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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを伝送するための方法であって、
　端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することであって
、前記基礎パラメータセットが、サブ搬送波間隔と信号プレフィックスの長さを含み、前
記サブ搬送波間隔が、隣接するサブ搬送波の周波数間隔であり、前記サブ搬送波間隔が、
１５ｋＨｚ、３０ｋＨｚ、６０ｋＨｚ、１２０ｋＨｚのうちの少なくとも一つであり、前
記信号プレフィックスの長さが、信号のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）が通常のＣ
Ｐの長さを使用するか、其れとも拡張ＣＰの長さを使用するかを示すことと、
　前記端末装置が、前記サブ搬送波間隔と前記信号プレフィックスの長さを含む前記基礎
パラメータセットに基づき、ネットワーク装置から送信された、前記データをスケジュー
リングするためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出することと、
　前記端末装置が、前記サブ搬送波間隔と前記信号プレフィックスの長さを含む前記基礎
パラメータセットと検出された前記ＤＣＩに基づき、前記ネットワーク装置から送信され
た前記データを検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを送信することとを含む
、データ伝送方法。
【請求項２】
　前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することは、
　前記端末装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットから前記データを伝送する
ための前記基礎パラメータセットを確定することを含むことを特徴とする
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　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定する前に、前
記方法はさらに、
　前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された、前記データを伝送するための前
記基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を受信することを含み、
　前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することは、
　端末装置が前記配置情報に基づき、前記データを伝送するための前記基礎パラメータセ
ットを確定することを含むことを特徴とする
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することは、
　前記端末装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットに基づき、前記端末装置に
対応するターゲット信号又はターゲットチャネルを検出することと、
　前記端末装置が、前記ターゲット信号又は前記ターゲットチャネルの検出が成功する時
に使用された基礎パラメータセットを前記データを伝送するための前記基礎パラメータセ
ットとして確定することとを含むことを特徴とする
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末装置が前記基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク装置から送信された
、前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出することは、
　前記端末装置が前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、ネ
ットワーク装置から送信された、前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを
検出することを含むことを特徴とする
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末装置が前記基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク装置から送信された
、前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出することは、
　前記端末装置が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォー
マットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定す
ることと、
　前記端末装置が前記ＤＣＩフォーマットに基づき、ネットワーク装置から送信された、
前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを検出することとを含むことを特徴
とする
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末装置が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォー
マットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定す
る前に、前記方法はさらに、
　前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された、基礎パラメータセットとＤＣＩ
フォーマットとの前記対応関係を示すための指示情報を受信することを含むことを特徴と
する
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異なるＤＣＩフ
ォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示された情報が異なることを特徴
とする
　請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且つ前記異なる
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ＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩフォーマット
における前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／又は前記異な
るＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が異なることを
特徴とする
　請求項６又は７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記基礎パラメータセットは、
　特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにおけるサブ搬送波数
、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成するためのフーリエ
変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯＦＤＭシンボル数
、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数のうちの少なくとも一つをさらに含むことを特徴と
する
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　データを伝送するための方法であって、
　ネットワーク装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定すること
であって、前記基礎パラメータセットが、サブ搬送波間隔と信号プレフィックスの長さを
含み、前記サブ搬送波間隔が、隣接するサブ搬送波の周波数間隔であり、前記サブ搬送波
間隔が、１５ｋＨｚ、３０ｋＨｚ、６０ｋＨｚ、１２０ｋＨｚのうちの少なくとも一つで
あり、前記信号プレフィックスの長さが、信号のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）が
通常のＣＰの長さを使用するか、其れとも拡張ＣＰの長さを使用するかを示すことと、
　前記ネットワーク装置が前記サブ搬送波間隔と前記信号プレフィックスの長さを含む前
記基礎パラメータセットに基づき、端末装置へ前記データをスケジューリングするための
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信することと、
　前記ネットワーク装置が前記サブ搬送波間隔と前記信号プレフィックスの長さを含む前
記基礎パラメータセットと前記ＤＣＩに基づき、前記端末装置へ前記データを送信し、又
は前記端末装置から送信された前記データを受信することとを含む、データ伝送方法。
【請求項１３】
　前記ネットワーク装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定する
ことは、
　前記ネットワーク装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットから、前記データ
を伝送するための前記基礎パラメータセットを確定することを含み、
　前記ネットワーク装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定した
後、前記方法はさらに、
　前記ネットワーク装置が端末装置へ前記データを伝送するための前記基礎パラメータセ
ットの情報を含む配置情報を送信することを含むことを特徴とする
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　端末装置であって、
　命令が記憶されるメモリと、
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の方法を実施するように、前記命令を実行する
ように構成されるプロセッサと、を含む、
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　端末装置。
【請求項１５】
　ネットワーク装置であって、
　命令が記憶されるメモリと、
　請求項１２又は１３に記載の方法を実施するように、前記命令を実行するように構成さ
れるプロセッサと、を含む、
　ネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、より具体的には、データを伝送するための方法、端末装置と
ネットワーク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第５世代移動通信技術（５Ｇ）技術では、ユーザ機器（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
：「ＵＥ」と略称）は一つの搬送波内で複数の異なる基礎パラメータセット（ｎｕｍｅｒ
ｏｌｏｇｙ）をサポートすることができる。これらの異なる基礎パラメータセットは時分
割多重（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ：「ＴＤＭ」と略称）又は周
波数分割多重（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ：「ＦＤＭ
」と略称）によって多重化されることが可能である。例えば、同一の伝送時間間隔（Ｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　：「ＴＴＩ」と略称）では、異な
る周波数領域リソースは異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送に割り当てら
れてもよく、又は異なるＴＴＩは異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送に用い
られてもよい。そのため、どのように異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送を
スケジューリングするかは解決すべき緊急の問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の実施例はどのように異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送をスケジ
ューリングするかの問題を解決する、データを伝送するための方法、端末装置とネットワ
ーク装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第一の態様によるデータを伝送するための方法は、端末装置が前記データを伝送するた
めの基礎パラメータセットを確定することと、前記端末装置が前記基礎パラメータセット
に基づき、ネットワーク装置から送信された、前記データをスケジューリングするための
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出することと、前記端末装置が前記基礎パラメータ
セットと検出された前記ＤＣＩに基づき、前記ネットワーク装置から送信された前記デー
