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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位層の信号に基づいて、パラメータセットを設定する設定部と、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
たは第２のＰＤＳＣＨをデコードする復号化部とを有し、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の検出に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前
記第２のＰＤＳＣＨのデコードに際し、
　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記復号化部は、前記
第１のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメ
ータセットを用い、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパ
ラメータから得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、端末装置。
【請求項２】
　前記復号化部は、さらに第３のＰＤＳＣＨをデコードし、
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　準定常的スケジューリング用端末識別子（ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ）によってスクランブ
ルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット１ＡのＰＤＣＣＨまたは
ＥＰＤＣＣＨの検出に応じた前記第３のＰＤＳＣＨのデコードに際し、前記復号化部は、
前記第３のＰＤＳＣＨのリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメー
タセットを用い、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラ
メータから得られる請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記パラメータセットは、さらに、ＣＲＳポート数を示す情報を含む、請求項１に記載
の端末装置。
【請求項４】
　前記パラメータセットは、さらに、マルチメディアビロードキャストおよびマルチキャ
ストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームを示す情報を含む、請
求項１に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記送信モード１０は、複数のチャネル状態情報参照信号が設定可能な送信モードであ
る、請求項１に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記パラメータセットは、上位層シグナリングにより設定される４つまでのパラメータ
セットのうちの１番目のパラメータセットである、請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａは、すべての送信モードで使用可能なＤＣＩフォーマット
である、請求項１に記載の端末装置。
【請求項８】
　上位層の信号に基づいて、パラメータセットを設定するステップと、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
たは第２のＰＤＳＣＨをデコードするステップとを有し、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の検出に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前
記第２のＰＤＳＣＨのデコードに際し、
　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記第１のＰＤＳＣＨ
に対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメータセットが用い
られ、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラメータから
得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、通信方法。
【請求項９】
　上位層の信号に基づいて、パラメータセットを設定し、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
たは第２のＰＤＳＣＨをデコードし、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の検出に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前
記第２のＰＤＳＣＨのデコードに際し、
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　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記第１のＰＤＳＣＨ
に対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメータセットが用い
られ、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラメータから
得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、集積回路。
【請求項１０】
　パラメータセットを示す上位層シグナリングと、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
たは第２のＰＤＳＣＨを送信する送信部を有し、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２
のＰＤＳＣＨの送信に際し、
　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記送信部は、前記第
１のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメー
タセットを用い、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラ
メータから得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、基地局装置。
【請求項１１】
　前記送信部は、さらに第３のＰＤＳＣＨを送信し、
　準定常的スケジューリング用端末識別子（ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ）によってスクランブ
ルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット１ＡのＰＤＣＣＨまたは
ＥＰＤＣＣＨの検出に応じた前記第３のＰＤＳＣＨの送信に際し、前記送信部は、前記第
３のＰＤＳＣＨのリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメータセッ
トを用い、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラメータ
から得られる請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１２】
　前記パラメータセットは、さらに、ＣＲＳポート数を示す情報を含む、請求項１０に記
載の基地局装置。
【請求項１３】
　前記パラメータセットは、さらに、マルチメディアビロードキャストおよびマルチキャ
ストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームを示す情報を含む、請
求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１４】
　前記送信モード１０は、複数のチャネル状態情報参照信号が設定可能な送信モードであ
る、請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１５】
　前記パラメータセットは、上位層シグナリングにより設定される４つまでのパラメータ
セットのうちの１番目のパラメータセットである、請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１６】
　前記ＤＣＩフォーマット１Ａは、すべての送信モードで使用可能なＤＣＩフォーマット
である、請求項請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１７】
　パラメータセットを示す上位層シグナリングと、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
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たは第２のＰＤＳＣＨを送信するステップを有し、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２
のＰＤＳＣＨの送信に際し、
　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記第１のＰＤＳＣＨ
に対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメータセットが用い
られ、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラメータから
得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、通信方法。
【請求項１８】
　パラメータセットを示す上位層シグナリングを送信するステップと、
　１つのサービングセルにおいて、第１の物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）ま
たは第２のＰＤＳＣＨを送信するステップを有し、
　前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨに対するリソースエレメントマッピ
ングの決定において、前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２のＰＤＳＣＨがマップされる
リソースエレメントは、少なくともセル共通参照信号（ＣＲＳ）の位置で与えられ、
　サービングセルに対して送信モード１０が設定されている場合、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理
下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）に応じた前記第１のＰＤＳＣＨまたは前記第２
のＰＤＳＣＨの送信に際し、
　アンテナポート７における前記第１のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記第１のＰＤＳＣＨ
に対するリソースエレメントマッピングを決定するために、前記パラメータセットが用い
られ、かつ、前記ＣＲＳの位置は、前記パラメータセットにおける第１のパラメータから
得られ、
　アンテナポート０から３における前記第２のＰＤＳＣＨ送信に対して、前記ＣＲＳの位
置は、前記サービングセルのＣＲＳの位置である、集積回路。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、通信方法および集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
olution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnersh
ip Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、下りリンクの通信方式として
、直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM）方式が用
いられる。ＬＴＥでは、上りリンクの通信方式として、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single-Carrier
 Frequency Division Multiple Access）方式が用いられる。ＬＴＥでは、基地局装置を
ｅＮｏｄｅＢ（evolved NodeB）、移動局装置（端末装置）をＵＥ（User Equipment）と
称する。ＬＴＥは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信
システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理しても良い。単一の移動局装置は
、単一または複数のセルで通信をする。通信に用いられるセルをサービングセルとも称す
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る。
【０００３】
　ＬＴＥでは、基地局装置から移動局装置へのデータの送信に物理下りリンク共用チャネ
ル（Physical Downlink Shared Channel: PDSCH）が用いられる。また、３ＧＰＰでは、
複数の基地局装置が互いに協調して干渉コーディネーションを行うＣｏＭＰ（Coordinate
d Multi-Point transmission and reception）伝送方式をサポートすることが検討されて
いる。
【０００４】
　このような無線通信システムにおいて、ＰＤＳＣＨがマップされるリソースエレメント
の開始位置を、物理制御フォーマットインディケータチャネル（Physical Control Forma
t Indicator Channel: PCFICH）で送信される情報(Control Format Indicator: CFI)に基
づいて決定することに加えて、ＰＤＳＣＨリソースエレメントマッピングの設定の一部と
して含めることが提案されている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】"Resource Element Mapping for support of CoMP Transmission ", R1
-124535, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #70bis, 8 - 12 October 2012.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような無線通信システムにおいて、ＰＤＳＣＨがマップされるリ
ソースエレメントのマッピングを決定するための具体的な手順に関する記載はなかった。
【０００７】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置と端末装置
が、ＰＤＳＣＨがマップされるリソースエレメントのマッピングを決定し、効率的に通信
することができる端末装置、通信方法、およ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】
【０００８】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様によ
る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、上位層の信号に基づいて、サー
ビングセルにおける送信モード１０と、４つまでのパラメータセットとを設定する設定部
と、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）をデコードする復号化部とを有し、復号
化部は、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の検出によるＰ
ＤＳＣＨであって、アンテナポート７において送信されるＰＤＳＣＨのデコードに際し、
ＰＤＳＣＨのリソースエレメント（ＲＥ）マッピングの決定のために４つまでのパラメー
タセットのうち第１番目のパラメータセットを用い、ＤＣＩフォーマット１ＡのＰＤＣＣ
ＨまたはＥＰＤＣＣＨの検出によるＰＤＳＣＨであって、アンテナポート０から３におい
て送信されるＰＤＳＣＨのデコードに際し、サービングセルにおけるセル固有参照信号（
ＣＲＳ）のアンテナポート数および／または周波数位置を用いてＰＤＳＣＨのＲＥマッピ
ングを決定し、４つまでのパラメータセット１のそれぞれは、ＣＲＳポート数に関するパ
ラメータ、ＣＲＳ周波数位置に関するパラメータ、および／またはマルチメディアブロー
ドキャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレーム
に関するパラメータを含むことができることを特徴とする。
【０００９】
　（２）また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、復号化部は、
準定常的スケジューリング用端末識別子（ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ）によってスクランブル
されたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット１ＡのＰＤＣＣＨまたはＥ
ＰＤＣＣＨの検出によるＰＤＳＣＨのデコードに際し、ＰＤＳＣＨのＲＥマッピングの決
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定のために第１番目のパラメータセットを用いることを特徴とする。
【００１０】
　（３）また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、４つまでのパ
ラメータセット１のそれぞれは、さらにＰＤＳＣＨのアンテナポートの疑似コロケーショ
ンに関するパラメータを含むことができることを特徴とする。
【００１１】
　（４）また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、送信モード１
０は、複数のチャネル状態情報参照信号が設定可能な送信モードであることを特徴とする
。
【００１２】
　（５）また、本発明の一態様による端末装置は上記の端末装置であって、ＤＣＩフォー
マット１Ａは、すべての送信モードで使用可能なＤＣＩフォーマットであることを特徴と
する。
 
【００１３】
　（６）また、本発明の一態様による通信方法は、基地局装置と通信する端末装置におけ
る通信方法であって、上位層の信号に基づいて、サービングセルにおける送信モード１０
を設定するステップと、４つまでのパラメータセットを設定するステップと、物理下りリ
ンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）をデコードするステップとを有し、下りリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物
理下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の検出によるＰＤＳＣＨであって、アンテナ
ポート７において送信されるＰＤＳＣＨのデコードに際し、ＰＤＳＣＨのリソースエレメ
ント（ＲＥ）マッピングの決定のために４つまでのパラメータセットのうち第１番目のパ
ラメータセットを用い、ＤＣＩフォーマット１ＡのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨの検出
によるＰＤＳＣＨであって、アンテナポート０から３において送信されるＰＤＳＣＨのデ
コードに際し、サービングセルにおけるセル固有参照信号（ＣＲＳ）の位置を用いてＰＤ
ＳＣＨのＲＥマッピングを決定し、４つまでのパラメータセット１のそれぞれは、ＣＲＳ
ポート数に関するパラメータ、ＣＲＳ周波数位置に関するパラメータ、および／またはマ
ルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳ
ＦＮ）サブフレームに関するパラメータを含むことができることを特徴とする。
【００１４】
　（７）また、本発明の一態様による集積回路は、基地局装置と通信する端末装置におけ
る集積回路であって、上位層の信号に基づいて、サービングセルにおける送信モード１０
を設定し、４つまでのパラメータセットを設定し、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）をデコードし、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット１Ａの物理下りリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張物理下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）の
検出によるＰＤＳＣＨであって、アンテナポート７において送信されるＰＤＳＣＨのデコ
ードに際し、ＰＤＳＣＨのリソースエレメント（ＲＥ）マッピングの決定のために４つま
でのパラメータセットのうち第１番目のパラメータセットを用い、ＤＣＩフォーマット１
ＡのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨの検出によるＰＤＳＣＨであって、アンテナポート０
から３において送信されるＰＤＳＣＨのデコードに際し、サービングセルにおけるセル固
有参照信号（ＣＲＳ）の位置を用いてＰＤＳＣＨのＲＥマッピングを決定し、４つまでの
パラメータセット１のそれぞれは、ＣＲＳポート数に関するパラメータ、ＣＲＳ周波数位
置に関するパラメータ、および／またはマルチメディアブロードキャストマルチキャスト
サービス単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームに関するパラメータを含む
ことができることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、基地局装置と端末装置が、ＰＤＳＣＨがマップされるリソースエレ
メントのマッピングを決定し、効率的に通信することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態のスロットの構成を示す図である。
【図４】本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図５】本実施形態のＰＤＣＣＨをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図で
ある。
【図６】本実施形態のＥＰＤＣＣＨをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図
である。
【図７】本実施形態のサーチスペースの構成の一例を示す図である。
【図８】本実施形態の送信モードを説明するための第１の表である。
【図９】本実施形態の送信モードを説明するための第２の表である。
【図１０】本実施形態における、あるセル対して送信モード１から９の何れかが設定され
た移動局装置１に対するＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボルの開始位置を説明す
るための図である。
【図１１】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＣによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置を説明するための図である。
【図１２】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第１の例を説明するための図である。
【図１３】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第２の例を説明するための図である。
【図１４】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第３の例を説明するための図である。
【図１５】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第４の例を説明するための図である。
【図１６】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第５の例を説明するための図である。
【図１７】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第１の例を説明するための図である。
【図１８】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第２の例を説明するための図である。
