
JP 6292530 B2 2018.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する生
成部と、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、システム情報、ページング又はRACHに関する情報を
含む制御チャネルを配置する配置部と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する送信部と、
　を有する、通信装置。
【請求項２】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する生
成部と、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、SI-RNTI、P-RNTI又はRA-RNTIによってマスクされて
いる制御チャネルを配置する配置部と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する送信部と、
　を有する、通信装置。
【請求項３】
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　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する生
成部と、
　前記割当情報及びセルIDに基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャ
ネルが配置される領域とは異なるデータ領域に、制御チャネルを配置する配置部と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する送信部と、
　を有する、通信装置。
【請求項４】
　前記送信部は、前記セルIDを特定するための検出用信号を送信する、
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記制御チャネルは、サーチスペースに配置され、
　前記割当情報は、前記サーチスペースを構成するリソースに関する、
　請求項１から４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記生成部は、セルIDでスクランブリングされた前記割当情報を生成する、
　請求項１から５のいずれかに記載の通信装置。
【請求項７】
　セルIDを特定するための検出用信号又は前記MIBが配置されるサブフレーム以外のサブ
フレームに、前記制御チャネルが配置される、
　請求項１から６のいずれかに記載の通信装置。
【請求項８】
　前記制御チャネルは、連続するリソース・ブロックのスタート位置及び個数を示す情報
から特定されるサーチスペースに配置される、
　請求項１から７のいずれかに記載の通信装置。
【請求項９】
　前記スタート位置は、セルIDに基づいて決定される、
　請求項８記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記制御チャネルは周期的に配置される、
　請求項１から９のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記端末がモニタする制御チャネル数は、サーチスペースを構成するリソース・ブロッ
ク数、及び、アグリゲーションレベルに依存する、
　請求項１から１０のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１２】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成し、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、システム情報、ページング又はRACHに関する情報を
含む制御チャネルを配置し、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する、
　通信方法。
【請求項１３】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成し、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、SI-RNTI、P-RNTI又はRA-RNTIによってマスクされて
いる制御チャネルを配置し、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する、
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　通信方法。
【請求項１４】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成し、
　前記割当情報及びセルIDに基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャ
ネルが配置される領域とは異なるデータ領域に、制御チャネルを配置し、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する、
　通信方法。
【請求項１５】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する処
理と、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、システム情報、ページング又はRACHに関する情報を
含む制御チャネルを配置する処理と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する処理と、
　を制御する、集積回路。
【請求項１６】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する処
理と、
　前記割当情報に基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャネルが配置
される領域とは異なるデータ領域に、SI-RNTI、P-RNTI又はRA-RNTIによってマスクされて
いる制御チャネルを配置する処理と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する処理と、
　を制御する、集積回路。
【請求項１７】
　マスター・インフォメーション・ブロック(MIB)のうち、下り回線の帯域幅(dl Bandwid
th)及びフレーム番号(systemFrameNumber)以外のビットを用いて、割当情報を生成する処
理と、
　前記割当情報及びセルIDに基づいて、フィジカル・ダウンリンク・コントロール・チャ
ネルが配置される領域とは異なるデータ領域に、制御チャネルを配置する処理と、
　前記割当情報と、前記制御チャネルとを、端末に送信する処理と、
　を制御する、集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、通信方法及び集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、セルラ移動体通信システムにおいては、情報のマルチメディア化に伴い、音声デ
ータのみならず、静止画像データ及び動画像データ等の大容量データを伝送することが一
般化しつつある。また、LTE-Advanced（Long Term Evolution Advanced）では、広帯域の
無線帯域、Multiple-Input Multiple-Output（MIMO）伝送技術、干渉制御技術を利用して
高伝送レートを実現する検討が盛んに行われている。
【０００３】
　さらに、LTE-Advancedでは、送信電力の低い基地局（eNBと呼ばれることもある）であ
るスモールセルを配置し、ホットスポットの高伝送レートを実現することが検討されてい
る。スモールセルを運用するキャリア周波数として、マクロセルと異なる周波数を割り当
てることが検討されている（非特許文献１参照）。
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【０００４】
　また、スモールセルは、LTE-Advanced rel.11までのキャリアの構成（BCT: Backward c
ompatible carrierと呼ばれる。例えば、図１Ａ参照）と異なる、New Carrier Type（NCT
）と呼ばれるキャリアの構成で運用されることが検討されている。NCTでは、BCTにおいて
送信されるPDCCH（Physical Downlink Control Channel）及びCRS（Cell specific Refer
ence Signal）を削減し、下り回線（DL）の制御信号の送信にEPDCCH（enhanced PDCCH）
を用いて、信号の復調にDMRS（Demodulation Reference Signal）を用いることが検討さ
れている（例えば、図１Ｂ参照）。EPDCCHはデータ領域に配置され、基地局は、周波数リ
ソースを定めてEPDCCHを送信することができる。このため、EPDCCHでは、制御信号に対す
る送信電力制御、又は、送信される制御信号によって他のセルへ与えられる干渉の制御若
しくは他のセルから自セルへ与えられる干渉の制御が実現可能となる。
【０００５】
　また、マクロセル及びスモールセルの両方に端末（UE：User Equipment）が接続される
ことを想定したものと、スモールセルのみにUEが接続されることを想定したものと、が検
討されている。マクロセル及びスモールセルの両方にUEが接続されることを想定する場合
にスモールセルにおいて使用されるキャリアは、NS-NCT（Non standalone - NCT）と呼ば
れる。一方、スモールセルのみにUEが接続されること想定する場合にスモールセルにおい
て使用されるキャリアはS-NCT（standalone-NCT）と呼ばれる。
【０００６】
　NS-NCTを用いるスモールセルに接続する場合、UEは、まず、マクロセルに接続し、NS-N
CTを用いるスモールセルへの接続をマクロセルから指示されることが想定される。したが
って、NS-NCTを用いるスモールセルは、マクロセルのサポートにより、UEの接続処理を行
うことができる。
【０００７】
