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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置用の制御情報を送信するベース・ユニットにおける方法であって、
　通信装置に関連した制御情報を含む制御チャネル・メッセージを生成する工程と、
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式に関連したオフセットに基
づいて制御領域内の探索空間における一組のリソースの位置を判断する工程であって、探
索空間における前記一組のリソースは、少なくとも制御チャネル・メッセージの前記制御
チャネル・メッセージ形式と前記通信装置に関連した識別子とに基づく前記工程と、
　制御チャネル・メッセージを送信するための前記判断された一組のリソースからリソー
スの部分集合を選択する工程と、
　第１搬送波において制御領域の前記選択したリソースにより制御チャネル・メッセージ
を送信する工程と、を備える方法。
【請求項２】
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、該制御チャネル・メッ
セージが第１搬送波を含まない１つ以上の追加の搬送波に対するものであることを示す請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　制御情報を判断する通信装置における方法であって、
　ベース・ユニットから第１搬送波上の制御領域において通信装置に関連した制御チャネ
ル・メッセージを受信すると、
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　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式に関連したオフセットに基
づいて制御領域内の探索空間における一組のリソースの位置を判断する工程であって、探
索空間における前記一組のリソースは、少なくとも制御チャネル・メッセージの前記制御
チャネル・メッセージ形式と前記通信装置に関連した識別子とに基づく前記工程と、
　制御チャネル・メッセージについて探索空間における前記一組のリソースの復号を試行
する工程と、
　復号した制御チャネル・メッセージから制御情報を判断する工程と、を備える方法。
【請求項４】
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、該制御チャネル・メッ
セージが第１搬送波を含まない１つ以上の追加の搬送波に対するものであることを示す請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、第１搬送波を含まない
１つ以上の追加の搬送波に関連する識別子を示す請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、ダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットである請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記オフセットは、制御チャネル・メッセージにおける制御情報が第１搬送波に対して
リソースをスケジュールする場合、第１オフセットに対応し、
　前記オフセットは、制御チャネル・メッセージにおける制御情報が第２搬送波に対して
リソースをスケジュールする場合、第２オフセットに対応する、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　探索空間における一組のリソースを判断する工程は、一組の候補制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ）が探索空間における一組の候補物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対
応することを判断する工程を含む請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　制御チャネル・メッセージは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）メッセー
ジである請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　制御領域内の探索空間は、制御チャネル要素（ＣＣＥ）数に関連する請求項３に記載の
方法。
【請求項１１】
　サブフレーム指標、制御チャネル要素（ＣＣＥ）数、制御領域におけるＣＣＥの総数、
またはブラインド復号の最大試行数のうちの一又は複数に基づいて、探索空間における一
組のリソースを判断する工程をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　通信装置の識別子は、無線ネットワークの一時的識別子である請求項３に記載の方法。
【請求項１３】
　ベース・ユニットから、通信装置によって監視されるべき複数の搬送波を示す構成メッ
セージを受信する工程をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項１４】
　制御情報を判断する通信装置であって、
　ベース・ユニットからの第１搬送波上の制御領域により通信装置に関連した制御チャネ
ル・メッセージを受信する送受信器と、
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式に関連したオフセットに基
づいて制御領域内の探索空間における一組のリソースの位置を判断し、制御チャネル・メ
ッセージに対する探索空間における前記一組のリソースの復号を試行し、復号した制御チ
ャネル・メッセージから制御情報を判断する少なくとも１つのプロセッサとを備え、
　探索空間における前記一組のリソースは、少なくとも制御チャネル・メッセージの前記
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制御チャネル・メッセージ形式と通信装置に関連した識別子とに基づく、通信装置。
【請求項１５】
　制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、該制御チャネル・メッ
セージが第１搬送波を含まない１つ以上の追加の搬送波に対するものであることを示す請
求項１４に記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記オフセットは、制御チャネル・メッセージにおける制御情報が第１搬送波に対して
リソースをスケジュールする場合、第１オフセットに対応し、
　前記オフセットは、制御チャネル・メッセージにおける制御情報が第２搬送波に対して
リソースをスケジュールする場合、第２オフセットに対応する、請求項１４に記載の通信
装置。
【請求項１７】
　制御チャネル・メッセージは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）メッセー
ジである請求項１４に記載の通信装置。
【請求項１８】
　制御領域内の探索空間は、制御チャネル要素（ＣＣＥ）数に関連する請求項１４に記載
の通信装置。
【請求項１９】
　少なくとも１つのプロセッサは、サブフレーム指標、制御チャネル要素（ＣＣＥ）数、
制御領域におけるＣＣＥの総数、またはブラインド復号の最大試行数のうちの一又は複数
に基づいて、探索空間における一組のリソースを判断する請求項１４に記載の通信装置。
【請求項２０】
　通信装置の識別子は、無線ネットワークの一時的識別子である請求項１４に記載の通信
装置。
【請求項２１】
　送受信器は、ベース・ユニットから、通信装置によって監視されるべき複数の搬送波を
示す構成メッセージを受信する請求項１４に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して無線通信の分野に関し、特に、無線通信のベース・ユニットおよび装
置用の制御チャネル管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的には、通信システムでは、割り当てられたチャネルは、データを送り、さらにシ
ステムの制御信号送信またはメッセージ送信に対して利用される。制御信号またはメッセ
ージは、制御チャネル（ＣＣＨ）で送信されることがあり、ネットワークまたは基地局か
らユーザ機器へのダウンリンク送信としても知られる順方向リンク送信と、ユーザ機器か
らネットワークまたは基地局へのアップリンク送信としても知られる逆方向リンク送信と
の両方に使用される。ここでは、制御シグナリングは、基準信号またはパイロットを参照
するか、または、同期信号送信（など）を参照する一方で、制御メッセージングは、シス
テム情報（ネットワークおよびユーザ機器の構成情報を含む）、スケジューリングおよび
リソース割当情報、ハイブリッドＡＲＱ情報（冗長バージョン情報、新しいデータ指標、
ハイブリッドＡＲＱ処理ＩＤ情報）、電力制御情報、呼出し情報、ランダム・アクセス応
答情報などの送信を参照している。ＵＴＲＡのＬＴＥ（ロング・ターム・レボリューショ
ン）などのシステムでは、ダウンリンク制御チャネルは、単一の復号可能な要素（制御チ
ャネル要素（ＣＣＥ）と呼ばれる）、または、復号可能な要素の集合（制御チャネル要素