タを検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを送信することとを含む。
【０００５】
　したがって、本発明の実施例に記載される方法では、異なる基礎パラメータセットに基
づくデータ伝送に対して異なるＤＣＩフォーマットを使用してスケジューリングし、これ
により制御シグナリング設計の柔軟性が向上する。
【０００６】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、制御シグナリ
ング設計の柔軟性がさらに向上する。
【０００７】
　また、端末装置は基礎パラメータセットに基づき、ＤＣＩをブラインド検出するための
ＤＣＩフォーマットを知ることができ、これにより端末装置が制御チャネルを検出する複
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雑さが低下する。
【０００８】
　他の実施例として、前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセット
を確定することは、
　前記端末装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットから前記データを伝送する
ための前記基礎パラメータセットを確定することを含む。
【０００９】
　他の実施例として、該基礎パラメータセットは該データを伝送するための時間周波数リ
ソースを確定するための少なくとも一つのリソースパラメータを含む。
【００１０】
　他の実施例として、前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセット
を確定する前に、前記方法はさらに、
　前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された、前記データを伝送するための前
記基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を受信することを含み、
　前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することは、
　端末装置が前記配置情報に基づき、前記データを伝送するための前記基礎パラメータセ
ットを確定することを含む。
【００１１】
　他の実施例として、前記端末装置が前記データを伝送するための基礎パラメータセット
を確定することは、
　前記端末装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットに基づき、前記端末装置に
対応するターゲット信号又はターゲットチャネルを検出することと、
　前記端末装置が、前記ターゲット信号又は前記ターゲットチャネルに対応する基礎パラ
メータセットが前記データを伝送するための前記基礎パラメータセットであることを確定
することとを含む。
【００１２】
　他の実施例として、前記端末装置が前記基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク
装置から送信された、前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出することは
、
　前記端末装置が前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、ネ
ットワーク装置から送信された、前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを
検出することを含む。
【００１３】
　他の実施例として、前記端末装置が前記基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク
装置から送信された、前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出することは
、
　前記端末装置が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォー
マットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定す
ることと、
　前記端末装置が前記ＤＣＩフォーマットに基づき、ネットワーク装置から送信された、
前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを検出することとを含む。
【００１４】
　他の実施例として、前記端末装置が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセ
ットとＤＣＩフォーマットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフ
ォーマットを確定する前に、前記方法はさらに、
　前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された、基礎パラメータセットとＤＣＩ
フォーマットとの前記対応関係を示すための指示情報を受信することを含む。
【００１５】
　理解すべきものとして、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係は
ネットワーク装置自体によって確定されてもよく、ネットワーク装置と端末装置によって
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予め定められてもよい。
【００１６】
　他の実施例として、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／
又は異なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示された情報
が異なる。
【００１７】
　他の実施例として、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異な
り、且つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なる
ＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、
及び／又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される
内容が異なる。
【００１８】
　ここで、該ＤＣＩの長さが該ＤＣＩに含まれる制御情報の総ビット数を意味し、該ＤＣ
Ｉの内容が該ＤＣＩに含まれる制御情報ドメイン、及び各制御情報ドメインに示される内
容を意味する。
【００１９】
　即ち、異なる基礎パラメータセットが異なるＤＣＩフォーマットに対応し、異なるＤＣ
Ｉフォーマットが、ＤＣＩの長さ、ＤＣＩにおける制御情報の内容、制御情報ドメインの
長さと制御情報ドメインに示される内容のうちの少なくとも一つによって区分されてもよ
い。即ち、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩの長さが異なり、及び／又は異な
るＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける制御情報の内容が異なり、及び／又は同
一の制御情報ドメインに対して、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける同
じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／又は同一の制御情報ドメイン
に対して、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける同じ制御情報ドメインに
示される内容が異なる。
【００２０】
　他の実施例として、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【００２１】
　ここで、物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメインが例えば該ＤＣＩによっ
てスケジューリングされたデータ伝送に占有されたＰＲＢを示すためのＲＢ割り当て情報
ドメインであってもよく、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック時間シーケンスを示すための
制御情報ドメインがデータ伝送と対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックとの時間シー
ケンス関係、例えばデータ伝送が所在するサブフレームと対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックが所在するサブフレームとのサブフレームオフセット数を示すことに用いられ
、周波数ホッピング配置を示すための制御情報ドメインが例えば周波数領域周波数ホッピ
ングを示すための制御情報ドメインであり、ＤＭＲＳ配置を示すための制御情報ドメイン
が例えばＤＭＲＳに使用されるポート、スクランブリングシーケンスなどの情報を示すた
めの制御情報ドメインであり、サブフレーム構造を示す制御情報ドメインが例えばサブフ
レームにおける直交周波数分割多重シンボルの総数、又はサブフレームにおける保護間隔
（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ：「ＧＰ」と略称）の数量又は位置、又はサブフレームにお
ける異なるタイプのＯＦＤＭシンボルの数量配置、例えばサブフレームにおけるダウンリ
ンク制御シンボル、ダウンリンクデータシンボルとアップリンク制御シンボルの数量又は
割合配置、又はサブフレームにおけるダウンリンク制御シンボルとアップリンクデータシ
ンボルの数量又は割合配置を示すことに用いられる。
【００２２】
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　他の実施例として、前記基礎パラメータセットは、
　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【００２３】
　ここで、サブ搬送波間隔が隣接するサブ搬送波の周波数間隔、例えば１５ｋＨｚ、６０
ｋＨｚなどであり、特定帯域幅におけるサブ搬送波数が例えば各可能なシステム帯域幅に
対応するサブ搬送波数であり、ＰＲＢに含まれるサブ搬送波数が例えば典型的に１２の整
数倍であってもよく、ＴＴＩに含まれるＯＦＤＭシンボル数が例えば典型的に１４の整数
倍であってもよく、一定の時間単位に含まれるＴＴＩ数が１ｍｓ又は１０ｍｓの時間長に
含まれるＴＴＩ数であってもよく、信号プレフィックス長が例えば信号のサイクリックプ
レフィックスの時間長、又はサイクリックプレフィックスが通常のＣＰを使用するか、拡
張ＣＰを使用するかを指す。
【００２４】
　第二の態様による端末装置は、上記第一の態様及び様々な実施形態におけるデータを伝
送するための方法の端末装置によって実行される各プロセスを実行することに用いられて
もよい。該端末装置は、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するように
構成される確定モジュールと、前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラメー
タセットに基づき、ネットワーク装置から送信された、前記データをスケジューリングす
るためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出するように構成される確定モジュールと
、前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラメータセットと前記検出モジュー
ルによって検出された前記ＤＣＩに基づき、ネットワーク装置から送信された前記データ
を検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを送信するように構成される伝送モジ
ュールとを備える。
【００２５】
　第三の態様による端末装置は、上記第一の態様及び様々な実施形態におけるデータを伝
送するための方法の端末装置によって実行される各プロセスを実行することに用いられて
もよい。該端末装置は、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定し、前記確
定モジュールによって確定された基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク装置から
送信された、前記データをスケジューリングするためのダウリンク制御情報ＤＣＩを検出
するように構成されるプロセッサと、前記確定モジュールによって確定された前記基礎パ
ラメータセットと前記検出モジュールによって検出された前記ＤＣＩに基づき、ネットワ
ーク装置から送信された前記データを検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを
送信するように構成される送受信機とを備える。
【００２６】
　第四の態様によるデータを伝送するための方法は、ネットワーク装置が前記データを伝
送するための基礎パラメータセットを確定することと、前記ネットワーク装置が前記基礎
パラメータセットに基づき、端末装置へ前記データをスケジューリングするためのダウン
リンク制御情報（ＤＣＩ）を送信することと、前記ネットワーク装置が前記基礎パラメー
タセットと前記ＤＣＩに基づき、前記端末装置へ前記データを送信し、又は前記端末装置
から送信された前記データを受信することとを含む。
