理ドメイン（ｌｏｇｉｃａｌ　ｄｏｍａｉｎ）
で制御チャネル要素（ＣＣＥ：Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）にグ
ループ化される。与えられた数のＤＣＩフォーマットビットのために、各ＰＤＣＣＨのた
めのＣＣＥの数は、チャネルコーディングレートによる（ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒ
ｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）は、変調スキームとして見なされる）。基
地局は、ユーザ装置が高い下向きリンクＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を経験することよりユーザ装置が低い下
向きリンクＳＩＮＲを経験するようにＰＤＣＣＨ伝送のために低いチャネルコーディング
レート（さらに多いＣＣＥ）を利用することができる。ＣＣＥ結合レベルは、例えば、１
、２、４及び８個のＣＣＥで構成されることができる。
【００１７】
　図４は、関連技術による各ＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットの伝送プロセスを示す図で
ある。
【００１８】
　図４を参照すれば、伝送プロセス４００で、エンコーディングされたＤＣＩフォーマッ



(8) JP 6517311 B2 2019.5.22

10

20

30

40

50

トビットは、論理ドメインでＰＤＣＣＨ　ＣＣＥにマッピングされる。最初４個のＣＣＥ
【００１９】
【数２】

【００２０】
であるＣＣＥ１　４０１、ＣＣＥ２　４０２、ＣＣＥ３　４０３、及びＣＣＥ４　４０４
は、第１ユーザ装置ＵＥ１にＰＤＣＣＨを送信するために使用される。次の２個のＣＣＥ
【００２１】

【数３】

【００２２】
であるＣＣＥ５　４１１及びＣＣＥ６　２１２は、第２ユーザ装置ＵＥ２にＰＤＣＣＨを
伝送するために使用される。次の２個のＣＣＥ
【００２３】

【数４】

【００２４】
であるＣＣＥ７　４２１及びＣＣＥ８　４２２は、第３ユーザ装置ＵＥ３にＰＤＣＣＨを
送信するために使用される。最後に、最後のＣＣＥ
【００２５】

【数５】

【００２６】
であるＣＣＥ９　４３１は、第４ユーザ装置ＵＥ４にＰＤＣＣＨを送信するために使用さ
れる。ＤＣＩフォーマットビットは、コードを二進のスクランブリングコード（ｓｃｒａ
ｍｂｌｉｎｇ　ｃｏｄｅ）によってスクランブリングされ（４４０）、変調されることが
できる（４５０）。各ＣＣＥは、また、資源要素グループ（ＲＥＧ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）（すなわち、“ミニＣＣＥ”）に分割される。例えば、３
６個のＲＥで構成されるＣＣＥは、それぞれ４個のＲＥで構成される９個のＲＥＧに分割
されることができる。インタリービング（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）４６０は、ＲＥＧ
（４個のＱＰＳＫシンボルのブロック）の間に適用される。例えば、ブロックインタリバ
ーが使用されることができる。一連の結果、ＱＰＳＫシンボルは、Ｊ個のシンボルによっ
てシフト（ｓｈｉｆｔ）されることができ（４７０）、最後に各ＱＰＳＫシンボルは、Ｄ
Ｌサブフレームの制御領域でＲＥ　４８０にマッピングされる。したがって、ＣＲＳ　４
９１及びＣＲＳ　４９２と他の制御チャネル（例えば、４９３）に追加して、ＰＤＣＣＨ
でＲＥは、第１ユーザ装置４９４、第２ユーザ装置４９５、第３ユーザ装置４９６及び第
４ユーザ装置４９７に対するＤＣＩフォーマットに相当するＱＰＳＫシンボルを含む。Ｐ
ＤＣＣＨデコーディングプロセスの間に、ユーザ装置は、ＣＣＥのユーザ装置共通集合（
共通検索空間（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ）あるいはＣＳＳ）及びＣＣＥ
のユーザ装置専用集合（ユーザ装置専用検索空間（ＵＥ－Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｓｅａｒ
ｃｈ　Ｓｐａｃｅ）あるいはＵＥ－ＤＳＳ）によって論理ドメインでＣＣＥを復元させた
後、候補ＰＤＣＣＨ送信に対する検索空間を決定することができる。ＣＳＳは、論理ドメ
インでユーザ装置共通制御情報と連関されるＤＣＩフォーマットに対するＰＤＣＣＨを送
信し、各ＣＲＣをスクランブリングするために、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＰＲＮＴＩ、ＴＰＣ－
ＲＮＴＩなどを使用するために使用されることができる一番目ＣＣＥで構成されることが
できる。ＵＥ－ＤＳＳは、ユーザ装置特定制御情報と連関されるＤＣＩフォーマットに対
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するＰＤＣＣＨを送信し、各ＣＲＣをスクランブリングするＣ－ＲＮＴＩを使用するのに
使用されるＣＣＥで構成される。ＵＥ－ＤＳＳのＣＣＥは、サブフレーム番号あるいはサ
ブフレームでＣＣＥの全体個数のようなユーザ装置共通パラメータ及びＣ－ＲＮＴＩのよ
うなユーザ装置特定パラメータを入力として有する疑似－ランダム（ｐｓｅｕｄｏｒａｎ
ｄｏｍ）関数によって決定されることができる。例えば、ＣＣＥのＣＣＥ結合レベルに対
して、ＰＤＣＣＨ候補ｍに相当するＣＣＥは、下記数式１によって与えられる。
【００２７】
【数６】

【００２８】
　一般的な下向きリンク制御領域は、最大
【００２９】

【数７】

【００３０】
個のサブフレームシンボルを占有することができ、ＰＤＣＣＨは、主に全体下向きリンク
帯域幅上で送信される。このような構成は、下向きリンク制御領域のＰＤＣＣＨ容量を制
限し、他の基地局からＰＤＣＣＨ伝送中に周波数ドメインで干渉コーディネーションを支
援することができない。周波数ドメインで拡張されたＰＤＣＣＨ容量またはＰＤＣＣＨ干
渉コーディネーションがいくつかの場合で要求される。このような場合は、ユーザ装置が
マクロ（ｍａｃｒｏ）基地局からあるいはＲＲＨからの下向きリンク信号を受信すること
ができるネットワークで遠隔無線ヘッド（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ：ＲＲＨ
）を使用するものである。ＲＲＨ及びマクロ基地局が同一のセル識別子（ｓａｍｅ　ｃｅ
ｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を共有する場合、セル分割利得（ｃｅｌｌｓｐｌｉｔｔｉｎｇ
　ｇａｉｎ）が存在せず、拡張されたＰＤＣＣＨ能力は、マクロ基地局及びＲＲＨからの
ＰＤＣＣＨ送信を提供することが要求される。他の場合は、ピコ（ｐｉｃｏ）基地局から
の下向きリンク信号がマクロ基地局からの下向きリンク信号から力強い干渉を経験し、基
地局の間に周波数ドメインで干渉協力が必要になる異種ネットワーク（ｈｅｔｅｒｏｇｅ
ｎｅｏｕｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）に関するものである。
【００３１】