　一方、S-NCTを用いるスモールセルは、マクロセルのサポートがないので、スモールセ
ル自身がUEを接続させる必要がある。また、S-NCTを用いるスモールセルは、connective 
mode UEのみだけではなく、データ通信を行っていないidle mode UEをサポートすること
も検討されている。すなわち、S-NCTを用いる場合、idle mode UEがスモールセルの存在
を認識（例えばセル検出）できるように、S-NCTを用いるスモールセルは、Idle mode UE
向けの情報を送信する必要がある。
【０００８】
　マクロセルが運用されているBCTでは、idle mode UEは、同期用信号であるPSS（Primar
y Synchronization Signal）／SSS（Secondary Synchronization Signal）を用いて同期
及びセル検出を行い、マクロセルのセルIDを取得後、MIB（Master Information Block）
を受信し、送信帯域、PHICH（Physical HARQ Indicator Channel）の配置情報、及び、フ
レーム番号等を取得する。その後、UEは、セルIDによってシフトパターンが定められてい
るPDCCHのCSS（Common Search Space）をモニタし、システム情報、ページング及びRACH
に関するDCI（Downlink Control Information）をブラインド検出する。システム情報、
ページング及びRACHに関する各DCIは、SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI等でそれぞれマスクさ
れている。なお、eNBは、Idle mode UEが当該eNBのセルをモニタしていることを認識して
いないので、UE個別の制御信号を用いてIdle mode UE向けの情報を送信することはできな
い。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】3GPP TR 36.872 V0.3.0, “Small Cell Enhancements for E-UTRA and 
E-UTRAN Physical Layer Aspects”
【非特許文献２】R1-121193, “Summary of email discussion on CSS for ePDCCH,” Fu
jitsu
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　BCTと同様にして、S-NCTを用いるスモールセルにおいても、idle mode UEが当該スモー
ルセルを認識し、システム情報、ページング及びRACHに関するDCIを受信できる仕組みが
必要となる。しかしながら、上述したように、NCTではPDCCHが送信されない（図１Ｂ参照
）。このため、NCTでは、EPDCCHにもCSS（以下、EPDCCH CSSと呼ぶ）が設定され、UEが、
システム情報、ページング及びRACHに関するDCIをEPDCCH CSSにおいて受信する必要があ
る。その際、EPDCCH CSSは、UE個別の制御信号が無くてもUEが認識し、モニタできるよう
にする必要がある。また、EPDCCHが配置されるRB番号及びRB数についても、idle mode UE
が取得できる仕組みが必要となる。なお、EPDCCHにCSSを配置することは、rel.11 のBCT
において一度検討されたが（非特許文献２参照）、導入は見送られた。この検討では、EP
DCCH CSSは主にconnected UE向けであり、上位レイヤのシグナリングにより、EPDCCH CSS
のリソースが通知されることを前提として議論されていた。
【００１１】
　本発明の目的は、S-NCTを用いるスモールセルにおいて、Idle mode UEがスモールセル
を認識し、DCIを受信することができる通信装置、通信方法及び集積回路を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様に係る基地局装置は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデー
タ領域に配置されるキャリア構成を用いる基地局装置であって、前記EPDCCH内のサーチス
ペースを構成するリソースを示す割当情報であって、前記基地局装置のセルIDでスクラン
ブリングされた前記割当情報を生成する生成部と、前記割当情報、前記セルIDを示す検出
用信号、及び、前記サーチスペースに割り当てられた制御信号を送信する送信部と、を具
備する構成を採る。
【００１３】
　本発明の一態様に係る端末装置は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ
領域に配置されるキャリア構成を用いる基地局装置から送信される受信信号から、前記基
地局装置のセルIDを示す検出用信号を検出する検出部と、前記セルIDを用いて、前記受信
信号から、前記EPDCCH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当情報を抽出する
第１受信部と、前記サーチスペースに対してブラインド復号を行うことにより、前記受信
信号から制御信号を抽出する第２受信部と、を具備する構成を採る。
【００１４】
　本発明の一態様に係る送信方法は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ
領域に配置されるキャリア構成を用いる基地局装置における送信方法であって、前記EPDC
CH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当情報であって、前記基地局装置のセ
ルIDでスクランブリングされた前記割当情報を生成し、前記割当情報、前記セルIDを示す
検出用信号、及び、前記サーチスペースに割り当てられた制御信号を送信する。
【００１５】
　本発明の一態様に係る受信方法は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ
領域に配置されるキャリア構成を用いる基地局装置から送信される受信信号から、前記基
地局装置のセルIDを示す検出用信号を検出し、前記セルIDを用いて、前記受信信号から、
前記EPDCCH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当情報を抽出し、前記サーチ
スペースに対してブラインド復号を行うことにより、前記受信信号から制御信号を抽出す
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、S-NCTを用いるスモールセルにおいて、Idle mode UEがスモールセル
を認識し、DCIを受信することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】BCT及びNCTにおけるキャリア構成を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る基地局の要部構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る端末の要部構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態に係る端末の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係る送信帯域幅とEPDCCH CSSのRB数との対応関係を示す
図
【図７】本発明の実施の形態１に係るEPDCCH CSSの配置例を示す図
【図８】本発明の実施の形態１のバリエーションに係るEPDCCH CSSの配置方法を示す図
【図９】本発明の実施の形態１のバリエーションに係るEPDCCH CSSの配置方法を示す図
【図１０】本発明の実施の形態２に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態２に係る端末の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態２に係る各サブフレームにおけるEPDCCH CSSの配置方法を
示す図（動作例１）
【図１３】本発明の実施の形態２に係る各サブフレームにおけるEPDCCH CSSの配置方法を
示す図（動作例２）
【図１４】本発明の実施の形態２に係るEPDCCH CSSの配置方法を示す図（動作例３）
【図１５】本発明の実施の形態２に係る各サブフレームにおけるEPDCCH CSSの配置方法を
示す図（動作例３）
【図１６】本発明の実施の形態２に係る他のEPDCCH CSSの配置方法を示す図（動作例３）
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形
態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００１９】
　（実施の形態１）
　［通信システムの構成］
　本実施の形態に係る通信システムは、例えば、LTE-Advancedシステムであり、基地局１
００と端末２００とを有する。基地局１００は、例えば、LTE-Advancedシステムに対応す
るスモールセルであり、端末２００は、LTE-Advancedシステムに対応する端末であって、
基地局１００（スモールセル）のみに接続される。すなわち、基地局１００及び端末２０
０は、S-NCT（以下、単にNCTと呼ぶこともある）を用いる。
【００２０】
　基地局１００は、NCTにEPDCCH CSSを配置し、EPDCCH CSSを用いて、システム情報、ペ
ージング及びRACHに関するDCIを送信する。この際、基地局１００は、EPDCCH CSSが配置
されるRBのスタート位置及びRB数を特定するためのリソース割当情報をNCT-MIB（NCTに配
置されるMIB）によって端末２００へ通知する。なお、NCT-MIBが配置されるRBは、BCTと
同様、全セル共通で設定されてもよく、スモールセル（基地局１００）のセルIDに基づい
て決定されてもよい。また、NCT-MIBには、スモールセルのセルIDに基づくスクランブリ
ング処理が施される。
【００２１】
　また、BCTでは、端末におけるセルの検出及び同期はPSS/SSSを用いて行われるのに対し