【００２７】
　このようにして、異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送に対して異なるＤＣ
Ｉフォーマットを使用してスケジューリングし、これにより制御シグナリング設計の柔軟
性が向上する。
【００２８】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、これにより制
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御シグナリング設計の柔軟性がさらに向上する。
【００２９】
　他の実施例として、前記ネットワーク装置が前記データを伝送するための基礎パラメー
タセットを確定することは、
　前記ネットワーク装置が予め定義された複数の基礎パラメータセットから、前記データ
を伝送するための前記基礎パラメータセットを確定することを含む。
【００３０】
　他の実施例として、前記ネットワーク装置が前記基礎パラメータセットに基づき、端末
装置へ前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを送信することは、
　前記ネットワーク装置が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣ
Ｉフォーマットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定すること
と、
　前記ネットワーク装置が前記ＤＣＩフォーマットに基づき、前記端末装置へ前記データ
をスケジューリングするための前記ＤＣＩを送信することとを含む。
【００３１】
　他の実施例として、前記方法はさらに、
　前記ネットワーク装置が基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係を確
定することと、
　前記ネットワーク装置が前記端末装置へ前記対応関係を示すための指示情報を送信する
こととを含む。
【００３２】
　他の実施例として、前記ネットワーク装置が前記基礎パラメータセットに基づき、端末
装置へ前記データをスケジューリングするためのＤＣＩを送信することは、
　前記ネットワーク装置が前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基
づき、前記端末装置へ前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを送信するこ
とを含む。
【００３３】
　他の実施例として、前記ネットワーク装置が前記データを伝送するための基礎パラメー
タセットを確定した後、前記方法はさらに、
　前記ネットワーク装置が前記データを伝送するための前記基礎パラメータセットの情報
を含む配置情報を端末装置に送信することを含む。
【００３４】
　他の実施例として、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／
又は異なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報
が異なる。
【００３５】
　他の実施例として、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異な
り、且つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なる
ＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、
及び／又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される
内容が異なる。
【００３６】
　他の実施例として、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【００３７】
　他の実施例として、前記基礎パラメータセットは、
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　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【００３８】
　第五の態様によるネットワーク装置は、上記の第四の態様及び様々な実施形態における
データを伝送するための方法のネットワーク装置によって実行される各プロセスを実行す
ることに用いられてもよく、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するよ
うに構成される確定モジュールと、前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラ
メータセットに基づき、端末装置へ前記データをスケジューリングするためのダウンリン
ク制御情報（ＤＣＩ）を送信し、前記基礎パラメータセットと前記ＤＣＩに基づき、前記
端末装置へ前記データを送信し、又は前記端末装置から送信された前記データを受信する
ように構成される伝送モジュールとを備える。
【００３９】
　第六の態様によるネットワーク装置は、上記の第四の態様及び様々な実施形態における
データを伝送するための方法のネットワーク装置によって実行される各プロセスを実行す
ることに用いられてもよく、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するよ
うに構成されるプロセッサと、前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラメー
タセットに基づき、端末装置へ前記データをスケジューリングするためのダウンリンク制
御情報（ＤＣＩ）を送信し、前記基礎パラメータセットと前記ＤＣＩに基づき、前記端末
装置へ前記データを送信し、又は前記端末装置から送信された前記データを受信するよう
に構成される送受信機とを備える。
【００４０】
　第七の態様によるコンピュータチップは、入力インタフェース、出力インタフェース、
少なくとも一つのプロセッサ、メモリを備え、前記プロセッサが前記メモリでのコードを
実行することに用いられ、前記コードが実行される場合、前記プロセッサが上記の第一の
態様及び様々な実施形態におけるデータを伝送するための方法の端末装置によって実行さ
れる各プロセスを実施することができる。
【００４１】
　第八の態様によるコンピュータチップは入力インタフェース、出力インタフェース、少
なくとも一つのプロセッサ、メモリを備え、前記プロセッサが前記メモリでのコードを実
行することに用いられ、前記コードが実行される場合、前記プロセッサが上記の第四の態
様及び様々な実施形態におけるデータを伝送するための方法のネットワーク装置によって
実行される各プロセスを実施することができる。
【００４２】
　第九の態様によるコンピュータ可読記憶媒体は、端末装置に上記の第一の態様、及びそ
の様々な実施形態のいずれかのデータを伝送するための方法を実行させるためのプログラ
ムを記憶する。
【００４３】
　第十の態様によるコンピュータ可読記憶媒体は、ネットワーク装置に上記の第四の態様
、及びその様々な実施形態のいずれかのデータを伝送するための方法を実行させるための
プログラムを記憶する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施例の応用シーンを示す図である。
【図２】本発明の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセスインタラクション
図である。
【図３】本発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセスインタラクシ
ョン図である。
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【図４】本発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセスインタラクシ
ョン図である。
【図５】本発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセスインタラクシ
ョン図である。
【図６】本発明の実施例による端末装置の構造ブロック図である。
【図７】本発明の実施例による端末装置の構造ブロック図である。
【図８】本発明の実施例によるシステムチップの概略構造図である。
【図９】本発明の実施例によるネットワーク装置の構造ブロック図である。
【図１０】本発明の実施例によるネットワーク装置の構造ブロック図である。
【図１１】本発明の実施例によるシステムチップの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明の実施例の技術的解決策をより明確に説明するために、以下に本発明の実施例に
必要な図面を簡単に説明し、明らかに、以下に記載される図面は本発明のいくつかの実施
例に過ぎず、当業者であれば、創造的な労力を要することなく、これらの図面に基づいて
他の図面を得ることができる。
【００４６】
　以下に、本発明の実施例の図面を組み合わせながら、本発明の実施例における技術的解
決策を、明確に全面的に説明し、明らかに、説明される実施例は本発明の一部の実施例に
過ぎず、全ての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な労力を要せ
ずに得た他の実施例は、全て本発明の保護範囲に属する。
【００４７】
　理解すべきものとして、本発明の実施例の技術的解決策は、様々な通信システム、例え
ばグローバルモバイル通信（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：「ＧＳＭ」略称）システム、符号分割多元アクセス（Ｃｏｄｅ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：「ＣＤＭＡ」と略称）システム
、帯域符号分割多元接続（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：「ＷＣＤＭＡ」と略称）システム、汎用パケット無線サービス（
Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：「ＧＰＲＳ」と略称）、
長期進化型（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：「ＬＴＥ」と略称）システム、
ユニバーサル移動体通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：「ＵＭＴＳ」と略称）などの現在の通信システム
、及び特に将来の５Ｇシステムに応用されてもよい。
【００４８】
　本発明の実施例における端末装置はユーザ機器（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：「Ｕ
Ｅ」と略称）、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動サイト、遠隔局
、遠隔端末、モバイル装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント又は
ユーザ装置であってもよい。アクセス端末は、セルラ電話、コードレス電話、セッション
開始プロトコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：「ＳＩＰ
」と略称）電話、ワイヤレスローカルループ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ
：「ＷＬＬ」と略称）局、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：「ＰＤＡ」と略称）、無線通信機能を有しているハンド
ヘルドデバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理デバ
イス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の５Ｇネットワークにおける端末装置
又は将来の進化した公衆陸上モバイルネットワーク（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：「ＰＬＭＮ」と略称）における端末装置などであってもよい。
【００４９】
　本発明の実施例におけるネットワーク装置は端末装置と通信するための装置であっても
よく、該ネットワーク装置はＧＳＭ又はＣＤＭＡにおける基地局（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓ
ｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：「ＢＴＳ」と略称）であってもよいし、ＷＣＤＭＡシス



(11) JP 6808758 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

テムにおける基地局（ＮｏｄｅＢ：「ＮＢ」と略称）であってもよいし、ＬＴＥシステム
における進化型基地局（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎ　ｏｄｅＢ：「ｅＮＢ又はｅＮｏｄ
ｅＢ」と略称）であってもよいし、クラウド無線アクセスネットワーク（Ｃｌｏｕｄ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：「ＣＲＡＮ」と略称）シーンにおける無線コ