【図１９】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第３の例を説明するための図である。
【図２０】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第４の例を説明するための図である。
【図２１】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第６の例を説明するための図である。



(8) JP 6296614 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

【図２２】本実施形態における、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置
１に対する、ＤＣＩフォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップさ
れるＯＦＤＭシンボルの開始位置の第７の例を説明するための図である。
【図２３】本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図２４】本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
　本実施形態では、移動局装置が複数のセルで同時に送信および受信する。移動局装置が
複数のセルと通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと
称する。アグリゲートされる複数のセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されても良い
。または、アグリゲートされる複数のセルの一部に本発明が適用されても良い。
【００１９】
　複数のサービングセルのうち１つのサービングセルはプライマリーセル（Primary Cell
: PCell）である。プライマリーセルは、移動局装置１が初期コネクション確立（initial
 connection establishment）プロシージャを行ったセル、または移動局装置１がコネク
ション再確立（connection re-establishment）プロシージャを開始したセル、またはハ
ンドオーバプロシージャ中にプライマリーセルとして指示されたセルである。
【００２０】
　プライマリーセルを除いたサービングセルはセカンダリーセル（Secondary Cell: SCel
l）である。セカンダリーセルは追加の無線リソースを提供するために使われる。セカン
ダリーセルは、主にＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨの送受信のために使用される。
セカンダリーセルは、プライマリーセルとは異なる周波数上で動作し、移動局装置１と基
地局装置３のコネクションが確立した後に、基地局装置３によって追加される。また、セ
カンダリーセルは、ハンドオーバプロシージャ中に基地局装置３から移動局装置１へ通知
される。
【００２１】
　移動局装置が単一のセルで送信および受信する場合にも、本発明が適用されても良い。
【００２２】
　以下、ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）方式の無線通信システムを参照しながら
本実施形態の説明をする。しかしながら、本発明は、ＴＤＤ（Time Division Duplex）方
式の無線通信システムにも適用することができる。また、ＴＤＤ方式を用いるセルとＦＤ
Ｄ方式を用いるセルがアグリゲートされる無線通信システムにも適用することができる。
【００２３】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、移動局装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。以下、移動局装置１Ａ
～１Ｃを移動局装置１という。
【００２４】
　以下、本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
【００２５】
　図１において、移動局装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、以下の
上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力され
た情報を送信するために使用される。
・ＰＵＣＣＨ（Physical Uplink Control Channel）
・ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）
・ＰＲＡＣＨ（Physical Random Access Channel）
【００２６】
　ＰＵＣＣＨは、上りリンク制御情報（Uplink Control Information: UCI）を送信する
ために用いられる。上りリンク制御情報には、下りリンクデータ（Downlink-Shared Chan
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nel: DL-SCH）に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ＨＡＲＱフィードバック、応答情報）が含ま
れる。
【００２７】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（Uplink-Shared Channel: UL-SCH）を送信するため
に用いられる。ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータと共に上りリンク制御情報を送信するた
めに用いられても良い。ＰＵＳＣＨは上りリンク制御情報のみを送信するために用いられ
ても良い。
【００２８】
　ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。ＰＲＡＣ
Ｈは、移動局装置１が基地局装置３と時間領域の同期をとることを主な目的とする。
【００２９】
　図１において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。
上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物
理層によって使用される。
・上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal: UL RS）
【００３０】
　本実施形態において、以下の２つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・ＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal）
・ＳＲＳ（Sounding Reference Signal）
【００３１】
　ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの送信に関連する。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨ
またはＰＵＣＣＨと時間多重される。基地局装置３は、ＤＭＲＳを用いてＰＵＳＣＨまた
はＰＵＣＣＨの復調処理を行う。以下、ＰＵＳＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単
にＰＵＳＣＨを送信するとも称する。以下、ＰＵＣＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを
、単にＰＵＣＣＨを送信するとも称する。
【００３２】
　ＳＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの送信に関連しない。基地局装置３は、上りリ
ンクのチャネル状態を測定するためにＳＲＳを使用する。ＳＲＳが送信されるシンボルを
、サウンディング参照シンボルとも称する。ＳＲＳの詳細は後述する。
【００３３】
　図１において、基地局装置３から移動局装置１への下りリンクの無線通信では、以下の
下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力され
た情報を送信するために使用される。
・ＰＢＣＨ（Physical Broadcast Channel）
・ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator Channel）
・ＰＨＩＣＨ（Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel）
・ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）
・ＥＰＤＣＣＨ（enhanced Physical Downlink Control Channel）
・ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）
・ＰＭＣＨ（Physical Multicast Channel）
【００３４】
　ＰＢＣＨは、移動局装置１で共通に用いられるシステム情報（マスターインフォメーシ
ョンブロック、Broadcast Channel: BCH）を報知するために用いられる。ＰＢＣＨは、４
０ｍｓ間隔で送信される。４０ｍｓ間隔のタイミングは、移動局装置１においてブライン
ド検出（blind detection）される。また、ＰＢＣＨは、１０ｍｓ間隔で再送信される。
【００３５】
　ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨの送信のために予約される領域（ＯＦＤＭシンボル）を指
示する情報を送信するために用いられる。当該情報を、ＣＦＩ（Control Format Indicat
or）と称する。あるサブフレームでＰＤＣＣＨの送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの数
が０よりも多い場合に、当該あるサブフレームでＰＣＦＩＣＨが送信される。
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【００３６】
　セルの帯域幅が１１物理リソースブロックより多い場合には、あるサブフレームでＰＤ
ＣＣＨ（ＤＣＩ）の送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの数は、当該あるサブフレームの
ＰＣＦＩＣＨで送信されるＣＦＩの値と同じである。セルの帯域幅が１０物理リソースブ
ロック、または、１０物理リソースブロックより少ない場合には、ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）
の送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの数は、当該あるサブフレームのＰＣＦＩＣＨで送
信されるＣＦＩの値よりも1つ多い。
【００３７】
　尚、「ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）の送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの数」を、「ＤＣＩ
のスパン」とも称する。あるセルに対するＤＣＩのスパンは、当該あるサブフレームのＰ
ＣＦＩＣＨで送信されるＣＦＩに基づいて決定される。
【００３８】
　ＰＨＩＣＨは、基地局装置３が受信した上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: U
L-SCH）に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータ（ＨＡＲＱフィードバ
ック、応答情報）を送信するために用いられる。例えば、移動局装置１がＡＣＫを示すＨ
ＡＲＱインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例え
ば、移動局装置１がＮＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータを受信した場合は、対応する
上りリンクデータを再送する。
【００３９】
　ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（Downlink Control Informati
on: DCI）を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、ＤＣＩフォーマットと
も称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント（downlink assignment；または
下りリンクアサインメント「downlink assignment」とも称する。）および上りリンクグ
ラント（uplink grant）を含む。下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のＰＤＳＣ
Ｈのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。下りリンクグラントは、
該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のＰＤＳＣＨのス
ケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のＰＵＳＣＨ
のスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。上りリンクグラントは、該
上りリンクグラントが送信されたサブフレームよりも４つ以上後のサブフレーム内の単一
のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる。
【００４０】
　ＰＤＳＣＨは、下りリンクデータ（Downlink Shared Channel: DL-SCH）を送信するた
めに用いられる。
【００４１】
　ＰＭＣＨは、マルチキャストチャネル（Multicast Channel: MCH）を送信するために用
いられる。
【００４２】
　図１において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。
下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物
理層によって使用される。
・同期信号（Synchronization signal: SS）
・下りリンク参照信号（Downlink Reference Signal: DL RS）
【００４３】
　同期信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるため
に用いられる。
【００４４】
　下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行うた
めに用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンクのチャネル状態情報
を算出するために用いられる。
【００４５】
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　下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称す
る。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称
する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネル
と称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する
。
【００４６】
　物理チャネルと物理信号とは、複数のセルにまたがって送信されない。物理チャネルと
物理信号とは、何れか１つのセルで送信される。
【００４７】
　ＢＣＨ、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである。媒体ア
クセス制御（Medium Access Control: MAC）層で用いられるチャネルをトランスポートチ
ャネルと称する。また、トランスポートチャネルをトランスポートブロックとも称する。
【００４８】
　以下、本実施形態の無線フレーム（radio frame）の構成について説明する。
【００４９】
　図２は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。複数のセルのそれぞれ
は、同一の無線フレームの構成である。無線フレームのそれぞれは、１０ｍｓ長である。
また、無線フレームのそれぞれは１０のサブフレームから構成される。サブフレームのそ
れぞれは、１ｍｓ長であり、２つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム
内のｉ番目のサブフレームは、（２×ｉ）番目のスロットと（２×ｉ＋１）番目のスロッ
トとから構成される。スロットのそれぞれは、０．５ｍｓ長である。
【００５０】
　以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
【００５１】
　図３は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。スロットのそれぞれにおいて送
信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリ
ンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のＯＦＤＭシンボルによっ
て定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルによって定義される。１つのスロットを構成するサブキャリアの数
は、セルの上りリンク帯域幅または下りリンク帯域幅に依存する。１つのスロットを構成
するＯＦＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数は７である。
【００５２】
　リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソース
エレメントは、サブキャリアの番号ｋ（０、１、...）と、スロット内におけるＯＦＤＭ
シンボルの番号ｌ（０、１、...、６）またはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの番号ｌ（０、１
、...、６）とを用いて識別する。
【００５３】
　リソースブロックは、ある物理チャネル（ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨなど）のリソー
スエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リ
ソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リ
ソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロッ
クにマップされる。１つの物理リソースブロックは、時間領域において７個の連続するＯ
ＦＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと周波数領域において１２個の連続するサ
ブキャリアとから定義される。ゆえに、１つの物理リソースブロックは（７×１２）個の
リソースエレメントから構成される。また、１つの物理リソースブロックは、時間領域に
おいて１つのスロットに対応し、そして、周波数領域において１８０ｋＨｚに対応する。
物理リソースブロックは周波数領域において０から番号が付けられる。
【００５４】
　以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号につい
て説明する。
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【００５５】
　図４は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。基地局装置３は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリ
ンク物理チャネル（ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ）、および下りリンク物理信号（同期信号、下りリンク参照信号）を送信でき
る。尚、ＰＢＣＨは無線フレーム内のサブフレーム０のみで送信される。尚、同期信号は
無線フレーム内のサブフレーム０と５のみに配置される。尚、下りリンク参照信号は周波
数領域および時間領域において分散するリソースエレメントに配置される。説明の簡略化
のため図４において下りリンク参照信号は図示しない。
【００５６】
　ＰＣＦＩＣＨは、第１のスロットの最初のＯＦＤＭシンボルに配置される。ＰＨＩＣＨ
は、第１のスロットの最初のＯＦＤＭシンボルに配置される。
【００５７】
　ＰＤＣＣＨ領域において、複数のＰＤＣＣＨが周波数および時間多重される。ＰＤＣＣ
Ｈは、第１のスロットの最初のＯＦＤＭシンボルから順に配置される。ＤＣＩのスパンは
、ＣＦＩに基づいて決定される。
【００５８】
　ＥＰＤＣＣＨ領域において、複数のＥＰＤＣＣＨが周波数および／または時間多重され
る。基地局装置３は、サブフレームの第１のスロットでＥＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤ
Ｍシンボルの開始位置を示す情報を移動局装置１に送信しても良い。「ＥＰＤＣＣＨが配
置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置を示す情報」を「epdcch-Start」と称する。「ＥＰ
ＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置」を「ＥＰＤＣＣＣＨリソースエレメ
ントマッピングに対する開始位置」および「ＥＰＤＣＣＨがマップされるリソースエレメ
ントの開始位置」とも称する。
【００５９】
　基地局装置３は、セル毎にepdcch-Startを設定する。基地局装置３は、特定の送信モー
ド（例えば、送信モード１０）を移動局装置１に対して設定している場合には、ＥＰＤＣ
ＣＨ領域のそれぞれに対して、異なるepdcch-Startを設定しても良い。送信モードについ
ては、後述する。
【００６０】
　移動局装置１は、受信したepdcch-Startに基づいて、サブフレームの第１のスロットで
ＥＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置を判断する。移動局装置１は、ep
dcch-Startを受信していない場合は、ＤＣＩのスパンに基づいて、サブフレームの第１の
スロットでＥＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置を判断する。例えば、
ＤＣＩのスパンが３である場合（ＰＤＣＣＨ領域が、サブフレームの第１のスロットの１
番目と２番目と３番目のＯＦＤＭシンボルから構成される場合）には、移動局装置１は、
サブフレームの第１のスロットで、４番目のＯＦＤＭシンボルからＥＰＤＣＣＨが配置さ
れていると判断する。
【００６１】
　ＰＤＳＣＨ領域において、複数のＰＤＳＣＨが周波数および空間多重される。ＰＤＳＣ
Ｈが配置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置については、後述する。
【００６２】
　ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨおよびＥＰＤＣＣＨと時間多重される。ＥＰＤＣＣＨはＰＤ
ＳＣＨと周波数多重される。
【００６３】
　以下、ＰＤＣＣＨリソースについて説明する。
【００６４】
　ＰＤＣＣＨは１つのＰＤＣＣＨ候補（candidate）にマップされる。１つのＰＤＣＣＨ
候補は１つまたは複数の連続するＣＣＥ（Control Channel Element）から構成される。
ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨ領域に配置される。
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【００６５】
　図５は、本実施形態のＰＤＣＣＨをリソースエレメントにマッピングする方法を示す図
である。１つのＣＣＥは３６の変調シンボル（複素数値シンボル: complex-valued symbo
l）を送信するために使用される。１つのＣＣＥは、９つのｍｉｎｉ－ＣＣＥから構成さ
れる。１つのｍｉｎｉ－ＣＣＥは４つの変調シンボルから構成される。基地局装置３は、