【数８】

【００３２】
　以上のサブフレームシンボルに対するレガシー（ｌｅｇａｃｙ）下向きリンク制御領域
サイズの直接的な拡張は、少なくとも前記のような拡張を認識するか、または支援するこ
とができないレガシーユーザ装置の支援に対する要求によって可能ではない。代案は、制
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御チャネル伝送のために個別ＰＲＢを使用することによって、一般的なＰＤＳＣＨ領域で
下向きリンク制御シグナリングを支援するものである。一般的なＰＤＳＣＨ領域のＰＲＢ
で伝送されるＰＤＣＣＨは、向上したＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ：ＥＰ
ＤＣＣＨ）と呼ばれる。
【００３３】
　図５は、関連技術による下向きリンクＴＴＩでＥＰＤＣＣＨ伝送構造を示す図である。
【００３４】
　図５を参照すれば、ＥＰＤＣＣＨ送信がレガシーＰＤＣＣＨ送信５１０後に直ちに始ま
り、残りのすべてのサブフレームシンボル上で行われても、ＥＰＤＣＣＨ送信は、四番目
サブフレームシンボルのような固定された位置で常に始まることができ、また、残りのサ
ブフレームシンボルの一部を通じて拡張されることができる。ＥＰＤＣＣＨ送信は、残り
のＰＲＢがＰＤＳＣＨ送信５６０、５６２、５６４、５６６、５６８のために使用される
間に４個のＰＲＢ　５２０、５３０、５４０、５５０で発生する。
【００３５】
　ユーザ装置は、ＥＰＤＣＣＨを伝達することができるＰＲＢを上位階層シグナリングに
よって構成することができる。基地局がユーザ装置に対する正確なＣＳＩを持って、周波
数ドメインスケジューリング（ＦＤＳ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ）あるいはビーム－フォーミング（ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）を行う場合、
ユーザ装置に対するＥＰＤＣＣＨの送信は、単一ＰＲＢで行われることができ、あるいは
、正確なＣＳＩが前記基地局で有用ではないか、ＥＰＤＣＣＨが多重ユーザ装置に対して
意図されたものなら、ユーザ装置に対するＥＰＤＣＣＨの送信は、多重ＰＲＢで行われる
ことができる。単一ＰＲＢ（あるいは周波数上で隣接する複数のＰＲＢペア）を通じたＥ
ＰＤＣＣＨ伝送は、集中（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）あるいはインタリービングされないもの
と呼ばれ、これに対して、周波数上で隣接しない多数のＰＲＢ上でＥＰＤＣＣＨ伝送は、
分散（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）あるいはインタリービングされるものと呼ばれる。
【００３６】
　正確なＥＰＤＣＣＨ検索空間設計は、本発明において重要ではなく、ＰＤＣＣＨのよう
に下記のような同一の原則に従うか、またはそうではないことがある。ＥＰＤＣＣＨは、
ＥＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＣＥ）と呼ばれる各ＣＣＥで構成され、多数のＥＰＤＣ
ＣＨ候補位置は、それぞれの可能なＥＣＣＥ結合レベル
【００３７】
【数９】

【００３８】
に対して存在する。例えば、
【００３９】

【数１０】

【００４０】
ＥＣＣＥは、集中（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）ＥＰＤＣＣＨに関するものであり、
【００４１】

【数１１】

【００４２】
ＥＣＣＥは、分散（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）ＥＰＤＣＣＨに関するものである。ＥＣＣ
Ｅは、レガシーＣＣＥと同一のサイズを有してよく、または有しなくてもよい。そして、
集中ＥＰＤＣＣＨに対するＥＣＣＥは、分散ＥＰＤＣＣＨに対するＥＣＣＥと同一のサイ
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ズを有してよく、または有しなくてもよい。
【００４３】
　図５で合成されたＰＤＣＣＨ及びＥＰＤＣＣＨ動作のためのいくつかの態様は、機能的
な動作を提供するために定義される必要がある。１つの態様は、ユーザ装置スケジューリ
ングのためのプロセスである。レガシーユーザ装置は、ＥＰＤＣＣＨを受信することがで
きないので、ＰＤＣＣＨの支援が維持されるために必要である。しかし、多くの場合にお
いて、例えば、異種ネットワークで、ユーザ装置は、ＰＤＣＣＨを信頼し得るように受信
することができないか、またはＰＤＣＣＨが存在しないことができる。ＰＤＣＣＨ及びＥ
ＰＤＣＣＨで同一のＤＣＩフォーマットの伝送が重複されることは、それぞれのオーバー
ヘッドを増加させ、これは、回避しなければならない。さらに、マクロ基地局及びピコ基
地局が同一の識別子を共有するネットワークに対して、レガシーＣＳＳの容量は、マクロ
基地局のカバレージ領域ですべてのユーザ装置に対するＴＰＣ命令を伝達するには十分で
ないことがある。
【００４４】
　図６は、関連技術によるマクロ基地局及び一部ピコ基地局に同一のセル識別子を支援す
るネットワークを示す図である。
【００４５】
　図６を参照すれば、ネットワーク６００は、第１ピコ基地局６１５と通信する第１ユー
ザ装置６１０を含む。第２ユーザ装置６２０は、第２ピコ基地局６２５と通信する。第３
ユーザ装置６３０は、第３ピコ基地局６３５と通信する。最後に、第４ユーザ装置６４０
は、マクロ基地局６４５と通信する。第１ユーザ装置、第２ユーザ装置及び第３ユーザ装
置がマクロ基地局のカバレージ領域にある場合にも、レガシー下向きリンク制御領域の資
源制限によってマクロ基地局からＰＤＣＣＨに依存することに対する容量イシューが存在
することができる。特に、マクロ基地局のカバレージ領域ですべてのユーザ装置がマクロ
基地局からＳＩ、ＲＡ応答またはペイジングを受信することができるとしても、ユーザ装
置がピコ基地局またはマクロ基地局と関連しているか否かを考慮せず、マクロ基地局は、
そのカバレージ領域ですべてのユーザ装置に対するＴＰＣ命令を伝送することができない
かも知れない。レガシーＣＳＳで制限された数のＣＣＥによって、ピコ基地局と通信する
ユーザ装置にＴＰＣ命令を伝達するための多重ＰＤＣＣＨの伝送は、可能でなくてもよい
。さらに、ピコ基地局は、自分のＰＤＣＣＨを伝送しなくてもよい。これは、マクロ基地
局によって伝送されるＰＤＣＣＨとの干渉になるからである。
【００４６】
　図７は、関連技術による異種ネットワークで干渉調整方法を示す図である。
【００４７】
　図７を参照すれば、異種ネットワーク７００は、第１ピコ基地局７１５と通信する第１
ユーザ装置７１０を含む。第２ユーザ装置７２０は、第２ピコ基地局７２５と通信する。
最後に、第３ユーザ装置７３０は、マクロ基地局７３５と通信する。マクロ基地局は、ピ
コ基地局よりさらに大きい電力で伝送する。ピコ基地局と通信するユーザ装置及びピコ基
地局のカバレージ領域のエッジ近くに位置するユーザ装置は、マクロ基地局によって伝送
される信号から相当な干渉を経験する。このような干渉を避けるために、マクロ基地局は
、各カバレージ領域のエッジ近くに位置するユーザ装置に伝送するためにピコ基地局によ
って使用されることができる一部のサブフレームで一部あるいは全部の信号の伝送は、ブ
ランク（ｂｌａｎｋ）になることができる。例えば、マクロ基地局７４０は、他のサブフ
レームで正格電力（ｎｏｍｉｎａｌｐｏｗｅｒ）を有する信号を伝送する間に、サブフレ
ーム１　７４５で信号の全部あるいは一部の伝送電力を非常に減少させることができる（
そして甚だしくは無にすることができる）。一方、ピコ基地局は、すべてのサブフレーム
７５０でそれらの正格電力を有する信号を伝送することができる。サブフレーム１は、Ａ
ＢＳ（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）と呼ばれる。ＡＢＳは、ユーザ装
置に知られ、ＩＣＩＣ（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｏｒｄ
ｉｎａｔｉｏｎ）を可能にするために、Ｘ２インタフェース上で基地局の間に伝送される
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。ＡＢＳ及び非－ＡＢＳは、例えば、二進０は、非－ＡＢＳを示し、二進１は、ＡＢＳを
示し、２０、４０、または７０サブフレームのように、複数のサブフレームにわたったビ
ットマップを利用して示される。
【００４８】
　他の態様は、例えば、図１の
【００４９】
【数１２】