て、NCTでは、検出用信号（discovery signal）又は同期信号（synchronization signal
）として、PSS/SSS、CRS、CSI-RS、PRS又は新しく設計される信号を用いることが検討さ
れている。NCTにおいて、端末が基地局と既に同期しているものとして、端末においてセ
ルの検出のみを行うか、又は、端末においてセルの検出のみではなく同期も行う必要があ
るかは、セルのデザインによる。ただし、本実施の形態では、検出用信号（discovery si
gnal）及び同期信号（Synchronization signal）を特に区別せず、二つを合わせて「disc
overy signal」と呼ぶ。
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【００２２】
　また、本実施の形態では、端末２００において、discovery signalからセルIDを特定で
きる場合について説明するが、セルIDは隣接セルなどから端末２００へ事前に通知されて
もよい。端末２００は、NCT-MIBが配置されるRBのDMRS、又は、discovery signalによっ
て通知されるセルIDを用いて、NCT-MIBを復調する。
【００２３】
　［基地局１００の要部構成］
　図２は、本実施の形態に係る基地局１００の要部構成を示すブロック図である。基地局
１００は、PDCCHが配置される領域（PDCCH領域）を有さず、EPDCCHがデータ領域に配置さ
れるキャリア構成（NCT）を用いる。基地局１００において、Master information生成部
１０１は、EPDCCH内のサーチスペース（EPDCCH CSS）を構成するリソースを示す割当情報
であって、基地局１００のセルIDでスクランブリングされた割当情報を生成する。信号割
当部１０６は、上記割当情報及び、セルIDを示す検出用信号（discovery signal）を対応
するリソースに割り当て、制御信号（DCI）を上記サーチスペースに割り当てる。これに
より、割当情報、セルIDを示す検出用信号（discovery signal）、及び、上記サーチスペ
ースに割り当てられた制御信号（DCI）が送信される。
【００２４】
　［端末２００の要部構成］
　図３は、本実施の形態に係る端末２００の要部構成を示すブロック図である。端末２０
０において、信号分離部２０２は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ領
域に配置されるキャリア構成（NCT）を用いて基地局１００から送信される受信信号を受
け取る。Discovery signal検出部２０５は、受信信号から、基地局１００のセルIDを示す
検出用信号（discovery signal）を検出し、Master information受信部２０６は、上記セ
ルIDを用いて、受信信号から、EPDCCH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当
情報を抽出し、共通制御信号受信部２０７は、上記サーチスペースに対してブラインド復
号を行うことにより、受信信号から制御信号（DCI）を抽出する。
【００２５】
　［基地局１００の構成］
　図４は、本発明の実施の形態に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。
【００２６】
　図４において、基地局１００は、Master information生成部１０１と、Discovery sign
al生成部１０２と、共通制御信号生成部１０３と、誤り訂正符号化部１０４と、変調部１
０５と、信号割当部１０６と、送信部１０７と、受信部１０８と、復調部１０９と、誤り
訂正復号部１１０と、を有する。
【００２７】
　Master information生成部１０１は、NCTに配置されるMIB（NCT-MIB）として送信する
制御情報を生成する。Master information生成部１０１は、生成したNCT-MIBを、誤り訂
正符号化部１０４及び信号割当部１０６へ出力する。NCT-MIBには、EPDCCH CSSを構成す
るリソースを示すリソース割当情報が含まれる。例えば、EPDCCH CSSのリソース割当とし
てVRB（Virtual Resource Block）からPRB（Physical Resource Block）へ割り当てるTyp
e 2 distributed割当（Type 2 distributed VRB allocationと呼ばれることもある）が用
いられる場合、EPDCCH CSSのリソース割当情報は、EPDCCH CSSが配置される連続するRBの
スタート位置及び個数を特定する情報である。また、EPDCCH CSSが配置されるRBの個数は
、帯域幅（Band width）毎に異なる値が候補として設定され、その候補から選択可能とす
る。例えば、EPDCCH CSSが配置されるRBの個数は、帯域幅が広いほど多い。また、NCT-MI
Bには、基地局１００のセルIDに基づくスクランブリング処理が施される。
【００２８】
　Discovery signal生成部１０２は、基地局１００のセルIDに基づいてdiscovery signal
を生成し、生成した信号を信号割当部１０６へ出力する。
【００２９】
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　共通制御信号生成部１０３は、EPDCCH CSSにおいて送信されるDCI（共通制御信号）を
生成し、生成したDCIを信号割当部１０６へ出力する。このDCIは、例えば、システム情報
、ページング、RACH及び送信電力制御に関する制御信号であって、各々、SI-RNTI、P-RNT
I、RA-RNTI及びTPC-RNTIによってマスクされる。
【００３０】
　誤り訂正符号化部１０４は、送信データ信号（つまり、下り回線データ）、及び、Mast
er information生成部１０１から受け取った制御情報を誤り訂正符号化し、符号化後の信
号を変調部１０５に出力する。
【００３１】
　変調部１０５は、誤り訂正符号化部１０３から受け取った信号を変調し、変調信号を信
号割当部１０６に出力する。
【００３２】
　信号割当部１０６は、Master information生成部１０１から受け取った制御情報に基づ
いて、共通制御信号生成部１０３から受け取った共通制御信号をEPDCCH CSS内のリソース
に割り当てる。具体的には、信号割当部１０６は、Master information生成部１０１から
受け取った制御情報に示される、EPDCCH CSSを構成するRBを特定し、特定したRBのいずれ
かに共通制御信号を割り当てる。また、信号割当部１０４は、変調部１０３から受け取っ
た変調信号を予め設定されている下り回線リソースに割り当てる。また、信号割当部１０
６は、Discovery signal生成部１０２から受け取るdiscovery signalを、セルIDに基づく
下り回線リソースに割り当てる。
【００３３】
　このように、下り回線データ及び制御情報（NCT-MIB）を含む信号、discovery signal
又はEPDCCH CSSに割り当てられた共通制御信号が所定のリソースに割り当てられることに
より、送信信号が生成される。生成された送信信号は送信部１０７に出力される。
【００３４】
　送信部１０７は、信号割当部１０６から受け取った送信信号に対して、アップコンバー
ト等の所定の送信処理を施し、アンテナを介して端末２００へ送信する。
【００３５】
　受信部１０８は、端末２００から送信された信号をアンテナを介して受信し、受信信号
に対して、ダウンコンバート等の所定の受信処理を施す。受信部１０６は、受信処理後の
信号を復調部１０９に出力する。
【００３６】
　復調部１０９は、受信部１０８から受け取った信号に対して復調処理を施し、得られた
復調信号を誤り訂正復号部１１０に出力する。
【００３７】
　誤り訂正復号部１１０は、復調部１０９から受け取った復調信号を復号し、受信データ
信号（つまり、上り回線データ）を得る。
【００３８】
　［端末２００の構成］
　図５は、本実施の形態に係る端末２００の構成を示すブロック図である。
【００３９】
　図５において、端末２００は、受信部２０１と、信号分離部２０２と、復調部２０３と
、誤り訂正復号部２０４と、Discovery signal検出部２０５と、Master information受信
部２０６と、共通制御信号受信部２０７と、誤り訂正符号化部２０８と、変調部２０９と
、信号割当部２１０と、送信部２１１と、を有する。
【００４０】
　受信部２０１は、基地局１００から送信された信号を、アンテナを介して受信し、ダウ
ンコンバート等の所定の受信処理を施して、受信処理された信号を信号分離部２０２に出
力する。なお、受信信号には、下り回線データ及び制御情報（NCT-MIB）を含む信号、dis
covery signal、又は、共通制御信号等が含まれる。
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【００４１】
　信号分離部２０２は、受信信号のうち、データリソースに対応する信号（下り回線デー
タ及び制御情報）を抽出し、抽出した信号を復調部２０３に出力する。また、信号分離部
２０２は、受信信号のうち、discovery signalが含まれる可能性のあるリソースを分離し
、分離したリソースの成分をDiscovery signal検出部２０５へ出力する。また、信号分離
部２０２は、受信部２０１から受け取った受信信号のうち、後述するMaster information
受信部２０６から受け取るEPDCCH CSSのリソース割当情報に基づいて、EPDCCH CSSのリソ
ースを分離し、分離したリソースの成分を共通制御信号受信部２０７へ出力する。
【００４２】
　復調部２０３は、信号分離部２０２から受け取った信号を復調し、当該復調した信号を
誤り訂正復号部２０４に出力する。
【００４３】
　誤り訂正復号部２０４は、復調部２０３から受け取った復調信号を復号し、得られた受
信データ信号を出力する。また、誤り訂正復号部２０４は、得られたNCT-MIBをMaster in
formation受信部２０６へ出力する。
【００４４】
　Discovery signal検出部２０５は、受信信号から、基地局１００のセルIDを示すdiscov