ントローラであってもよく、又は該ネットワーク装置は中継局、アクセスポイント、車載
デバイス、ウェアラブルデバイス及び将来の５Ｇネットワークにおけるネットワーク装置
又は将来の進化したＰＬＭＮネットワークにおけるネットワーク装置などであってもよい
。
【００５０】
　図１は本発明の応用シーンを示す図である。図１における通信システムは端末装置１０
とネットワーク装置２０を備えることができる。ネットワーク装置２０は端末装置１０に
通信サービスを提供してコアネットワークにアクセスすることに用いられ、端末装置１０
はネットワーク装置２０から送信された同期信号、ブロードキャスト信号などを検索して
ネットワークにアクセスし、それによってネットワークと通信を行う。図１に示す矢印は
端末装置１０とネットワーク装置２０の間のセルラリンクによるアップリンク／ダウンリ
ンク伝送を表すことができる。本発明の実施例では、異なるＤＣＩフォーマットを使用し
て異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送をスケジューリングすることにより、
制御シグナリング設計の柔軟性を向上させることができる。
【００５１】
　図２は本発明の実施例によるデータを伝送するための方法の概略フローチャートである
。図２に端末装置１０とネットワーク装置２０が示される。図２に示すように、データを
伝送する具体的なプロセスは以下のステップを含む。
【００５２】
　２１０において、ネットワーク装置２０は該データを伝送するための基礎パラメータセ
ットを確定する。
【００５３】
　例えば、ネットワーク装置２０は予め定義された複数の基礎パラメータセットから、該
データを伝送するための基礎パラメータセットを確定することができ、これにより該基礎
パラメータセットに基づき、端末装置１０へ送信されるダウンリンク制御情報（Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：「ＤＣＩ」と略称）を送信するこ
とができる。
【００５４】
　ここで、前記基礎パラメータセットは前記データを伝送するための時間周波数リソース
を確定するための少なくとも一つのリソースパラメータを含む。
【００５５】
　選択可能に、該基礎パラメータセットは、
　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロック（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ：「ＰＲＢ」と略称）におけるサブ搬送波数、
直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：「ＯＦＤＭ」と略称）シンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成
するためのフーリエ変換、例えば高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａ
ｎｓｆｏｒｍ：「ＦＦＴ」と略称）又は逆フーリエ変換例えば高速逆フーリエ変換（Ｉｎ
ｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：「ＩＦＦＴ」と略称）の
ポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴ
ＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのうちの少なくとも一つを含む。
【００５６】
　ここで、サブ搬送波間隔が隣接するサブ搬送波の周波数間隔、例えば１５ｋＨｚ、６０
ｋＨｚなどであり、特定帯域幅におけるサブ搬送波数が例えば各可能なシステム帯域幅に
対応するサブ搬送波数であり、ＰＲＢに含まれるサブ搬送波数が例えば典型的に１２の整
数倍であってもよく、ＴＴＩに含まれるＯＦＤＭシンボル数が例えば典型的に１４の整数
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倍であってもよく、一定の時間単位に含まれるＴＴＩ数が１ｍｓ又は１０ｍｓの時間長に
含まれるＴＴＩ数であってもよく、信号プレフィックス長が例えば信号のサイクリックプ
レフィックスの時間長、又はサイクリックプレフィックスが通常のＣＰを使用するか、拡
張ＣＰを使用するかを指す。
【００５７】
　２２０において、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセットに基づき、端末装置
１０へ該データをスケジューリングするためのＤＣＩを送信する。
【００５８】
　具体的には、本発明の実施例では、同一の搬送波内で複数の異なる基礎パラメータセッ
トをサポートすることができ、これらの異なる基礎パラメータセットがＴＤＭ又はＦＤＭ
によって多重化されてもよい。例えば、同一のＴＴＩでは、異なる周波数領域リソースは
異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送に割り当てられてもよく、又は異なるＴ
ＴＩは異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送に用いられてもよい。異なる基礎
パラメータセットに基づくデータ伝送は独立した制御チャネル又は共通の制御チャネルに
よってスケジューリングされてもよい。ネットワーク装置は、該基礎パラメータセットを
確定した後、該基礎パラメータセットに基づいて端末装置１０へ該データをスケジューリ
ングするめのＤＣＩを送信することができる。理解すべきものとして、ネットワーク装置
２０は独立した制御チャネルによって異なる基礎パラメータセットに基づくデータをスケ
ジューリングすることができ、共通の制御チャネルで異なる基礎パラメータセットに基づ
くデータをスケジューリングすることもでき、異なるニーズに応じて適切なチャネルを選
択して異なる基礎パラメータセットに基づくデータをスケジューリングすることができ、
ここで限定されない。
【００５９】
　選択可能に、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラ
メータに基づき、端末装置１０へ該データをスケジューリングするためのＤＣＩを送信す
ることができ、又はネットワーク装置２０は該基礎パラメータセット、及び基礎パラメー
タセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係に基づき、該ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを
確定することができる。
【００６０】
　具体的には、ネットワーク装置２０は前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパ
ラメータに基づき、該データをスケジューリングするための物理リソースを確定してから
、確定された物理リソースで端末装置１０へ該データをスケジューリングするための該Ｄ
ＣＩを送信することができる。例えば、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセット
のサブ搬送波間隔に基づき、該ＤＣＩを搬送する制御チャネルに占有されたサブ搬送波と
ＰＲＢ数を確定し、それによって対応するサブ搬送波とＰＲＢにおける制御チャネルで端
末装置１０へＤＣＩを送信することができる。
【００６１】
　ネットワーク装置２０はさらに確定された該基礎パラメータセット、及び基礎パラメー
タセットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係に基づき、該データをスケジューリングす
るための該ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定し、該ＤＣＩフォーマットに基づいて端末
装置１０へ該データをスケジューリングするための該ＤＣＩを送信することができる。
【００６２】
　例えば、該基礎パラメータセットがサブ搬送波間隔を含むことを仮定する場合、基礎パ
ラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係は表１の通りであってもよい。ここで
、第一の周波数帯域でデータ伝送を行うために使用されるサブ搬送波間隔が１５ｋＨｚで
あり、対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット１（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１）
であり、第二の周波数帯域でデータ伝送を行うために使用されるサブ搬送波間隔が３０ｋ
Ｈｚであり、対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット２（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａ
ｔ　２）であり、第三の周波数帯域でデータ伝送を行うために使用されるサブ搬送波間隔
が６０ｋＨｚであり、対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット３（ＤＣＩ　ｆ
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ｏｒｍａｔ　３）であり、第四の周波数帯域でデータ伝送を行うために使用されるサブ搬
送波間隔が１２０ｋＨｚであり、対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット４（
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４）である。
【表１】

【００６３】
　ここで、固定されたシステム帯域幅に対して、異なるサブ搬送波間隔に対応するサブ搬
送波数が異なり、対応するダウンリンクにおける物理リソースブロック（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ：「ＰＲＢ」と略称）の総数も異なり、周波数領域リ
ソースを割り当てるためのビット数も異なる。異なるサブ搬送波間隔に対応するＤＣＩフ
ォーマットにおける周波数領域リソース割り当てドメインのビット数が異なる場合、異な
るＤＣＩフォーマットに含まれる総ビット数も異なる。例えば、各ＤＣＩフォーマットに
含まれる周波数領域リソース割り当てドメインのビット数をそれぞれＭ、Ｍ－ｋ、Ｍ－２
ｋ、Ｍ－３ｋと仮定すると、この四つのＤＣＩフォーマットに含まれる制御情報ビット数
がそれぞれＮ、Ｎ－ｋ、Ｎ－２ｋ、Ｎ－３ｋである。
【００６４】
　ネットワーク装置２０は確定された該基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセッ
トとＤＣＩフォーマットとの該対応関係に基づき、該データをスケジューリングするため
の該ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定し、それによって該ＤＣＩフォーマットに基づい
て端末装置１０へ該ＤＣＩを送信することができる。
【００６５】
　このようにして、異なる基礎パラメータセットに基づくデータ伝送に対して異なるＤＣ
Ｉフォーマットを使用してスケジューリングすることを実現し、制御シグナリング設計の
柔軟性を向上させることができる。
【００６６】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、制御シグナリ
ング設計の柔軟性がさらに向上する。
【００６７】
　理解すべきものとして、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係は
ネットワーク装置２０自体によって確定されてもよく、ネットワーク装置２０と端末装置
１０によって予め定められてもよい。
【００６８】
　２３０において、端末装置１０は該データ伝送を行うための基礎パラメータセットを確
定する。
【００６９】
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　例えば、端末装置１０は予め定義された複数の基礎パラメータセットから、該データ伝
送を行うための基礎パラメータセットを確定することができ、それによって該基礎パラメ
ータセットに基づき、ネットワーク装置２０から送信された、該データをスケジューリン
グするためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出することができる。
【００７０】
　選択可能に、端末装置１０が該データ伝送を行うための基礎パラメータセットを確定す
ることは、端末装置１０がネットワーク装置２０から送信された、該データ伝送を行うた
めの該基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を受信することであってもよく、即ち
２３１及び２３２を実行することであり、又は端末装置１０が予め定義された複数の基礎
パラメータセットをブラインド検出し、該複数の基礎パラメータセットから該データ伝送
を行うための該基礎パラメータセットを確定することであってもよい。
【００７１】
　選択可能に、該データ伝送のための方法における２３０はさらに２３１及び２３２を含
むことができる。図３は本発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセ
スインタラクション図である。該方法は２３１及び２３２を含み、２３０が２３１及び２
３２に置き換えられてもよい。
【００７２】
　２３１において、ネットワーク装置２０は端末装置１０へ該データ伝送を行うための基