【００５０】
サブフレームシンボルの数によって定義されるレガシー下向きリンク制御領域のサイズ、
既存のＣＳＩ－ＲＳ　ＲＥ、ＣＲＳ　ＲＥの数、ＤＭＲＳ　ＲＥなどによって、ＰＲＢ当
たりＥＰＤＣＣＨ伝送に必要な複数のＲＥの数の変化である。このような変化は、同一の
ＥＣＣＥサイズを維持し、ＰＲＢ当たり多様な数のＥＣＣＥを有すること（そしてＥＣＣ
Ｅに対して割り当てられることができない一部のＲＥを有することができるようにするこ
と）によって、またはＰＲＢ当たり同一の数のＥＣＣＥを維持し、多様なＥＣＣＥサイズ
を有するようにすることによって処理されることができる。
【００５１】
　図８は、関連技術によるＰＲＢ当たり平均ＥＣＣＥサイズで変化を示す図である。
【００５２】
　図８を参照すれば、ＰＲＢ　８１０のコンテンツの第１実現で、レガシー下向きリンク
制御領域は、最初３個のサブフレームシンボル８２０にわたっていて（ｓｐａｎ）、第１
個数のＤＭＲＳ　ＲＥ　８３０、ＣＳＩ－ＲＳ　ＲＥ　８３２、及びＣＲＳ　ＲＥ　８３
４が存在する。ＰＲＢ当たり４個のＥＣＣＥに対して、ＥＣＣＥ当たりＲＥの平均個数は
、２１である。ＰＲＢ　６４０のコンテンツの第２実現で、レガシー下向きリンク制御領
域は、最初１個のサブフレームシンボル８５０にわたっていて、第２個数のＤＭＲＳ　Ｒ
Ｅ　８７０及びＣＲＳ　ＲＥ　８７２が存在する）（ＣＳＩ－ＲＳ　ＲＥは存在しない）
。ＰＲＢ当たり４個のＥＣＣＥに対して、ＥＣＣＥ当たりＲＥの平均個数は２７であるか
、または第１実現より約２９％多い。下向きリンク制御領域のサイズが２個のＯＦＤＭシ
ンボルより小さく、ＣＲＳＲＥの数がさらに減少するにつれて、ＥＣＣＥサイズでのさら
に多い変更が存在することができる。
【００５３】
　したがって、ユーザ装置がデコーディングするＰＤＣＣＨであるサブフレームセット及
びユーザ装置がＥＰＤＣＣＨをデコーディングするサブフレームの他のセットに対して定
義することに対する要求が存在する。
【００５４】
　１つ以上のＰＲＢのセットからＰＲＢセットの数をサブフレーム別に変更するように許
容しながら、ＰＲＢのセットでＥＰＤＣＣＨの伝送を支援することに対する他の要求が存
在する。
【００５５】
　ＥＰＤＣＣＨを伝送するために使用されることができるＥＣＣＥで複数のＲＥをサブフ
レーム別に変更するように許容しながら、１つ以上のＥＣＣでＥＰＤＣＣＨの伝送を支援
することに対するさらに他の要求が存在する。
【００５６】
　前記情報は、ただ本発明の理解を助けるための背景情報として提供される。前述したい
ずれのものは、本発明に対する先行技術で適用可能であるか否かに対してどんな断定もど
んな主張も行われなかった。
【発明の効果】
【００５７】
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　本発明の長所及び顕著な特徴は、添付の図面とともに本発明の実施例を開示する下記の
詳細な説明からこの技術分野における通常の知識を有する者に明確になる。
【００５８】
　本発明に対して前述したか、またはその他の様々な態様、特徴、長所は、下記の添付の
図面を参照する以下の説明からさらに明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、関連技術による下向きリンク伝送時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）のための構造を示す図である。
【図２】図２は、関連技術によるＤＣＩフォーマットに対するエンコーディングプロセス
を示すブロック図である。
【図３】図３は、関連技術によるＤＣＩフォーマットに対するデコーディングプロセスを
示すブロック図である。
【図４】図４は、関連技術による各ＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットの伝送プロセスを示
す図である。
【図５】図５は、関連技術による下向きリンクＴＴＩでＥＰＤＣＣＨ伝送構造を示す図で
ある。
【図６】図６は、関連技術によるマクロ基地局及び一部のピコ基地局に同一のセル識別子
を支援するネットワークを示す図である。
【図７】図７は、関連技術による異種ネットワークで干渉調整方法を示す図である。
【図８】図８は、関連技術によるＰＲＢ当たり平均ＥＣＣＥサイズで変化を示す図である
。
【図９】図９は、本発明の実施例によるＥＰＤＣＣＨの条件付き伝送を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例によってユーザ装置がＳＩ－ＲＮＴＩ（Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）、Ｐ－
ＲＮＴＩ（ＰＤＳＣＨ－ＲＮＴＩ）、またはＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ）によっ
てスクランブリンされるＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を
有するＤＣＩフォーマットを伝達するＥＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨを検出するために行う
デコーディング動作を示す。
【図１１】図１１は、本発明の実施例による向上したＣＳＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅａｒｃ
ｈ　Ｓｐａｃｅ）及びレガシーＣＳＳでユーザ装置がデコーディング動作を行うためのプ
ロセスを示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例によるそれぞれ異なるセットのサブフレームでＥＰ
ＤＣＣＨ伝送のために異なるセットのＰＲＢを利用するプロセスを示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例によってユーザ装置がＰＲＢ当たり利用可能なＲＥ
の数による各ＥＣＣＥ結合レベルのためのＥＰＤＣＣＨ候補の数を決定するプロセスを示
す図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例によってユーザ装置がＥＰＤＣＣＨ伝送のために使
用されるＰＲＢの数及びＥＰＤＣＣＨ伝送別でＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数によるＥ
ＣＣＥの割り当てを決定するプロセスを示す。
【図１５】図１５は、本発明の実施例によるＥＰＤＣＣＨ伝送に使用されることができる
ＰＲＢの数、ＥＣＣＥ結合レベル当たり候補の数、またはＥＰＤＣＣＨ伝送に使用される
ＰＲＢのクラスタでＰＲＢの数を含む１つ以上の条件によるＥＰＤＣＣＨによって伝達さ
れるＤＣＩフォーマットを検出するためのユーザ装置デコーダーを示す。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　図面において、同一の参照番号は、同一または同様の構成要素、特徴、構造を示すため
に使用される。
【００６１】
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　添付の図面を参照した以下の説明は、請求項とそれらの均等物によって定義された本発
明の実施例の完全な理解を助けるために提供される。以下の説明は、理解を助けるために
、多様で且つ具体的な例を含むが、これらは、ただ例示として見なされなければならない
。本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者ならここに開示された実施例が
本発明の範囲及び思想を逸脱することなく、多様に変形可能であるという点を認識するこ
とができる。また、明瞭さと簡潔さのために、公知の機能及び構造に対する説明は省略さ
れることができる。
【００６２】
　以下の説明及び請求項で使用される用語や単語は、辞書的意味にのみ制限されず、ただ
発明の明瞭で且つ一貫した理解のために発明者によって使用されることができる。したが
って、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者なら本発明の実施例に対す
る以下の説明がただ説明のための目的で提供されるだけで、請求項とその均等物によって
定義される本発明を制限するための目的で提供されないという点を理解することができる
。
【００６３】
　本明細書で使用される単数の表現は、文脈上明白に異なって指示しない限り、複数の表
現を含む。例えば、“構成要素の表面”という記載は、１つまたはそれ以上の表面を含む
意味の記載である。
【００６４】
　用語“実質的に”は、言及された特徴、パラメータまたは値を正確に達成する必要はな
いが、この技術分野における通常の知識を有する者に知られた、例えば、公差、測定エラ
ー、測定正確度限界及び他のファクターを含む差または偏差が、提供するために意図され
た特徴的な効果を除去しない範囲内で発生することができるということを意味する。
【００６５】
　追加的に、本発明の実施例は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）に対して参照して以下で説明されるが
、これは、また、すべてのＦＤＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）伝送に一般的に適用されることができ、特にＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）拡散ＯＦＤＭに適用されることができる。
【００６６】
　本発明の態様は、少なくとも前述した問題点及び／または短所を解決し、少なくとも以
下で説明される長所を提供するためのものである。したがって、本発明の態様は、ユーザ
装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が伝送時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）で物理的下向きリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）をデコ
ーディングするための方法及び装置を提供するためのものである。
【００６７】
　本発明の態様によれば、伝送時間間隔（ＴＴＩ）で第１形式の物理的下向きリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）または第２形式の物理的下向きリンク制御チャネル（例えば、Ｅ
ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ））を受信するために基地局と通信するユー
ザ装置のための方法が提供される。第１形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び第２
形式の物理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子（
ＲＮＴＩ：ＲａｄｉｏＮｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）で
スクランブリングされた循環重複検査（ＣＲＣ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　
Ｃｈｅｃｋ）ビットを含む下向きリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝達する。前記方法は、ユーザ装置が第１ビットマ
ップサイズと同一の複数のＴＴＩと関連した第１ビットマップ（第１ビットマップの各要
素は、ＴＴＩが第１形式であるか、または第２形式であるか否かを示す）を受信する段階
と、ＴＴＩが第１形式のＴＴＩである場合、ユーザ装置が第１形式の物理的下向きリンク
制御チャネルをデコーディングする段階と、ＴＴＩが第２形式のＴＴＩである場合、ユー
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ザ装置が第２形式の物理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングする段階とを含む
。
【００６８】
　本発明の他の態様によれば、資源ブロック（ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）のセットの資源要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で
基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するために基地局と通
信するユーザ装置のための方法が提供される。資源ブロックのセットのうち１つの資源ブ
ロックが
【００６９】
【数１３】