群（ＣＣＥ）と呼ばれる）からなり、ユーザ機器は、ＣＣＥの大きな群から、特定のユー
ザ機器に対して意図したＣＣＥの部分集合を識別しなければならない。特定のＣＣＥ数（
集合レベル：ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）Ｌ（例えば、Ｌ＝１，２，４，８個
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のＣＣＥ）で監視または復号を試みるべく、特定のユーザ機器に対して意図したＣＣＥの
部分集合は、特定のＣＣＥ数Ｌでのそのユーザ機器用のリソースの組と呼ばれる。ユーザ
機器用のリソースの組は、一又は複数のリソースの部分集合を含み、リソースの部分集合
はそれぞれ、集合レベルに対応した一又は複数のＣＣＥを含み、リソースの部分集合は、
物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補とも呼ばれる候補ダウンリンク制御チ
ャネルに対応している。ユーザ機器は、リソース部分集合のそれぞれで、それに割り当て
られたＰＤＣＣＨの種類をすべて復号することを試み、制御領域を監視する。ユーザ機器
が監視すべく割り当てられた、個別サイズを持った制御チャネル・メッセージのそれぞれ
の種類に対するリソース部分集合での１つのブラインド復号がある。制御チャネル・ペイ
ロード（ＣＲＣを含む）を構築するビット数を単位とする個別サイズを持った制御チャネ
ルの種類は、さらに個別の符号化率を有している。一例では、畳み込み符号化は、種類毎
の制御チャネルを構築する制御チャネル情報を符号化するために使用される。ＬＴＥでは
、ＰＤＣＣＨの種類は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）のフォーマット形式と呼ばれる
。監視すべきユーザ機器に割り当てられた制御チャネルの種類の数は、ＲＲＣ（無線リソ
ース制御）シグナリングなどの、より高い層のシグナリングを介してユーザ機器に割り当
てられる送信モード（例えば、ダウンリンクＭＩＭＯまたはダウンリンク単一アンテナ）
に依存している。ユーザ機器が集合レベルＬで監視する必要があるリソースの組またはリ
ソースの部分集合またはＰＤＣＣＨ候補は、その集合レベルＬでの探索空間の観点から定
義される。各集合レベルに対して１つの探索空間があり、集合レベルは、Ｌ＝１，２，４
，および８であり、ＰＤＣＣＨ候補（リソースの部分集合）を含み、そのそれぞれは、Ｌ
個の隣接および連続したＣＣＥからなる。このように、ユーザ機器は、探索空間のそれぞ
れにおいて一組のリソースを有している。これは、監視すべきユーザ機器に割り当てられ
たＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット形式がすべて探索空間における一組のリソースにおけ
る同じＣＣＥ位置を有していることを意味する。監視用にユーザ機器に割り当てられた個
別サイズ、従って個別の符号化率を持ったダウンリンク制御チャネル・メッセージ形式は
それぞれ、別々にブラインド復号されなければならない。つまり、ユーザ機器に割り当て
られる異なる符号化率の制御チャネルが多いほど、各サブフレームの制御領域におけるダ
ウンリンク制御メッセージを探索する際にそれが行なわなければならないブラインド復号
が多くなる。
【０００３】
　ユーザ機器が制御情報（もしあれば）を得るべくＣＣＨ候補の組を検査する場合、ＣＣ
Ｈ候補の組における、どの制御チャネルが使用されているかは不明である。従って、ユー
ザ機器は、制御チャネルの候補リソースの組におけるすべての制御チャネル候補に対して
ブラインド検出を行なう。ブラインド検出によって提供される柔軟性は、制御に必要なチ
ャネル・リソースの全量を低減する利点を有している。そのような柔軟性は、最悪のケー
スの許可サイズを常に使用するのではなく、むしろ確実に受信されるその許可に対する必
要な数のリソースに、許可サイズがそれぞれ適合することを可能にする。例えば、非常に
良好なチャネル品質に対しては、単一のＣＣＥが、ユーザ機器が確実に制御信号を受信す
るであろうという高い確実性と共に使用されることがある一方で、ユーザ機器がセルの縁
に近いなどの非常に低い信号品質に対しては、複数のＣＣＥを使用することがある。従っ
て、ブラインド復号は、複数のＣＣＥを常に使用する必要がないように、基地局が制御チ
ャネルの集合サイズを動的に選択することを可能にする。
【０００４】
　一方、サブフレーム制御領域毎のブラインド復号の回数を増加させると、より複雑なユ
ーザ機器が必要となる。複数のブラインド復号は望ましくない。なぜならば、それがサブ
フレーム制御領域毎のブラインド復号をすべて完了するために過度のハードウェアの複雑
さを生じさせることがあるからである。また、与えられた誤り訂正符号のサイズ限界で誤
り検出確率が高くなることがある。さらに、ユーザ機器における電力消費に悪い影響が与
えられることがある。複数のブラインド復号が、搬送波の集合（複数の搬送波または要素
搬送波にリソースを割り当てる）などの、複数のダウンリンク制御チャネル・メッセージ
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形式のサポート、改良送信スキーム（例えば、周波数隣接および周波数非隣接リソース分
配、様々な数の層を備えたＭＩＭＯ、ＣｏＭＰ（多地点協調送信技術））などのサポート
から生じることがある。
【０００５】
　従って、ブラインド復号の回数およびユーザ機器の複雑さを低減する方法の必要性があ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明にかかる通信システムの実施形態を表わす線図。
【図２】図１の通信システムで使用される、無線フレームの一部である、サブフレームの
実施形態を示す図。
【図３】本発明にかかる通信装置用の探索空間位置および制御チャネル候補位置を示す図
。
【図４】本発明にかかる通信装置の動作例を表わすフローチャート。
【図５】本発明にかかる通信装置の構成要素例を表わすブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　無線通信ベースのユニットおよび装置用の制御チャネル管理システムおよび方法が記述
される。そのダウンリンク制御チャネル用の探索空間における追加のリソースの組が提供
される。上で定義したように、リソースの組は、特定のＣＣＥ数Ｌ（例えば、Ｌ＝１，２
，４，または８個のＣＣＥ）で監視するかまたは復号を試みるために特定のユーザ機器に
対して意図した一組のＣＣＥからなり、リソースの組は、Ｌ個のＣＣＥの一又は複数のリ
ソースの部分集合を含み、ＰＤＣＣＨ候補に対応している。ＰＤＣＣＨは、ＤＣＩフォー
マット形式に関連する。追加のリソースの組は、一又は複数の新しいＤＣＩフォーマット
形式をサポートする必要がある。これらの新しいＤＣＩフォーマット形式は、例えば、ア
ップリンクＭＩＭＯなどの新しいアップリンクの特徴、ランク２ビーム形成などの新しい
ダウンリンクの特徴のスケジューリングをサポートし、また、ダウンリンクおよびアップ
リンク搬送波の集合をサポートするために使用されることが可能である。通信装置に割り
当てられた特定探索空間における一組のリソースはそれぞれ、一又は複数の様々な制御チ
ャネル・メッセージ形式（つまり、様々なＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット形式）に対応
している。探索空間に割り当てられた通信装置のリソースの第１組のＣＣＥ位置は、通信
装置に割り当てられた同じ探索空間における追加のリソースの組のＣＣＥ位置からオフセ
ットされる。監視すべき通信装置に割り当てられた探索空間における一組のリソースは、
通信装置に関連した制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ種類（例えば
、ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット形式、ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマットの群に関連し
た種類）および識別子に少なくとも部分的に基づいている。さらに、探索空間における一
組のリソースは、サブフレームｋの制御領域におけるＣＣＥの総数（ＮＣＣＥ，ｋ）、サ
ブフレーム番号または指標ｋ、制御チャネル要素（ＣＣＥ）の集合レベル、通信装置およ
びベース・ユニットによって知られている復号の最大試行数などの、一又は複数の追加の
パラメータに基づくことが可能である。探索空間における一組のリソースのそれぞれにお
ける各ＰＤＣＣＨ候補のＣＣＥ位置は、ＰＤＣＣＨ候補がそれぞれ、Ｌ個（集合レベル）
の隣接および連続したＣＣＥからなるものとして固有に判断される。代替の実施形態では
、ＰＤＣＣＨ候補は、所定のＣＣＥからなることが可能であり、必ずしも隣接または連続
していなくてもよい。従って、ここで記述される制御チャネル管理システムおよび方法は
、同じサブフレーム制御領域においてスケジュールされた個別サイズを持った様々なＤＣ
Ｉフォーマット形式のＰＤＣＣＨを、１００％オーバーラップしないか、まったくオーバ
ーラップしない探索空間におけるリソースの様々な組に割り当てることによって、効率的