礎パラメータセットの情報を含む配置情報を送信する。
【００７３】
　選択可能に、ネットワーク装置２０は上位層シグナリング又は物理層シグナリングによ
って端末装置１０へ該配置情報を送信することができる。
【００７４】
　具体的には、ネットワーク装置２０は該データ伝送を行うための基礎パラメータセット
を確定した後、該基本情報グループの情報を端末装置１０に送信することができ、これに
より端末装置は該基礎パラメータセットに基づき、該データをスケジューリングするため
のＤＣＩを検出することができる。ネットワーク装置２０は各周波数領域リソースセット
又は時間領域リソースに基礎パラメータセットをそれぞれ割り当てることができる。例え
ば、ネットワーク装置２０は周波数領域リソースを複数の周波数領域リソースエリアに分
割し、各周波数領域リソースエリアで異なる基礎パラメータセットをそれぞれ使用するよ
うに端末装置１０を配置し、又は、ネットワーク装置２０は時間領域リソースを複数の時
間領域リソースエリアに分割し、各時間領域リソースエリアでそれぞれの基礎パラメータ
セットを使用するように端末装置１０を配置する。端末は配置情報を受信した後、上記物
理リソースが所在する周波数領域リソースセット又は時間領域リソースセットに基づいて
それに使用される基礎パラメータセットを確定する。ここでの物理層シグナリングは該物
理リソースにおけるデータ伝送をスケジューリングするためのＤＣＩ以外のＤＣＩであっ
てもよい。
【００７５】
　例えば、表１に基づき、ネットワーク装置２０が第一の周波数帯域で該データ伝送を行
うために使用される基礎パラメータセットがサブ搬送波間隔１５ｋＨｚの基礎パラメータ
セットであることを確定した場合、ネットワーク装置２０は端末装置１０へ配置情報を送
信し、該データ伝送を行うためのサブ搬送波間隔が１５ｋＨｚであることを端末装置に知
らせることができる。
【００７６】
　２３２において、端末装置１０はネットワーク装置２０から送信された、該基礎パラメ
ータセットの情報を含む配置情報を受信する。
【００７７】
　選択可能に、端末装置１０はネットワーク装置２０から上位層シグナリング又は物理層
シグナリングを介して送信された配置情報を受信し、それによって該データ伝送を行うた
めの基礎パラメータセットを確定することができる。端末装置１０はネットワーク装置２
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０から送信された、該基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を受信した後、該基礎
パラメータセットに基づき、該データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出するこ
とができる。
【００７８】
　端末装置１０が該データ伝送を行うための基礎パラメータセットを確定することは、端
末装置１０が予め定義された複数の基礎パラメータセットをブラインド検出し、該複数の
基礎パラメータセットから該データ伝送を行うための該基礎パラメータセットを確定する
ことであってもよい。
【００７９】
　具体的には、端末装置１０はあるターゲット物理信号又はターゲット物理チャネルの検
出が成功するまで全ての可能な基礎パラメータセット又は予め定義された基礎パラメータ
セットに基づいてそれぞれ検出し、それによって対応する基礎パラメータセットを前記現
在の物理リソースで該データ伝送を行うために使用される基礎パラメータセットとする。
ここでのターゲット物理信号は同期信号、パイロット信号などを含むことができ、ターゲ
ット物理チャネルはブロードキャストチャネル、制御チャネル等を含むことができる。
【００８０】
　２４０において、端末装置１０は該基礎パラメータセットに基づき、該データをスケジ
ューリングするためのＤＣＩを検出する。
【００８１】
　端末装置１０は該基礎パラメータセットを確定した後、該基礎パラメータセットに基づ
き、該データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出する。選択可能に、端末装置１
０は該基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、該データをスケジ
ューリングするためのＤＣＩを検出することができ、又は端末装置１０は該基礎パラメー
タセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係に基づき、該Ｄ
ＣＩのＤＣＩフォーマットを確定し、且つ該ＤＣＩフォーマットに基づいて、該データを
スケジューリングするためのＤＣＩを確定することができる。
【００８２】
　ここで、端末装置１０によって確定されたＤＣＩフォーマットが複数である場合、端末
装置１０は、あるＤＣＩフォーマットに基づいて該データをスケジューリングするための
該ＤＣＩを正確に検出するまで各ＤＣＩフォーマットに基づいてＤＣＩの検出をそれぞれ
行う必要がある。
【００８３】
　このようにして、端末装置１０は基礎パラメータセットに基づき、ＤＣＩをブラインド
検出するためのＤＣＩフォーマットを知ることができ、端末装置が制御チャネルを検出す
る複雑さが低下する。
【００８４】
　具体的には、端末装置１０は該基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに
基づき、該物理リソースにおけるデータ伝送をスケジューリングするためのＤＣＩを検出
するための物理リソースを確定し、確定された該物理リソースで、ネットワーク装置２０
から送信された、該物理リソースにおけるデータ伝送をスケジューリングするためのＤＣ
Ｉを確定することができる。例えば、端末装置１０は該基礎パラメータセットにおけるサ
ブ搬送波間隔に基づき、該ＤＣＩを搬送する制御チャネルに占有されたサブ搬送波数及び
ＰＲＢ数を確定し、それによって対応する搬送波とＰＲＢにおける制御チャネルでＤＣＩ
の検出を行うことができる。
【００８５】
　端末装置１０はさらに該基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフ
ォーマットとの対応関係に基づき、該ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定
することができ、端末装置１０は該ＤＣＩフォーマットに基づき、該データをスケジュー
リングするための該ＤＣＩを検出する。
【００８６】
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　例えば、端末装置１０は表１に基づき、第一の周波数帯域で該データ伝送を行うために
使用されるＤＣＩのＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１である
ことを確定すると仮定する場合、端末装置１０はＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１
に基づき、ネットワーク装置２０から送信された、第一の周波数帯域におけるデータ伝送
をスケジューリングするためのＤＣＩを検出することができる。端末装置１０は該第一の
周波数帯域のサブ搬送波間隔、及び検出されたＤＣＩに含まれる制御情報に基づき、該Ｄ
ＣＩによってスケジューリングされた第一の周波数帯域のデータ伝送の検出を行う。例え
ば、端末装置１０はサブ搬送波間隔に基づいて第一の周波数帯域におけるサブ搬送波数及
びＰＲＢ数、及びＯＦＤＭシンボルに対応する時間領域サンプリングポイント数、及びＴ
ＴＩに含まれるＯＦＤＭシンボル数を確定することができる。さらにこれらのパラメータ
と該ＤＣＩにおける制御情報に基づき、該ＤＣＩによってスケジューリングされたデータ
伝送の検出を行う。端末はさらに同様の方法に基づいて第二の周波数帯域～第四の周波数
帯域におけるＤＣＩ及び伝送伝送を検出することができる。
【００８７】
　また、例えば、端末装置１０が受信した、ネットワーク装置２０から送信された、指示
サブフレームｎでデータ伝送を行うために使用される基礎パラメータセットが第二の基礎
パラメータセットであると仮定する場合、表２に示す基礎パラメータセットとＤＣＩフォ
ーマットとの対応関係に基づき、、端末装置１０はＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）
３とＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４に基づき、サブフレームｎの制御チャネルで
ネットワーク装置２０から送信された、サブフレームｎにおけるデータ伝送をスケジュー
リングするためのＤＣＩを検出し、端末装置１０がＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）
４に基づいて該データをスケジューリングするためのＤＣＩを正確すると仮定する場合、
端末装置１０は第二の基礎パラメータセットのパラメータ、及び検出された該ＤＣＩにお
ける制御情報に基づき、該ＤＣＩによってスケジューリングされたデータ伝送の検出を行
う。例えば、端末装置１０は該第二の基礎パラメータセットにおけるサブ搬送波間隔、総
サブ搬送波数とチャネルプリフィックス長に基づき、さらに該ＤＣＩにおける他の制御情
報と組み合わせ、該ＤＣＩによってスケジューリングされたデータ伝送を検出するための
パラメータを確定し、それによって該ＤＣＩによってスケジューリングされたデータ伝送
の検出を行うことができる。
【表２】

【００８８】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異
なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報が異な
る。
【００８９】
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　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且
つ該異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩフ
ォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／又
は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が異
なる。
【００９０】
　ここで、該ＤＣＩの長さが該ＤＣＩに含まれる制御情報の総ビット数を指し、該ＤＣＩ
の内容が該ＤＣＩに含まれる制御情報ドメイン、及び各制御情報ドメインに示される内容
を指す。
【００９１】
　具体的には、異なる基礎パラメータセットが異なるＤＣＩフォーマットに対応し、異な
るＤＣＩフォーマットがＤＣＩの長さ、ＤＣＩにおける制御情報の内容、制御情報ドメイ
ンの長さと制御情報ドメインに示される内容のうちの少なくとも一つによって区分されて
もよい。即ち、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩの長さが異なり、及び／又は
ＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける制御情報の内容が異なり、及び／又は同一
の制御情報ドメインに対して、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける同じ
制御情報ドメインに占有されたビッド数が異なり、及び／又は同一の制御情報ドメインに
対して、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける同じ制御情報ドメインに示
される内容が異なる。
【００９２】
　異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩの長さが異なってもよく、例えば、第一の
基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａ
ｔ）１であり、第二の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォ
ーマット（ｆｏｒｍａｔ）２であり、且つＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１とＤＣ
Ｉフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）２に含まれる情報ビット数が異なり、異なるＤＣＩフォ
ーマットに対応するＤＣＩにおける制御情報の内容が異なってもよく、例えば、第一の基
礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ
）１であり、第二の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォー
マット（ｆｏｒｍａｔ）２であり、且つＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１がＤＣＩ
フォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１よりも１つ多い制御情報ドメインを有し、同一の制御情
報ドメインに対して、異なるＤＣＩフォーマットに対応するＤＣＩにおける同じ制御情報
ドメインに占有されたビット数が異なってもよく、例えば、第一の基礎パラメータセット
に対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１であり、第二の