【００７０】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち１つで
【００７１】

【数１４】

【００７２】
制御チャネル要素（ＣＣＥ）の結合レベルを利用する伝送時間間隔（ＴＴＩ）上で複数の
周波数サブキャリアを含む。前記方法は、ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネル
を伝送するために必要な資源ブロックで資源要素の数があらかじめ定められた数より小さ
いか否かを決定する段階と、ユーザ装置が物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するた
めに必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数より小さい場合、各物
理的下向きリンク制御チャネルをデコーディングするための第１個数の
【００７３】
【数１５】

【００７４】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階と、ユーザ装置が物理的下向き
リンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定
められた数と同一であるかまたは大きい場合、各物理的下向きリンク制御チャネルをデコ
ーディングするための第２個数の
【００７５】

【数１６】

【００７６】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する段階とを含む。ここで、第１個数は
、前記第２個数と異なっている。
【００７７】
　本発明のさらに他の態様によれば、伝送時間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）で基地局によって伝送される第１形式の物理的下向きリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）または第２形式の物理的下向きリンク制御チャネルを受信するための
ユーザ装置が提供される。第１形式の物理的下向きリンク制御チャネル及び第２形式の物
理的下向きリンク制御チャネルは、同一の形式の無線ネットワーク臨時識別子（ＲＮＴＩ
：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）でスクラ
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ンブリングされた循環重複検査（ＣＲＣ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅ
ｃｋ）ビットを含む下向きリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝達する。ユーザ装置は、第１ビットマップサイズと同一
の複数のＴＴＩと関連した第１ビットマップを受信する受信機（第１ビットマップの各要
素は、ＴＴＩが第１形式であるかまたは第２形式であるか否かを示す）と、ＴＴＩが第１
形式のＴＴＩである場合、第１形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出し、ＴＴＩ
が第２形式のＴＴＩである場合、第２形式の物理的下向きリンク制御チャネルを検出する
検出器とを含む。
【００７８】
　本発明のさらに他の態様によれば、資源ブロック（ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅＢｌｏｃｋ）のセットの資源要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ
）で基地局によって伝送される物理的下向きリンク制御チャネルを受信するためのユーザ
装置を提供する。資源ブロックのセットのうち１つの資源ブロックが
【００７９】

【数１７】

【００８０】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置のうち１つで制御チャネル要素（ＣＣＥ）の結
合レベルを利用する伝送時間間隔（ＴＴＩ）上で複数の周波数サブキャリアを含む。ユー
ザ装置は、物理的下向きリンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックで資源
要素の数があらかじめ定められた数より小さいか否かを決定する比較器と、物理的下向き
リンク制御チャネルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定
められた数より小さい場合、第１個数の
【００８１】
【数１８】

【００８２】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定するか、物理的下向きリンク制御チャネ
ルを伝送するために必要な資源ブロックの資源要素の数があらかじめ定められた数と同一
であるかまたは大きい場合、第２個数の
【００８３】
【数１９】