な使用および動作に対する低いＰＤＣＣＨ割当てブロック率を維持する。そのようなアプ
ローチは、複数のアップリンクおよび／または複数のダウンリンク・スケジューリングの
許可または割当てがサブフレームの制御領域で生じる場合にブロックを防止する。これは



(6) JP 5400218 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

複数のＰＤＣＣＨが制御領域において使用されることが可能である場合、アップリンクお
よびダウンリンク搬送波の集合に対して特に生じ易く、１つのＰＤＣＣＨのＤＣＩフォー
マット形式は、第１または基準搬送波のリソースをスケジュールし、別のＰＤＣＣＨのＤ
ＣＩフォーマット形式は、単一の通信装置用の基準搬送波を含まない追加のまたは他の搬
送波の組のリソースをスケジュールする。本発明では、探索空間におけるリソースの様々
な組が、オフセットによって互いにずらされる。オフセットは、ブラインド検出の回数を
最小限にする一方で、サブフレーム制御領域毎に複数の通信装置をスケジュールする場合
に自己ブロックを回避し、ブロックを最小限にするように選択される。自己ブロックは、
十分ではないＣＣＥまたは集合されたＣＣＥ（ＰＤＣＣＨ）の候補位置が単一の通信装置
用のサブフレームの制御領域において送信される必要があるＰＤＣＣＨをすべてサポート
に利用可能な場合に生じる。
【０００８】
　与えられたＣＣＥ数（Ｌ）に対するリソースの組におけるＰＤＣＣＨ候補位置（つまり
、探索空間）の数を増加させることによって、自己ブロックを回避することができるが、
探索空間におけるリソースの様々な組の間のオフセットの使用と比較してブラインド検出
の回数を増加させる。従って、探索空間における一組のリソースの間のオフセットの使用
は、好ましい解決策である。
【０００９】
　また、本発明の別の実施形態では、一組のリソースの間のオフセットは、サブフレーム
またはスロットｋでのＣＣＥ（Ｎ＿ｃｃｅ，ｋ）の総数に依存することが可能である。別
の実施形態では、オフセットは、リソースのレガシー（古い）組とリソースの非レガシー
（新しい）組とを識別するために使用される。別の実施形態では、探索空間において一組
のリソースを判断する際、制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ種類に
関連したオフセットに基づいて探索空間における一組のリソースの位置を判断する必要が
ある場合がある。一実施形態では、制御チャネルの制御チャネル・メッセージ形式は、制
御チャネルがレガシー制御チャネルか、または、非レガシー制御チャネルか否かを示して
いる。一組のレガシー制御チャネルは、０，１Ａ，１，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，２，２Ａ，３
，３のＤＣＩフォーマット形式を持ったＰＤＣＣＨからなる。
【００１０】
　別の実施形態では、オフセットは、リソースの別の組に対して１つのＣＣＥのシフトに
よってリソースの新しい組を開始する。別の実施形態では、オフセットは、リソースの１
つ（第１）の組とリソースの別の（第２）の組との間にはオーバーラップがないように選
択される。後者のケースでは、２組のリソースに関連した制御チャネル・メッセージ形式
は、例えば、メッセージ形式毎に様々なＣＲＣマスクを使用することに基づいて、リソー
スの部分集合の複数のブラインド復号に依存することなく、一組のリソースの位置を通じ
て互いに識別されることが可能である。また、それらのケースでは、一方の組のリソース
は、第１搬送波に対するメッセージ形式に割り当てられることができ、第１のものからオ
フセットされる他方の組のリソースは、第２搬送波に対するメッセージ形式に割り当てら
れることができる。１ＣＣＥ探索空間用の別のオフセットの例では、メッセージ形式に対
する一組のリソースのリソース部分集合が、与えられたユーザ機器に対してＣＣＥ｛０，
１，２，３，４，５｝およびＮ＿ｃｃｅ＝４０に割り当てられる場合、ブロックの可能性
を低減すべく（つまり、同じサブフレーム制御領域の探索空間において両方のＵＥをスケ
ジュールすることができない）、ＣＣＥ｛２０，２１，２２，２３，２４，２５｝に割り
当てられる別のユーザ機器に対するＩＣＣＥ捜索の様々な部分を割り当てるためのオフセ
ットを追加して使用することが望ましい場合がある。なお、ユーザ機器の識別子は、他の
ユーザ機器に対する任意のＣＣＥ位置の割当てを既にサポートしているが、ユーザ機器の
オフセットは、ブロックを回避すべく別の自由度を可能にする。
【００１１】
　本発明の１つの態様は、通信装置への制御チャネル・メッセージの少なくとも１つの制
御チャネル・メッセージ形式（例えば、ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット形式）に基づい
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た制御領域内の探索空間における一又は複数の候補の制御チャネル・メッセージのリソー
ス部分集合のうちの１つからベース・ユニットによって選択される制御メッセージ（つま
り、ＰＤＣＣＨ）に対応した制御メッセージ（ＰＤＣＣＨ）のリソース部分集合を示す、
ベース・ユニットにおける方法である。なお、下記の実施形態のうちの幾つかでは、ＰＤ
ＣＣＨのＤＣＩフォーマット形式および制御チャネル・メッセージ形式は、同義的に使用
される。しかし、制御チャネル・メッセージ形式は、ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット形
式以外に識別子に対応することがあることは理解されなければならない。通信装置は、制
御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ種類に関連したまたは判断される位
置オフセット（ＣＣＥまたは集合されたＣＣＥの数を単位として）に少なくとも部分的に
基づいて、ブラインド復号の試行に対して、探索空間におけるリソースのどの組を使用す
るかを判断する（通信装置は、その通信装置に関連した識別子を探索する）。従って、探
索空間に位置する一組のリソースはそれぞれ、零オフセットを持った一組のリソースに対
して、または、リソースの基準組の位置に対して、位置オフセットを持った特定の制御チ
ャネル・メッセージ形式の候補制御チャネル（リソースの部分集合）からなる。通信装置
用の制御情報は、制御チャネルのメッセージ形式に関連した一組のリソースから選択され
たリソースの部分集合を使用して、選択された制御チャネルを介してベース・ユニットに
よって送信される。通信装置は、制御情報を含んだ制御チャネル・メッセージを通信する
ための探索空間における一組のリソースから、どのリソースの部分集合（または制御チャ
ネル候補）が使用されたか判断すべく、ブラインド復号の試みを使用しなければならない
。
【００１２】
　本発明の別の態様は、制御情報用の一又は複数の制御チャネルの候補探索空間を識別す
る、通信装置における方法である。ここでは、好ましい実施形態では、探索空間はそれぞ
れ、特定のＣＣＥ数（Ｌ）に対応し、Ｌ個のＣＣＥは、制御チャネル・メッセージ（ＰＤ
ＣＣＨ）候補を形成すべく集合される（例えば、Ｌ＝１，２，４，または８）。通信装置
に関連した識別子は、ベース・ユニットから受信される。この識別子は、無線ネットワー
クの一時的識別子（ＲＮＴＩ）であることができかるか、または、より具体的にはＣ－Ｒ
ＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ）であることができる。また、監視すべき制御チャネル・メ
ッセージのそれぞれに対する制御チャネル・メッセージ形式（例えば、ＤＣＩフォーマッ
ト形式）は、通信装置の構成された送信モード（例えば、ＭＩＭＯまたは単一アンテナ送
信モード）に基づいて判断されることが可能である。集合レベルの探索空間のそれぞれに
対して、通信装置は、その識別子、制御チャネル・メッセージ形式、ならびに、制御チャ
ネル・メッセージ形式の位置オフセット、サブフレームの制御領域におけるＣＣＥの総数
、サブフレーム番号または指標、ＣＣＥ数、および、集合レベル毎のＰＤＣＣＨ候補の最
大数、または、探索空間におけるリソースの制御チャネル・メッセージ形式毎の組と、サ
ブフレーム制御領域毎に監視（ブラインド復号）すべきＰＤＣＣＨ候補に対応する一組の
リソースのそれぞれにおけるリソースの部分集合とを判断するための復号の最大試行数、
などの他のパラメータを使用することが可能である。
【００１３】
　次に、通信装置に関連した制御チャネル用の一組のリソースが探索される。ベース・ユ
ニットが集合レベル毎の探索空間のいずれからもリソースの部分集合（制御チャネル候補
）を選択することがあるので、次に、対応するメッセージ形式を持った制御チャネルが正
確に復号されるまで、および／または、候補制御チャネル（リソースの部分集合）の位置
の組に対するブラインド復号の試行がすべて使い尽くされるまで、通信装置は、対象の制
御チャネル・メッセージ形式に対応した探索空間のそれぞれの一組のリソースのそれぞれ
における一組のブラインド復号を行なわなければならない。典型的には、制御チャネル・
メッセージ形式の集合レベルは、通信装置からのダウンリンク・チャネル品質指標（ＣＱ
Ｉ）のレポートと、メッセージのサイズ（または符号化率）に基づいてベース・ユニット