ery signalを検出する。具体的には、Discovery signal検出部２０５は、信号分離部２０
２から受け取った信号を用いて、discovery signalが送信されているか否かを検出する。
discovery signalが送信されている場合、Discovery signal検出部２０５は、検出したdi
scovery signalを用いて、セルIDを特定する。Discovery signal検出部２０５は、特定し
たセルIDをMaster information受信部２０６へ出力する。
【００４５】
　Master information受信部２０６は、基地局１００のセルIDを用いて、受信信号から、
EPDCCH CSSを構成するリソースを示すリソース割当情報を抽出する。具体的には、Master
 information受信部２０６は、Discovery signal検出部２０５から受け取るセルIDを用い
て、誤り訂正復号部２０４から受け取るNCT-MIB（セルIDによってスクランブリングされ
たNCT-MIB）を復調して、EPDCCH CSSのリソース割当情報を抽出する。Master informatio
n受信部２０６は、EPDCCH CSSのリソース割当情報を信号分離部２０２へ出力する。
【００４６】
　共通制御信号受信部２０７は、EPDCCH CSSに対してブラインド復号を行うことにより、
受信信号から共通制御信号（DCI）を抽出する。具体的には、共通制御信号受信部２０７
は、信号分離部２０２から受け取るEPDCCH CSSのリソースに対してブラインド復号（モニ
タ）を行い、共通制御信号（DCI）を抽出する。なお、DCIは、SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI
又はTPC-RNTIによってマスクされている。
【００４７】
　誤り訂正符号化部２０８は、送信データ信号（上り回線データ）を誤り訂正符号化し、
符号化後の信号を変調部２０９に出力する。
【００４８】
　変調部２０９は、誤り訂正符号化部２０８から出力された信号を変調し、変調信号を信
号割当部２１０に出力する。
【００４９】
　信号割当部２１０は、変調部２０９から受け取った信号を、上り回線リソースに割り当
てる。割り当てられた信号は送信信号として送信部２１１に出力される。
【００５０】
　送信部２１１は、信号割当部２１０から受け取った送信信号に対して、アップコンバー
ト等の所定の送信処理を施し、アンテナを介して送信する。
【００５１】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作の詳細について説明する。
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【００５２】
　まず、LTE-AdvancedのType 2 distributed割当について説明する。
【００５３】
　Type 2 distributed割当では、VRBが連続して割り当てられ、VRBからPRBへのマッピン
グ時にPRBがdistributed割当となるように、VRBからPRBへのマッピングルールが定められ
ている。リソース割当情報として、連続して割り当てられたVRBのスタート番号と個数と
が指定される。これにより、リソース割当の通知に必要となるビット数を少なく抑えつつ
、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。また、LTE-AdvancedのType 2 distribut
ed割当では、１サブフレームを構成する第一slotと第二slotとで異なるマッピングルール
を用いて、第一slotと第二slotとでVRBが異なるPRBにマッピングされるようにする。これ
により、さらに周波数ダイバーシチ効果を得ている。また、DCI format 1Cを用いてリソ
ース割当が通知される場合、リソース割当の通知に必要となるビット数を更に削減するた
めに、VRBのスタート番号として指定できる番号が限定されている。具体的には、VRBのス
タート番号は、0, step, 2*step, 3*step …から選択できる。なお、stepの値は帯域幅に
よって異なる。例えば、帯域のRB数が50未満の場合、step=2となり、RB数が50以上の場合
、step=4となる。
【００５４】
　次に、本実施の形態に係るEPDCCH CSSのリソース割当情報の通知方法について説明する
。
【００５５】
　本実施の形態では、EPDCCH CSSのリソース割当の通知には、上述したType 2 distribut
ed割当に基づく方法が用いられる。具体的には、基地局１００は、端末２００に対して、
EPDCCH CSSが配置される連続するVRBのスタート番号（スタート位置）及び個数を特定す
るリソース割当情報を通知する。この際、基地局１００は、NCT-MIBを用いて、EPDCCH CS
Sを特定するVRBのスタート番号及び個数を端末２００へ通知する。
【００５６】
　ここで、現在のMIBの仕様では、以下の通り、下り回線の帯域幅（dl Bandwidth）、PHI
CHの配置情報（phich Config。３ビット）、MIBが送信されるフレーム番号（systemFrame
Number。８ビット）、及び、機能拡張に備えた予備の領域（spare。１０ビット）が設定
されている。
　MasterInformationBlock :: =SEQUENCE {
              dl Bandwidth              ENUMERATED {
                                          n6, n15, n25, n50, n75, n100},
              phich Config                            PHICH Config,
              systemFrameNumber           BIT STRING (SIZE(8)),
              spare                       BIT STRING (SIZE(10))
}
【００５７】
　一方、NCTでは、上述したようにPDCCHが配置される領域（PDCCH領域）を有さないこと
から（図１Ｂ参照）、PHICHも用いられないことが想定される。よって、NCT-MIBにおいて
は、上記現在のMIBのうち、phich Config（及び、spare）の領域を他の情報の通知に使用
することができる。
【００５８】
　そこで、本実施の形態では、基地局１００は、NCT-MIB（例えば、phich Config及びspa
reの領域）を用いて、EPDCCH CSSを構成するVRBのスタート番号及び個数を示すリソース
割当情報を端末２００へ通知する。このNCT-MIBは基地局１００のセルIDでスクランブリ
ングされる。
【００５９】
　そして、端末２００は、discovery signalを用いて基地局１００のセルIDを取得後、NC
T-MIBを受信することにより、EPDCCH CSSを構成するVRBのスタート番号及び個数を特定す
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る。こうすることで、端末２００（例えばidle mode UE）は、UE個別の制御信号を用いる
ことなく、基地局１００（例えばS-NCTを用いるスモールセル）を認識し、EPDCCHが配置
されるリソース（RBスタート位置及びRB数）を取得して、EPDCCH CSSに割り当てられたDC
Iを受信することができる。
【００６０】
　NCT-MIBを用いて通知されるEPDCCH CSSのリソースについて、例えば、本実施の形態で
は、EPDCCH CSSを構成するVRBのスタート番号は、上述したLTE-Advancedの方法と同一の
方法で設定される。つまり、VRBのスタート番号は、0, step, 2*step, 3*step，…の中…
から選択される。
【００６１】
　一方、EPDCCH CSSを構成するVRB数は、上述したLTE-Advancedの方法と異なる方法で設
定される。具体的には、下り回線の帯域幅（bandwidth）が広いほど、EPDCCH CSSが配置
されるVRB数（PRB数）を多くする。
【００６２】
　EPDCCH CSSを構成するリソース数を多くすると、周波数ダイバーシチ効果が向上するが
、PDSCH（Physical Downlink Shared Channel。データ領域）に割り当てることのできる
リソース数が減少してしまう。PDSCHに割り当てられるリソース数が少ないと、下り回線
のスループットが劣化してしまう。これに対して、帯域幅が広い場合には、PDSCHの制限
による下り回線のスループットの劣化の影響は小さく、EPDCCH CSSのリソース数増加に起
因するEPDCCHの品質向上によるスループット改善効果の方が大きいことが予想される。し
たがって、帯域幅に応じて、EPDCCH CSSを構成するリソース数を変更することは効果的で
ある。
【００６３】
　ただし、スモールセルのセル半径、又は、他セルからの干渉等によって、EPDCCH CSSの
品質を満たすために必要となるリソース数（RB数）は異なる。そこで、本実施の形態では
、帯域幅の各々に対して複数ののRB数の候補を対応付けてもよい。図６は、周波数帯域幅
（[MHz]）と、周波数帯域幅に対応するRB数（N_RB）と、EPDCCH CSSのRB数との対応関係
の一例を示す。図６に示すように、周波数帯域幅が広いほど（N_RBが多いほど）、EPDCCH
 CSSのRB数は多くなる。また、図６に示すように、周波数帯域幅の各々に対して、EPDCCH
 CSSのRB数の候補が２つ対応付けられている。この場合、基地局１００は、NCT-MIB（例
えば、phich Config又はspare）の１ビットを用いて、図６に示すRB数の複数の候補のう
ち何れが用られるかを示す情報をリソース割当情報として通知してもよい。
【００６４】
　図７は、EPDCCH CSSの配置例を示す。図７は、帯域全体のRB数が２５個の場合のVRBか
らPRBへのマッピングルールを示す。具体的には、図７に示すように、昇順のVRB#0～#23
に対して、番号がインタリーブされたPRB#0～#23が対応付けられている。