１つのｍｉｎｉ－ＣＣＥを１つのリソースエレメントグループにマップする。１つのリソ
ースエレメントグループは、周波数領域において４つ連続するリソースエレメントから構
成される。つまり、１つの変調シンボルが１つのリソースエレメントにマップされる。
【００６６】
　基地局装置３は、ＣＣＥをｍｉｎｉ－ＣＣＥ単位でインターリーブする。次に、基地局
装置３は、インターリーブしたｍｉｎｉ－ＣＣＥをサイクリックシフトする。サイクリッ
クシフトの値は、物理レイヤセルアイデンティティ（Physical layer Cell Identity: PC
I）の値である。つまり、異なる物理レイヤセル識別子を持つセルの間では、異なる値の
サイクリックシフトが行われる。これにより、セル間におけるＰＤＣＣＨの干渉をランダ
ム化することができる。尚、移動局装置１は、同期信号から物理レイヤセルアイデンティ
ティを検出することができる。また、基地局装置３は、物理レイヤセルアイデンティティ
を示す情報を含むハンドオーバーコマンドを移動局装置１に送信することができる。
【００６７】
　次に、基地局装置３は、サイクリックシフトしたｍｉｎｉ－ＣＣＥをＰＤＣＣＨ領域の
リソースエレメントグループにマップする。基地局装置３は、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩ
ＣＨがマップされるリソースエレメントグループ以外のリソースエレメントグループにＰ
ＤＣＣＨのｍｉｎｉ－ＣＣＥをマップする。
【００６８】
　以下、ＥＰＤＣＣＨリソースについて説明する。
【００６９】
　ＥＰＤＣＣＨは１つのＥＰＤＣＣＨ候補（candidate）にマップされる。１つのＥＰＤ
ＣＣＨ候補は１つまたは複数の連続するＥＣＣＥ（enhanced Control Channel Element）
から構成される。単一の移動局装置に対して、複数のＥＰＤＣＣＨ領域が定義されても良
い。基地局装置３は、ＥＰＤＣＣＨ領域を構成する１つまたは複数の物理リソースブロッ
クを示す情報を、移動局装置１に送信する。ＥＰＤＣＣＨ領域のそれぞれに対してＥＣＣ
Ｅが定義される。また、単一のＥＣＣＥは、単一のＥＰＤＣＣＨ領域に配置される。ＥＰ
ＤＣＣＨ領域をＥＰＤＣＣＨセットとも称する。
【００７０】
　図６は、本実施形態のＥＰＤＣＣＨをリソースエレメントにマッピングする方法を示す
図である。１つのＥＣＣＥは複数の変調シンボル（複素数値シンボル: complex-valued s
ymbol）を送信するために使用される。１つのＥＣＣＥは、複数のｍｉｎｉ－ＥＣＣＥか
ら構成される。１つのｍｉｎｉ－ＥＣＣＥは複数の変調シンボルから構成される。基地局
装置３は、１つのｍｉｎｉ－ＥＣＣＥを１つのエンハンストリソースエレメントグループ
にマップする。サブフレーム内において、時間領域で連続している２つの物理リソースブ
ロック（第１のスロットの１つの物理リソースブロックと第２のスロットの１つの物理リ
ソースブロック）を構成する複数のリソースエレメントは、１６のエンハンストリソース
エレメントグループに分割される。１つのエンハンストリソースエレメントグループは、
９つのリソースエレメントから構成される。
【００７１】
　図６において、ＥＰＤＣＣＨセット１に対するＥＣＣＥ（ＥＣＣＥ０、ＥＣＣＥ１、Ｅ
ＣＣＥ２、および、ＥＣＣＥ３）は、ＥＰＤＣＣＨセット１のリソースエレメントに配置
される。また、図６において、ＥＰＤＣＣＨセット２に対するＥＣＣＥ（ＥＣＣＥ０、Ｅ
ＣＣＥ１、ＥＣＣＥ２、および、ＥＣＣＥ３）は、ＥＰＤＣＣＨセット２のリソースエレ
メントに配置される。尚、本実施形態において、ＥＰＤＣＣＨセットのそれぞれに対応す
るＥＣＣＥの番号は０から割り振られる。
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【００７２】
　以下、サーチスペースについて説明する。
【００７３】
　サーチスペースは、ＰＤＣＣＨ候補またはＥＰＤＣＣＨ候補のセットから構成される。
図７は、本実施形態のサーチスペースの構成の一例を示す図である。ＰＤＣＣＨ領域には
、ＣＳＳ（Common Search Space）とＵＳＳ(Use equipment-specific Search Space)とが
構成される。ＣＳＳはセカンダリーセルには構成されない。ＣＳＳはプライマリーセルに
のみ構成される。
【００７４】
　ＥＰＤＣＣＨセットのそれぞれには、ＵＳＳが構成される。ＣＳＳは、複数の移動局装
置１に対して共通のリソースによって定義される。ＵＳＳは、移動局装置１のそれぞれに
対して独立に定義される。
【００７５】
　移動局装置１は、プライマリーセルのＣＳＳにおいてＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７６】
　あるサービングセルに対して、移動局装置１は、あるサブフレームで、ＰＤＣＣＨ領域
のＵＳＳとＥＰＤＣＣＨセットのＵＳＳとのうち何れか一方においてＰＤＣＣＨまたはＥ
ＰＤＣＣＨをモニタする。基地局装置３は、ＰＤＣＣＨ領域のＵＳＳと、ＥＰＤＣＣＨの
ＵＳＳの何れを移動局装置１がモニタするかをサブフレーム毎に指示する情報を移動局装
置１に送信する。移動局装置１は、受信した当該情報に基づいて、あるサブフレームで、
ＰＤＣＣＨ領域のＵＳＳでＰＤＣＣＨをモニタするか、ＥＰＤＣＣＨセットのＵＳＳでＥ
ＰＤＣＣＨをモニタするかを決定する。尚、移動局装置１は、当該情報を受信していない
場合は、全てのサブフレームで、ＰＤＣＣＨ領域のＵＳＳでＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７７】
　以下、送信モード（transmission mode）について説明する。
【００７８】
　基地局装置３は、上位層の信号を経由して、移動局装置１に対して送信モードを設定す
る。基地局装置３は、セル毎に送信モードを設定する。移動局装置１は、受信した上位層
の信号に基づいて、送信モードを設定する。
【００７９】
　移動局装置１は、送信モード１から送信モード１０のうちの１つに応じて、ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨを経由してシグナルされるＰＤＳＣＨデータ送信を受信することを、上位
層の信号を経由して設定される。
【００８０】
　尚、移動局装置１は、上位層の信号を経由して送信モードが設定されていない場合は、
送信モード１または送信モード２を設定する。移動局装置１は、ＰＢＣＨの送信に単一の
アンテナポートが用いられている、そして、上位層の信号を経由して送信モードが設定さ
れていない場合は、送信モード１を設定する。移動局装置１は、ＰＢＣＨの送信に複数の
アンテナポートが用いられている、そして、上位層の信号を経由して送信モードが設定さ
れていない場合は、送信モード２を設定する。
【００８１】
　移動局装置1は、上位層によってＰＤＣＣＨをデコードすることを設定された場合は、
図８の表で定義された組合せのそれぞれに基づいて、ＰＤＣＣＨと、該ＰＤＣＣＨと対応
するＰＤＳＣＨをデコードする。例えば、送信モード７に設定されている移動局装置１は
、ＤＣＩフォーマット１ＡをともなうＰＤＣＣＨをＣＳＳとＵＳＳでモニタし、そして、
検出したＤＣＩフォーマット１Ａに基づいて、シングルアンテナポート（ポート０）また
は送信ダイバーシチ方式で送信されたＰＤＳＣＨを受信する。例えば、送信モード７に設
定されている移動局装置１は、ＤＣＩフォーマット１をともなうＰＤＣＣＨをＵＳＳでモ
ニタし、そして、検出したＤＣＩフォーマット１に基づいて、シングルアンテナポート（
ポート５）で送信されたＰＤＳＣＨを受信する。
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【００８２】
　移動局装置1は、上位層によってＥＰＤＣＣＨをデコードすることを設定された場合は
、図９の表で定義された組合せのそれぞれに基づいて、ＥＰＤＣＣＨと、該ＥＰＤＣＣＨ
と対応するＰＤＳＣＨをデコードする。例えば、送信モード７に設定されている移動局装
置１は、ＤＣＩフォーマット１ＡをともなうＥＰＤＣＣＨをＵＳＳでモニタし、そして、
検出したＤＣＩフォーマット１Ａに基づいて、シングルアンテナポート（ポート０）また
は送信ダイバーシチ方式で送信されたＰＤＳＣＨを受信する。例えば、送信モード７に設
定されている移動局装置１は、ＤＣＩフォーマット１をともなうＥＰＤＣＣＨをＵＳＳで
モニタし、そして、検出したＤＣＩフォーマット１に基づいて、シングルアンテナポート
（ポート５）で送信されたＰＤＳＣＨを受信する。
【００８３】
　以下、サブフレームの第１のスロットでＰＤＳＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの開
始位置について説明する。
【００８４】
　尚、「ＰＤＳＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの開始位置」を「ＰＤＳＣＨリソース
エレメントマッピングに対する開始位置」および「ＰＤＳＣＨがマップされるリソースエ
レメント／ＯＦＤＭシンボルの開始位置」とも称する。
【００８５】
　図１０から図２０は、ＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボルの開始位置を説明す
るための図である。移動局装置１と基地局装置３は、図１０から図２０に基づいて、セル
毎のＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボルの開始位置ｌDataStartを決定する。例
えば、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケジュールされ
るＰＤＳＣＨを送信および受信する場合には、移動局装置１と基地局装置３は、図１２か
ら図１６のうちいずれか１つの例を用いてセル毎のＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシ
ンボルの開始位置ｌDataStartを決定する。例えば、送信モード１０が設定され、そして
、ＤＣＩフォーマット２ＤでスケジュールされるＰＤＳＣＨを送信および受信する場合に
は、移動局装置１と基地局装置３は、図１７から図２０のうちいずれか１つの例を用いて
セル毎のＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボルの開始位置ｌDataStartを決定する
。
【００８６】
　基地局装置３は、サブフレームの第１のスロットのｌ＝ｌDataStartのＯＦＤＭシンボ
ルからＰＤＳＣＨをマップする。移動局装置１は、サブフレームの第１のスロットのｌ＝
ｌDataStartのＯＦＤＭシンボルからＰＤＳＣＨをデマップする。
【００８７】
　図１０は、あるセル対して送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１に対
するＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボルの開始位置を説明するための図である。
【００８８】
　送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１は、ＤＣＩフォーマット１、１
Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、または２Ｃをモニタする。ＤＣＩフォーマット
１Ｃは、ＰＣＨ（Paging Channel）、ランダムアクセスレスポンス、システムインフォメ
ーションブロックのスケジューリングなどに用いられる。また、ＤＣＩフォーマット１Ｃ
はＣＳＳのみで送信される。
【００８９】
　図１０において、送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１に対して、移
動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィールド（Carrier Indicator Fiel
d: CIF）を設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳ
ＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場合には、ＰＤＳＣ
Ｈを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-StartによってｌDataStartが与えられ
る。
【００９０】
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　キャリアインディケータフィールドは、ＤＣＩフォーマットに含まれる。キャリアイン
ディケータフィールドには、キャリアインディケータがマップされる。キャリアインディ
ケータは、ＤＣＩフォーマットが対応するセルを指示するために使用される。
【００９１】
　基地局装置３は、セル毎に、該セルで送信されるＤＣＩフォーマットにキャリアインデ
ィケータフィールドが含まれるかどうかを設定することができる。基地局装置３は、セカ
ンダリーセル毎に、該セカンダリーセルのスケジューリングに用いられるＤＣＩフォーマ
ットが送信されるセルを設定することができる。プライマリーセルのスケジューリングに
用いられるＤＣＩフォーマットは、必ずプライマリーセルで送信される。
【００９２】
　基地局装置３は、他のセルのＤＣＩフォーマットによってスケジュールされるセル毎に
対してpdsch-Startを設定する。尚、キャリアインディケータの設定およびpdsch-Startの
設定は、同一のセルを用いて通信する移動局装置１毎に異なっても良い。
【００９３】
　図１０において、送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１に対して、移
動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィールドを設定されていない、また
は、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨと
同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマ
ット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、または２Ｃを検出した場合であり、
そして、該セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定
されている場合には、上位層パラメータepdcch-StartによってｌDataStartが与えられる
。
【００９４】
　図１０において、送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１に対して、移
動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィールドを設定されていない、また
は、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨと
を同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマ
ット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、または２Ｃを検出した場合には、セ
ルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられる。
【００９５】
　図１０において、送信モード１から９の何れかが設定された移動局装置１に対して、移
動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィールドを設定されていない、また
は、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨと
を同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォー
マット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、または２Ｃを検出した場合であり
、そして、セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定
されていない場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌData

Startが与えられる。
【００９６】
　図１１は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＣによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置を説明するための図である。送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフ
ォーマット１ＣでスケジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、セル
のＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられる。
【００９７】
　図１２は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第１の例を説明するための図である。
【００９８】
　図１２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
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ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで
受信する場合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startに
よってｌDataStartが与えられる。
【００９９】
　図１２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によ
って設定されている場合には、セルに対する上位層パラメータepdcch-Start、または、Ｅ
ＰＤＣＣＨを受信したＥＰＤＣＣＨセットに対するepdcch-StartによってｌDataStartが
与えられる。
【０１００】
　図１２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合
には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられ
る。
【０１０１】
　図１２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によ
って設定されていない場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによっ
てｌDataStartが与えられる。
【０１０２】
　図１３は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第２の例を説明するための図である。
【０１０３】
　図１３において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで
受信する場合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startに
よってｌDataStartが与えられる。
【０１０４】
　図１３において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォーマット
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１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'に
よってｌDataStartが与えられる。
【０１０５】
　図１３において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパ
ンによってｌDataStartが与えられる。
【０１０６】
　‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'は、０から５の値をとりうる。基
地局装置３は、セル毎に対して上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'を設定しても良い。移動局装置１は、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH
 starting position for PDSCH RE mapping'を基地局装置３によって設定されない場合は
、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'を
５にセットする。
【０１０７】
　つまり、「セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE m
apping'の値が５である場合」は、「セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting po
sition for PDSCH RE mapping'の値が上位層によって設定されていない場合」を含む。
【０１０８】
　また、「セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE map
ping'の値が０、１、２、３、または、４である場合」は、「セルに対する上位層パラメ
ータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が上位層によって設定され
ている場合」である。
【０１０９】
　基地局装置３は、上位層の信号を経由して、移動局装置１に上位層パラメータを設定す
る。基地局装置３は、上位層パラメータの値を示す上位層の信号を、移動局装置１に送信
する。移動局装置１は、受信した上位層の信号に基づいて、上位層パラメータを設定する
。
【０１１０】
　尚、epdcch-Startは、０から５の値をとりうる。移動局装置１は、セルに対する上位層
パラメータepdcch-Startを基地局装置３によって設定されない場合は、セルに対する上位
層パラメータepdcch-Startを５にセットしても良い。
【０１１１】
　つまり、「セルに対する上位層パラメータepdcch-Startの値が５である場合」は、「セ
ルに対する上位層パラメータepdcch-Startの値が上位層によって設定されていない場合」
を含む。
【０１１２】
　また、「セルに対する上位層パラメータepdcch-Startの値が０、１、２、３、または、
４である場合」は、「セルに対する上位層パラメータepdcch-Startの値が上位層によって
設定されている場合」である。
【０１１３】
　基地局装置３は、上位層の信号を経由して、移動局装置１に上位層パラメータを設定す
る。基地局装置３は、上位層パラメータの値を示す上位層の信号を、移動局装置１に送信
する。移動局装置１は、受信した上位層の信号に基づいて、上位層パラメータを設定する
。
【０１１４】
　図１４は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
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フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第３の例を説明するための図である。
【０１１５】
　図１４において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで
受信する場合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startに
よってｌDataStartが与えられる。
【０１１６】
　図１４において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォーマット
１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'に
よってｌDataStartが与えられる。
【０１１７】
　図１４において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合
には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられ
る。
【０１１８】
　図１４において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパ
ンによってｌDataStartが与えられる。
【０１１９】
　図１５は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第４の例を説明するための図である。