によって選択される。
【００１４】
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　必要に応じて、詳細な実施形態がここで示されるが、開示する実施形態が単に本発明の
例であり、本発明は様々な形態で具現化されることができると理解される。従って、ここ
で開示される特定の構造的および機能的な詳細は限定するものとして解釈されるべきでは
ないが、単に特許請求の範囲の根拠、および事実上任意の適切に詳細な構造で本発明を様
々に利用すべく当業者に教示する代表的な根拠として解釈されるべきである。ここで使用
される用語および句もまた、限定するように意図されないが、むしろ本発明の理解し得る
記述を提供するものとして意図されている。
【００１５】
　ここで使用される用語「ａ」または「ａｎ」は、１つまたはそれ以上として定義される
。ここで使用される用語「複数」は、２つまたはそれ以上として定義される。ここで使用
される用語「別の」は、少なくとも第２のものまたはそれ以降として定義される。ここで
使用される用語「含む（具備する）」および／または「有する」は、含む（備える）（つ
まり、非限定包含）として定義される。ここで使用される用語「結合される」は、「接続
される」として定義されるが、必ずしも直接および機械的に接続される必要はない。ここ
で使用される用語「プログラム」、「ソフトウェア・アプリケーション」などは、コンピ
ュータ・システム上での実行用に設計された一連の指示として定義される。プログラム、
コンピュータ・プログラム、またはソフトウェア・アプリケーションは、サブルーチン、
機能、手順、オブジェクト手法、オブジェクト実施、実行可能なアプリケーション、アプ
レット、サーブレット、ソース・コード、オブジェクト・コード、共有されるライブラリ
／ダイナミック・ロード・ライブラリ、および／またはコンピュータ・システム上での実
行用に設計された他の一連の指示を含むことが可能である。
【００１６】
　さて、図１を参照して、無線通信システム１００は、地理的領域に亘って分散されたネ
ットワークを形成するベース・ユニットとして機能する複数のセルを備えている。ベース
・ユニットは、アクセス・ポイント、アクセス端末、ノード－Ｂ、ｅＮｏｄｅ－Ｂ、ホー
ム・ノード－Ｂ、ホームｅＮｏｄｅ－Ｂ、リレー・ノード、または本技術分野で公知の同
様の用語で呼ばれることもある。一又は複数のベース・ユニット１０１および１０２は、
サービス提供エリアもしくはセル、またはそのセクタ内の、複数の遠隔ユニット１０３お
よび１１０として機能する。遠隔ユニットは、加入者ユニット、モバイル、モバイル・ユ
ニット、遠隔ユニット、ユーザ、端末、加入者局装置、ユーザ機器（ＵＥ）、ユーザ端末
、通信装置などと呼ばれることもある。ネットワーク・ベース・ユニットは、利用可能な
無線リソースを使用して、データを送受信すべく端末をスケジュールするなどの機能を行
なうように遠隔ユニットと通信する。ベース・ユニットは、一般に、一又は複数の対応す
るベース・ユニットに通信可能に結合された一又は複数の制御器を備える無線アクセス・
ネットワークの一部である。無線ネットワークは、データ・ルーティング、承認制御、加
入者請求、端末の認証などを含む管理機能をさらに含み、当業者によって一般に知られる
ように他のネットワークエンティティによって制御されることが可能である。アクセス・
ネットワークは、一般に、一又は複数のコア・ネットワークに通信可能に結合され、特に
、インターネットなど他のネットワークおよび公衆交換電話網に結合されることが可能で
ある。これらのおよび他のアクセスの要素およびコア・ネットワークは、図示されないが
、一般に当業者によって知られている。
【００１７】
　ベース・ユニット１０１および１０２は、ダウンリンク通信信号１０４および１０５を
同じリソース（時間および／または周波数および／または空間分割）の少なくとも一部の
サービスが提供される遠隔ユニットに送信する。遠隔ユニット１０３および１１０は、ア
ップリンク通信信号１０６および１１３を介して一又は複数のベース・ユニット１０１お
よび１０２と通信する。場合によっては、ベース・ユニットは、遠隔ユニット用の「サー
ビスを提供する」または接続されたまたはアンカー・セルと呼ばれる。１つの実施では、
遠隔ユニットは、集合された搬送波アクセスをサポートする。遠隔ユニットは、半二重（
ＨＤ）または全二重（ＦＤ）の送受信器を有することが可能である。半二重の送受信器は
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、同時に送受信をしないが、全二重端末は同時に送受信を行なう。遠隔ユニットは、リレ
ー・ノードを介してベース・ユニットとも通信することが可能である。一又は複数のベー
ス・ユニットは、遠隔ユニットとして機能する、一又は複数の送信器１１７および一又は
複数の受信器１１８を備えることが可能である。ベース・ユニットの送信器１１７の数は
、例えば、ベース・ユニットの送信アンテナ１０９の数に関係することがある。複数のア
ンテナが、例えば、適応ビーム成形、送信ダイバーシティ、送信ＳＤＭＡ、および多スト
リーム送信などの様々な高度な通信モードを提供すべく、各セクタにサービスを提供する
ために使用される場合、複数のベース・ユニットを展開することができる。セクタ内のこ
れらのベース・ユニットは、高度に統合されることが可能であり、様々なハードウェアお
よびソフトウェア要素を共有することが可能である。例えば、セルにサービスを提供すべ
く同じ場所に配置したベース・ユニットはすべて、基地局と呼ばれることがある。遠隔ユ
ニットは、一又は複数の送信器１０７および一又は複数の受信器１０８をさらに備えるこ
とが可能である。送信器の数は、例えば、遠隔ユニットの送信アンテナ１２５の数に関係
することがある。例えば、遠隔ユニットは、１つ、２つ、３つ、４つ、またはそれ以上の
アンテナを有することが可能である。遠隔ユニット１０３および１１０は、制御器１１６
の制御下で動作する。制御器１１６は、ユーザ入力の処理、信号の送受信、スケジューリ
ング、符号化、およびフォーマットなどを含む遠隔ユニットの動作を制御する。
【００１８】
　一実施形態では、通信システムは、インターリーブドＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）、ローカ
ライズドＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）、ＩＦＤＭＡまたはＬＦＤＭＡを備えたＤＦＴスプレッ
ドＯＦＤＭ（ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭ）などのアップリンク送信用のＯＦＤＭＡまたは次世代
の単一搬送波ベースのＦＤＭＡアーキテクチャを利用する。他の実施形態では、アーキテ
クチャは、ダイレクト・シーケンスＣＤＭＡ（ＤＳ－ＣＤＭＡ）、マルチ搬送波ＣＤＭＡ
（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、マルチ搬送波ダイレクト・シーケンスＣＤＭＡ（ＭＣ－ＤＳ－ＣＤ
ＭＡ）、１次元または２次元拡散を持った直交周波数および符号分割多重化（ＯＦＣＤＭ
）などの拡散技術、または、より単純な時間および周波数分割多重化／多重アクセス技術
の使用を含むことも可能である。別の実施では、無線通信システムは、３ＧＰＰユニバー
サル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）のＬＴＥプロトコルに準拠しており、ＥＵＴＲＡま
たはそれ以降の世代とも呼ばれる。ここでは、ベース・ユニットは、ダウンリンクで直交
周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調スキームを使用して送信し、ユーザ端末は、単一搬送周
波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）スキームを使用してアップリンクで送信する。
さらに別の実施では、無線通信システムは、３ＧＰＰユニバーサル移動体通信システム（
ＵＭＴＳ）のＬＴＥ高度プロトコルに準拠しており、ＬＴＥ－Ａまたはそれ以降の世代ま
たはそのＬＴＥのリリース版とも呼ばれる。ここでは、ベース・ユニットは、単一または
複数のダウンリンク要素搬送波の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調スキームを使用し
て送信することができ、ユーザ端末は、単一または複数のアップリンク要素搬送波を使用
してアップリンクで送信することができる。より一般的には、無線通信システムは、他の
既存のおよび将来のプロトコルの中でも、或る他のオープンまたは専用の通信プロトコル
（例えば、ＷｉＭＡＸ）を実施することが可能である。本開示は、任意の特定の無線通信
システム・アーキテクチャまたはプロトコルで実施されるように意図してはいない。また
、本開示の特徴が実施されるアーキテクチャは、より単純な時間および／または周波数分
割多重／多重アクセス技術、あるいはこれらの様々な技術の組合せに基づくことが可能で
ある。代替の実施形態では、無線通信システムは、ＴＤＭＡまたはダイレクト・シーケン
スＣＤＭＡを含むが、これらに限定されない他の通信システムのプロトコルを利用するこ
とが可能である。通信システムは、ＴＤＤ（時分割二重）またはＦＤＤ（周波数分割二重