【００６５】
　帯域全体のRB数が２５個の場合（N_RB=25）、EPDCCH CSSのRB数は、例えば図６を参照
して、２個又は４個の何れかが設定される。例えば、EPDCCH CSSのRB数として４個が選択
され、EPDCCH CSSが配置されるVRBのスタート位置がVRB#8である場合、図７に示すように
、EPDCCH CSSは、VRBではVRB#8,9,10,11に配置され、PRBではPRB#9,13,17,21に配置され
る。
【００６６】
　すなわち、図７において、基地局１００は、VRB#8をスタート位置とし、４個のRBから
成るEPDCCH CSSのリソース割当情報を含むNCT-MIB、NCT-MIBのスクランブリング処理に用
いられたセルIDを示すdiscovery signal、及び、PRB#9,13,17,21（VRB#8,9,10,11）によ
って構成されるEPDCCH CSSの何れかに割り当てられた共通制御信号（DCI）を、端末２０
０へ送信する。端末２００は、discovery signalに示されるセルIDを用いてNCT-MIBを抽
出し、NCT-MIBに含まれるリソース割当情報に基づいて、PRB#9,13,17,21（VRB#8,9,10,11
）によって構成されるEPDCCH CSSを特定し、EPDCCH CSSに対してブラインド復号を行うこ
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とにより、共通制御信号（DCI）を受信する。
【００６７】
　このようにして、本実施の形態では、PDCCH領域を有さず、EPDCCHがデータ領域に配置
されるキャリア構成を用いる基地局１００（スモールセル）において、Master informati
on生成部１０１は、EPDCCH CSSを構成するリソース割当情報であって、基地局１００のセ
ルIDでスクランブリングされたリソース割当情報（すなわち、NCT-MIB）を生成し、送信
部１０７は、上記リソース割当情報、セルIDを示すdiscovery signal、及び、EPDCCH CSS
に割り当てられた共通制御信号（DCI）を送信する。また、端末２００において、Discove
ry signal検出部２０５は、基地局１００から送信される受信信号から、discovery signa
lを検出し、Master information受信部２０６は、セルIDを用いて、受信信号から、EPDCC
H CSSを構成するリソース割当情報を抽出し、共通制御信号受信部２０７は、EPDCCH CSS
に対してブラインド復号を行うことにより、受信信号から共通制御信号（DCI）を抽出す
る。
【００６８】
　すなわち、本実施の形態によれば、Idle mode UE（端末２００）は、discovery signal
を検出することにより特定したセルIDに基づいてNCT-MIBを受信し、NCT-MIBに含まれるリ
ソース割当情報に基づいて特定したEPDCCH CSS内でDCIを受信することができる。すなわ
ち、本実施の形態によれば、端末２００は、UE個別の制御信号が無くてもEPDCCH CSSを認
識し、当該EPDCCH CSS内に割り当てられたDCIを取得することができる。こうすることで
、BCTと同様にして、S-NCTを用いるスモールセルにおいても、idle mode UEがスモールセ
ルを認識し、システム情報、ページング及びRACHに関するDCIを受信することが可能とな
る。
【００６９】
　また、本実施の形態では、周波数帯域幅が広いほど（帯域のRB数が多いほど）、EPDCCH
 CSSのRB数はより多く設定される。こうすることで、周波数帯域幅が広い場合には、PDSC
Hの制限による下り回線のスループット劣化の影響を小さく抑えつつ、EPDCCHの品質向上
によるスループット改善の効果を得ることができる。
【００７０】
　なお、本実施の形態において、EPDCCH CSSを構成するVRBのスタート位置の指定に使用
される「step」は、EPDCCH CSSのRB数と同一の値に設定されてもよい。このようにすると
、全体域において、EPDCCH CSSが重ならないで配置できるセット数分のEPDCCH CSSの割当
候補を確保することができる。
【００７１】
　また、LTE-AdvancedのType 2 distributed割当では、第一slotと第二slotとで異なるマ
ッピングルールが適用されるのに対して、本実施の形態では、第一slotと第二slotとで同
一のマッピングルールを適用してもよい。こうすることで、スロット間において同一PRB
にEPDCCH CSSが配置される。これは、EPDCCHがDMRSを用いて復調されるので、第一slot及
び第二slotの両方のDMRSを使用して復調できるように、第一slot及び第二slotの両方とも
同一PRBにEPDCCHが配置されることが望ましいためである。また、第一slotと第二slotと
でEPDCCH CSSが配置されるPRB番号を同一とすることで、PDSCHに使用できないRB数を削減
することもできる。また、本実施の形態では、VRBからPRBへのマッピングルールとして、
第一slotにおけるルール（図７）を適用する場合について説明したが、第二slotにおける
ルールを用いてもよい。
【００７２】
　また、本実施の形態において、NCT-MIBを用いて通知されるリソース割当情報として、E
PDCCH CSSが送信される周期（period of CSS）を追加してもよい。例えばNCT-MIBの２ビ
ットを用いて、EPDCCH CSSが配置されるサブフレーム周期として、(5msec,10msec, 20mse
c, 40msec)の４種類のサブフレーム周期から選択できるようにしてもよい。このようにす
ると、下り回線のトラフィック量に応じて、EPDCCH CSSによるオーバヘッド量を調整する
ことができる。また、EPDCCH CSSが配置されないサブフレームを通知することで、端末２
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００におけるEPDCCHの検出ミス、及び誤検出を削減することができる。
【００７３】
　＜バリエーション１＞
　本実施の形態では、周波数帯域幅（RB数）毎にEPDCCH CSSのRB数を変更する場合（図６
参照）について説明したが、EPDCCH CSSのRB数毎、かつ、アグリゲーションレベル(AL: A
ggregation level。後述する)毎に端末２００がモニタするEPDCCH数を変更してもよい。
【００７４】
　ここで、LTE-Advancedでは、１RBは、周波数方向には１２個のサブキャリアを有し、時
間方向には0.5msecの幅を有する。RBを時間方向で２つ組み合わせた単位は、RBペア（RB 
pair）と呼ばれる。つまり、RBペアは、周波数方向には１２個のサブキャリアを有し、時
間方向には1msecの幅を有する。また、RBペアが周波数軸上の１２個のサブキャリアの塊
（グループ）を表す場合、RBペアは、単にRBと呼ばれることがある。また、物理レイヤで
は、RPペアは、PRBペア（Physical RB pair）とも呼ばれる。また、１個のサブキャリア
と１つのOFDMシンボルとにより規定される単位は、Resource Element（RE）と呼ばれる。
【００７５】
　また、EPDCCHにおいて、各PRBペアが１６個のリソースに分割された単位をEREG(Enhanc
ed Resource Element Group)と呼び、４つ又は８つのEREGにて構成されるリソースの単位
をECCE（Enhanced Control Channel Element）と呼ぶ。また、１つの制御信号を送信する
EPDCCHを構成するECCEの数をアグリゲーションレベルと呼ぶ。EPDCCHは、複数のアグリゲ
ーションレベルを有する。また、各アグリゲーションレベルは、予め規定されたEPDCCH候
補をそれぞれ有する。EPDCCH候補とは、制御信号が割り当てられる領域の候補であり、複
数のEPDCCH候補によってサーチスペースが構成される。例えば、PDCCH CSSのPDCCH候補数
は、AL4（アグリゲーションレベル：４）では４つ、AL8（アグリゲーションレベル：８）
では２つとなっている。
【００７６】
　例えば、EPDCCHにおいて４つのEREGで１ECCEを構成する場合、RB数（PRBペア数）が８
個の場合にはECCE数は３２個となり、RB数が４個の場合にはECCE数は１６個となり、RB数
が２個の場合にはECCE数は８個となり、RB数が１個の場合にはECCE数は４個となる。した
がって、EPDCCH CSSのEPDCCH候補数を、PDCCH CSSと同様にAL4では４つ、AL8では２つと
すると、EPDCCHを構成するRB数が２個の場合及び１個の場合では、各EPDCCH候補を構成す
るECCEが重複してしまう。
【００７７】
　そこで、EPDCCH CSSを構成するRB数毎に、EPDCCH CSSのALを変更することにより、EPDC
CH CSSのEPDCCH候補に重複が生じないようにしてもよい。例えば、図８は、EPDCCH CSSの
RB数と、アグリゲーションレベル(AL)と、端末２００がモニタするEPDCCH数との対応関係
を示す。なお、図８は、EPDCCHにおいて４つのEREGで１ECCEを構成する場合について示す
。
【００７８】
　図８に示すように、EPDCCH CSSのEPDCCH候補数は、EPDCCH CSSのRB数が１個の場合（EC
CE数：４個）、AL1で３つ、AL2で２つ、AL4で１つとし、EPDCCH CSSのRB数が２個の場合
（ECCE数：８個）、AL2で３つ、AL4で２つ、AL8で１つとし、EPDCCH CSSのRB数が４個の
場合（ECCE数：１６個）、AL4で４つ、AL8で２つとし、EPDCCH CSSのRB数が８の場合（EC
CE数：３２個）、AL4で３つ、AL8で２つ、AL16で１つとする。
【００７９】
　こうすることで、ECCEを重複することなく、各アグリゲーションレベルにおける各EPDC
CH候補を設定することができる。
【００８０】
　＜バリエーション２＞
　上記実施の形態では、NCT-MIBによってEPDCCH CSSのVRBのスタート位置が通知される場
合について説明した。これに対して、バリエーション２では、セルIDに基づいて、EPDCCH