【００８４】
候補物理的下向きリンク制御チャネル位置を決定する検索器（第１個数は第２個数と異な
っていることが特徴）と、各候補物理的下向きリンク制御チャネル位置で物理的下向きリ
ンク制御チャネルをデコーディングするデコーダーとを含む。
【００８５】
　本発明の他の態様、長所及び顕著な特徴は、添付の図面とともに本発明の実施例を開示
する以下の詳細な説明からこの技術分野における通常の知識を有する者に明確になる。
【００８６】
　第１実施例は、同一のフレームで両方ではないＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ＤＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）またはＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ＤＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によってユーザ装置共通ＤＣＩ（ＵＥ
－ｃｏｍｍｏｎ　ＤＣＩ）またはユーザ装置専用ＤＣＩ（ＵＥ－ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｄ
ＣＩ）をスケジューリングする下向きリンク（ＤＬ）制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを
提供する方法及び装置を考慮する。ＡＢＳ（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍ
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ｅ）のコンテキストで説明されたように、これは、ビットマップサイズと同一の複数のサ
ブフレーム、ユーザ装置がＰＤＣＣＨをモニタリングしなければならないサブフレーム及
びユーザ装置がＥＰＤＣＣＨをモニタリングしなければならないサブフレーム上で現われ
るビットマップを基地局がユーザ装置にシグナリングして行われる。ユーザ装置共通ＤＣ
Ｉ（またはユーザ装置専用ＤＣＩ）をスケジューリングするＤＣＩフォーマットをユーザ
装置に伝達するＥＰＤＣＣＨの存在は、要求される信頼度または容量を有する各ＰＤＣＣ
Ｈの存在を条件とする。
【００８７】
　異種ネットワークで、マクロ基地局のカバレージ領域にあり、それらの各ピコ基地局か
ら信号を安定的に受信するためのマクロ基地局によって伝送される信号によって強力な干
渉を経験するピコ基地局とユーザ装置が通信することができるようにするために、マクロ
基地局は、セル間干渉調整（ＩＣＩＣ：Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）目的でＡＢＳを使用することができる。ＡＢＳで、マク
ロ基地局は、ピコ基地局と通信する脆弱なユーザ装置に対して干渉が生成されることを避
けるために、伝送中のものを含めて一部信号の伝送電力を非常に減少させる。
【００８８】
　マクロ基地局からユーザ装置共通ＤＣＩをスケジューリングするＤＣＩフォーマットを
伝達するＰＤＣＣＨは、マクロ基地局のカバレージ領域ですべての可能なユーザ装置を含
む、複数のユーザ装置によって安定的に受信されることが要求される。このようなユーザ
装置は、それぞれのＰＤＣＣＨ検出信頼度を反映する広い領域のそれぞれのＳＩＮＲ（Ｓ
ｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を経
験することができる。結局、最悪のＳＩＮＲを経験するユーザ装置のグループで、ユーザ
装置で要求される検出信頼度を保障するために、ユーザ装置共通ＤＣＩをスケジューリン
グするＤＣＩフォーマットをユーザ装置のグループに伝達するＰＤＣＣＨは、正格電力で
伝送されることが好ましい。したがって、マクロ基地局と通信するユーザ装置は、実際に
、ＡＢＳの間にユーザ装置共通ＤＣＩに対してスケジューリングされることができない。
同一のものがマクロ基地局が一般的にＡＢＳで伝送することができないユーザ装置専用Ｄ
ＣＩに対して実際に適用される。
【００８９】
　前述した制限を避けるために、マクロ基地局は、ＡＢＳでＳＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＲＡ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）応答、ペイジングまたはユー
ザ装置専用ＤＣＩのような、ユーザ装置共通ＤＣＩを提供するＥＰＤＣＣＨを伝送するこ
とができる。ユーザ装置共通ＤＣＩをスケジューリングするＤＣＩフォーマットの伝送が
重複されることを避けるために、非－ＡＢＳでマクロ基地局は、ただＰＤＣＣＨを利用し
てＤＣＩフォーマットを伝送することができる。ＰＤＣＣＨは、実質的に全体下向きリン
ク帯域幅にわたっていて、ユーザ装置で検出は、ＣＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を基礎とするので、同一の伝送電力及びコーディングレートのため
に、ＰＤＣＣＨは、さらに悪い周波数ダイバシティを経験することができる分散ＥＰＤＣ
ＣＨより典型的に安定的である。なぜなら、これは、ただいくつかのＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）にわたっていて、これらＰＲＢに含まれたＤＭ
ＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に基礎する悪い
チャネル推定を利用してＥＰＤＣＣＨを検出するからである。
【００９０】
　図９は、本発明の実施例によるＥＰＤＣＣＨの条件付き伝送を示す図である。
【００９１】
　図９を参照すれば、１０個のサブフレームで構成されるフレームで、サブフレーム０　
９００、サブフレーム２　９０２、サブフレーム４　９０４、サブフレーム５　９０５、
及びサブフレーム９　９０９は、ユーザ装置に対して非－ＡＢＳで構成される。一方、サ
ブフレーム１　９０１、サブフレーム３　９０３、サブフレーム６　９０６、サブフレー
ム７　９０７、及びサブフレーム８　９０８は、ユーザ装置に対してＡＢＳで構成される
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。その構成は、サイズ１０のビットマップそれぞれを通じて行われる。サブフレーム１の
ようなＡＢＳで、マクロ基地局は、一部のＲＢ　９１５で中断された伝送（ゼロ電力）、
ＰＤＣＣＨ　９１０及びＰＤＳＣＨを含んで、減少された電力で伝送する。マクロ基地局
は、それらそれぞれのＲＢ　９２０及び９２５で正格電力を有するＥＰＤＣＣＨを伝送す
る。ＰＤＣＣＨの伝送が存在しないか、または減少された電力を有しているので、ＳＩ－
ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩによってスクランブリング
されるＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの伝送は、ＥＰＤＣＣＨによって行われること
ができる。マクロ基地局は、正格電力ＰＤＳＣＨを各ＰＲＢ　９３０で伝送することがで
きる。ここで（９３０）、実際にピコ基地局は、マクロ基地局から強い干渉を経験する各
ユーザ装置にＰＤＳＣＨを伝送しない。逆に、サブフレーム５のような非－ＡＢＳで、マ
クロ基地局は、正格電力を有するＰＤＣＣＨ　９４０を伝送する。マクロ基地局は、また
、各ＰＲＢ　９５０、９５２、９５４、９５６、９６０で（一部のユーザ装置のための）
正格電力ＥＰＤＣＣＨを伝送することができる。正格電力を有するＰＤＣＣＨの伝送によ
って、ＥＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨによってその代わりに伝達されるＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｒ
Ａ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＣ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされたＣＲ
Ｃを有するＤＣＩフォーマットを伝達する必要がない。
【００９２】
　（ＳＩ、ＲＡ応答またはペイジングのような）ユーザ装置共通ＤＣＩまたはユーザ装置
専用ＤＣＩをスケジューリングするＤＣＩフォーマットを得るために、ユーザ装置は、Ａ
ＢＳサブフレームの向上したＣＳＳまたは向上したユーザ装置－ＤＳＳそれぞれで、（そ
れぞれＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＣ－ＲＮＴＩでスクラン
ブリングされるＣＲＣを有する）ＥＰＤＣＣＨそれぞれに対するデコーディング動作を行
い、非－ＡＢＳのレガシーＣＳＳまたはレガシーＵＥ－ＤＳＳで（ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ
－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＣ－ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣを有す
る）各ＰＤＣＣＨに対するデコーディング動作を行う。
【００９３】
　図１０は、本発明の実施例によってユーザ装置がＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ
－ＲＮＴＩ、またはＣ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされるＣＲＣを有するＤＣＩ
フォーマットを伝達するＥＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨを検出するために行うデコーディン
グ動作を示す。
【００９４】
　図１０を参照すれば、デコーディング動作１０００で、ユーザ装置は、構成されたサブ
フレーム形式によって（１０１０）、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩま
たはＣ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを
伝達するＥＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨを検出するためのデコーディング動作を行う。ユー
ザ装置デコーダーは、例えば、図３で説明されたように、次の追加的な制御機の機能を有
することができる。もしサブフレームがＡＢＳなら、ユーザ装置共通ＤＣＩまたはユーザ
装置専用ＤＣＩをスケジューリングするＤＣＩフォーマットは、ただＥＰＤＣＣＨによっ
て提供されることができ、ユーザ装置は、ただ向上したＣＳＳまたは向上したＵＥ－ＤＳ
ＳでこれらＥＰＤＣＣＨに対するデコーディング動作を行うことができる（１０２０）。
もしサブフレームがＡＢＳではなければ、ユーザ装置共通ＤＣＩまたはユーザ装置専用Ｄ
ＣＩをスケジューリングするＤＣＩフォーマットは、ただＰＤＣＣＨによって提供される
ことができ、ユーザ装置は、ただレガシーＣＳＳまたはレガシーＵＥ－ＤＳＳでこれらＰ
ＤＣＣＨに対するデコーディング動作を行うことができる（１０３０）。
【００９５】
　ＥＰＤＣＣＨの使用ないＡＢＳの使用は、ＡＢＳでＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨをスケ
ジューリングするためのマクロ基地局の不能によって、大部分のユーザ装置に対してマク
ロ基地局によって支援されることができる下向きリンクまたは上向きリンクＨＡＲＱ（Ｈ
ｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）プロセスの数を制限
することができる。マクロ基地局及びピコ基地局で（ＲＢにわたった）周波数ドメインで
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ＥＰＤＣＣＨ及び干渉コーディネーションの使用は、すべてのＨＡＲＱプロセス及び向上
したシステム動作を使用することができるようにする。しかし、各ＰＵＳＣＨでデータ情
報の受信に対応するマクロ基地局からのＨＡＲＱプロセス（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号）のた
めのＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号の伝送は、例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋシグナリングの不在またはＨＡＲＱ－ＡＣＫシグナリングの電力制限によってＡＢＳで
制限されることができる。また、各ＥＰＤＣＣＨによるＤＣＩフォーマットの伝送に関す
る同一の接近法がこのような場合に従うことができる。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号がマクロ基
地局によって伝送されるサブフレームなのがユーザ装置に対してＡＢＳで構成されれば、
その伝送は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を伝送するための一部ＲＥを利用することによって、
ＥＰＤＣＣＨ伝送のために構成されるＰＲＢで発生することができる。そうではなく、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ信号がマクロ基地局によって伝送されるサブフレームがユーザ装置に対し
て非－ＡＢＳで構成されれば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号の伝送は、（一部ＲＥがＨＡＲＱ－
ＡＣＫ信号を伝送するようにすることによって）一般的にレガシー下向きリンク制御領域
で発生する。
【００９６】
　ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨがユーザ装置共通ＤＣＩまたはユーザ装置専用ＤＣＩの
伝送をスケジューリングするＤＣＩフォーマットを提供することに追加して、ＰＤＣＣＨ
またはＥＰＤＣＣＨはＴＰＣ－ＲＮＴＩによってスクランブリングされたＣＲＣを有する
ＤＣＩフォーマットを通じて（ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨそれぞれをスケジューリング
せず）伝送電力制御（ＴＰＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）命令をユーザ装置のグループに提供することができる。ＴＰＣ命令のグループで各ＴＰ
Ｃ命令は、ユーザ装置のグループでユーザ装置に対して意図されたものであり、各ユーザ
装置は、これに対して意図されたＴＰＣ命令のＤＣＩフォーマットに配置されるように構
成される。ＰＤＣＣＨ及びＥＰＤＣＣＨ両方によってＴＰＣ－ＲＮＴＩでスクランブリン
グされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの伝送で重複を避けるために、そしてレガシ
ーＣＳＳの容量制限を避けるために、ユーザ装置は、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨに対
してデコーディング動作をそれぞれ行うか否かで構成されることができる。例えば、レガ
シーＣＳＳは、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＴＰＣ－ＲＮＴ
ＩでスクランブリングされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨを伝送するためにサブフレームで
使用されることが要求されるただ１６個制御チャネル要素（ＣＣＥ：Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）で構成されるので、レガシーＣＣＳの容量制限が発生す
ることができる。ＡＢＳの存在を考慮しないとき、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、ま
たはＰ－ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの伝送は
、ＰＤＣＣＨによって独占的に行われ、一方、ユーザ装置は、ＴＰＣ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブリングされたＤＣＩフォーマットの伝送がＰＤＣＣＨによるものであるか、あるいは
ＥＰＤＣＣＨによるものであるか否かに基づいて構成される。したがって、ユーザ装置は
、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、またはＰ－ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲ
Ｃを有するＤＣＩフォーマットのためのレガシーＣＳＳをモニタリングすることができる
。しかし、ユーザ装置は、ＴＰＣ－ＲＮＴＩ（または、一般的に他のユーザ装置共通ＲＮ
ＴＩ）でスクランブリングされるＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットのための向上したＣ
ＳＳ（ＥＰＤＣＣＨ）またはレガシーＣＳＳ（ＰＤＣＣＨ）をモニタリングするように構
成されることができる。
【００９７】
　図１１は、本発明の実施例による向上したＣＳＳ及びレガシーＣＳＳでユーザ装置がデ
コーディング動作を行うためのプロセスを示す図である。
【００９８】
　図１１を参照すれば、デコーディング動作１１００を行うためのプロセスで、ユーザ装
置（非－ＡＢＳで）は、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、またはＰ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを潜在的に検出するために、レガシ
ーＣＳＳでＰＤＣＣＨに対するデコーディング動作を常に行う。しかし、ＴＰＣ－ＲＮＴ
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ＩでスクランブリングされたＤＣＩフォーマットのために、ユーザ装置は、向上したＣＳ
ＳでＥＰＤＣＣＨまたはレガシーＣＳＳでＰＤＣＣＨに対してデコーディング動作を行う
ように構成される（１１１０）。ユーザ装置デコーダーは、例えば、図３で説明されたよ
うに、次の追加的な制御機の機能を有することができる。ユーザ装置がＴＰＣ－ＲＮＴＩ
でスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットのためにＰＤＣＣＨのデコ
ーディング動作を行うように構成されれば（１１２０）、ユーザ装置は、レガシーＣＳＳ
をモニタリングし、そのようなＤＣＩフォーマットのための向上したＣＳＳでＥＰＤＣＣ
Ｈのデコーディング動作を行わない（１１３０）。ユーザ装置がＴＰＣ－ＲＮＴＩでスク
ランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットのためのＥＰＤＣＣＨのデコーデ
ィング動作を行うように構成されれば、ユーザ装置は、向上したＣＳＳをモニタリングす
ることができ、そのようなＤＣＩフォーマットのためにレガシーＣＳＳでＰＤＣＣＨのデ
コーディング動作を行わない（１１４０）。
【００９９】
　一般的に、ネットワークがＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨに対して最も強固で、安定的な
検出を提供することを希望するとき、またはユーザ装置が経験しているチャネル条件に関
する情報をネットワークが少ししか有していないとき、ＴＰＣ－ＲＮＴＩでスクランブリ
ングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットのサイズは、ＰＤＳＣＨ（ＤＣＩフォーマ
ット１Ａ）またはＰＵＳＣＨ（ＤＣＩフォーマット０）をスケジューリングするＣ－ＲＮ
ＴＩでスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットのサイズと同一に設計
される。Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットは、
ＣＳＳで伝送された唯一のフォーマットである。同一のＤＣＩフォーマットサイズを有し
、ただＴＰＣ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩによってＣＲＣのスクランブリングで他のも
のによって、ユーザ装置は、任意のこれらＤＣＩフォーマットが候補ＰＤＣＣＨでまたは
ＥＰＤＣＣＨで伝達されるか否かを単一デコーディング動作と判断することができる。ユ
ーザ装置がサブフレームで行われることが要求されるデコーディング動作の最大数が増加
することを避けるために、ユーザ装置は、（ＴＰＣ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩでスク
ランブリングされるＣＲＣを有する）ＤＣＩフォーマットの伝送が常に同一のＣＳＳ（レ
ガシーまたは向上した）で行われ、ユーザ装置がこれに伝送されるＣ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブリングされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットの存在を決定するために、他のＣＳ
Ｓで追加デコーディング動作を行わないものと推定することができる。
【０１００】
　本発明の第２実施例は、ＰＲＢ当たり向上したＣＣＥ（ＥＣＣＥ）のために必要なＲＥ
の数がサブフレームにわたって変更されるとき、ＥＰＤＣＣＨのための伝送及び検出プロ
セスを考慮する。
【０１０１】
　利用することができるＥＰＤＣＣＨの伝送のためのＰＲＢ当たりＲＥの数でサブフレー
ムにわたった変更の第１結果は、支援されることができるＥＰＤＣＣＨの平均個数が各資
源が変化するにつれて変更されることができることである。サブフレーム当たり伝送され
ることができるＥＰＤＣＣＨの平均個数の変更を減らすために、ユーザ装置は、ＰＲＢ当
たりＥＰＤＣＣＨ伝送のために利用することができる各ＲＥの数によって潜在的なＥＰＤ
ＣＣＨ伝送に対するモニターのために少なくとも２個のセットのＰＲＢを構成することが
できる。（分散ＥＰＤＣＣＨのためのＰＲＢがＰＤＣＣＨ伝送のためのサブフレームシン
ボルと類似になり、追加情報の伝送を通じて動的に決定されない場合）このＲＥの数は、
分散ＥＰＤＣＣＨと集中ＥＰＤＣＣＨとの間に異なることができる。
【０１０２】
　例えば、サブフレームで干渉測定またはＣＳＩ－ＲＳ伝送のために割り当てられるＲＥ
が存在するとき、または（ＥＰＤＣＣＨ伝送の開始シンボルがサブフレーム別に多様な場
合）サブフレーム当たりＥＰＤＣＣＨ伝送のための複数のサブフレームが存在するとき、
ＰＲＢ当たりＥＰＤＣＣＨ　ＲＥの数はあらかじめ定められた値以下になることができ、
それでは、ユーザ装置は、ＥＰＤＣＣＨ伝送のためにＰＲＢの第１セットを考慮すること
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ができ、そうではなければ、ユーザ装置は、ＰＲＢの第２セットを考慮することができる
。ここで、第１セットでＰＲＢの数は、第２セットでＰＲＢの数より大きくなることがで
きる。
【０１０３】
　第１例示的な方法で、ＥＰＤＣＣＨ伝送に対して利用することができるＲＥの数がサブ
フレーム当たりＰＲＢ別に動的に変更するので、ユーザ装置は、どんなセットのＰＲＢ（
第１セットまたは第２セット）をＥＰＤＣＣＨ伝送に対して考慮するかを（サブフレーム
基盤で）動的に決定する。例えば、ユーザ装置は、一番目のサブフレームシンボルで伝送
されるチャネルを検出し、レガシー下向きリンク制御領域に対するサブフレームシンボル
の数を通知することによって、ＥＰＤＣＣＨ伝送のための開始サブフレームシンボルを決
定することができる。ユーザ装置は、レガシー下向きリンク制御領域が３個サブフレーム
シンボルにわたっていれば、ＥＰＤＣＣＨ伝送のために第１セットのＰＲＢを考慮し、レ
ガシー下向きリンク制御領域が１個または２個サブフレームシンボルにわたっていれば、
ＥＰＤＣＣＨ伝送のために第２セットのＰＲＢを考慮する。
【０１０４】
　図１２は、本発明の実施例によるそれぞれ異なるセットのサブフレームでＥＰＤＣＣＨ
伝送のために他のセットのＰＲＢを利用するプロセスを示す図である。
【０１０５】
　図１２を参照すれば、プロセス１２００で、ＥＰＤＣＣＨ伝送のために利用することが
できるＰＲＢ当たりＲＥの数は、あらかじめ定められた値 
【０１０６】