）システムであることが可能である。
【００１９】
　一般に、例えば、図１のベース・ユニット１０１および１０２のそれぞれに位置する無
線通信ネットワーク・インフラストラクチャのスケジューリングエンティティは、ネット
ワーク中の遠隔ユニットに無線リソースを割り付けるかまたは割り当てる。ベース・ユニ
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ットはそれぞれ、対応するサービス提供エリアまたはセルまたはセクタ中の遠隔ユニット
へのリソースをスケジュールし割り付けるスケジューラ１２０を備えている。ＯＦＤＭ法
、および３ＧＰＰ（発展したＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮ（ＥＵＴＲＡ／ＥＵＴＲＡＮ）として
知られる）または３ＧＰＰ　ＬＴＥのＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮ研究対象の長期発展に基づい
たものなどの多重アクセス・スキームでは、スケジューリングは、周波数選択（ＦＳ）ス
ケジューラを使用して、時間、周波数、および／または空間の次元で行なわれることが可
能である。幾つかの実施形態では、遠隔ユニットはそれぞれ、周波数帯チャネル品質指標
（ＣＱＩ）、またはスケジューラにスケジューリングを可能にさせるための他の測定基準
を提供することが可能である。
【００２０】
　ＤＦＴ－ＳＯＦＤＭおよびＩＦＤＭＡなどのシステムなどＯＦＤＭシステムまたはＯＦ
ＤＭでは、リソース分配は、周波数および時間の分配であり、スケジューラによって判断
されるような一組の利用可能な副搬送波から、副搬送波リソースに特定の通信装置または
遠隔ユニットに対する情報をマップする。この分配は、例えば、周波数選択チャネル品質
指示子（ＣＱＩ）、または遠隔ユニットによってスケジューラに報告される或る他の測定
基準に依存することが可能である。副搬送波リソースの様々な部分で様々であるチャネル
符号化率および変調スキームもまた、スケジューラによって判断され、報告されたＣＱＩ
または他の測定基準に依存することが可能である。符号分割多重ネットワークでは、リソ
ース分配は、符号分配であり、スケジューラによって判断されるように、一組の利用可能
なチャネライゼーション符号から、チャネライゼーション符号リソースに特定の通信装置
または遠隔ユニットに対して情報をマップする。
【００２１】
　図２は、無線フレームの一部を構成するサブフレーム２００を図示している。無線フレ
ームは、一般に複数のサブフレームを備え、サブフレームの連結された連続体を形成する
ことが可能である。無線フレームの例は、１０個のサブフレームを備えている。サブフレ
ーム２００はそれぞれ、送信時間間隔（ＴＴＩ）に対応している。ＴＴＩの例は、１ミリ
秒である。サブフレーム２００はそれぞれ、０．５ミリ秒の長さをそれぞれ有した２つの
スロットからなり、スロットはそれぞれ、例えば、拡張された周期的なプレフィックスの
長さが使用される場合、通常の周期的なプレフィックスの長さおよび６個のみのＯＦＤＭ
シンボルを与えられて、７個のＯＦＤＭシンボル（図２のように）を含んでいる。サブフ
レーム２００はそれぞれ、制御領域２１０およびデータ領域２２０からなる。制御領域２
１０のサイズは、例えば、サブフレーム制御領域のそれぞれについてシンボル０で常に送
信され、周波数に亘って分配される４つのリソース要素群（ＲＥＧ）からなる物理制御フ
ォーマット指示チャネル（ＰＣＦＩＣＨ）によって信号送信されたシンボルの数に依存し
て、１、２、または３個のＯＦＤＭシンボルである。ＲＥＧはそれぞれ、４つの隣接また
は略隣接した制御リソース要素からなり、関連するアンテナ・ポートが構成される場合、
さらに２つの基準信号を含むことが可能である。制御チャネル要素（ＣＣＥ）はそれぞれ
、周波数に亘って擬似ランダムに分配またはインターリーブされた９個のＲＥＧと、サブ
ブロック・インターリーバに基づいた制御領域２２０のＯＦＤＭ制御シンボルとからなる
。ＣＣＥ用に利用可能なＲＥＧは、ＰＣＦＩＣＨおよび物理ハイブリッドＡＲＱ指示チャ
ネル（ＰＨＩＣＨ）から残されたものである。物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）は、例えば１、２、４、または８個ＣＣＥからなる。２個以上のＣＣＥがＰＤＣＣＨ
を形成すべく集合される場合、ＣＣＥは、実施形態では、ＰＤＣＣＨ候補探索空間におけ
る位置の観点から論理上隣接する。図２では、４つのアンテナ・ポートはすべて、対応す
る４つの共通の基準信号が制御領域２１０のＯＦＤＭシンボル１において２個のＯＦＤＭ
シンボル０（ｔ１，ｔ２）および２個のシンボル（ｔ３，ｔ４）が存在するように構成さ
れる。なお、ｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４は、シンボル５，８，９，および１２のデータ領域
２２０にも現われる。データ領域２２０は、リソース要素（ＲＥ）当たりに１個のデータ
・シンボルのデータ・シンボルを含んでいる。スロットの持続時間に対する１２個の連続
したリソース要素は、リソース・ブロック（ＲＢ）を形成すべくグループ化される。１．



(11) JP 5400218 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

４ＭＨｚのＬＴＥ搬送波の有用な帯域幅は、６個のリソースのブロックに及んでいる。１
．４ＭＨｚに加えて３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、他の定義された搬送波帯域幅は、３，５，１
０，１５，および２０ＭＨｚであり、１５，２５，５０，７５，および１００個のＲＢに
それぞれ及んでいる。リソース・ブロックは、２個のＲＢ（または単一のＲＢ対）がサブ
フレームに及ぶように１つのスロットまたは通常の周期的なプレフィックスの長さに対す
る７個のシンボルに及んでいる。サブフレームの第１ＲＢ中のデータＯＦＤＭシンボルの
数は、割り付けられたＯＦＤＭ制御シンボルの数によって短くされる。
【００２２】
　特定のユーザ機器は、それが監視すべきＰＤＣＣＨ候補のそれぞれに対応した制御チャ
ネル要素を見つけなければならない（サブフレーム制御領域のそれぞれに対するブライン
ド復号）。ＰＤＣＣＨのそれぞれのＣＲＣは、ベース・ユニットがスケジュールを試みて
いるユーザ機器に対応した固有の識別子によってマスクされる。固有の識別子は、そのサ
ービスを提供しているベース・ユニットによってＵＥに割り当てられる。この識別子は、
無線ネットワークの一時的識別子（ＲＮＴＩ）として知られており、呼出許可でＵＥのそ
れぞれに通常割り当てられるものは、セルＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩである。ＵＥもま
た、半永続性スケジューリングＣ－ＲＮＴＩ（ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ）または一時的Ｃ－
ＲＮＴＩ（ＴＣ－ＲＮＴＩ）を割り当てられることがある。ＵＥは、ＰＤＣＣＨを復号す
る際、マスクの形態をなすそのＣ－ＲＮＴＩを、生じるべき成功を収めたＰＤＣＣＨ復号
用のＰＤＣＣＨのＣＲＣに適用しなければならない。ユーザ機器は、特定のＤＣＩフォー
マット形式のＰＤＣＣＨの復号に成功した場合、例えば、リソース分配、ハイブリッドＡ
ＲＱ情報、および対応するスケジュールされたダウンリンクまたはアップリンク・データ
送信用の電力制御情報を判断すべく、復号されたＰＤＣＣＨからの制御情報を使用する。
レガシーＤＣＩフォーマット形式０は、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で
のアップリンク・データ送信をスケジュールするために使用され、ＤＣＩフォーマット形
式１Ａは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）でのダウンリンク・データ送信
をスケジュールするために使用される。他のＤＣＩフォーマット形式もまた、ＤＣＩフォ
ーマット１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａを含むＰＤＳＣＨ送信をスケジュールするために使用
され、そのそれぞれは、異なる送信モードに対応している（例えば、単一アンテナ送信、
単一ユーザ・オープン・ループＭＩＭＯ、マルチユーザＭＩＭＯ、単一ユーザ・クローズ
・ループＭＩＭＯ、ランク－１前置符号化）。また、共同電力制御情報の送信をスケジュ
ールするためのレガシーＤＣＩフォーマット３および３Ａがある。ＰＤＣＣＨのＤＣＩフ
ォーマット０，１Ａ，３，および３Ａはすべて、同じサイズのペイロード、従って同じ符
号化率を有している。従って、ＰＤＣＣＨ候補当たりの０，１Ａ，３，３Ａのすべてに、
１つのブラインド復号だけが必要である。次に、ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨがＤＣＩフォーマ
ット形式０または１Ａだったか否か、および異なるＲＮＴＩでそれが３または３Ａである
か否かを判断すべくＣ－ＲＮＴＩでマスクされる。ＤＣＩフォーマット形式０および１Ａ
は、ＰＤＣＣＨペイロード自体におけるＤＣＩ形式ビットによって識別される（つまり、