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 CSSのVRBのスタート位置が指定される。この場合、NCT-MIBに含まれるリソース割当情報
は、EPDCCH CSSを構成するVRBの個数のみを示す情報となる。このようにすると、上記実
施の形態と比較して、EPDCCH CSSのリソース割当の通知に必要となるビット数を更に削減
できる。なお、セルIDは、例えば、端末２００においてdiscovery signalから取得される
。セルIDは、PCID(Physical Cell ID)とも呼ばれる。
【００８１】
　セルIDに基づくRBのスタート位置（RB_start）は、例えば、次式（１）に従って算出さ
れる。
　RB_start= (PCID mod floor (N_VRB/K))*K　　　（１）
【００８２】
　式（１）において、KはEPDCCH CSSに割り当てられるRB数を示し、N_VRBはVRB総数を示
す。例えば、PCID=1500、K=4、N_VRB=24とすると、RB_start =(1500 mod floor 24/4)*4=
0となる。よって、EPDCCH CSSは、VRBではVRB#0,1,2,3 に割り当てられ、PRBではPRB#0,4
,8,12に割り当てられる（例えば、図９参照）。
【００８３】
　ただし、隣接セル間で、EPDCCH CSSのRBのスタート位置が重複すると、互いに干渉して
しまう。そこで、隣接セル間の干渉を避けるためのシフト値を設定してもよい。シフト値
は、例えば、Kの整数倍とすることで、隣接セル間のEPDCCH CSSの重複をすべてのRBで回
避することができる。RBのスタート位置のシフトは、シフト値を１つ予め規定して、１ビ
ットを用いてシフトの有無を示してもよく、２ビット以上を用いて、複数のシフト値から
選択できるようにしてもよい。
【００８４】
　なお、式（１）では、KをEPDCCH CSSに割り当てられるRB数と設定したので、RB_start
は、全帯域において、EPDCCH CSSが重ならないで配置できるセット数分の候補が確保され
る。重複を許容する場合、KをEPDCCH CSSに割り当てられるRB数/2等に設定してもよい。
【００８５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、discovery signal（又は同期信号）とEPDCCH CSSとの衝突を回避す
る方法について説明する。
【００８６】
　なお、本実施の形態では、discovery signalは、サブフレーム内の特定のRE（Resource
 Element）に配置されるものとし、UEは、discovery signalの配置位置を予め把握してい
るものとする。
【００８７】
　［基地局３００の構成］
　図１０は、本発明の実施の形態に係る基地局３００の構成を示すブロック図である。な
お、図１０において、実施の形態１（図４）と同一の構成部には同一の符号を付し、その
説明を省略する。
【００８８】
　図１０において、信号割当部３０１は、実施の形態１（信号割当部１０６）と同様、
変調部１０３から受け取った変調信号、共通制御信号生成部１０３から受け取った共通制
御信号、及び、Discovery signal生成部１０２から受け取るdiscovery signalを、それぞ
れに対応するリソースに割り当てる。この際、信号割当部３０１は、EPDCCH CSSが配置さ
れるリソースと、discovery signalが配置されるリソースとが衝突する場合、EPDCCH CSS
を配置するリソースを変更する。なお、EPDCCH CSSの配置リソースの変更方法については
後述する。
【００８９】
　［端末４００の構成］
　図１１は、本発明の実施の形態に係る端末４００の構成を示すブロック図である。なお
、図１１において、実施の形態１（図５）と同一の構成部には同一の符号を付し、その説
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明を省略する。
【００９０】
　図１１において、Discovery signal検出部４０１は、実施の形態１（Discovery signal
検出部２０５）の動作に加え、discovery signalの送信周期及びリソース情報（配置位置
など）を信号分離部４０２へ出力する。
【００９１】
　信号分離部４０２は、実施の形態１（信号分離部２０２）と同様、受信信号から、デー
タリソースに対応する信号（下り回線データ及び制御情報）、discovery signalが含まれ
る可能性のあるリソース、及び、EPDCCH CSSのリソースをそれぞれ分離する。この際、信
号分離部４０２は、Discovery signal検出部４０１から受け取るdiscovery signalの送信
周期及びリソース情報と、Master information受信部２０６から受け取るEPDCCH CSSのリ
ソース割当情報とに基づいて、discovery signalが配置されるリソースとEPDCCH CSSのリ
ソースとが衝突し得るリソースを認識する。そして、信号分離部４０２は、上記衝突し得
るリソースについては、EPDCCH CSSが配置されるリソースが変更されていると認識して、
受信信号からEPDCCH CSSのリソースの成分を分離する。なお、EPDCCH CSSの配置リソース
の変更方法については後述する。
【００９２】
　［基地局３００及び端末４００の動作］
　以上の構成を有する基地局３００及び端末４００の動作の詳細について説明する。
【００９３】
　基地局３００及び端末４００におけるEPDCCH CSSの配置リソースの変更方法について、
動作例１～３についてそれぞれ説明する。
【００９４】
　＜動作例１＞
　動作例１では、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブフレームに配置されるパタ
ーンの場合、当該サブフレームにはEPDCCH CSSは配置されない。すなわち、動作例１では
、サブフレーム単位でdiscovery signalとEPDCCH CSSとの衝突を回避する。
【００９５】
　例えば、図１２に示すように、discovery signalの送信間隔が5msec（例えば、サブフ
レーム#N-10，#N-5，#N，#N+5，#N+10）であり、EPDCCH CSSの送信周期が2msec（例えば
、サブフレーム#N-4，#N-2，#N，#N+2，#N+4）であるとする。この場合、discovery sign
alとEPDCCH CSSとが同一サブフレームに配置され、衝突が生じるタイミングは10msec間隔
（例えば、サブフレーム#N-20，#N-10，#N，#N+10，#N+20）となる。
【００９６】
　ここで、端末４００は、discovery signalを検出して、discovery signalを用いてMIB
を受信して、EPDCCH CSSを特定する。このため、discovery signalをEPDCCH CSSよりも優
先して送受信することが好ましい。
【００９７】
　そこで、基地局３００（信号割当部３０１）は、EPDCCH CSSの送信タイミングであるサ
ブフレームのうち、discovery signalの送信タイミングである10msec間隔（図１２ではサ
ブフレーム#N）のサブフレームではEPDCCH CSSを配置しない（送信しない）。同様に、端
末４００（信号分離部４０２）は、EPDCCH CSSの送信タイミングであるサブフレームのう
ち、discovery signalの送信タイミングである10msec間隔（図１２ではサブフレーム#N）
のサブフレームではEPDCCH CSSの検出処理をスキップし、共通制御信号受信部２０８への
出力を行わない。
【００９８】
　このようにして、EPDCCH CSSの配置が予め設定されている複数のサブフレームのうち、
discovery signalが配置されるサブフレームでは、EPDCCH CSSは配置されない。こうする
ことで、EPDCCH CSSの送受信よりもdiscovery signalの送受信を優先させることにより、
セルの検出精度を維持することができる。また、discovery signalとEPDCCH CSSとの同時
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送信を避けることにより、EPDCCH CSSの品質も維持することができるので、EPDCCH CSSの
誤検出(false detection)又は検出ミス(misdetection)の確率を抑えることができる。
【００９９】
　なお、EPDCCH CSSの送信間隔が可変の場合には、EPDCCH CSSに必要となるリソース量及
びdiscovery signalとの衝突を考慮してEPDCCH CSSの送信間隔が決定されればよい。
【０１００】
　＜動作例２＞
　動作例２では、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブフレームに配置されるパタ
ーンの場合、当該サブフレームでは、EPDCCH CSSは、discovery signalが配置されたリソ
ース（RE）を避けて配置される。すなわち、動作例２では、RE単位でdiscovery signalと
EPDCCH CSSとの衝突を回避する。
【０１０１】
　例えば、図１３に示すように、動作例１と同様、discovery signalの送信間隔が5msec
（例えば、サブフレーム#N-10，#N-5，#N，#N+5，#N+10）であり、EPDCCH CSSの送信周期
が2msec（例えば、サブフレーム#N-4，#N-2，#N，#N+2，#N+4）であるとする。この場合
、discovery signalとEPDCCH CSSとの衝突が生じるタイミングは10msec間隔（例えば、サ
ブフレーム#N-20，#N-10，#N，#N+10，#N+20）となる。
【０１０２】
　そこで、基地局３００（信号割当部３０１）は、discovery signalとEPDCCH CSSとが同
一サブフレームに配置されるタイミングでは、リソース割当情報に示されるリソースのう
ち、discovery signalが配置されるリソース（RE）以外のリソースに共通制御信号（DCI