【０１２０】
　図１５において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで
受信する場合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startに
よってｌDataStartが与えられる。
【０１２１】
　図１５において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
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てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＵＳＳでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合であ
り、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE m
apping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォーマット１Ａに
対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'によって
ｌDataStartが与えられる。
【０１２２】
　図１５において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＣＳＳでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合には
、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられる。
【０１２３】
　図１５において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＵＳＳでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合であ
り、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE m
apping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによ
ってｌDataStartが与えられる。
【０１２４】
　図１６は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第５の例を説明するための図である。
【０１２５】
　図１６において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで
受信する場合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startに
よってｌDataStartが与えられる。
【０１２６】
　図１６において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォーマット
１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'に
よってｌDataStartが与えられる。
【０１２７】
　図１６において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
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H RE mapping'の値が５である場合であり、そして、セルに対する上位層パラメータepdcc
h-Startに対する値を上位層によって設定されている場合には、セルに対する上位層パラ
メータepdcch-Start、または、ＥＰＤＣＣＨを受信したＥＰＤＣＣＨセットに対するepdc
ch-StartによってｌDataStartが与えられる。
【０１２８】
　図１６において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合
であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパン
によってｌDataStartが与えられる。
【０１２９】
　図１６において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、移動局装置１がセルに対し
てキャリアインディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤ
ＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場
合であり、そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場
合であり、そして、セルに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSC
H RE mapping'の値が５である場合であり、そして、セルに対する上位層パラメータepdcc
h-Startに対する値を上位層によって設定されていない場合には、セルのＣＦＩによって
与えられるＤＣＩのスパンによってｌDataStartが与えられる。
【０１３０】
　図１７は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第１の例を説明するための図である。
【０１３１】
　基地局装置３は、ＤＣＩフォーマット２Ｄに対する４つの上位層パラメータのセットを
、移動局装置１に設定することができる。当該上位層パラメータのセットは、少なくとも
‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'と‘MBSFN subframe configuration 
for PDSCH RE mapping'とを含む。
【０１３２】
　基地局装置３は、上位層パラメータの４つのセットのうち１つを示す情報を、移動局装
置１に送信する。上位層パラメータの４つのセットのうち１つを示す情報は、ＤＣＩフォ
ーマット２Ｄに含まれる。つまり、ＤＣＩフォーマット２Ｄから‘PDSCH starting posit
ion for PDSCH RE mapping'および‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mappi
ng'が決定される。
【０１３３】
　ＭＢＳＦＮサブフレームには、ＰＤＣＣＨとＰＭＣＨ、または、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣ
Ｈを同時にマップできる。マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一
周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ：Multimedia Broadcast multicast service over a Si
ngle Frequency Network）サブフレームには、ＰＭＣＨとＰＤＳＣＨを同時にマップする
ことはできない。ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＤＣＩのスパンは１または２である
。
【０１３４】
　‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'はＰＤＳＣＨのリソースエレ
メントのマッピングに対してのみ用いられるパラメータである。実際に、サブフレームが
ＭＢＳＦＮサブフレームかどうかを示す上位層のパラメータ‘MBSFN subframe configura
tion’は、‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'とは別に定義される
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。
【０１３５】
　例えば、‘MBSFN subframe configuration’と‘MBSFN subframe configuration for P
DSCH RE mapping'はビットマップであり、そして、該ビットマップの１つのビットが１つ
のサブフレームに対応する。該ビットマップは周期的に用いられる。例えば、値が１であ
るビットが対応するサブフレームは、‘MBSFN subframe configuration’または‘MBSFN 
subframe configuration for PDSCH RE mapping'によって指示されたサブフレームである
。
【０１３６】
　‘MBSFN subframe configuration’によって指示されたサブフレームは、ＭＢＳＦＮサ
ブフレームである。‘MBSFN subframe configuration’によって指示されないサブフレー
ムは、ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレームである。
【０１３７】
　移動局装置１は、基地局装置３によって‘MBSFN subframe configuration for PDSCH R
E mapping'を設定されない場合は、‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapp
ing'に‘MBSFN subframe configuration’のビットマップをセットする。移動局装置１は
、基地局装置３によって‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'を設定され
ない場合は、‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'に５をセットする。
【０１３８】
　図１７において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH
 starting position for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１３９】
　図１７において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳ
ＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場
合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'Da
taStartが与えられる。
【０１４０】
　図１７において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定さ
れている場合には、セルに対する上位層パラメータepdcch-Start、または、ＥＰＤＣＣＨ
を受信したＥＰＤＣＣＨセットに対するepdcch-Startによってｌ'DataStartが与えられる
。
【０１４１】
　図１７において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
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インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合には、セル
のＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１４２】
　図１７において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、セルに対する上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定さ
れていない場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataS
tartが与えられる。
【０１４３】
　図１７において、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定
される‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によって、サブフレーム
が指示されている場合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。ｍｉｎ（
Ｘ，Ｙ）は、入力された値（括弧の中の値）のうち最も小さい値を出力する関数である。
【０１４４】

【数１】

【０１４５】
　図１７において、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定
される‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によって、サブフレーム
が指示されている場合以外には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする
【０１４６】
　ＤＣＩフォーマット２Ｄに対する４つの上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の１つは、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘P
DSCH starting position for PDSCH RE mapping'と共通でも良い。また、ＤＣＩフォーマ
ット２Ｄに対する４つの上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE map
ping'は、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position
 for PDSCH RE mapping'とは独立に定義しても良い。
【０１４７】
　尚、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケジュールされ
るＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、図１７の例を適用しても良い。この場合
には、ＤＣＩフォーマット１Ａに対して上位層パラメータの１つのセットを設定できる。
ＤＣＩフォーマット２Ｄに対する上位層パラメータの４つのセットの１つは、ＤＣＩフォ
ーマット１Ａに対する上位層パラメータの1つのセットと共通でも良い。また、ＤＣＩフ
ォーマット２Ｄに対する上位層パラメータの４つのセットの１つは、ＤＣＩフォーマット
１Ａに対する上位層パラメータの1つのセットとは独立に定義しても良い。
【０１４８】
　図１８は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第２の例を説明するための図である。
【０１４９】
　図１８において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
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に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH
 starting position for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１５０】
　図１８において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳ
ＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場
合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'Da
taStartが与えられる。
【０１５１】
　図１８において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォ
ーマット１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE map
ping'によってｌ'DataStartが与えられる。
【０１５２】
　図１８において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣ
Ｉのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１５３】
　図１８において、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュールされてお
り、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される
‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示さ
れている場合、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによってスケジュールされており、
そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット１Ａに対する‘MBSFN su
bframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示されている場
合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。図１８において、それ以外の
場合には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする。
【０１５４】
　当該「それ以外の場合」は、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュ
ールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄか
ら決定される‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレ
ームが指示されていない場合」、および、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによっ
てスケジュールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマ
ット１Ａに対する‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブ
フレームが指示されていない場合」を含む。
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【０１５５】
　図１９は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第３の例を説明するための図である。
【０１５６】
　図１９において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH
 starting position for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１５７】
　図１９において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳ
ＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場
合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'Da
taStartが与えられる。
【０１５８】
　図１９において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォ
ーマット１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE map
ping'によってｌ'DataStartが与えられる。
【０１５９】
　図１９において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合には、セル
のＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１６０】
　図１９において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣ
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Ｉのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１６１】
　図１９において、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュールされてお
り、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される
‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示さ
れている場合、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによってスケジュールされており、
そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット１Ａに対する‘MBSFN su
bframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示されている場
合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。図１９において、それ以外の
場合には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする。
【０１６２】
　当該「それ以外の場合」は、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュ
ールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄか
ら決定される‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレ
ームが指示されていない場合」、および、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによっ
てスケジュールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマ
ット１Ａに対する‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブ
フレームが指示されていない場合」を含む。
【０１６３】
　図２０は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット２ＤによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第４の例を説明するための図である。
【０１６４】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH
 starting position for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１６５】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳ
ＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場
合には、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'Da
taStartが与えられる。
【０１６６】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が０、１、２、３、または、４である場合には、ＤＣＩフォ
ーマット１Ａに対応する上位層パラメータ‘PDSCH starting position for PDSCH RE map
ping'によってｌ'DataStartが与えられる。
【０１６７】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
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ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が５である場合であり、そして、セルに対する上位層パラメ
ータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定されている場合には、セルに対する上