制御情報フィールドのうちの１つに関する制御情報の一部）。ＵＥは、該ＵＥ特定探索空
間におけるＰＤＣＣＨ候補位置のそれぞれでのＤＣＩフォーマット０，１Ａのすべてを探
索することを常に要求される。集合レベル１，２，４，および８の４個のＵＥ特定探索空
間がある。ＤＣＩフォーマット形式１，１Ｂ，１Ｄ，２，または２Ａのうちの１つだけが
、その都度ＵＥに割り当てられ、その結果、ＵＥは、０，１ＡのＤＣＩ形式に必要な１回
のブラインド復号に加えて、ＵＥ特定探索空間におけるＰＤＣＣＨ候補位置当たりに１回
の追加のブラインド復号を必要とするだけである。ＰＤＣＣＨ候補位置は、それらがＵＥ
特定探索空間に位置する場合、ＤＣＩフォーマット形式に対しても同じである。また、Ｕ
Ｅ特定探索空間に論理上、および場合によっては物理的に（３２個以上の制御チャネル要
素がある場合）隣接している集合レベル４および８の２組１６個のＣＣＥ共通探索空間が
それぞれある。共通探索空間では、ＵＥは、ＤＣＩ形式０，１Ａ，３，および３Ａ、そし
て同様にＤＣＩフォーマット形式１Ｃを監視する。ＤＣＩフォーマット形式１Ｃは、ペー
ジング、ランダム・アクセス応答、およびシステム情報ブロック送信を含むブロードキャ
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スト制御をスケジュールするために使用される。また、ＤＣＩ　１Ａは、共通探索空間に
おけるブロードキャスト制御に使用されることが可能である。さらに、ＤＣＩ　０および
１Ａは、共通探索空間におけるＰＵＳＣＨおよびＰＤＳＣＨをスケジュールするために使
用される。ＵＥは、ＤＣＩフォーマット０，１Ａ，３，および３Ａに対してＬ＝４の共通
探索空間で４回までのブラインド復号およびＬ＝８の共通探索空間で２回のブラインド復
号、そして、ＤＣＩ　１Ｃは、ＤＣＩ　０，１Ａ，３，および３Ａと同じサイズなので、
ＤＣＩ　１Ｃに対して再び同じ回数のブラインド復号を行なうことを要求される。ＵＥは
、Ｌ＝（１，２，４，８）のＵＥ特定探索空間に対して（６，６，２，２）回のブライン
ド復号をそれぞれ行なうことを要求される（Ｌは、探索空間の集合レベルを指す）。従っ
て、ＵＥが次にサブフレーム制御領域毎に行なうことを要求されるブラインド復号の最大
試行数合計は、４４（＝２×（６，６，２，２）＋２×（４，２））回である。ハッシュ
関数は、探索空間のそれぞれにおけるＰＤＣＣＨ候補位置を見つけるためにサービスを提
供するベース・ユニットおよびＵＥによって使用される。ハッシュ関数は、探索空間に対
するＵＥのＣ－ＲＮＴＩ（場合によってはＴＣ－ＲＮＴＩ）、集合レベル（Ｌ）、制御領
域において利用可能なＣＣＥの総数（Ｎｃｃｅ）、サブフレーム番号または指標、および
ＰＤＣＣＨ候補の最大数に基づいている。
【００２３】
　図３は、図２に示される物理的空間に対して論理的空間における探索空間ＣＣＥ位置お
よびチャネル位置を図示している。図に示される実施形態は、Ｃ－ＲＮＴＩ＝３７を持っ
た通信装置およびＣ－ＲＮＴＩ＝１１を持った通信装置に適用される。物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、１，２，４，または８個の集合された制御チャネル要素
（ＣＣＥ）からなることが可能であり、（１，２，４，８）の集合レベルの探索空間のそ
れぞれに対して（６，６，２，２）個のＰＤＣＣＨ仮定位置がある。各集合レベルに対し
てダウンリンク（ＤＣＩフォーマット１，２，１Ｂ，１Ｄ，２Ａ）およびアップリンク／
ダウンリンク（ＤＣＩフォーマット０／１Ａ）の探索空間があるが、通信装置識別（ＵＥ
ＩＤ）ベースのハッシュ関数によって無作為化されるＰＤＣＣＨのＣＣＥ位置は、ダウン
リンクおよびアップリンク／ダウンリンク集合レベルの探索空間に対して同じである。Ｐ
ＤＣＣＨの割当てブロックが十分に低くなるように十分な位置がある。しかし、より多く
の探索空間または探索空間における一組のリソース（例えば、ＵＬおよびＤＬ送信強化、
ＵＬおよびＤＬの搬送波の集合）が付加されることがあり、その結果、特定の集合レベル
の探索空間における新しい探索空間または一組のリソースが、現在のＤＬおよびＵＬ／Ｄ
Ｌの探索空間を完全にオーバーラップさせることを可能にする場合、ブロックは、ますま
す問題になり始める。本発明は、ブロックの確率を最小限にすべく、特定の集合レベルの
探索空間におけるより新しい探索空間または一組のリソースを、既存の探索空間とオーバ
ーラップしないか、または、単に部分的にオーバーラップする異なるＣＣＥ位置にマップ
するために、ハッシュ関数を修正する。
【００２４】
　通信装置はそれぞれ、ブラインド検出を使用して、異なるダウンリンク制御指標（ＤＣ
Ｉ）フォーマットを持った制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対するサブフレームのそれぞれ
における制御領域を探索し、ＰＤＣＣＨのＣＲＣは、それが物理ダウンリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）、もしくは、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のデータを
スケジュールする場合は、通信装置のＣ－ＲＮＴＩ（ＵＥＩＤ）でスクランブルされるか
、または、それがブロードキャスト制御（それぞれ、システム情報、ページング、または
ランダム・アクセス応答）をスケジュールする場合は、ＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、
またはＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされる。他のスクランブル形式は、幾つかのランダ
ム・アクセス・メッセージをスケジュールするのに使用する共同電力制御、半永続性スケ
ジューリング（ＳＰＳ）、および一時的Ｃ－ＲＮＴＩを含んでいる。
【００２５】
　チャネル符号化（例えば、畳み込み符号化）のブラインド検出は、異なるサイズのＰＤ
ＣＣＨのＤＣＩフォーマットを識別するために使用される。同じサイズのＤＣＩフォーマ
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、または、これに代えて、ＰＤＣＣＨペイロード自体の追加のビットは、同じサイズのＰ
ＤＣＣＨのＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット０および１Ａ）を識別する
ために使用されることができる。一例は、Ｃ－ＲＮＴＩの代わりにＤＣＩフォーマット１
Ａに対してＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＲＡ－ＲＮＴＩを使用するブロードキ
ャスト制御の場合を含むが、これに限定されるものではない。
【００２６】
　共通探索空間（ＣＳＳ）型および通信装置特定探索空間（ＵＥＳＳ）型があり、それら
は、論理上隣接するが、例えば、制御領域において利用可能なＣＣＥの数が３２個未満で
ある場合、物理的にオーバーラップすることがある。ＣＳＳは、利用可能な制御領域にお
いて、最小の場合でも最初の１６個のＣＣＥまたはＣＣＥの総数の最大数（Ｎ＿ｃｃｅ）
からなることがあり、どちらか小さい方である。ＣＳＳは、ブロードキャスト制御（ＤＣ
Ｉフォーマット１Ａまたは１Ｃ）、共同電力制御（ＤＣＩフォーマット３および３Ａ）、
またはコンパクトな許可を使用するＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨデータ（ＤＣＩフォーマット
０／１Ａ）をスケジュールするために使用され、それらのすべてが、ＰＤＣＣＨ当たり４
個または８個のＣＣＥの集合を仮定する。従って、ＣＳＳに対して２つの探索空間があり
、１つは、集合レベルが４のもの（ＰＤＣＣＨ当たり４個のＣＣＥを仮定）、そして、も
う１つは、集合レベル（１，２，４，８）に対してＤＣＩフォーマット０／１Ａの（－，
－，４，２）ブラインド検出位置、および、ＤＣＩ　１Ｃの（－，－，４，２）ブライン
ド検出位置をそれぞれ備えた集合レベル８のもの（ＰＤＣＣＨ当たり８個のＣＣＥを仮定
）である。なお、「－」は「０」を意味している。
【００２７】
　通信装置特定探索空間は、様々な送信モード（ＳＩＭＯのためのＤＣＩフォーマット１
および１Ａ、ＭＵ－ＭＩＭＯのためのランク－１前置符号化およびＤＣＩフォーマットＩ
Ｄ用のＤＣＩフォーマット１ＢおよびＤＣＩは、ランク－２前置符号化およびオープン・
ループ用のＤＣＩフォーマット２Ａのために２をフォーマット、空間の多重化）をサポー
トするダウンリンクＤＣＩフォーマット、および、ＳＩＭＯおよび切り換えられたアンテ
ナ送信ダイバーシティをサポートする単一のアップリンクＤＣＩフォーマット（ＤＣＩフ
ォーマット０）を使用して、ＰＵＳＣＨまたはＰＤＳＣＨデータをスケジュールするもの
である。通信装置特定探索空間は、（６，６，２，２）のブラインド検出位置で、ＰＤＣ
ＣＨ（候補）当たりそれぞれ（１，２，４，または８）個の隣接したＣＣＥの仮定からな
る４個の集合レベルをサポートする。
【００２８】
　ＣＣＥ位置を判断する１つの方法では、無線フレームのサブフレーム「ｋ」に対する集
合レベルＬ（Ｌ＝（１，２，４，または８））の探索空間のそれぞれのＰＤＣＣＨ候補ｍ
に対応したＳｋ