）を割り当てる。つまり、基地局３００は、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブ
フレームに配置されるタイミングでは、discovery signalが配置されるリソース（RE）と
重複する、EPDCCH CSSのリソースには共通制御信号（DCI）を割り当てない。同様に、端
末４００（信号分離部４０２及び共通制御信号受信部２０７）は、discovery signalとEP
DCCH CSSとが同一サブフレームに配置されるタイミングでは、リソース割当情報に示され
るリソースのうち、discovery signalが配置されるリソース（RE）以外のリソースを分離
して、当該リソースをブラインド復号することにより共通制御信号（DCI）を取得する。
【０１０３】
　このようにして、discovery signal及びEPDCCH CSSの双方が配置されるサブフレームに
おいて、EPDCCH CSSは、リソース割当情報に示されるリソースのうち、discovery signal
が配置されるリソース以外のリソースに配置される。こうすることで、EPDCCH CSSのリソ
ースが減少する分、EPDCCH CSSの特性は劣化し得る。しかし、RACH response等、端末４
００との回線品質を推定できる場合には、基地局３００は、回線品質の良い端末４００に
向けて、discovery signalとEPDCCH CSSとが配置されるサブフレームを使用することによ
り、EPDCCH CSSの特性劣化を軽減することができる。
【０１０４】
　また、高いAggregation levelを用いればEPDCCH CSSで送信されるDCIの総量は減るもの
の、EPDCCH CSSの品質を確保することができる。したがって、上述した、discovery sign
alとEPDCCH CSSとが配置されるサブフレームにおける、EPDCCH CSSに対するリソース使用
の制約を軽減することができる。
【０１０５】
　また、端末４００は、該当のセルにおいてdiscovery signalが配置されるリソース（RE
）を認識しているので、そのREに配置される予定のEPDCCH CSSのリソースがパンククチャ
リング又はレートマッチングされていると認識することができる。なお、パンクチャリン
グとは、リソースの配置順はそのままで、discovery signalが配置されるREの受信をスキ
ップするものであり、レートマッチングとは、使用できるRE数に応じて符号化を変える方
法である。
【０１０６】
　また、動作例１と同様、EPDCCH CSSの送信よりもdiscovery signalの送信を優先させる
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ことにより、セルの検出精度を維持することができる。また、discovery signalとEPDCCH
 CSSとが同一リソースで送信されることを避けることにより、EPDCCH CSSの品質も維持す
ることができるので、EPDCCH CSSの誤検出(false detection)又は検出ミス(misdetection
)の確率を抑えることができる。
【０１０７】
　＜動作例３＞
　動作例３では、動作例２と同様、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブフレーム
に配置されるパターンの場合、当該サブフレームでは、EPDCCH CSSは、discovery signal
が配置されたリソース（RE）を避けて配置される。
【０１０８】
　ただし、動作例２では、当該サブフレームのdiscovery signalが配置されるリソースに
はEPDCCH CSSが配置されず、EPDCCH CSSのRB数が減少する。これに対して、動作例３では
、EPDCCH CSSのRB数を確保するために、discovery signalとEPDCCH CSSとが衝突するRB数
分だけ、EPDCCH CSSが配置されるリソース（例えばVRB）をシフトさせる。動作例３は、
特に、PSS/SSSのように、discovery signalが配置されるRBが限定されている場合に有効
である。
【０１０９】
　具体的には、基地局３００は、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブフレームに
配置されるタイミングでは、discovery signalとEPDCCH CSSとの衝突を回避するように、
EPDCCH CSSが配置されるリソース（RB）をシフトさせてEPDCCH CSSを配置する。また、端
末４００は、discovery signalとEPDCCH CSSとが同一サブフレームに配置されるタイミン
グでは、discovery signalとEPDCCH CSSとの衝突を回避するように、EPDCCH CSSが配置さ
れていると認識して、EPDCCH CSSを特定する。
【０１１０】
　例えば、図１４に示すように、帯域のRB数が２５個であり、discovery signalがPSS/SS
Sと同様にして帯域の中心に配置される場合について説明する。図１４では、discovery s
ignalは、PRB#9,10,11,12,13,14,15（帯域のほぼ中央）に配置される。また、EPDCCH CSS
のリソース割当情報として、VRBのスタート位置をVRB#8とし、個数を４つとする。
【０１１１】
　この場合、実施の形態１（図７）と同様にしてEPDCCH CSSがVRB#8～#11の4VRBに配置さ
れると、VRB#8，#9、つまりPRB#9，#13においてdiscovery signalとEPDCCH CSSとが衝突
してしまう。そこで、動作例３では、EPDCCH CSSのリソース割当において、discovery si
gnalと衝突するVRB#8,#9の２VRB分だけ割当をスキップさせることにより、EPDCCH CSSはV
RB#10～13に配置される。すなわち、EPDCCH CSSが配置されるリソースは、リソース割当
情報に示されるVRB#8～#11を、VRB#8,#9において２VRB分だけシフトさせたVRB#10～#13と
なる。このようにしてEPDCCH CSSのリソースとして4VRBが確保される。
【０１１２】
　このようにして、EPDCCH CSSの配置が予め設定された複数のサブフレームのうち、disc
overy signalが配置されるサブフレームでは、リソース割当情報に示されるリソースのう
ち、discovery signalが配置されるリソース（RE）と重複するリソースを、当該discover
y signalが配置されるリソース以外のリソースにシフトさせて、EPDCCH CSSが配置される
。これにより、図１５に示すように、EPDCCH CCSのリソースを確保しつつ（リソース数を
減少させることなく）、discovery signalとEPDCCH CSSとの衝突を回避することができる
。すなわち、動作例３によれば、セルの検出精度を維持しつつ、EPDCCH CSSの品質も維持
することができるので、EPDCCH CSSの誤検出(false detection)又は検出ミス(misdetecti
on)の確率を抑えることができる。
【０１１３】
　次に、一例として、図１６を用いて、帯域のRB数が５０個の場合について説明する。
【０１１４】
　この場合、discovery signalがPSS/SSSと同様にして帯域の中心であるPRB#22,23,24,25
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,26,27に配置されているとする。また、帯域のRB数が５０個の場合、VRB数は４６個（VRB
#0～#45）である。また、帯域のRB数が５０個の場合、VRBのスタート位置のstepは４であ
り、VRBのスタート位置の候補は、VRB#0, 4, 8, …，40の１１個となる。例えば、EPDCCH
 CSSのRB数が４個の場合、EPDCCH CSSを構成するリソースの候補として、１１個のEPDCCH
 CSSのパターン（図１６に示す点線で囲む１１パターン）が設定される。すなわち、１１
パターンの中の何れか１つがEPDCCH CSSとして指定される。
【０１１５】
　しかしながら、図１６に示す点線で囲む１１パターンのうち、４つのパターンにおいて
、discovery signalとの衝突が生じてしまう。
【０１１６】
　これに対して、動作例３では、上述したように、EPDCCH CSSは、discovery signalとの
衝突を回避するようにして配置される。
【０１１７】
　具体的には、図１６に示すように、EPDCCH CSSのVRBのスタート位置の候補をVRB#0,4,9
,13,17,22,26,32,36,42とし、discovery signalが配置されたリソースを避けて、４つのR
Bを、EPDCCH CSSを構成するリソースの候補である１パターン（図１６に示す実線で囲む
パターン）とする。この場合、discovery signalとの衝突が生じない１０個のEPDCCH CSS
のパターンを確保できる。また、この１０個のパターンは、それぞれ異なるRBに配置され
るので（RBが重複しないので）、discovery signalが同一RBに配置されるセル間において
EPDCCH CSSの衝突も避けることができる。
【０１１８】
　例えば、基地局３００は、端末４００に対して、EPDCCH CSSのRBのスタート位置、及び
、RB数を通知すればよい。端末４００は、基地局３００から通知されたEPDCCHのRB数に対
応するEPDCCH CSSの複数のパターン（RB数が４個の場合には図１６に示すパターン）の中
から、RBのスタート位置に対応する１つのパターンをEPDCCH CSSのリソースとして認識す
る。つまり、図１６では、端末４００は、EPDCCH CSSを構成するRBのスタート位置及び個
数を示すリソース割当情報によって、EPDCCH CSSの複数のパターンの中の何れか１つのパ
ターンを特定する。
【０１１９】
　このようにして、EPDCCH CSSを構成するリソースの候補である複数のパターンが予め設
定される。また、この複数のパターンの各々は、discovery signalが配置されるリソース
以外のリソースにより構成される。また、EPDCCH CSSのリソース割当情報は、上記複数の