位層パラメータepdcch-Start、または、ＥＰＤＣＣＨを受信したＥＰＤＣＣＨセットに対
するepdcch-Startによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１６８】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、そ
して、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position fo
r PDSCH RE mapping'の値が５である場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩ
のスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１６９】
　図２０において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨを受信するセル
に対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される‘PDSCH starting position for PDSCH 
RE mapping'の値が５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリア
インディケータフィールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当
該ＰＤＳＣＨが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、
そして、移動局装置１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット２Ｄを検出した場合であり、
そして、ＤＣＩフォーマット１Ａに対する上位層パラメータ‘PDSCH starting position 
for PDSCH RE mapping'の値が５である場合であり、そして、セルに対する上位層パラメ
ータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定されていない場合には、セルのＣＦＩ
によって与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１７０】
　図２０において、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュールされてお
り、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄから決定される
‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示さ
れている場合、ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによってスケジュールされており、
そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット１Ａに対する‘MBSFN su
bframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示されている場
合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。図２０において、それ以外の
場合には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする。
【０１７１】
　当該「それ以外の場合」は、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット２Ｄによってスケジュ
ールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット２Ｄか
ら決定される‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレ
ームが指示されていない場合」、および、「ＰＤＳＣＨがＤＣＩフォーマット１Ａによっ
てスケジュールされており、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマ
ット１Ａに対する‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブ
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フレームが指示されていない場合」を含む。
【０１７２】
　また、ＣＳＳでＤＣＩフォーマット１Ａを受信した場合には、セルのＣＦＩによって与
えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられ、そして、ＵＳＳでＤＣＩフォ
ーマット１Ａ／２Ｄを受信した場合には、図１７の例を適用しても良い。
【０１７３】
　また、あるサブフレームの第１のスロットにおける前記物理下りリンク共用チャネルが
マップされるリソースエレメントの開始位置は、ＰＤＳＣＨの送信に用いられるアンテナ
ポートに基づいて決定されても良い。
【０１７４】
　アンテナポート０から３はＣＲＳ（Cell-specific Reference Signal）の送信に用いら
れる。ＣＲＳは、セルの全帯域に分散して配置される。
【０１７５】
　アンテナポート７はＵＲＳ（UE-specific Reference Signal）の送信に用いられる。Ｕ
ＲＳは、ＰＤＳＣＨが配置される物理リソースブロック内に分散して配置される。
【０１７６】
　ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケジューリングされる
ＰＤＳＣＨはアンテナポート７で送信される。ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて
、ＣＳＳで検出されたＤＣＩフォーマット１ＡでスケジューリングされるＰＤＳＣＨはア
ンテナポート０－３で送信される。
【０１７７】
　ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＵＳＳで検出されたＤＣＩフォーマット１
ＡでスケジューリングされるＰＤＳＣＨはアンテナポート０－３で送信されても良い。ｎ
ｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＵＳＳで検出されたＤＣＩフォーマット１Ａで
スケジューリングされるＰＤＳＣＨはアンテナポート７で送信されても良い。
【０１７８】
　例えば、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケジュール
されるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテナポート
０－３が用いられる場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによって
ｌDataStartが与えられても良い。
【０１７９】
　例えば、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケジュール
されるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテナポート
７が用いられる場合には、図１２から図１６の例に基づいてｌDataStartが与えられても
良い。
【０１８０】
　図２１は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第６の例を説明するための図である。
【０１８１】
　図２１において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート０－３が用いられる場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパン
によってｌDataStartが与えられても良い。
【０１８２】
　図２１において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH starting positio
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n for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１８３】
　図２１において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣ
Ｈが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場合には、ＰＤＳＣＨ
を受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'DataStartが与えられ
る。
【０１８４】
　図２１において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット２Ｄでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合には、セルのＣＦＩによって
与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１８５】
　図２１において、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット１Ａに対応す
る‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示
されている場合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。図２１において
、それ以外の場合には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする。
【０１８６】
　当該「それ以外の場合」は、「ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット
１Ａに対応する‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフ
レームが指示されていない場合」を含む。
【０１８７】
　図２２は、あるセル対して送信モード１０が設定された移動局装置１に対する、ＤＣＩ
フォーマット１ＡによってスケジュールされるＰＤＳＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルの開始位置の第７の例を説明するための図である。
【０１８８】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート０－３が用いられる場合には、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパン
によってｌDataStartが与えられても良い。
【０１８９】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
０、１、２、３、または、４である場合には、ｌ'DataStartに‘PDSCH starting positio
n for PDSCH RE mapping'の値をセットする。
【０１９０】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
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５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されている場合であり、そして、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣ
Ｈが対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを異なるセルで受信する場合には、ＰＤＳＣＨ
を受信するセルに対する上位層パラメータpdsch-Startによってｌ'DataStartが与えられ
る。
【０１９１】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置
１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合であり、そして、セルに対す
る上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定されている場合には、
セルに対する上位層パラメータepdcch-Start、または、ＥＰＤＣＣＨを受信したＥＰＤＣ
ＣＨセットに対するepdcch-Startによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１９２】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置
１がＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合には、セルのＣＦＩによって与
えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１９３】
　図２２において、送信モード１０が設定され、そして、ＤＣＩフォーマット１Ａでスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨを受信する移動局装置１に対して、ＰＤＳＣＨの送信にアンテ
ナポート７が用いられる場合であり、そして、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩ
フォーマット１Ａに対応する‘PDSCH starting position for PDSCH RE mapping'の値が
５である場合であり、そして、移動局装置１がセルに対してキャリアインディケータフィ
ールドを設定されていない、または、移動局装置１がＰＤＳＣＨと当該ＰＤＳＣＨが対応
するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとを同じセルで受信する場合であり、そして、移動局装置
１がＥＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマット１Ａを検出した場合であり、そして、セルに対す
る上位層パラメータepdcch-Startに対する値を上位層によって設定されていない場合には
、セルのＣＦＩによって与えられるＤＣＩのスパンによってｌ'DataStartが与えられる。
【０１９４】
　図２２において、ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット１Ａに対応す
る‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフレームが指示
されている場合には、数式（１）に基づいてｌDataStartが与えられる。図２２において
、それ以外の場合には、ｌDataStartにｌ'DataStartの値をセットする。
【０１９５】
　当該「それ以外の場合」は、「ＰＤＳＣＨを受信するセルに対するＤＣＩフォーマット
１Ａに対応する‘MBSFN subframe configuration for PDSCH RE mapping'によってサブフ
レームが指示されていない場合」を含む。
【０１９６】
　以上では、ＰＤＳＣＨをＲＥにマッピングする際の開始位置（サブフレーム内で時間的
に最初のＯＤＦＭシンボル）に着目して説明した。次に、その他のパラメータも含めて説
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明する。送信モード１０（複数のチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩＲＳ：Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｓｔａｔｅ：　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、ある
いは非ゼロ電力ＣＳＩＲＳ（ＮＺＰ－ＣＳＩＲＳ：Ｎｏｎ　Ｚｅｒｏ　Ｐｏｗｅｒ－ＣＳ
ＩＲＳ）とも称す）の設定が許容される送信モード、物理セル識別子に替えて（あるいは
加えて）仮想セル識別子を用いることが許容される送信モード、ＣｏＭＰをサポートする
送信モード）におけるＰＤＳＣＨのパラメータとして、少なくとも、
　　（Ｐ１）ＣＲＳポート数
　　（Ｐ２）ＣＲＳの周波数領域の位置
　　（Ｐ３）ＭＢＳＦＮサブフレームの位置
　　（Ｐ４）ＰＤＳＣＨの開始位置
　　（Ｐ５）ゼロ電力ＣＳＩＲＳ（ＺＰ－ＣＳＩＲＳ：Ｚｅｒｏ　Ｐｏｗｅｒ－ＣＳＩＲ
Ｓ）の位置
　　（Ｐ６）ＣＳＩＲＳリソースのインデクス
などを用いることができる。
【０１９７】
　（Ｐ１）のＣＲＳポート数は、例えば、１、２、４のうちのいずれかの値を取る。基地
局は、ＰＤＳＣＨをＲＥにマッピングするに際し、ＣＲＳがマッピングされるＲＥにＰＤ
ＳＣＨをマッピングしない。すなわち、（Ｐ１）のＣＲＳポート数は、ＰＤＳＣＨをマッ
ピングしないＲＥ（ＣＲＳに対応するＲＥ）を指定するために用いられるパラメータであ
る。好ましくは、収容セルにおけるＣＲＳポート数、あるいは収容セルと協調通信を行う
セルにおけるＣＲＳポート数が設定される。
【０１９８】
　（Ｐ２）のＣＲＳの周波数領域の位置は、１つのＰＲＢ内においてＣＲＳが配置される
サブキャリアを示し、例えば０から５のうちのいずれかの値を取る。（Ｐ１）のＣＲＳポ
ート数と同様、（Ｐ２）のＣＲＳの周波数領域の位置も、ＰＤＳＣＨをマッピングしない
ＲＥ（ＣＲＳに対応するＲＥ）を指定するために用いられるパラメータである。好ましく
は、収容セルのＣＲＳの周波数領域の位置、あるいは収容セルと協調通信を行うセルにお
けるＣＲＳの周波数領域の位置が設定される。
【０１９９】
　（Ｐ３）ＭＢＳＦＮサブフレームの位置は、例えば、無線フレーム（１０サブフレーム
）の周期を指定する情報とオフセットを指定する情報、および無線フレーム内のサブフレ
ームを指定する情報などを含む。無線フレーム内のサブフレームを指定する情報は、例え
ば、１つあるいは４つの連続する無線フレーム内のＭＢＳＦＮサブフレームの候補のそれ
ぞれに１ビットを準備し、その１ビットによって、対応するサブフレームがＭＢＳＦＮサ
ブフレームであるか否かを示す方法を用いることができる。ＭＢＳＦＮサブフレームにお
けるＰＤＳＣＨ領域（ＰＤＣＣＨがマッピングされないＯＦＤＭシンボル領域）には、Ｃ
ＲＳが配置されない。そのため、（Ｐ１）のＣＲＳポート数と同様、（Ｐ３）のＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの位置も、ＰＤＳＣＨをマッピングしないＲＥ（ＣＲＳに対応するＲＥ）
を指定するために用いられるパラメータである。好ましくは、収容セルのＭＢＳＦＮサブ
フレームの位置、あるいは収容セルと協調通信を行うセルにおけるＭＢＳＦＮサブフレー
ムが設定される。
【０２００】
　（Ｐ４）のＰＤＳＣＨの開始位置は、すでに上述したように、例えば、０、１、２、３
、４のうちのいずれかの値を取る。例えば、２が示された場合、１つのサブフレーム内に
おける２番目のＯＦＤＭシンボル以降のＯＦＤＭシンボルにＰＤＳＣＨがマッピングされ
ることを意味する。また、これらの値を示す状態に加えて、ＰＣＦＩＣＨに基づく開始位
置（あるいはクロスキャリアスケジューリングの設定により指定される開始位置）を示す
状態から、１つの状態を設定することもできる。（Ｐ４）のＰＤＳＣＨの開始位置は、Ｐ
ＤＳＣＨをマッピングするＲＥの領域を指定するために用いられるパラメータである。あ
るいは、ＰＤＳＣＨをマッピングしないＲＥの領域（ＰＤＣＣＨなどの送信のために予約
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された領域）を指定するために用いられるパラメータであるとも言える。好ましくは、収
容セルにおけるＰＤＣＣＨなどの送信のために予約された領域よりも後ろ側のＯＦＤＭシ
ンボルの番号、あるいは収容セルと協調通信を行うセルにおけるＰＤＣＣＨなどの送信の
ために予約された領域よりも後ろ側のＯＦＤＭシンボルの番号が設定される。
【０２０１】
　（Ｐ５）ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置は、例えば、ＺＰ－ＣＳＩＲＳを含むサブフレームの
周期とオフセットを指定する情報、およびサブフレーム内におけるＺＰ－ＣＳＩＲＳの位
置（ＺＰ－ＣＳＩＲＳとして設定されるＲＥの位置）を指定する情報などを含む。基地局
は、ＰＤＳＣＨをＲＥにマッピングするに際し、ＺＰ－ＣＳＩＲＳとして設定されるＲＥ
にＰＤＳＣＨをマッピングしない。すなわち、（Ｐ５）のＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置は、Ｐ
ＤＳＣＨをマッピングしないＲＥ（ＺＰ－ＣＳＩＲＳに対応するＲＥ）を指定するために
用いられるパラメータである。好ましくは、収容セルにおけるＺＰ－ＣＳＩＲＳおよび／
またはＣＳＩＲＳの位置、あるいは収容セルと協調通信を行うセルにおけるＺＰ－ＣＳＩ
ＲＳおよび／またはＣＳＩＲＳの位置が設定される。
【０２０２】
　（Ｐ６）ＣＳＩＲＳリソースのインデクスは、１つ以上のＣＳＩＲＳリソースに振られ
たインデクスである。端末は、ＰＤＳＣＨを復調するに際し、復調用参照信号（ＤＭＲＳ
：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（端末固有参照信号Ｕ
ＥＲＳ：ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌとも称す））を用
いる。（Ｐ６）のＣＳＩＲＳリソースのインデクスは、ＤＭＲＳがいずれのＣＳＩＲＳリ
ソースに対応するＣＳＩＲＳと（だけ）、同じ送信点から送信されている（コローケート
している）とみなすことができるか（疑似コロケーションかどうか）を示す。端末は、指
定されたＣＳＩＲＳとＤＭＲＳが、互いに類似した伝搬路を経由して受信されると想定す
ることができるため、ＤＭＲＳでのチャネル推定を行うのに好適である。すなわち、（Ｐ
６）のＣＳＩＲＳリソースは、ＰＤＳＣＨと一緒に送信されるＤＭＲＳと同じ送信点から
送信されて居ると見なせるＣＳＩＲＳのＣＳＩＲＳリソースを指定するために用いられる
パラメータである。好ましくは、収容セルから送信されるＣＳＩＲＳのＣＳＩＲＳリソー
ス、あるいは収容セルと協調通信を行うセルから送信されるＣＳＩＲＳのＣＳＩＲＳリソ
ースが設定される。ここで、ＣＳＩＲＳリソースとは、ＣＳＩＲＳを送信するＲＥリソー
スを意味すると同時に、ＣＳＩＲＳを送信するＲＥリソースのための１まとまりの設定情
報を意味する。言い換えれば、（Ｐ６）は物理下りリンク共用チャネルに付加される端末
装置固有参照信号の疑似コロケーションに関する情報である。
【０２０３】
　送信モード１０が設定される場合、基地局は端末に対して上記のようなパラメータの組
み合わせをパラメータセットとして、１つ以上（例えば４種類）設定することができる。
なお、複数のパラメータセットが、実質的に同じパラメータの組み合わせを含んでも良い
。この１つ以上のパラメータセットは、基地局から端末への準静的なシグナリングである
専用ＲＲＣシグナリングを用いて設定される。さらに、基地局は、ＤＣＩフォーマット２
Ｄ（ＰＤＳＣＨのＭＩＭＯ送信をサポートするＤＣＩフォーマット、送信モード１０に固
有のＤＣＩフォーマット）を用いてＰＤＳＣＨをスケジューリングする場合、ＤＣＩフォ
ーマット２Ｄ内の所定のフィールド上のビットの組み合わせを用いて、設定されたパラメ
ータセットの内のいずれかパラメータセットを端末に指定する。例えば４つのパラメータ
セットを表現するに際し、２ビットのフィールドを用いることができる。基地局（あるい
は協調基地局）は、このパラメータセットに含まれるパラメータを用いてＰＤＳＣＨを送
信している。また、端末は、このパラメータセットに含まれるパラメータを用いてＰＤＳ
ＣＨが送信されていることを想定して、ＰＤＳＣＨの受信処理（ＰＤＳＣＨのＲＥデマッ
ピング処理やＰＤＳＣＨの復調処理など）を行う。好ましくは、各パラメータセットは、
下りリンクの協調通信を行う各セル（あるいは送信点）、あるいはそれらの組み合わせに
対応するパラメータの組み合わせで構成される。
【０２０４】
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　このとき、ＤＣＩフォーマット２Ｄ中の系列識別子を示すフィールドにおけるビットの
組み合わせにより、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳに用いられる系列を生成するための系列識別子
が指定される。好ましくは、２つの識別子（例えば、０と１）のいずれかが指定される。
ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳに用いられる系列を生成するためのセル識別子としては、系列識別
子のそれぞれに対応する仮想セル識別子（例えば、０に対してＸ0、１に対してＸ1）が、
基地局から端末に予め通知されており、ＤＣＩフォーマット２Ｄ中で指定された系列識別
子に対応する仮想セル識別子を用いて系列が規定される。なお、仮想セル識別子は、物理
セル識別子と同じ値であっても良い。
【０２０５】
　また、ＤＣＩフォーマット２Ｄで設定されたパラメータセットの内のいずれかパラメー
タセットを端末に指定するにあたり、少なくともＤＣＩフォーマット２Ｄ中の系列識別子
を示すフィールドにおけるビットの組み合わせを用いることもできる。例えば、４つのパ
ラメータセットを表現するに際し、２種類の系列識別子と、その他の１ビットとの組み合
わせを用いることができる。この場合、例えば、４つのパラメータセットの内の２つでは
系列識別子が０であり、他の２つでは系列識別子が１となる。
【０２０６】
　一方、基地局がＤＣＩフォーマット１Ａ（ＰＤＳＣＨのＭＩＭＯ送信をサポートしない
ＤＣＩフォーマット、すべての送信モードで共通に用いられるＤＣＩフォーマット、１つ
のセルにおける１つのＰＤＳＣＨコードワードのコンパクトなスケジューリングとＰＤＣ
ＣＨオーダによるランダムアクセス手続きに用いられるＤＣＩフォーマット）を用いて場
合、ＤＣＩフォーマット２Ｄ（ＰＤＳＣＨのＭＩＭＯ送信をサポートするＤＣＩフォーマ
ット、送信モード１０のみで用いられるＤＣＩフォーマット）の場合のパラメータセット
の指定方法と異なる方法を用いることができる。
【０２０７】
　基地局がＤＣＩフォーマット１ＡをＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合、以下の（
Ｌ１）から（Ｌ５）のいずれかの方法などを用いることができる。
　　（Ｌ１）収容セルのパラメータを用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。
　　（Ｌ２）上述した１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット
（例えば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセット
のいずれか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。
　　（Ｌ３）上述した１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット
（例えば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセット
のいずれか）を用い、セル識別子として、系列識別子０に対応する仮想セル識別子である
Ｘ0を用いる。
　　（Ｌ４）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所
定フィールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子とし
て物理セル識別子を用いる。ここで、所定フィールドとしては、リソースブロック配置を
局所的にするか分散的にするかを示すビットを配置するためのフィールドを用いることが
できる。この場合、このフィールド上のビットは、もはやリソースブロック配置の種類を
示さず、常に局所的な配置と見なされる。
　　（Ｌ５）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所
定フィールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子とし
て、系列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ0を用いる。ここで、所定フィール
ドとしては、リソースブロック配置を局所的にするか分散的にするかを示すビットを配置
するためのフィールドを用いることができる。この場合、このフィールド上のビットは、
もはやリソースブロック配置の種類を示さず、常に局所的な配置と見なされる。
【０２０８】
　協調通信を行うことができる送信モード１０において、ＰＤＣＣＨは常に収容セルから
送信されることができる。すなわち、ＰＤＣＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲ
Ｓの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などの
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パラメータは、収容セルにおけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの
位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨの開始位置はＰＣＦＩＣ
Ｈによって示される開始位置が用いられる。
【０２０９】
　（Ｌ１）は、収容セルのパラメータを用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる
。すなわち、ＰＤＣＣＨでトリガーされたＰＤＳＣＨは、収容セルから送信されると見な
す。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数領域
の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータは、
収容セルにおけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－Ｃ
ＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨの開始位置はＰＣＦＩＣＨによって示さ
れる開始位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳはＣＲＳとコロケートしている
と見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、収容セルのセル識別子である物理セル
識別子が用いられる。これにより、ＰＤＳＣＨが協調通信を行える送信モードであっても
、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いることで収容セルのみからのＰＤＳＣＨ送信
にフォールバックすることができる。
【０２１０】
　（Ｌ２）は、１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット（例え
ば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセットのいず
れか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。すなわち、ＰＤＣＣＨでトリ
ガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）から送信されると
見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数
領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータ
は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨ
の開始位置は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）における物理制御チャネルの
領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは準静的に設定され
たセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされる
。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、収容セルのセル識別子である物理セル識別子が用いら
れる。これにより、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）として比較的チャネル状
態が良好なセル（あるいは送信点）を設定することができるため、基地局は、ＤＣＩフォ
ーマット１Ａを用いることで、比較的チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）から
のＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子
を用いることで、収容セルにから送信されるＤＭＲＳとの直交性を保持することができる
。
【０２１１】
　（Ｌ３）は、１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット（例え
ば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセットのいず
れか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。すなわち、ＰＤＣＣＨでトリ
ガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）から送信されると
見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数
領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータ
は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨ
の開始位置は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）における物理制御チャネルの
領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは準静的に設定され
たセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされる
。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の物理
セル識別子を仮想セル識別子として用いる。これにより、準静的に設定されたセル（ある
いは送信点）として比較的チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）を設定すること
ができるため、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いることで、比較的チャネル状態
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が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。また、ＤＭ
ＲＳのセル識別子は、仮想セル識別子を用いることで、準静的に設定されたセル（あるい
は送信点）にから送信される他の端末宛のＰＤＳＣＨのＤＭＲＳとの直交性を保持するこ
とができる。
【０２１２】
　（Ｌ４）は、１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所定フィ
ールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子として物理
セル識別子を用いる。すなわち、ＰＤＣＣＨでトリガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設
定されたセル（あるいは送信点）の中から複数の動的に選択されたセル（あるいは送信点
）から送信されると見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート
数、ＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位
置などのパラメータは、動的に選択されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波
数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。
また、ＰＤＳＣＨの開始位置は、動的に選択されたセル（あるいは送信点）における物理
制御チャネルの領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは動
的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしている
と見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子が用いられる。これに
より、動的に選択されたセル（あるいは送信点）としてチャネル状態が良好なセル（ある
いは送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いる
ことで、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳＣＨ送信を行うこと
ができる。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子を用いることで、収容セルに
から送信されるＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２１３】
　（Ｌ５）は、１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所定フィ
ールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子として、系
列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ0を用いる。すなわち、ＰＤＣＣＨでトリ
ガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の中から複数の動
的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信されると見なす。より具体的には、ＰＤ
ＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフ
レームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータは、動的に選択されたセル（あ
るいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、Ｚ
Ｐ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨの開始位置は、動的に選択された
セル（あるいは送信点）における物理制御チャネルの領域に基づいた開始位置が設定され
る。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは動的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信さ
れるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、
準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の物理セル識別子を仮想セル識別子として用
いることができる。これにより、動的に選択されたセル（あるいは送信点）としてチャネ
ル状態が良好なセル（あるいは送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣＩ
フォーマット１Ａを用いることで、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）からの
ＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。また、ＤＭＲＳのセル識別子は、仮想セル識別子を
用いることで、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）にから送信される他の端末宛
のＰＤＳＣＨのＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２１４】
　なお、ここでは、各パラメータセットが、それぞれセル（あるいは送信点）に対応する
場合について説明したが、これに限るものではない。２つ以上のパラメータセットが同一
のセル（あるいは送信点）に対応しても良い。例えば、２つのパラメータセットで、（Ｐ
１）と（Ｐ２）と（Ｐ３）と（Ｐ５）と（Ｐ６）が共通であり、（Ｐ４）が異なる場合、
これら２つのパラメータセットは、同一のセル（あるいは送信点）に対応し、制御チャネ
ル領域が異なることを表現している。
【０２１５】
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　基地局がＤＣＩフォーマット１ＡをＥＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合、以下の
（Ｅ１）から（Ｅ７）のいずれかの方法などを用いることができる。
　　（Ｅ１）収容セルのパラメータを用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。
　　（Ｅ２）上述した１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット
（例えば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセット
のいずれか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。
　　（Ｅ３）上述した１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット
（例えば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセット
のいずれか）を用い、セル識別子として、系列識別子０に対応する仮想セル識別子である
Ｘ0を用いる。
　　（Ｅ４）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所
定フィールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子とし
て物理セル識別子を用いる。ここで、所定フィールドとしては、リソースブロック配置を
局所的にするか分散的にするかを示すビットを配置するためのフィールドを用いることが
できる。この場合、このフィールド上のビットは、もはやリソースブロック配置の種類を
示さず、常に局所的な配置と見なされる。
　　（Ｅ５）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所
定フィールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子とし
て、系列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ0を用いる。ここで、所定フィール
ドとしては、リソースブロック配置を局所的にするか分散的にするかを示すビットを配置
するためのフィールドを用いることができる。この場合、このフィールド上のビットは、
もはやリソースブロック配置の種類を示さず、常に局所的な配置と見なされる。
　　（Ｅ６）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＰＤＳＣＨをトリガーするＥＰ
ＤＣＣＨが配置されたサーチスペースを含むＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメ
ータセットを用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。ここで、ＥＰＤＣＣＨセ
ットの設定情報に、予め上述した１つ以上のパラメータセットの内の１つのパラメータセ
ットを、そのＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメータセットとして示す情報が含
まれるようにしておく。すなわち、ＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメータセッ
トは、上述した１つ以上のパラメータセットの内、専用ＲＲＣシグナリングに含まれるＥ
ＰＤＣＣＨセットの設定情報により指定される１つのパラメータセットである。
　　（Ｅ７）上述した１つ以上のパラメータセットの内、ＰＤＳＣＨをトリガーするＥＰ
ＤＣＣＨが配置されたサーチスペースを含むＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメ
ータセットを用い、セル識別子として、系列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ

0を用いる。ここで、ＥＰＤＣＣＨセットの設定情報に、予め上述した１つ以上のパラメ
ータセットの内の１つのパラメータセットを、そのＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つの
パラメータセットとして示す情報が含まれるようにしておく。すなわち、ＥＰＤＣＣＨセ
ットに対応する１つのパラメータセットは、上述した１つ以上のパラメータセットの内、
専用ＲＲＣシグナリングに含まれるＥＰＤＣＣＨセットの設定情報により指定される１つ
のパラメータセットである。
【０２１６】
　協調通信を行うことができる送信モード１０において、ＥＰＤＣＣＨは収容セル、他の
セル、あるいはこれらの組み合わせのいずれかから送信されることができる。ＥＰＤＣＣ
Ｈは、複数（例えば２個）のＥＰＤＣＣＨセットの各々に含まれるサーチスペースに配置
される。このとき、ＥＰＤＣＣＨセットの各々に、個別のパラメータセットを関連付けて
おくことにより、基地局（あるいは協調基地局）が、いずれのＥＰＤＣＣＨセットにおけ
るサーチスペースにＥＰＤＣＣＨを配置するかによって、動的にパラメータセットを選択
することができる。結果的に、収容セル、他のセル、あるいはこれらの組み合わせのいず
れから送信するかを動的に選択することができる。なお、ここでは、各ＥＰＤＣＣＨセッ
トに対応づけられるパラメータセットは、上述したＰＤＳＣＨに関する１つ以上のパラメ
ータセットのいずれかである場合について説明するが、これに限るものではない。各ＥＰ
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ＤＣＣＨセットに対応づけられるパラメータセットは、ＰＤＳＣＨに関する１つ以上のパ
ラメータセットとは独立して予め設定されることもできる。
【０２１７】
　（Ｅ１）は、収容セルのパラメータを用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる
。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでトリガーされたＰＤＳＣＨは、収容セルから送信されると見
なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数領
域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータは
、収容セルにおけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－
ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、トリガーするＥＰＤＣＣＨの開始位置は、予め専
用ＲＲＣシグナリングなどで設定されており、ＰＤＳＣＨの開始位置はＥＰＤＣＣＨの開
始位置と同じ開始位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳはＣＲＳとコロケート
していると見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、収容セルのセル識別子である
物理セル識別子が用いられる。これにより、ＰＤＳＣＨが協調通信を行える送信モードで
あっても、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いることで収容セルのみからのＰＤＳ
ＣＨ送信にフォールバックすることができる。
【０２１８】
　（Ｅ２）は、１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット（例え
ば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセットのいず
れか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでト
リガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）から送信される
と見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波
数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメー
タは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、
ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣ
Ｈの開始位置は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）における物理制御チャネル
の領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは準静的に設定さ
れたセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされ
る。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、収容セルのセル識別子である物理セル識別子が用い
られる。これにより、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）として比較的チャネル
状態が良好なセル（あるいは送信点）を設定することができるため、基地局は、ＤＣＩフ
ォーマット１Ａを用いることで、比較的チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）か
らのＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別
子を用いることで、収容セルにから送信されるＤＭＲＳとの直交性を保持することができ
る。
【０２１９】
　（Ｅ３）は、１つ以上のパラメータセットの内の所定の１つのパラメータセット（例え
ば、１番目のパラメータセット、あるいは系列識別子が０であるパラメータセットのいず
れか）を用い、セル識別子として物理セル識別子を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでト
リガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）から送信される
と見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波
数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメー
タは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、
ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣ
Ｈの開始位置は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）における物理制御チャネル
の領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは準静的に設定さ
れたセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされ
る。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の物
理セル識別子を仮想セル識別子として用いる。これにより、準静的に設定されたセル（あ
るいは送信点）として比較的チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）を設定するこ
とができるため、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いることで、比較的チャネル状
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態が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。また、Ｄ
ＭＲＳのセル識別子は、仮想セル識別子を用いることで、準静的に設定されたセル（ある
いは送信点）にから送信される他の端末宛のＰＤＳＣＨのＤＭＲＳとの直交性を保持する
ことができる。
【０２２０】
　（Ｅ４）は、１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所定フィ
ールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子として物理
セル識別子を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでトリガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に
設定されたセル（あるいは送信点）の中から複数の動的に選択されたセル（あるいは送信
点）から送信されると見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポー
ト数、ＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの
位置などのパラメータは、動的に選択されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周
波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる
。また、ＰＤＳＣＨの開始位置は、動的に選択されたセル（あるいは送信点）における物
理制御チャネルの領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは
動的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしてい
ると見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子が用いられる。これ
により、動的に選択されたセル（あるいは送信点）としてチャネル状態が良好なセル（あ
るいは送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用い
ることで、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳＣＨ送信を行うこ
とができる。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子を用いることで、収容セル
にから送信されるＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２２１】
　（Ｅ５）は、１つ以上のパラメータセットの内、ＤＣＩフォーマット１Ａ中の所定フィ
ールドのビットにより指定された１つのパラメータセットを用い、セル識別子として、系
列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ0を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでト
リガーされたＰＤＳＣＨは、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の中から複数の
動的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信されると見なす。より具体的には、Ｐ
ＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブ
フレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータは、動的に選択されたセル（
あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、
ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨの開始位置は、動的に選択され
たセル（あるいは送信点）における物理制御チャネルの領域に基づいた開始位置が設定さ
れる。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳは動的に選択されたセル（あるいは送信点）から送信
されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は
、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）の物理セル識別子を仮想セル識別子として
用いることができる。これにより、動的に選択されたセル（あるいは送信点）としてチャ
ネル状態が良好なセル（あるいは送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣ
Ｉフォーマット１Ａを用いることで、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）から
のＰＤＳＣＨ送信を行うことができる。また、ＤＭＲＳのセル識別子は、仮想セル識別子
を用いることで、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）にから送信される他の端末
宛のＰＤＳＣＨのＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２２２】
　（Ｅ６）は、ＰＤＳＣＨをトリガーするＥＰＤＣＣＨが配置されたサーチスペースを含
むＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメータセットを用い、セル識別子として物理
セル識別子を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでトリガーされたＰＤＳＣＨは、ＥＰＤＣ
ＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）から送信されると見なす。より具体的には、Ｐ
ＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブ
フレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパラメータは、ＥＰＤＣＣＨが送信され
たセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレーム
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の位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。また、ＰＤＳＣＨの開始位置は、ＥＰＤ
ＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）における物理制御チャネルの領域に基づいた
開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲＳはＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（
あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロケートしていると見なされる。一方、
ＤＭＲＳのセル識別子は、収容セルの物理セル識別子が用いられる。これにより、ＥＰＤ
ＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）としてチャネル状態が良好なセル（あるいは
送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いること
で、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳＣＨ送信を行うことがで
きる。一方、ＤＭＲＳのセル識別子は、物理セル識別子を用いることで、収容セルにから
送信されるＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２２３】
　（Ｅ７）は、ＰＤＳＣＨをトリガーするＥＰＤＣＣＨが配置されたサーチスペースを含
むＥＰＤＣＣＨセットに対応する１つのパラメータセットを用い、セル識別子として、系
列識別子０に対応する仮想セル識別子であるＸ0を用いる。すなわち、ＥＰＤＣＣＨでト
リガーされたＰＤＳＣＨは、ＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）から送信
されると見なす。より具体的には、ＰＤＳＣＨを送受信する際のＣＲＳポート数、ＣＲＳ
の周波数領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置などのパ
ラメータは、ＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）におけるＣＲＳの周波数
領域の位置、ＭＢＳＦＮサブフレームの位置、ＺＰ－ＣＳＩＲＳの位置が用いられる。ま
た、ＰＤＳＣＨの開始位置は、ＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）におけ
る物理制御チャネルの領域に基づいた開始位置が設定される。また、ＰＤＳＣＨのＤＭＲ
ＳはＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）から送信されるＣＳＩＲＳとコロ
ケートしていると見なされる。さらに、ＤＭＲＳのセル識別子は、ＥＰＤＣＣＨが送信さ
れたセル（あるいは送信点）の物理セル識別子を仮想セル識別子として用いることができ
る。これにより、ＥＰＤＣＣＨが送信されたセル（あるいは送信点）としてチャネル状態
が良好なセル（あるいは送信点）を選択することができるため、基地局は、ＤＣＩフォー
マット１Ａを用いることで、チャネル状態が良好なセル（あるいは送信点）からのＰＤＳ
ＣＨ送信を行うことができる。また、ＤＭＲＳのセル識別子は、仮想セル識別子を用いる
ことで、準静的に設定されたセル（あるいは送信点）にから送信される他の端末宛のＰＤ
ＳＣＨのＤＭＲＳとの直交性を保持することができる。
【０２２４】
　基地局がＤＣＩフォーマット１Ａを、ＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合とＥＰＤ
ＣＣＨを用いて端末に送信する場合とについて説明したが、これらを任意に組み合わせる
ことができる。例えば、基地局が、ＤＣＩフォーマット１ＡをＰＤＣＣＨを用いて端末に
送信する場合に（Ｌ１）を用い、ＤＣＩフォーマット１ＡをＥＰＤＣＣＨを用いて端末に
送信する場合に（Ｅ１）を用いることができる。このように、ＰＤＣＣＨでトリガーする
場合の送受信処理とＥＰＤＣＣＨでトリガーする場合の送受信処理を（開始位置以外）共
通にすると、基地局および端末における処理の複雑化を抑制することができる。一方、例
えば、基地局が、ＤＣＩフォーマット１ＡをＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合に（
Ｌ２）を用い、ＤＣＩフォーマット１ＡをＥＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合に（
Ｅ７）を用いることができる。このように、ＰＤＣＣＨでトリガーする場合の送受信処理
とＥＰＤＣＣＨでトリガーする場合の送受信処理を異なるようにすると、基地局は、ＰＤ
ＣＣＨを用いた場合の送受信処理とＥＰＤＣＣＨを用いた場合の送受信処理とを適応的に
選択することができる。また、ＰＤＣＣＨを用いて端末に送信する場合とＥＰＤＣＣＨを
用いて端末に送信する場合とに加えて、通常の動的なスケジューリング（通常の端末識別
子でマスクされたＤＣＩフォーマット（例えば，ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨで送信される
，Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフ
ォーマット）によるスケジューリング、１つのサブフレーム中にトリガーするＤＣＩフォ
ーマットとトリガーされるＰＤＳＣＨが配置されるスケジューリング）を行う場合か準定
常的なスケジューリング（準定常的なスケジューリング用の端末識別子でマスクされたＤ
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ＣＩフォーマット（例えば，ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨで送信される，ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮ
ＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット
）によるスケジューリング、１つのサブフレームにおけるＤＣＩフォーマットにより複数
のサブフレームにおけるＰＤＳＣＨをトリガーすることができるスケジューリング）を行
う場合かで、さらにこれらの動作を切り替えることもできる。また、通常のサブフレーム
（ＭＢＳＦＮサブフレームではないサブフレーム）でのＰＤＳＣＨ送受信であるか、ＭＢ
ＳＦＮサブフレームでのＰＤＳＣＨ送受信であるかによって、これらの動作を切り替える
こともできる。
【０２２５】
　例えば、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いた動的なスケジューリングにおいて、送信モー
ド１から送信モード９では、通常のサブフレームおよびＭＢＳＦＮサブフレームとも、Ｃ
ＳＳに配置されたＰＤＣＣＨおよびＵＳＳに配置されたＰＤＣＣＨの場合はともに（Ｌ１
）、ＵＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨの場合は（Ｅ１）がそれぞれ用いられるようにする
。また、送信モード１０では、通常のサブフレームにおいて、ＣＳＳに配置されたＰＤＣ
ＣＨの場合は（Ｌ１）、ＵＳＳに配置されたＰＤＣＣＨの場合は（Ｌ２）から（Ｌ５）の
いずれか（例えば（Ｌ３））、ＵＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨの場合は（Ｅ１）から（
Ｅ７）のいずれか（例えば（Ｅ３））がそれぞれ用いられるようにする。一方、送信モー
ド１０では、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＣＳＳに配置されたＰＤＣＣＨおよびＵ
ＳＳに配置されたＰＤＣＣＨの場合はともに（Ｌ２）から（Ｌ５）のいずれか（例えば（
Ｌ３））、ＵＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨの場合は（Ｅ１）から（Ｅ７）のいずれか（
例えば（Ｅ３））がそれぞれ用いられるようにする。
【０２２６】
　一方、ＤＣＩフォーマット１Ａを用いた準定常的なスケジューリングにおいては、通常
のサブフレームおよびＭＢＳＦＮサブフレームとも、送信モード１から送信モード９では
、通常のサブフレームおよびＭＢＳＦＮサブフレームとも、ＣＳＳに配置されたＰＤＣＣ
ＨおよびＵＳＳに配置されたＰＤＣＣＨの場合はともに（Ｌ１）、ＵＳＳに配置されたＥ
ＰＤＣＣＨの場合は（Ｅ１）がそれぞれ用いられるようにする。また、通常のサブフレー
ムおよびＭＢＳＦＮサブフレームとも、送信モード１０では、ＣＳＳに配置されたＰＤＣ
ＣＨおよびＵＳＳに配置されたＰＤＣＣＨの場合はともに（Ｌ２）から（Ｌ５）のいずれ
か（例えば（Ｌ３））、ＵＳＳに配置されたＥＰＤＣＣＨの場合は（Ｅ１）から（Ｅ７）
のいずれか（例えば（Ｅ３））がそれぞれ用いられるようにする。
【０２２７】
　これにより、通常のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームとの間で、ＣＳＳに配置さ
れたＰＤＣＣＨの送受信処理以外の処理を共通化することができる。また、動的なスケジ
ューリングと準定常的なスケジューリングとの間で、通常サブフレームにおけるＣＳＳに
配置されたＰＤＣＣＨの送受信処理以外の処理を共通化することができる。そのため、基
地局での送信処理および端末での受信処理の複雑化を抑制することができる。
【０２２８】
　以上をまとめると，基地局は、物理下りリンク共用チャネルでの送信に対する送信モー
ド（送信モード１から送信モード９か，送信モード１０か）と、物理下りリンク共用チャ
ネルの送信を示す下りリンク制御情報フォーマットの送信に使用された下りリンク物理チ
ャネル（ＰＤＣＣＨか，ＥＰＤＣＣＨか）と、下りリンク制御情報フォーマットを検出し
たサーチスペース（ＣＳＳか，ＵＳＳか）とのうち、少なくとも１つに基づくパラメータ
セットを用いて、物理下りリンク共用チャネルをサブフレームに配置する。端末装置は、
サブフレームに配置された物理下りリンク共用チャネルに関するパラメータセットを、物
理下りリンク共用チャネルでの送信に対する送信モードと、物理下りリンク共用チャネル
の送信を示す下りリンク制御情報フォーマットの送信に使用された下りリンク物理チャネ
ルと、下りリンク制御情報フォーマットを検出したサーチスペースとのうち、少なくとも
１つに基づいて決定する。ここで、パラメータセットは、第１のスロットにおける前記物
理下りリンク共用チャネルがマップされるリソースエレメントの開始位置（（Ｐ４））と
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、前記物理下りリンク共用チャネルがマップされないリソースエレメントの位置（（Ｐ１
）と（Ｐ２）と（Ｐ３）と（Ｐ５））と、前記物理下りリンク共用チャネルに付加される
端末装置固有参照信号の疑似コロケーション（Ｐ６）とのうち、少なくとも１つを含む。
【０２２９】
　以下、本実施形態の装置構成について説明する。
【０２３０】
　図２３は、本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するよ
うに、移動局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０
７と送受信アンテナ１０９を含んで構成される。また、上位層処理部１０１は、無線リソ
ース制御部１０１１、リソース決定部１０１３と設定部１０１５を含んで構成される。ま
た、受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、デマッピング部１０５５、無
線受信部１０５７、チャネル測定部１０５９と検出部１０６１とを含んで構成される。ま
た、送信部１０７は、符号化部１０７１、変調部１０７３、マッピング部１０７５、無線
送信部１０７７と上りリンク参照信号生成部１０７９とを含んで構成される。
【０２３１】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランス
ポートブロック）を、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アク
セス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet D
ata Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層
、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行う。また、無線リソ
ース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部１０
７に出力する。
【０２３２】
　上位層処理部１０１が備えるリソース決定部１０１３は、下りリンク物理チャネルおよ
び下りリンク物理信号のデマップを行うリソースエレメントを決定する。リソース決定部
１０１３は、制御部１０３を介して、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号
を下りリンクのリソースエレメントからデマップ（抽出）するようデマッピング部１０５
５に指示をする。例えば、リソース決定部１０１３は、図１０から図２２の何れかの例を
用いてＰＤＳＣＨをデマップするリソースエレメントを決定する。
【０２３３】
　また、リソース決定部１０１３は、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号
をマップするリソースエレメントを決定する。リソース決定部１０１３は、制御部１０３
を介して、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を上りリンクのリソースエ
レメントにマップするようマッピング部１０７５に指示をする。
【０２３４】
　上位層処理部１０１が備える設定部１０１５は、自装置の各種設定情報の管理をする。
例えば、設定部１０１５は、基地局装置３から受信した上位層の信号に応じて、各種設定