（Ｌ）は、次式から与えられる。
【００２９】
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【数１】

【００３０】
　式（１）の要点は、ＰＤＣＣＨ割当てのブロックを最小限にすべく、集合レベルの探索
空間当たりのＵＥＳＳのＰＤＣＣＨ仮定のＣＣＥ位置を無作為化することである。通信装
置は、ＤＣＩフォーマット０／１Ａに対して畳み込み符号化ブラインド検出（ＣＣＢＤ）
を行ない、（１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ）のうちの１つに対するＣＣＢＤは、集合レベル
ＰＤＣＣＨ仮定のそれぞれでＤＣＩフォーマットを半静的に割り当てられる。従って、Ｃ
ＳＳで行なわれる１２個のＢＤ（＝２×（４，２））を伴う３２個のＣＣＢＤ（＝２×（
６，６，２，２））がＵＥＳＳで行なわれるということは、通信装置が４４個のＣＣＢＤ
の能力を有していなければならないことを意味している。なお、ＤＣＩフォーマット０／
１Ａおよび（１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ）ＰＤＣＣＨ仮定位置は、同じである。
【００３１】
　他のアップリンクＤＣＩフォーマットは、アップリンク・ランク－１およびランク－２
のＭＩＭＯ、ならびにＤＣＩフォーマット０とは異なるＤＣＩフォーマット・サイズを持
った非隣接リソース分配をサポートする。１６個のＣＣＢＤ（＝（６，６，２，２））は
、半静的に割り当てられた新しいアップリンクＤＣＩフォーマット（例えば、０＿ａ、０
＿ｂ、０＿２）のうちの１つを探索すべく通信装置によって行なわれる。加えて、別の１
７個（＝（－，３，２，２）＋（３，３，２，２））のＣＣＢＤは、４個または５個の搬
送波の集合をサポートすべくＵＬおよびＤＬに対する他のＤＣＩフォーマット・サイズの
必要性によって、（新しい）搬送波の集合（アンカー搬送波アプローチの共通制御機構チ
ャネルに基づく）をサポートするために使用されることが可能である。ブロックを最小限
にすべく、半静的に割り当てられたアップリンクＤＣＩフォーマットの位置がシフトされ
る。これは、ｍの範囲を増加させることによって次のように達成される。
ｍの範囲は、０～２＊Ｍ（Ｌ）－１であり、ここでは、前述同様Ｍ（Ｌ）＝（６，６，２
，２）である。
【００３２】
　搬送波の集合の場合、「ｍ」の範囲は、ブロックを最小限にすべく次のようにさらに増
加されることがある。
ｍの範囲は、０～２＊Ｍ（Ｌ）＋Ｍ’＿ＤＬ（Ｌ）＋Ｍ’＿ＵＬ（Ｌ）－１であり、ここ
では、Ｍ（Ｌ）＝（６，６，２，２）、Ｍ’＿ＤＬ（Ｌ）＝（－，３，２，２）およびＭ
’＿ＵＬ（Ｌ）＝（３，３，２，２）である。
【００３３】
　この例では、ＤＬ／ＵＬ＋ＵＬ＋ＤＬ＿ＣＡ＋ＵＬ＿ＣＡの探索空間に対するＵＥＳＳ
のＣＣＢＤは、２×（６，６，２，２）＋（６，６，２，２）＋（－，３，２，２）＋（
３，３，２，２）＝６５である。ＣＣＢＤの合計は、７７である。
【００３４】
　しかし、潜在的なＰＤＣＣＨ仮定位置のそれぞれでのフォーマット指標（ＦＩ）（フォ
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ーマット指標は、使用されたＤＣＩフォーマットを示し、ＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマッ
トとは別に符号化されることがある）が存在する場合、および、割り当てられたＤＣＩフ
ォーマットがＦＩに基づいて最初に検出される場合、ｍの範囲は、ＤＬ／ＵＬ｛０／１Ａ
｝およびＤＬ｛１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ｝探索空間の両方に対して０～Ｍ（Ｌ）－１で
あり、さらに、その範囲は、ＵＬ｛０＿ａ，０＿ｂ，０＿２｝探索空間に対してＭ（Ｌ）
－Ｋｏ（Ｌ）～２＊Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）－１である（ここでは、Ｋｏ（Ｌ）は、ＤＬ／
ＵＬおよびＵＬ探索空間のＣＣＥのオーバーラップである）。例えば、Ｋｏ（Ｌ）＝（３
，３，１，１）である場合、ＵＥＳＳのＣＣＢＤの数は、（６，６，２，２）＋（１／２
）＊（６，６，２，２）＝２４であり、その結果、ＣＣＢＤの総数は、依然として６０個
から３６個に減少するが、ブロックは顕著に増加しない。
【００３５】
　４個および５個の集合搬送波に対するＵＬ探索空間および搬送波集合探索空間の両方の
場合、ｍの範囲は、次の通りである。
［０～Ｍ（Ｌ）－１（ｒｅｌ－８レガシーＤＬ／ＵＬおよびＤＬのＵＥＳＳ）、
［Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）～２Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）－１］（ｒｅｌ９／１０ＵＬのＵＥＳ
Ｓ）、
［２Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）－Ｋ１（Ｌ）～２Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）－Ｋ１（Ｌ）＋Ｍ’＿
ＤＬ（Ｌ）－１］（集合ＤＬ）、
［２Ｍ（Ｌ）－Ｋｏ（Ｌ）－Ｋ１（Ｌ）＋Ｍ’＿ＤＬ（Ｌ）－１－Ｋ２（Ｌ）～２Ｍ（Ｌ
）－Ｋｏ（Ｌ）－Ｋ１（Ｌ）＋Ｍ’＿ＤＬ（Ｌ）－Ｋ２（Ｌ）＋Ｍ’＿ＵＬ（Ｌ）－１］
（集合ＵＬ）。
【００３６】
　例えば、Ｋｏ（Ｌ）＝（３，３，１，１）、Ｋ１（Ｌ）＝（３，３，１，１）、Ｋ２（
Ｌ）＝（３，３，１，１）である場合、Ｍ’＿ＤＬ（Ｌ）＝（－，６，２，２）およびＭ
’＿ＵＬ（Ｌ）＝（６，６，２，２）であり、その結果、ＣＣＢＤの数は、良好なブロッ
ク特性を持った合計４９個のＣＣＢＤに対して、ＵＥＳＳの（６，６，２，２）＋１／２
＊（６，６，２，２）＋１／２＊（－，６，２，２）＋１／２＊（６，６，２，２）＝３
７個のＣＣＢＤである。従って、ＦＩは、約２８個少ないＣＣＢＤ（＝７７－４９）を採
用し、略同じブロックを持ち、僅かに少ない誤検出率を有している。
【００３７】
　このように、この実施形態では、無線フレームのサブフレーム「ｋ」に対する集合レベ
ルＬ（ここでは、Ｌ＝（１，２，４，または８）の探索空間のそれぞれのＰＤＣＣＨ候補
ｍに対応するＣＣＥ位置Ｓ’ｋ

（Ｌ）は、次の式で与えられる。
【００３８】
【数２】

【００３９】
　なお、後方互換性について、ｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ）＝（０，０，０，０）では、Ｓ’ｋ
（Ｌ）＝Ｓｋ

（Ｌ）であり、ここで、Ｙｋ＝（３９８７２・Ｙｋ－１）ｍｏｄ６５５３７
であり、ＵＥ特定探索空間（ＵＥＳＳＳ）ｎ＿ＲＮＴＩ≠０は、Ｃ－ＲＮＴＩまたは一時
的なＣ－ＲＮＴＩである。なお、共通探索空間（ＣＳＳ）ｍ＝０，．．．，Ｍ（Ｌ）－１
に対してＹｋ＝０であり、ここでは、Ｌ＝（１，２，４，８）ではＭ（Ｌ）＝（６，６，
２，２）であり、ＤＣＩフォーマット０／１Ａおよび１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ以外のＤ
ＣＩフォーマットでは、ｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ）＝（２，２，２，２）である。ｉ＝０，．
．．，Ｌ－１であり、ここで、ｉは、ＰＤＣＣＨ仮定の連続したＣＣＥのそれぞれに及ぶ
。代替の実施形態では、ＰＤＣＣＨ候補は、隣接または連続する必要がない所定のＣＣＥ
からなることが可能である。
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【００４０】
　位置オフセットｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ）は、集合レベルＬの関数である。代替の実施形態
では、位置オフセットは、ＮＣＣＥ，ｋ、サブフレーム指標ｋなどの他のパラメータにも
依存している。例えば、既存のＤＣＩフォーマットおよび新しいＤＣＩフォーマットに対
する探索空間は、ＮＣＣＥ，ｋ個のＣＣＥに亘って均一に離隔されることが可能である。
つまり、通信装置に対する既存の１ＣＣＥ探索空間は｛０，１，２，３，４，５｝および
ＮＣＣＥ，ｋ＝４０であり、通信装置に対する新しいＤＣＩフォーマットの１ＣＣＥ探索
空間は、｛２０，２１，２２，２３，２４，２５｝であることが可能である。これは、０
で始まる８個のＣＣＥ集合を持った別の通信装置からブロックを減少させるのに有用であ
る場合がある。
【００４１】
　従って、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ＝３７が４つのＰＤＣＣＨのＤＣＩ形式（０，２，ｘ，ｙ
）でスケジュールされる場合のＰＤＣＣＨ仮定が図３に示されており、ここでは、Ｌ＝（
１，２，４，８）に対してｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ）＝（２，２，２，２）である。ＤＣＩ　
０／１ＡおよびＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２Ａ，２Ｂに対する初めの４個のＣＣＥチャネ
ル位置は、チャネル位置＝３であり、従って、ＤＣＩ　０とＤＣＩ　１，１Ｂ，１Ｄ，２