基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａ
ｔ）２であり、ＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１とＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍ
ａｔ）２がいずれもリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ：「ＲＢ」と略称
）割り当てを示すための制御情報ドメインを含むが、二つの基礎パラメータセットに対応
する周波数領域リソースエリアが異なるため、ＲＢ割り当てを示すための該制御情報ドメ
インのビット数も異なり、同一の制御情報ドメインに対して、異なるＤＣＩフォーマット
に対応するＤＣＩにおける同じ制御情報ドメインに示される内容も異なってもよく、例え
ば、第一の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（
ｆｏｒｍａｔ）１であり、第二の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットが
ＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）２であり、第三の基礎パラメータセットに対応する
ＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）３であり、第四の基礎パラメ
ータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４であ
り、この４つのＤＣＩフォーマットがいずれもＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック時間シー
ケンスを示すための２ビットの制御情報ドメインを含み、該制御情報領域がデータ伝送と
対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫとの時間シーケンス関係を示すことに用いられ、第一の基礎パ
ラメータセットに対応するＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１に対して、該制御情報
ドメインに示される４つの可能な時間シーケンスが｛０，１，２，３｝であり、第二の基
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情報ドメインに示される４つの可能な時間シーケンスが｛０，２，４，６｝であり、第三
の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）３に対して、該
制御情報ドメインに示される４つの可能な時間シーケンスが｛０，３，６，９｝であり、
第四の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４に対して
、該制御情報ドメインに示される４つの可能な時間シーケンスが｛０，４，８，１２｝で
あり、異なる基礎パラメータセットに対応する異なるＤＣＩフォーマットにおける制御情
報ドメインに示される内容が異なる。
【００９３】
　例えば、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係は表２に示される。
ここで、第一の基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマッ
ト（ｆｏｒｍａｔ）１とＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）２であり、第二の基礎パラ
メータセットに対応するＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）３と
ＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４である。ネットワーク装置２０はサブフレームｎ
でデータ伝送を行うために使用される基礎パラメータセットが第二の基礎パラメータセッ
トであることを確定した場合、端末装置１０は第二の基礎パラメータセットとＤＣＩフォ
ーマットとの該対応関係に基づき、サブフレームｎにおける該データ伝送をスケジューリ
ングするためのＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）３とＤＣＩフ
ォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４であることを確定することができる。ここで、該基礎パラ
メータセットはサブ搬送波間隔、現在のシステム帯域幅におけるサブ搬送波数、信号プレ
フィックスの長さなどのパラメータを含むことができる。ネットワーク装置２０は第一の
基礎パラメータセットと第二の基礎パラメータセットにおけるパラメータ配置状況を端末
装置１０に予め送信することができ、端末装置１０は基礎パラメータセットにおけるパラ
メータ配置状況を受信する。４つのＤＣＩフォーマットがいずれも確認／非確認（Ａｃｋ
ｎｏｗ　ｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：
「ＡＣＫｌＮＡＣＫ」と略称）フィードバック時間シーケンスを示し、具体的にデータ伝
送サブフレームとＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックサブフレームの間のサブフレームオフ
セットを示すための制御情報ドメインを含むと仮定する。選択可能に、異なるＤＣＩフォ
ーマットにおける制御情報ドメインに占有されたビット数が異なってもよく、例えばＤＣ
Ｉフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）１とＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）３に含まれる
制御情報のビット数が同じであり（Ｍと仮定）であり、ＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａ
ｔ）２とＤＣＩフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）４に含まれる制御情報のビット数が同じで
ある（Ｎと仮定）。選択可能に、異なるパラメータ配置グループに対応する異なるＤＣＩ
フォーマットに対して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック時間シーケンスを示すための２
ビットの制御情報ドメインを含むこともできるが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック時間
シーケンスを示すための該２ビットの制御情報ドメインに示される内容が異なってもよく
、例えば表３に示される。
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【表３】

【００９４】
　端末装置１０が該基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマ
ットとの対応関係に基づき、該ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定した後、端末装置１０
は該ＤＣＩフォーマットに基づき、該ＤＣＩの長さ、該ＤＣＩにおける制御情報の内容、
該ＤＣＩにおけるある制御情報ドメインに占有されたビット数と該ＤＣＩにおけるある制
御情報ドメインに示される内容のうちの少なくとも一つを確定し、且つ該ＤＣＩフォーマ
ットに基づいて該データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出することができる。
【００９５】
　選択可能に、該ＤＣＩフォーマットにおける制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキーム（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎ
ｇ　Ｓｃｈｅｍｅ：「ＭＣＳ」と略称）を示すための制御情報ドメイン、サブフレーム構
造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ：「ＤＭＲＳ」と略称）配置を示すための制御情報ド
メインのうちの少なくとも一つを含むことができる。
【００９６】
　ここで、物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメインが例えば該ＤＣＩによっ
てスケジューリングされたデータ伝送に占有されたＰＲＢを示すためのＲＢ割り当て情報
ドメインであってもよく、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック時間シーケンスを示すための
制御情報ドメインがデータ伝送と対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックとの時間シー
ケンス関係、例えばデータ伝送が所在するサブフレームと対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックが所在するサブフレームとのサブフレームオフセット数を示すことに用いられ
、周波数ホッピング配置を示すための制御情報ドメインが例えば周波数領域周波数ホッピ
ングを示すための制御情報ドメインであり、ＤＭＲＳ配置を示すための制御情報ドメイン
が例えばＤＭＲＳに使用されるポート、スクランブリングシーケンスなどの情報を示すた
めの制御情報ドメインであり、サブフレーム構造を示す制御情報ドメインが例えばサブフ
レームにおける直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ１ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：「ＯＦＤＭ」と略称）シンボルの総数、又は
サブフレームにおける保護間隔（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ：「ＧＰ」と略称）の数量又
は位置、又はサブフレームにおける異なるタイプのＯＦＤＭシンボルの数量配置、例えば
サブフレームにおけるダウンリンク制御シンボル、ダウンリンクデータシンボルとアップ
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リンク制御シンボルの数量又は割合配置、又はサブフレームにおけるダウンリンク制御シ
ンボルとアップリンクデータシンボルの数量又は割合配置を示すことに用いられる。
【００９７】
　選択可能に、該ＤＣＩフォーマットにおける制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキーム（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎ
ｇ　Ｓｃｈｅｍｅ：「ＭＣＳ」と略称）を示すための制御情報ドメイン、サブフレーム構
造を示すための制御情報ドメイン、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及
び復調基準信号（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ：「ＤＭＲ
Ｓ」と略称）配置を示すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含むことがで
きる。
【００９８】
　選択可能に、該方法では２４０はさらに２４１－２４４を含むことができる。図４は本
発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセスインタラクション図であ
る。該方法は２４１－２４４を含み、ここで、２４０が２４１－２４４に置き換えられて
もよい。
【００９９】
　２４１において、ネットワーク装置２０は基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマット
との対応関係を確定する。
【０１００】
　２４２において、ネットワーク装置２０は端末装置１０へ該対応関係を示すための指示
情報を送信する。
【０１０１】
　２４３において、端末装置１０はネットワーク装置２０から送信された、該対応関係を
示すための指示情報を受信する。
【０１０２】
　２４４において、端末装置１０は基礎パラメータセットと該対応関係に基づいてＤＣＩ
を検出する。
【０１０３】
　具体的には、端末装置１０がＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定するた
めに必要な基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係は、ネットワーク２
０によって確定され且つ端末装置１０に予め示されてもよく、例えばネットワーク装置２
０は上位層シグナリングによって端末装置１０へ基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマ
ットとの前記対応関係を示すための指示情報を送信し、端末装置１０は該対応関係を示す
ための指示情報を受信した後、確定された基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセ
ットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係に基づき、該データをスケジューリングするた
めのＤＣＩを検出する。
【０１０４】
　理解すべきものとして、端末装置１０が該ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマット
を確定する時に使用する基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係は端
末装置１０とネットワーク装置２０によって予め定められてもよく、例えば端末装置１０
はプロトコルに規定された基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの該対応関係に
基づいて該基礎パラメータセットに対応するＤＣＩフォーマットを確定する。
【０１０５】
　また、理解すべきものとして、端末装置１０は２３０及び２４０を実行して該データを
伝送するための基礎パラメータセットと該データをスケジューリングするためのＤＣＩと
を確定することができ、端末装置１０は該データをスケジューリングするためのダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）を検出し、且つ検出された該ＤＣＩに基づいて該データを伝送す
るための基礎パラメータセットを確定し、それによって該基礎パラメータセットと該ＤＣ
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Ｉに基づき、前記ネットワーク装置２０から送信された該データを検出し、又はネットワ
ーク装置２０へ該データを送信することもできる。例えば、端末装置１０は、あるＤＣＩ
フォーマットに従って該ＤＣＩを正確に検出するまで異なるＤＣＩフォーマットに基づき
、該データをスケジューリングするためのＤＣＩを検出し、且つ検出された該ＤＣＩのＤ
ＣＩフォーマット及びＤＣＩフォーマットと基礎パラメータセットとの対応関係、及び／
又は該ＤＣＩの巡回冗長検査コードに基づいて該データを伝送するための該基礎パラメー
タセットを確定することができる。
【０１０６】
　２５１において、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセットと該ＤＣＩに基づき
、端末装置１０へ該データを送信する。
【０１０７】
　具体的には、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセットのパラメータ、及び該デ
ータをスケジューリングするためのＤＣＩにおける制御情報の内容に基づき、端末装置１
０へ該データを送信する。
【０１０８】
　２６１において、端末装置１０は該基礎パラメータセットと検出された該ＤＣＩに基づ
き、ネットワーク装置２０から送信された該データを検出する。
【０１０９】
　具体的には、端末装置１０は該基礎パラメータセットのパラメータ、及び検出された該
データをスケジューリングするためのＤＣＩにおける制御情報の内容に基づき、ネットワ
ーク装置２０から送信された該データを検出する。
【０１１０】
　選択可能に、２５１及び２６１はさらにそれぞれ図５に示す２５２及び２６２に置き換
えられてもよく、図５は本発明の他の実施例によるデータを伝送するための方法のプロセ
スインタラクション図である。
【０１１１】
　２６２において、端末装置１０は該基礎パラメータセットのパラメータ、及び検出され
た該データをスケジューリングするためのＤＣＩにおける制御情報の内容に基づき、ネッ
トワーク装置２０へ該データを送信する。
【０１１２】
　２５２において、ネットワーク装置２０は該基礎パラメータセットと該ＤＣＩに基づき
、端末装置１０から送信された該データを受信する。
【０１１３】
　具体的には、２５０及び２６０において、該データはアップリンクデータ又はダウンリ
ンクデータを含むことができ、伝送される該データがダウンリンクデータである場合、ネ
ットワーク装置２０は端末装置１０該データを送信し、該ＤＣＩはダウンリンクデータを
スケジューリングするためのＤＣＩであり、端末装置１０はネットワーク装置２０から送
信されたダウンリンクデータと関連する情報を検出して該データを正確に受信し、即ち２
５１及び２６１を実行し、伝送される該データがアップリンクデータである場合、端末装
置１０はネットワーク装置２０へ該データを送信し、該ＤＣＩはアップリンクデータをス
ケジューリングするためのＤＣＩであり、ネットワーク装置２０は端末装置１０から送信
された該データを受信し、即ち２６２及び２５２を実行する。
【０１１４】
　理解すべきものとして、本発明の実施例におけるネットワーク装置２０と端末装置１０
の間の該データ伝送はサービスデータの伝送を含むことができ、制御シグナリングの伝送
を含むことができ、ここで限定されない。
【０１１５】
　したがって、本発明の実施例に記載される方法では、異なる基礎パラメータセットに基
づくデータ伝送に対して異なるＤＣＩフォーマットを使用してスケジューリングし、これ
により制御シグナリング設計の柔軟性が向上する。
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【０１１６】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、これにより、
制御シグナリング設計の柔軟性がさらに向上する。
【０１１７】
　また、端末装置は基礎パラメータセットに基づき、ＤＣＩをブラインド検出するための
ＤＣＩフォーマットを知ることができ、端末装置が制御チャネルを検出する複雑さが低下
する。
【０１１８】
　本発明の様々な実施例では、上記の各プロセスの番号の大きさが実行順序を意味せず、
各プロセスの実行順序はその機能と内部ロジックによって確定されるべきであり、本発明
の実施例の実施プロセスのいかなる限定をも構成すべきではないと理解すべきである。
【０１１９】
　以上に本発明の実施例によるデータを伝送するための方法を詳細に説明し、以下に本発
明の実施例による端末装置とネットワーク装置を説明する。理解すべきものとして、本発
明の実施例によるネットワーク装置と端末装置は上記の本発明の実施例の様々な方法を実
行することができ、即ち様々な装置の具体的な動作プロセスについて、上記方法の実施例
における対応するプロセスを参照することができる。
【０１２０】
　図６は本発明の実施例による端末装置６００の概略ブロック図である。図６に示すよう
に、該端末装置６００は確定モジュール６０１、検出モジュール６０２と伝送モジュール
６０３を備える。
【０１２１】
　確定モジュール６０１は、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するよ
うに構成され、前記基礎パラメータセットが前記データを伝送するための時間周波数リソ
ースを確定するための少なくとも一つのリソースパラメータを含み、
　検出モジュール６０２は前記確定モジュール６０１によって確定された前記基礎パラメ
ータセットに基づき、ネットワーク装置から送信された前記データをスケジューリングす
るためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出するように構成され、
　伝送モジュール６０３は、前記確定モジュール６０１によって確定された基礎パラメー
タセットと前記検出モジュール６０２によって検出された前記ＤＣＩに基づき、ネットワ
ーク装置から送信された前記データを検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを
送信するように構成される。
【０１２２】
　したがって、本発明の実施例に記載される端末装置では、異なる基礎パラメータセット
に基づくデータ伝送に対して異なるＤＣＩフォーマットを使用してスケジューリングし、
これにより制御シグナリング設計の柔軟性が向上する。
【０１２３】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、制御シグナリ
ング設計の柔軟性がさらに向上する。
【０１２４】
　また、端末装置は基礎パラメータセットに基づき、ＤＣＩをブラインド検出するための
ＤＣＩフォーマットを知ることができ、端末装置が制御チャネルを検出する複雑さが低下
する。
【０１２５】
　選択可能に、前記確定モジュール６０１は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットから前記データを伝送するための前記基礎
パラメータセットを確定するように構成される。
【０１２６】
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　選択可能に、前記検出モジュール６０２は具体的に、
　前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応
関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定し、
　前記ＤＣＩフォーマットに基づき、ネットワーク装置から送信された、前記データをス
ケジューリングするための前記ＤＣＩを検出するように構成される。
【０１２７】
　選択可能に、前記検出モジュール６０２が前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメ
ータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤ
ＣＩフォーマットを確定する前に、前記伝送モジュール６０３はさらに、
　前記ネットワーク装置から送信された、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットと
の前記対応関係を示すための指示情報を受信するように構成される。
【０１２８】
　選択可能に、前記検出モジュール６０２は具体的に、
　前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、ネットワーク装置
から送信された前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを検出するように構
成される。
【０１２９】
　選択可能に、前記確定モジュール６０１が前記データを伝送するための基礎パラメータ
セットを確定する前に、前記伝送モジュール６０３はさらに、
　前記ネットワーク装置から送信された、前記データを伝送するための前記基礎パラメー
タセットの情報を含む配置情報を受信するように構成され、
　前記確定モジュール６０１は具体的に、
　前記伝送モジュールによって受信された前記配置情報に基づき、前記データを伝送する
ための前記基礎パラメータセットを確定するように構成される。
【０１３０】
　選択可能に、前記確定モジュール６０１は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットに基づき、前記端末装置に対応するターゲ
ット信号又はターゲットチャネルを検出し、
　前記ターゲット信号又は前記ターゲットチャネルに対応する基礎パラメータセットが前
記データを伝送するための前記基礎パラメータセットであることを確定するように構成さ
れる。
【０１３１】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異
なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報が異な
る。
【０１３２】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且
つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩ
フォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／
又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が
異なる。
【０１３３】
　選択可能に、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【０１３４】
　選択可能に、前記基礎パラメータセットは、
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　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【０１３５】
　注意すべきものとして、本発明の実施例では、確定モジュール６０１と検出モジュール
６０２はプロセッサによって実現されてもよく、伝送モジュール６０３は送受信機によっ
て実現されてもよい。図７に示すように、端末装置７００はプロセッサ７１０、送受信機
７２０とメモリ７３０を備えることができる。ここで、送受信機７２０は受信機７２１と
送信機７２２、メモリ７３０を含むことができ、メモリ７３０は基礎パラメータセット、
ＤＣＩフォーマット、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係などを記
憶することに用いられてもよく、またプロセッサ７１０で実行されるコードなどを記憶す
ることに用いられてもよい。端末装置７００における各部材はバスシステム７４０を介し
て結合され、バスシステム７４０はデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信号
バスなどを含み、ここで、プロセッサ７１０は具体的に、
　データを伝送するための基礎パラメータセットを確定し、前記基礎パラメータセットが