を行う。
【０２３５】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号を
受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制御
を行う。
【０２３６】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１０
９を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１０１に出力する。
【０２３７】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９を介して受信した下りリンクの信号を、
中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）、不要な周波数成分を除去し、
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信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分およ
び直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変
換する。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guar
d Interval: GI）に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して
高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出す
る。
【０２３８】
　デマッピング部１０５５は、抽出した信号をＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、デマッピング部１
０５５は、チャネル測定部１０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＨＩＣＨ、Ｐ
ＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、およびＰＤＳＣＨの伝搬路の補償を行う。また、デマッピング
部１０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部１０５９に出力する。
【０２３９】
　復調部１０５３は、ＰＨＩＣＨに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号
に対してＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調方式の復調を行い、復号化部１０
５１へ出力する。復号化部１０５１は、自装置宛てのＰＨＩＣＨを復号し、復号したＨＡ
ＲＱインディケータを上位層処理部１０１に出力する。
【０２４０】
　復調部１０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying
）、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の下りリンクグラ
ントで通知された変調方式の復調を行い、復号化部１０５１へ出力する。復号化部１０５
１は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復
号した下りリンクデータ（トランスポートブロック）を上位層処理部１０１へ出力する。
【０２４１】
　チャネル測定部１０５９は、デマッピング部１０５５から入力された下りリンク参照信
号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの
状態を上位層処理部１０１へ出力する。また、チャネル測定部１０５９は、下りリンク参
照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、デマッピング部１０５５へ出力する。
【０２４２】
　検出部１０６１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨで下りリンク制御情報の検
出を行い、そして、検出した下りリンク制御情報を上位層処理部１０１に出力する。検出
部１０６１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復
調および復号を行う。検出部１０６１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨのブラ
インドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、下りリンク制
御情報を上位層処理部１０１に出力する。
【０２４３】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータ（トランスポートブロッ
ク）を符号化および変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信
号を多重し、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【０２４４】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報を畳込み
符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部１０７１は、ＰＵＳＣＨのス
ケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行う。
【０２４５】
　変調部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャ
ネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部１０７３は、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＭ（Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing）を用いることによ
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り同一のＰＵＳＣＨで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし
、この系列に対してプレコーディング（precoding）を行う。変調部１０７３は、サイク
リックシフト、および／または、直交系列を用いてＰＵＣＣＨを拡散する。
【０２４６】
　上りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
アイデンティティ（Physical layer Cell Identity: PCI）または仮想セルアイデンティ
ティなどを基に、参照信号の系列を生成する。
【０２４７】
　マッピング部１０７５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、ＰＵＳＣＨ
の変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform
: DFT）する。また、マッピング部１０７５は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成し
た上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、マッピング部１０７
５は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポー
ト毎にリソースエレメントに配置（マップ）する。
【０２４８】
　無線送信部１０７７は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号
を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中
間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分
を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）
し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する
。
【０２４９】
　図２４は、本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するよ
うに、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信部３０
７、および、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３０１は
、無線リソース制御部３０１１、スケジューリング部３０１３と設定部３０１５とを含ん
で構成される。また、受信部３０５は、復号化部３０５１、復調部３０５３、デマッピン
グ部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル測定部３０５９を含んで構成される。また
、送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部３０７３、マッピング部３０７５、無線送
信部３０７７と下りリンク参照信号生成部３０７９を含んで構成される。
【０２５０】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行う。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行うために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。
【０２５１】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
に配置される下りリンクデータ（トランスポートブロック）、システムインフォメーショ
ンブロック、ＲＲＣシグナル、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）などを生成し、又は上
位ノードから取得し、送信部３０７に出力する。また、無線リソース制御部３０１１は、
移動局装置１各々の各種設定情報の管理をする。
【０２５２】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１３は、チャネル測定部３０５９
から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル（ＰＤＳＣＨお
よびＰＵＳＣＨ）を割り当てる周波数およびサブフレームおよびリソースエレメント、物
理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）の符号化率および変調方式および送信電力な
どを決定する。スケジューリング部３０１３は、スケジューリング結果に基づき、受信部
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３０５、および送信部３０７の制御を行うために制御情報を生成し、制御部３０３に出力
する。また、スケジューリング部３０１３は、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣ
Ｈ）のスケジューリング結果を制御情報生成部３０１５へ出力する。
【０２５３】
　スケジューリング部３０１３は、制御部１０３を介して、下りリンク物理チャネルおよ
び下りリンク物理信号を下りリンクのリソースエレメントにマップするようマッピング部
３０７５に指示をする。例えば、スケジューリング部３０１３は、図１０から図２２の何
れかの例を用いてＰＤＳＣＨをマップするリソースエレメントを決定する。
【０２５４】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号を
受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制御
を行う。
【０２５５】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して移動局装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上
位層処理部３０１に出力する。無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受
信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）
、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し
、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたア
ナログ信号をディジタル信号に変換する。
【０２５６】
　無線受信部３０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部３０５７は、ガードインターバルを除
去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数
領域の信号を抽出しデマッピング部３０５５に出力する。
【０２５７】
　デマッピング部３０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、Ｐ
ＵＳＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置
３が無線リソース制御部３０１１で決定し、各移動局装置１に通知した上りリンクグラン
トに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行われる。また、デマッピング部３
０５５は、チャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰ
ＵＳＣＨの伝搬路の補償を行う。また、デマッピング部３０５５は、分離した上りリンク
参照信号をチャネル測定部３０５９に出力する。
【０２５８】
　復調部３０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４
ＱＡＭ等の予め定められた、または自装置が移動局装置１各々に上りリンクグラントで予
め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部３０５３は、移動局装置１各
々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行
うプリコーディングを指示する情報に基づいて、ＭＩＭＯ　ＳＭを用いることにより同一
のＰＵＳＣＨで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
【０２５９】
　復号化部３０５１は、復調されたＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定め
られた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置１に上りリンクグラント
で予め通知した符号化率で復号を行い、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情
報を上位層処理部３０１へ出力する。ＰＵＳＣＨが再送信の場合は、復号化部３０５１は
、上位層処理部３０１から入力されるＨＡＲＱバッファに保持している符号化ビットと、
復調された符号化ビットを用いて復号を行う。チャネル測定部３０５９は、デマッピング
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部３０５５から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質など
を測定し、デマッピング部３０５５および上位層処理部３０１に出力する。
【０２６０】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下りリンク制御
情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣ
Ｈ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ３０９を介して
移動局装置１に信号を送信する。
【０２６１】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下
りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ
符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行う、または無線リソース制御部
３０１１が決定した符号化方式を用いて符号化を行う。変調部３０７３は、符号化部３０
７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の予
め定められた、または無線リソース制御部３０１１が決定した変調方式で変調する。
【０２６２】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は、基地局装置３を識別するための物理セル識別子
（ＰＣＩ）などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置１が既知の系列を下りリ
ンク参照信号として生成する。マッピング部３０７５は、変調された各チャネルの変調シ
ンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、マッピング部３０７５は、
変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメ
ントに配置する。
【０２６３】
　無線送信部３０７７は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調された
ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成
し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波
数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去
し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余
分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ３０９に出力して送信する。
【０２６４】
　上述したように、本発明の移動局装置１と基地局装置３は、あるサブフレームの第１の
スロットにおけるＰＤＳＣＨがマップされるリソースエレメントの開始位置を、ＰＤＳＣ
Ｈでの送信に対する送信モード、ＰＤＳＣＨのスケジューリングに使用されたＤＣＩフォ
ーマット、ＰＤＳＣＨの送信に使用された下りリンク物理チャネル、ＤＣＩフォーマット
を検出したサーチスペース、および、ＰＤＳＣＨの送信に用いられるアンテナポート、の
少なくとも１つに基づいて決定する。
【０２６５】
　これにより、基地局装置３と端末装置１が、ＰＤＳＣＨがマップされるリソースエレメ
ントの開始位置を決定し、効率的に通信することができる。
【０２６６】
　本発明に関わる基地局装置３、および移動局装置１で動作するプログラムは、本発明に
関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を
制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、
これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory
）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書
き込みが行われる。
【０２６７】
　尚、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで
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実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０２６８】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置１、又は基地局装置３に内
蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものと
する。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光
磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵される
ハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０２６９】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０２７０】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、複数の装置から構成される集合体（
装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上
述した実施形態に関わる基地局装置３の各機能または各機能ブロックの一部、または、全
部を備えても良い。装置グループとして、基地局装置３の一通りの各機能または各機能ブ
ロックを有していれば良い。また、上述した実施形態に関わる移動局装置１は、集合体と
しての基地局装置と通信することも可能である。
【０２７１】
　また、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現しても良いし、チップセットとして実現しても良
い。移動局装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化しても良いし、一部
、又は全部を集積してチップ化しても良い。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専
用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに
代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能
である。
【０２７２】
　また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記
載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型
、または非可動型の電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空
調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に
も適用出来る。
【０２７３】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【符号の説明】
【０２７４】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　移動局装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
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１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
１０９　送受信アンテナ
１０１１　無線リソース制御部
１０１３　リソース決定部
１０１５　設定部
１０５１　復号化部
１０５３　復調部
１０５５　デマッピング部
１０５７　無線受信部
１０５９　チャネル測定部
１０６１　検出部
１０７１　符号化部
１０７３　変調部
１０７５　マッピング部
１０７７　無線送信部
１０７９　上りリンク参照信号生成部
３０１　上位層処理部
３０３　制御部
３０５　受信部
３０７　送信部
３０９　送受信アンテナ
３０１１　無線リソース制御部
３０１３　スケジューリング部
３０１５　設定部
３０５１　復号化部
３０５３　復調部
３０５５　デマッピング部
３０５７　無線受信部
３０５９　チャネル測定部
３０７１　符号化部
３０７３　変調部
３０７５　マッピング部
３０７７　無線送信部
３０７９　下りリンク参照信号生成部
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