パターンの中の何れか１つを特定する情報である。このように、discovery signalとの衝
突が発生しないリソースを用いてEPDCCH CSSのリソース配置のパターンを予め設定するこ
とにより、端末４００は、discovery signalとEPDCCH CSSとの衝突を考慮することなく、
EPDCCH CSS内のDCIを受信することができる。
【０１２０】
　なお、ここでは、EPDCCH CSSのリソース割当情報は、EPDCCH CSSを構成するRBのスター
ト位置及び個数を示す情報に限定されず、例えば、複数のパターンのうち使用するパター
ンを示す情報でもよい。
【０１２１】
　なお、一例として、帯域のRB数が５０個の場合について説明したが、帯域のRB数が５０
個の場合に限定されず、他のRB数（例えば、6,15,25,75,100個）の場合についても同様に
して、discovery signalとの衝突が生じないEPDCCH CSSのパターンを予め設定してもよい
。
【０１２２】
　以上、基地局３００及び端末４００におけるEPDCCH CSSの配置リソースの変更方法につ
いて、動作例１～３についてそれぞれ説明した。
【０１２３】
　以上のように、本実施の形態によれば、discovery signal（又は同期信号）とEPDCCH C
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SSとの衝突を回避することができる。
【０１２４】
　なお、本実施の形態では、EPDCCH CSSの配置位置の通知にType 2 distributed割当（RB
のスタート位置及びRB数を特定するリソース割当情報）を用いる場合について説明したが
、これ限定されず、例えば、EPDCCH CSSの配置位置であるRB、又は、RBのグループを特定
するリソース割当情報を用いてもよい。
【０１２５】
　また、本実施の形態では、EPDCCH CSSとdiscovery signalとの衝突を回避する場合につ
いて説明したが、本実施の形態を、EPDCCH CSSとNCT-MIBとの衝突の回避に適用してもよ
い。
【０１２６】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。
【０１２７】
　［他の実施の形態］
　なお、上記実施の形態では、NCTにEPDCCH CSSを配置する場合について説明したが、BCT
にEPDCCH CSSを配置する場合に上記実施の形態を適用してもよい。特に、MTC（Machine T
ype Communication）等において、セルカバレッジの拡張が必要であるが、PDCCH内のCSS
では十分なセルカバレッジを確保できない場合には、EPDCCH CSSを用いてセルカバレッジ
を拡張することが可能となる。
【０１２８】
　また、上記実施の形態では、EPDCCH CSSをセルIDに基づいて検出可能なCSSとして説明
した。つまり、上記実施の形態では、１つのセルにおける１つのCSSについて説明した。
しかし、１つのセルにおいて複数のCSSが設定され、各端末が当該複数のCSSの中から特定
のCSSを選択することも考えられる。そこで、上記実施の形態で用いられるCSSは、UEのグ
ループ単位で設定されるCSS（グループCSS。又はUE group CSS）に拡張してもよい。例え
ば、UE group CSSは、eIMTA（enhancement for DL-UL Interference Management and Tra
ffic Adaptation）、CoMP（Coordinated of Multiple Pont transmission and reception
）又はNS-NCTに対して設定され得る。上記実施の形態ではセルIDを用いたのに対して、グ
ループCSSを適用する場合には、例えばグループIDが用いられる。例えば、グループIDは
、eIMTAにおいて同一のconfigurationが設定された複数のセルのグループを示すIDでもよ
く、CoMPにおいて協調する複数のセルのグループを示すIDでもよい。このグループIDは、
例えば、UE固有の上位レイヤシグナリングによって端末に指示される。
【０１２９】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアで実現することも可能である
。
【０１３０】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１３１】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１３２】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
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【０１３３】
　以上、本開示に係る基地局装置は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ
領域に配置されるキャリア構成を用いる基地局装置であって、前記EPDCCH内のサーチスペ
ースを構成するリソースを示す割当情報であって、前記基地局装置のセルIDでスクランブ
リングされた前記割当情報を生成する生成部と、前記割当情報、前記セルIDを示す検出用
信号、及び、前記サーチスペースに割り当てられた制御信号を送信する送信部と、を具備
する構成を採る。
【０１３４】
　本開示に係る基地局装置において、前記サーチスペースの配置が予め設定されている複
数のサブフレームのうち、前記検出用信号が配置されるサブフレームでは、前記サーチス
ペースは配置されない。
【０１３５】
　本開示に係る基地局装置において、前記検出用信号及び前記サーチスペースの双方が配
置されるサブフレームにおいて、前記サーチスペースは、前記割当情報に示されるリソー
スのうち、前記検出用信号が配置されるリソース以外のリソースに配置される。
【０１３６】
　本開示に係る基地局装置において、前記サーチスペースの配置が予め設定されている複
数のサブフレームのうち、前記検出用信号が配置されるサブフレームでは、前記割当情報
に示されるリソースのうち、前記検出用信号が配置されるリソースと重複するリソースを
、前記検出用信号が配置されるリソース以外のリソースにシフトさせて、前記サーチスペ
ースが配置される。
【０１３７】
　本開示に係る基地局装置において、前記サーチスペースを構成するリソースの候補であ
る複数のパターンが予め設定され、前記複数のパターンの各々は、前記検出用信号が配置
されるリソース以外のリソースにより構成され、前記割当情報は、前記複数のパターンの
中の何れか１つを特定する情報である。
【０１３８】
　本開示に係る基地局装置において、前記割当情報は、前記サーチスペースが配置される
連続する前記リソースのスタート位置及び個数を示す情報であり、下り回線の帯域幅が広
いほど、前記個数は多い。
【０１３９】
　本開示に係る基地局装置において、前記帯域幅の各々に対して、前記個数の複数の候補
が対応付けられ、前記割当情報は、更に、前記複数の候補のうち何れが用いるかを示す情
報を含む。
【０１４０】
　本開示に係る基地局装置において、前記サーチスペースが配置される連続する前記リソ
ースのスタート位置は、前記セルIDに基づいて決定され、前記割当情報は、前記リソース
の個数を示す情報である。
【０１４１】
　本開示に係る基地局装置において、前記割当情報は、更に、前記サーチスペースが配置
される周期を示す情報を含む。
【０１４２】
　本開示に係る端末装置は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ領域に配
置されるキャリア構成を用いて基地局装置から送信される受信信号から、前記基地局装置
のセルIDを示す検出用信号を検出する検出部と、前記セルIDを用いて、前記受信信号から
、前記EPDCCH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当情報を抽出する第１受信
部と、前記サーチスペースに対してブラインド復号を行うことにより、前記受信信号から
制御信号を抽出する第２受信部と、を具備する構成を採る。
【０１４３】
　本開示に係る送信方法は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ領域に配
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ーチスペースを構成するリソースを示す割当情報であって、前記基地局装置のセルIDでス
クランブリングされた前記割当情報を生成し、前記割当情報、前記セルIDを示す検出用信
号、及び、前記サーチスペースに割り当てられた制御信号を送信する。
【０１４４】
　本開示に係る受信方法は、PDCCHが配置される領域を有さず、EPDCCHがデータ領域に配
置されるキャリア構成を用いて基地局装置から送信される受信信号から、前記基地局装置
のセルIDを示す検出用信号を検出し、前記セルIDを用いて、前記受信信号から、前記EPDC
CH内のサーチスペースを構成するリソースを示す割当情報を抽出し、前記サーチスペース
に対してブラインド復号を行うことにより、前記受信信号から制御信号を抽出する。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明は、移動通信システム等に有用である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１００，３００　基地局
　２００，４００　端末
　１０１　Master information生成部
　１０２　Discovery signal生成部
　１０３　共通制御信号生成部
　１０４，２０８　誤り訂正符号化部
　１０５，２０９　変調部
　１０６，２１０，３０１　信号割当部
　１０７，２１１　送信部
　１０８，２０１　受信部
　１０９，２０３　復調部
　１１０，２０４　誤り訂正復号部
　２０２，４０２　信号分離部
　２０５，４０１　Discovery signal検出部
　２０６　Master information受信部
　２０７　共通制御信号受信部
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