【数２０】

【０１０７】
と比較される（１２１０）。ＲＥの数が
【０１０８】
【数２１】

【０１０９】
より小さい場合、第１個数のＰＲＢ　１２３０、１２３２、１２３４、１２３６、１２３
８で構成される第１セットのＰＲＢが与えられたサブフレームでＥＰＤＣＣＨ伝送に使用
される（１２２０）。そうではなければ、ＲＥの数が
【０１１０】
【数２２】

【０１１１】
より小さくない場合、第２個数のＰＲＢ　１２５０、１２５２、１２５４、１２５６、１
２５８で構成される第２セットのＰＲＢが与えられたサブフレームでＥＰＤＣＣＨ伝送に
使用される（１２４０）。
【０１１２】
　ＥＰＤＣＣＨ伝送のために、ＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数の変化から追加的な影響
が存在する。多様なＥＣＣＥサイズがＰＲＢでＲＥの数を考慮せず、ＰＲＢ当たり同一の
数のＥＣＣＥを維持するように使用される場合、与えられたＥＣＣＥ結合レベルに対応す
るＥＰＤＣＣＨの検出信頼度が変化する。例えば、ＥＣＣＥ当たりＲＥの数が第１値であ
るとき、１つのＥＣＣＥで構成されるＥＰＤＣＣＨを利用するＤＣＩフォーマットの伝送
が可能であることができるが、ＥＣＣＥ当たりＲＥの数が（さらい小さい）第２値である
とき、可能ではないことができる。これは、後者の場合で、コードレートは、近接するか
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、または甚だしくは１を超過することができるからである。同一のＥＣＣＥサイズが使用
される場合、ＰＲＢ当たりＥＣＣＥの数は変更される。
【０１１３】
　第２例示的な方法において、前述した短所を避けるために、ＥＣＣＥサイズが変化する
とき、あるいはＥＣＣＥサイズが定数であるとき、ＰＲＢ当たりＥＰＤＣＣＨ伝送のため
のＲＥの数の変化に対して適応するために、ユーザ装置は、少なくとも２個の個別セット
のサブフレームで各ＥＣＣＥ結合レベルに対して少なくとも２セットのＥＰＤＣＣＨ候補
で構成されることができる。例えば、
【０１１４】
【数２３】

【０１１５】
ＥＣＣＥに対して、ＥＣＣＥ当たりＲＥの数があらかじめ定められた値より小さい場合、
第１セットの各ＥＰＤＣＣＨ候補
【０１１６】

【数２４】

【０１１７】
は、
【０１１８】
【数２５】

【０１１９】
になることができ、そうではなければ、
【０１２０】
【数２６】

【０１２１】
になることができる。
【０１２２】
　代案的に、ＥＰＤＣＣＨ伝送のための平均ＥＣＣＥサイズがあらかじめ定められた値未
満のサブフレームで、さらい小さいＥＣＣＥ結合レベルのための一部あるいは全部のデコ
ーディング動作は、分散ＥＰＤＣＣＨ伝送のためのデコーディング動作に追加されること
ができる。例えば、集中ＥＰＤＣＣＨ伝送のための第１セットのＥＰＤＣＣＨ候補は、
【０１２３】

【数２７】

【０１２４】
になることができ、第２セットのＥＰＤＣＣＨ候補は、
【０１２５】
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【数２８】

【０１２６】
になることができる。抜けた候補は、各第１セットの候補が
【０１２７】

【数２９】

【０１２８】
になることができ、各第２セットの候補が
【０１２９】

【数３０】

【０１３０】
になることができる分散ＥＰＤＣＣＨの伝送に割り当てられることができる。ＥＰＤＣＣ
Ｈ伝送のために構成されたＰＲＢのセットの場合に対して先立って論議されたように、サ
ブフレーム別にＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数が動的に変わるので、ユーザ装置は、サ
ブフレームで考慮されるＥＰＤＣＣＨ候補のセットを（サブフレーム基盤で）動的に決定
する。
【０１３１】
　図１３は、本発明の実施例によってユーザ装置がＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数によ
る各ＥＣＣＥ結合レベルのためのＥＰＤＣＣＨ候補の数を決定するプロセスを示す図であ
る。
【０１３２】

【数３１】

【０１３３】
　第３例示的な方法において、ＥＰＤＣＣＨ伝送の柔軟性をさらに増大するために、ＰＲ
Ｂ当たりＥＣＣＥサイズを変更するか、ＰＲＢ当たりＥＣＣＥの数を変更するように、Ｐ
ＲＢ当たりＥＰＤＣＣＨ伝送のために必要なＲＥの数があらかじめ定められた値より小さ
いとき、ＰＲＢクラスタが使用されることができる。例えば、ＲＥの数があらかじめ定め
られた値より小さい場合、ユーザ装置は、ＥＰＤＣＣＨ伝送のために構成されたＰＲＢが
実際にＰＲＢの隣接するクラスタであることを考慮することができる（例えば、追加ＰＲ
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Ｂは、構成されたＰＲＢに関して対称的であり、次のＰＲＢから始まる）。そうではなけ
れば、ユーザ装置は、名目上の意味（単一ＰＲＢ）を有する構成されたＰＲＢを考慮する
ことができる。ＥＰＤＣＣＨ伝送が多重の隣接するＰＲＢで行われる場合、ＥＣＣＥの多
重化は、ＥＰＤＣＣＨ伝送が各ＥＣＣＥが単一ＰＲＢの場合に対して同一の多重のＲＥに
わたっている例外を有する単一ＰＲＢ上で行われる場合になることができる。ＰＲＢの数
に対して同一の向上（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ）が適用される。ここで、第１セットのＰ
ＲＢは、ＥＰＤＣＣＨ伝送のためにＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数が第１値であるとき
に使用される。（例えば、どんなＣＳＩ－ＲＳ伝送もないか、またはレガシー下向きリン
ク制御領域がユーザ装置が毎サブフレーム当たりこのサイズを決定するものと仮定する第
１サイズを有するとき）そして（さらに大きい）第２セットのＰＲＢは、ＥＰＤＣＣＨ伝
送のためにＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数が（さらに小さい）第２値であるとき、使用
される（ＣＳＩ－ＲＳ伝送があるか、またはレガシー下向きリンク制御領域が第１サイズ
より大きい第２サイズを有する）。これは、レガシー下向きリンク制御領域が大きいサイ
ズを有するＣＳＩ－ＲＳ伝送があるとき、ＥＰＤＣＣＨ伝送のために利用することができ
るＰＲＢ当たりＲＥの数が減少し、このような減少は、各ＲＢの数が比例して増加するこ
とによって補償されることができるからである。
【０１３４】
　図１４は、本発明の実施例によってユーザ装置がＥＰＤＣＣＨ伝送のために使用される
ＰＲＢの数及びＥＰＤＣＣＨ伝送別にＰＲＢ当たり利用可能なＲＥの数によるＥＣＣＥの
割り当てを決定するプロセスを示す。
【０１３５】
　図１４を参照すれば、プロセス１４００で、ユーザ装置は、まず、あらかじめ定められ
た値とＰＲＢ当たりＲＥの数を比較する（１４１０）。ＰＲＢ当たりＲＥの数が
【０１３６】
【数３２】