Ａ，２Ｂのうちの１つとの両方がスケジュールされる場合、両方をスケジュールするのに
十分な４ＣＣＥのＰＤＣＣＨ仮定がある（つまり、（６，６，２，２）から取られる２つ
の４ＣＣＥ仮定）。４ＣＣＥのＰＤＣＣＨ（個別サイズを持つ）の数が、２個を超えるＵ
Ｅにスケジュールされる場合、十分な４ＣＣＥのＰＤＣＣＨ仮定はない。しかし、０／１
Ａおよび１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａ以外のＤＣＩ形式に対するｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ＝４）

＝２である図３に示されるように、４つの４ＣＣＥのＰＤＣＣＨ仮定があり、サービスを
提供するｅＮＢスケジューラは、例えば４つの４ＣＣＥのＰＤＣＣＨ許可をスケジュール
することが可能なものから選択することができる。従って、（６，６，２，２）仮定があ
り、ブロックを回避するためにもう２つのＰＤＣＣＨ候補の許可に対する余裕を用意して
おくことが必要である場合、ｍｏｆｆｓｅｔ

（Ｌ）＝（２，２，２，２）がオフセット値
に対して最良の選択である。２つのオフセットもまた、同様に８ＣＣＥのＰＤＣＣＨ集合
のケースを解決する。
【００４２】
　図４および図５を参照して、通信装置の動作例４００を表わすフローチャートおよび通
信装置５００の構成要素例を表わすブロック図がそれぞれ提供されている。フローチャー
トおよび／またはブロック図によって表わされる通信装置は、本発明にかかる制御情報を
判断する。図５に示されるように、通信装置５００は、送受信器５１０、一又は複数のプ
ロセッサ５２０、およびメモリ５３０を備えている。図５は、通信装置の機能を行なうた
めにプロセッサ５２０が様々なプロセッサをそこに有していることを例示している。図示
された構成要素５２２～５２７のうちの一又は複数が、本発明の精神および範囲から逸脱
することなく、共に組み合わせられるか、プロセッサの他の構成要素のうちの一又は複数
から分離されることが可能であることが理解される。
【００４３】
　図４および図５によって表わされるように、通信装置５００の送受信器５１０は、ベー
ス・ユニットからの第１搬送波上の制御領域における通信装置に関連した制御チャネル・
メッセージを受信し、ＤＣＩフォーマットまたは制御メッセージ形式判断プロセッサ５２
２は、制御領域内の探索空間における一組のリソースを判断する。探索空間における一組
のリソースは、制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式および通信装
置に関連した識別子に少なくとも部分的に基づいている。一実施形態では、制御チャネル
・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、制御チャネル・メッセージが少なくと
も１つの追加の搬送波に対するものであり、該少なくとも１つの追加の搬送波が第１搬送
波を含まないことを示している。代替の実施形態では、制御チャネル・メッセージの制御
チャネル・メッセージ形式は、識別子が少なくとも１つの追加の搬送波に関連すること、
および、少なくとも１つの追加の搬送波が第１搬送波を含まないことを示している。代替
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の実施形態では、制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式は、識別子
がＤＣＩフォーマットの群または部分集合に関連することを示すことが可能である。別の
実施形態では、制御チャネル・メッセージは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）メッセージである。例えば、ステップ４１０で表わされるように、通信装置４００は
、サービスを提供するベース・ユニットによって信号送信されるその割り当てられた送信
モードに基づいてその割り当てられた制御メッセージ形式（例えば、ＤＣＩフォーマット
形式）を判断することが可能である。次に、リソース組判断プロセッサは、そのＤＣＩフ
ォーマット形式のどれが個別サイズ（異なる符号化率）を有しており、従って、ステップ
４２０でブラインド検出をサポートすべく対応する一組のリソースを必要とするかを判断
することが可能である。一実施形態では、探索空間における一組のリソースは、無線サブ
フレームにおけるスロット番号に部分的に基づいて判断されることが可能である。一実施
形態では、探索空間における一組のリソースは、探索空間における一組の候補物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対応した一組の候補制御チャネル要素（ＣＣＥ）を
判断することを含んでいる。一実施形態では、制御領域内の探索空間は、制御チャネル要
素（ＣＣＥ）の集合レベルに関連している。
【００４４】
　通信装置４００は、制御チャネル・メッセージの制御チャネル・メッセージ形式に関連
したオフセットに基づいて探索空間における一組のリソースの位置を判断することが可能
である。オフセットは、制御チャネル・メッセージにおける制御情報が第１搬送波に対し
てリソースをスケジュールする場合に第１オフセットに対応し、制御チャネル・メッセー
ジにおける制御情報が第２搬送波に対してリソースをスケジュールする場合に第２オフセ
ットに対応することが可能である。例えば、一組のリソース当たりのオフセット判断プロ
セッサ５２４は、ステップ４３０で、一組のリソースを持った制御チャネル・メッセージ
形式（例えば、ＤＣＩフォーマット形式）のそれぞれに対するＣＣＥまたは（Ｌ×ＣＣＥ
）オフセットを判断することが可能である。オフセット判断プロセッサ５２４は、ステッ
プ４４０で、対応するＤＣＩフォーマット形式オフセット、ＵＥ識別子、サブフレーム番
号または指標、集合レベル（Ｌ）、サブフレーム制御領域におけるＣＣＥの総数、集合レ
ベル毎のＰＤＣＣＨ候補（仮定）の最大数、または復号の最大試行数に基づいて、個別サ
イズのそのＤＣＩフォーマット形式のそれぞれに対する通信装置特定探索空間のそれぞれ
における一組のリソース（例えば、ＰＤＣＣＨ候補）位置のそれぞれを判断することが可
能である。
【００４５】
　ベース・ユニットは、通信装置を一組のリソースと該一組のリソースの位置のオフセッ
トに関連づけることが可能である。一実施形態では、その関連付けは、制御チャネルが非
基準搬送波に関連することを判断することに応答して生じることが可能であり、通信装置
の同一性（無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）などの）のハッシュおよび／または
無線サブフレームにおけるスロット番号を利用することが可能である。別の実施形態では
、通信装置は一組の制御チャネル要素に関連することが可能である。さらに別の実施形態
では、オフセットは、通信装置に基づく集合レベルの第２位置に関係する集合レベルの第
１位置に対応することが可能である。
【００４６】
　通信装置４００は、通信装置によって監視されるべき複数の搬送波を示す制御メッセー
ジまたは構成メッセージを受信することに応答してオフセットを判断することが可能であ
る。一実施形態では、制御メッセージを受信する場合、通信装置は、リソースの割当てが
期待される搬送波に対応した制御メッセージを監視することが可能である。
【００４７】
　次に、通信装置４００は、制御チャネル・メッセージに対する探索空間における一組の
リソースの復号を試みることが可能である。例えば、ＤＣＩフォーマット毎の制御チャネ
ルブラインド復号プロセッサ５２５は、個別サイズのＤＣＩフォーマット形式のぞれぞれ
の一組のリソース（例えば、ＰＤＣＣＨ候補）のそれぞれにおけるブラインド復号を行な
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うことが可能である。一実施形態では、通信装置４００は、その一組のリソースの復号を
試みる監視手段を備えることが可能である。ブラインド復号は、アップリンクおよびダウ
ンリンク搬送波の集合ＤＣＩフォーマット形式に対するサブフレーム毎の追加のＰＤＣＣ
Ｈ送信に関する自己ブロック問題がない場合に生じることが可能である。
【００４８】
　図５に示されるように、通信装置４００は、制御チャネル情報処理用のプロセッサ５２
６と、データ・チャネル処理用のプロセッサ５２７とをさらに備えることが可能である。
通信装置４００は、復号された制御チャネル・メッセージから制御情報を判断する。例え
ば、ＰＤＣＣＨの検出成功に際して、制御情報は、ステップ４６０で表わされるように、
搬送波の集合の場合、第１搬送波または異なる追加の搬送波上にあることがある対応した
データ（例えば、ＰＤＳＣＨ）送信の復号に成功すべく得られ、使用される。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態が図示され記述されたが、本発明がそのように限定されない
ことが理解される。多くの修正物、変更物、変形物、置換物、および等価物を、添付の特
許請求の範囲によって定義されるような本発明の精神および範囲から逸脱することのなく
、当業者に思い付くであろう。

【図１】 【図４】
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