【０１３７】
より小さくない場合、ユーザ装置は、サブフレーム別に単一ＰＲＢ当たり集中ＥＰＤＣＣ
Ｈ伝送を考慮することができる（１４２０）。ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳまたは他
の信号の伝送のためのＲＥを明示的に説明しなければ、ＰＲＢ　１４３０、１４３２、１
４３４、１４３６当たり４個のＥＣＣＥが存在する。そうではなく、ＰＲＢ当たりＲＥの
数が
【０１３８】
【数３３】

【０１３９】
より小さい場合、ユーザ装置は、２個のＰＲＢ当たり集中ＥＰＤＣＣＨ伝送を考慮するこ
とができ、ＰＲＢ当たり２個のＥＣＣＥが存在する。ＥＣＣＥ　１４５０、１４５２、１
４５４、１４５６の数及び構造は、ＰＲＢ当たり伝送されるＥＰＤＣＣＨの場合と同一で
あることができる。しかし、各ＥＣＣＥは、ＲＥの数の２倍を占める。
【０１４０】
　以前の３個の例示的な方法において、それぞれあらかじめ定められた値は、基地局によ
ってユーザ装置にシグナリングされるか、またはユーザ装置がデコーディングするように
構成された各ＤＣＩフォーマットのための情報ビット（ペイロード）の数に基づいてユー
ザ装置によって決定されることができる。例えば、第３実施例に対して、ＰＲＢ当たりＲ
Ｅの数は、第１ＤＣＩフォーマットのペイロードに適合することができるが、第２ＤＣＩ
フォーマットのペイロードに適合しにないこともできる。あらかじめ定められた値は、１
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個のＥＣＣＥのようなＥＣＣＥのレファレンス数での各ＤＣＩフォーマット伝送が達成さ
れることができるコードレートになることができる。ユーザ装置は、前者の場合、単一Ｐ
ＲＢを考慮し、後者の場合、２個ＰＲＢのクラスタを考慮する。
【０１４１】
　以前の３個の例示的な方法は、組合されることができる。例えば、第２及び第３方法で
、ユーザ装置が（ＥＰＤＣＣＨ伝送のためのＰＲＢでＲＥの数に基づいて）集中ＥＰＤＣ
ＣＨ伝送が単一ＰＲＢ（ＰＲＢ当たり４個のＥＣＣＥ）上で行われるものと決定するとき
、これは、また、ＥＣＣＥ結合レベルの第１セットに対してＥＰＤＣＣＨ候補の第１セッ
トを考慮することができる。一方、集中ＥＰＤＣＣＨ伝送が２個のＰＲＢ（ＰＲＢ当たり
２個のＥＣＣＥ）上で行われるものと決定されるとき、これは、ＥＣＣＥ結合レベルの第
２セットに対してＥＰＤＣＣＨ候補の第２セットが考慮されることができる。
【０１４２】
　以前の３個の方法それぞれに対する説明は、ＥＰＤＣＣＨの検出に適用するためのパラ
メータセットを決定することに基づく条件をサブフレーム基盤で決定するユーザ装置に対
して行われたものである。しかし、以前の３個の方法それぞれは、例えば、ユーザ装置が
サブフレーム当たりレガシー下向きリンク制御領域のサイズを決定しない場合のように、
ユーザ装置が条件に影響を及ぼすパラメータをサブフレーム基盤で決定しない場合に適用
されることができる。そのような場合において、各方法のためのパラメータセットは、上
位階層シグナリングを通じて基地局によってユーザ装置に対して構成されることができる
。例えば、ユーザ装置が１個または２個サブフレームシンボルのレガシー下向きリンク制
御領域サイズを推定するように構成されれば、第１セットのパラメータは、（第３方法の
場合の単一ＰＲＢのように）各方法のために暗示的に構成される。一方、ユーザ装置が３
個サブフレームシンボルのレガシー下向きリンク制御領域サイズを推定するように構成さ
れれば、第２セットのパラメータは、（第３方法の場合に２個ＰＲＢのクラスタのように
）各方法のために暗示的に構成される。この構成は、また、サブフレームによることがで
きる。例えば、どんなＣＳＩ－ＲＳ伝送もないサブフレームで、第１セットのパラメータ
が各方法のために構成されることができる。そうではなければ、第２セットのパラメータ
が各方法のために構成されることができる。
【０１４３】
　図１５は、本発明の実施例によるＥＰＤＣＣＨ伝送に使用されることができるＰＲＢの
数、ＥＣＣＥ結合レベル当たり候補の数、またはＥＰＤＣＣＨ伝送に使用されるＰＲＢの
クラスタでＰＲＢの数を含む１つ以上の条件によるＥＰＤＣＣＨによって伝達されるＤＣ
Ｉフォーマットを検出するためのユーザ装置デコーダーを示す。
【０１４４】
　図１５を参照すれば、プロセス１５００で、ユーザ装置は、まず、ＰＲＢの数、ＥＣＣ
Ｅ結合レベル当たりＥＰＤＣＣＨ候補の数、またはＥＰＤＣＣＨ伝送のために使用される
ＰＲＢクラスタでＰＲＢの数を決定する（１５１０）。この決定は、ユーザ装置によって
行われるか、または上位階層シグナリングを通じて基地局によって構成されることもでき
る。ユーザ装置が各ＥＣＣＥ結合レベル当たり候補の数またはＥＰＤＣＣＨ伝送のための
資源（ＰＲＢ）を決定すれば、候補ＥＰＤＣＣＨで受信された制御信号１５２０が復調さ
れ、結果ビットがデインタリーブ（ｄｅ－ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ）され（１５３０）、
基地局送信機に適用されたレートマッチングが復元され（１５４０）、そしてデータがそ
の後にデコーディングされる（１５５０）。デコーディング後、ＤＣＩフォーマットビッ
ト１５７０がＣＲＣビットを抽出（１５６０）した後に得られる。その後、ＣＲＣビット
は、ＤＣＩフォーマットに対応するＲＮＴＩ　１５８５でＸＯＲ演算が適用され、デ－マ
スキングされる（１５８０）。最後に、ユーザ装置は、ＣＲＣテストを行う（１５９０）
。ＣＲＣテストを通過すれば、ユーザ装置は、そのＤＣＩフォーマットを有効なものと見
なし、ＰＤＳＣＨで信号受信またはＰＵＳＣＨで信号伝送のためのパラメータを決定する
。もしＣＲＣテストを通過することができなければ、ユーザ装置は、推定されるＤＣＩフ
ォーマットを無視する。
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【０１４５】
　一方、本明細書と図面を通じて本発明の好ましい実施例について説明し、たとえ特定用
語が使用されたが、これは、ただ本発明の技術内容を容易に説明し、発明の理解を助ける
ための一般的な意味として使用されたものに過ぎず、本発明の範囲を限定しようとするも
のではない。ここに開示された実施例以外にも、本発明の技術的思想に基づく他の変形例
が実施可能であるということは、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者
に自明である。
【符号の説明】
【０１４６】
４００　伝送プロセス
４６０　インタリービング
４９４　第１ユーザ装置
４９５　第２ユーザ装置
４９６　第３ユーザ装置
４９７　第４ユーザ装置
５１０　レガシーＰＤＣＣＨ送信
５６０、５６２、５６４、５６６、５６８　ＰＤＳＣＨ送信
６００　ネットワーク
６１０　第１ユーザ装置
６１５　第１ピコ基地局
６２０　第２ユーザ装置
６２５　第２ピコ基地局
６３０　第３ユーザ装置
６３５　第３ピコ基地局
６４０　第４ユーザ装置
６４５　マクロ基地局
７００　異種ネットワーク
７１０　第１ユーザ装置
７１５　第１ピコ基地局
７２０　第２ユーザ装置
７２５　第２ピコ基地局
７３０　第３ユーザ装置
７３５　マクロ基地局
７４０　マクロ基地局
７５０　サブフレーム
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