前記データを伝送するための時間周波数リソースを確定するための少なくとも一つのリソ
ースパラメータを含み、
　前記基礎パラメータセットに基づき、ネットワーク装置から送信された前記データをス
ケジューリングするためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を検出するように構成され、
　送受信機７２０は、プロセッサ７１０によって確定された基礎パラメータセットと前記
プロセッサ７１０によって検出された前記ＤＣＩに基づき、ネットワーク装置から送信さ
れた前記データを検出し、又は前記ネットワーク装置へ前記データを送信するように構成
される。
【０１３６】
　選択可能に、前記プロセッサ７１０は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットから前記データを伝送するための前記基礎
パラメータセットを確定するように構成される。
【０１３７】
　選択可能に、前記プロセッサ７１０は具体的に、
　前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応
関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定し、
　前記ＤＣＩフォーマットに基づき、ネットワーク装置から送信された前記データをスケ
ジューリングするための前記ＤＣＩを検出するように構成される。
【０１３８】
　選択可能に、前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマ
ットとの対応関係に基づき、前記ＤＣＩを検出するためのＤＣＩフォーマットを確定する
前に、前記プロセッサ７１０はさらに、
　前記ネットワーク装置から送信された、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットと
の前記対応関係を示すための指示情報を受信するように構成される。
【０１３９】
　選択可能に、前記プロセッサ７１０は具体的に、
　前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、ネットワーク装置
から送信された前記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを検出するように構
成される。
【０１４０】
　選択可能に、プロセッサ７１０が前記データを伝送するための基礎パラメータセットを
確定する前に、前記送信機７２０はさらに、
　前記ネットワーク装置から送信された、前記データを伝送するための前記基礎パラメー
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タセットの情報を含む配置情報を受信するように構成され、
　前記プロセッサ７１０は具体的に、
　前記伝送モジュールによって受信された前記配置情報に基づき、前記データを伝送する
ための前記基礎パラメータセットを確定するように構成される。
【０１４１】
　選択可能に、前記プロセッサ７１０は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットに基づき、前記端末装置に対応するターゲ
ット信号又はターゲットチャネルを検出し、
　前記ターゲット信号又は前記ターゲットチャネルに対応する基礎パラメータセットが前
記データを伝送するための前記基礎パラメータセットであることを確定するように構成さ
れる。
【０１４２】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異
なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報が異な
る。
【０１４３】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且
つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩ
フォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／
又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が
異なる。
【０１４４】
　選択可能に、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【０１４５】
　選択可能に、前記基礎パラメータセットは、
　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【０１４６】
　図８は本発明の実施例によるシステムチップの概略構造図である。図８のシステムチッ
プ８００は入力インタフェース８０１、出力インタフェース８０２、少なくとも一つのプ
ロセッサ８０３、メモリ８０４を備え、前記入力インタフェース８０１、出力インタフェ
ース８０２、前記プロセッサ８０３及びメモリ８０４はバス８０５を介して接続され、前
記プロセッサ８０３は前記メモリ８０４でのコードを実行することに用いられ、前記コー
ドが実行される場合、前記プロセッサ８０３が図２－図５における端末装置１０によって
実行される方法を実施する。
【０１４７】
　図６に示す端末装置６００又は図７に示す端末装置７００又は図８に示すシステムチッ
プ８００は上記図２－図５の方法の実施例における端末装置１０によって実行される各プ
ロセスを実行することができ、繰り返しを回避するために、ここで説明を省略する。
【０１４８】
　図９は本発明の実施例によるネットワーク装置９００の概略ブロック図である。図９に
示すように、該ネットワーク装置９００は確定モジュール９０１と伝送モジュール９０２
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を備える。
【０１４９】
　確定モジュール９０１は、データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するよ
うに構成され、前記基礎パラメータセットが前記データを伝送するための時間周波数リソ
ースを確定するための少なくとも一つのリソースパラメータを含み、
　伝送モジュール９０２は、
　前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラメータセットに基づき、端末装置
へ前記データをスケジューリングするためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を送信し、
　前記基礎パラメータセットと前記ＤＣＩに基づき、前記端末装置へ前記データを送信し
、又は前記端末装置から送信された前記データを受信するように構成される。
【０１５０】
　したがって、本発明の実施例に記載されるネットワーク装置では、異なる基礎パラメー
タセットに基づくデータ伝送に対して異なるＤＣＩフォーマットを使用してスケジューリ
ングすることが実現され、制御シグナリング設計の柔軟性が向上する。
【０１５１】
　選択可能に、異なる基礎パラメータセットを使用するデータ伝送は独立した制御チャネ
ルと異なるＤＣＩフォーマットとによってスケジューリングされてもよく、これにより制
御シグナリング設計の柔軟性がさらに向上する。
【０１５２】
　選択可能に、確定モジュール９０１は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットから、前記データ伝送を行うための前記基
礎パラメータセットを確定するように構成される。
【０１５３】
　選択可能に、前記伝送モジュール９０２は具体的に、
　前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応
関係に基づき、前記ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定し、
　前記ＤＣＩフォーマットに基づき、前記端末装置へ前記データをスケジューリングする
ための前記ＤＣＩを伝送するように構成される。
【０１５４】
　選択可能に、前記確定モジュール９０１はさらに、
　基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの前記対応関係を確定するように構成さ
れ、
　前記伝送モジュールはさらに、前記端末装置へ前記対応関係を示すための指示情報を送
信するように構成される。
【０１５５】
　選択可能に、前記伝送モジュール９０２は具体的に、
　前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、前記端末装置へ前
記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを送信するように構成される。
【０１５６】
　選択可能に、前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定した後、前記伝
送モジュール９０２はさらに、
　前記データを伝送するための前記基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を端末装
置に送信するように構成される。
【０１５７】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異
なるＤＣＩフォーマットに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報が異な
る。
【０１５８】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且
つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩ
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フォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／
又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が
異なる。
【０１５９】
　選択可能に、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【０１６０】
　選択可能に、前記基礎パラメータセットは、
　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【０１６１】
　注意すべきものとして、本発明の実施例では、確定モジュール９０１はプロセッサによ
って実現されてもよく、伝送モジュール９０２は受信機と送信機によって実現されてもよ
い。図１０に示すように、ネットワーク装置１０００はプロセッサ１０１０、送受信機１
０２０とメモリ１０３０を備えることができる。ここで、送受信機１０２０は受信機１０
２１と送信機１０２２を含むことができ、メモリ１０３０は基礎パラメータセット、ＤＣ
Ｉフォーマット、基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応関係などを記憶す
ることに用いられてもよく、またプロセッサ１０１０で実行されるコードなどを記憶する
ことに用いられてもよい。ネットワーク装置１０００における各部材はバスシステム１０
４０を介して結合され、バスシステム１０４０はデータバスに加えて、電源バス、制御バ
スと状態信号バスなどを含む。ここで、プロセッサ１０１０は具体的に、
　データを伝送するための基礎パラメータセットを確定するように構成され、前記基礎パ
ラメータセットが前記データを伝送するための時間周波数リソースを確定するための少な
くとも一つのリソースパラメータを含み、
　送受信機１０２０は、
　前記確定モジュールによって確定された前記基礎パラメータセットに基づき、前記デー
タをスケジューリングするためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を端末装置に送信し、
　前記基礎パラメータセットと前記ＤＣＩに基づき、前記端末装置へ前記データを送信し
、又は前記端末装置から送信された前記データを受信するように構成される。
【０１６２】
　選択可能に、前記プロセッサ１０１０は具体的に、
　予め定義された複数の基礎パラメータセットから、前記データを伝送するための前記基
礎パラメータセットを確定するように構成される。
【０１６３】
　選択可能に、前記送受信機１０２０はさらに、
　前記基礎パラメータセット、及び基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの対応
関係に基づき、前記ＤＣＩのＤＣＩフォーマットを確定し、
　前記ＤＣＩフォーマットに基づき、前記端末装置へ前記データをスケジューリングする
ための前記ＤＣＩを伝送するように構成される。
【０１６４】
　選択可能に、前記プロセッサ１０１０はさらに、
　基礎パラメータセットとＤＣＩフォーマットとの前記対応関係を確定するように構成さ
れ、
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　前記受信機１０２０はさらに、前記端末装置へ前記対応関係を示すための指示情報を送
信するように構成される。
【０１６５】
　選択可能に、前記送受信機１０２０は具体的に、
　前記基礎パラメータセットの少なくとも一つのパラメータに基づき、前記端末装置へ前
記データをスケジューリングするための前記ＤＣＩを送信するように構成される。
【０１６６】
　選択可能に、前記データを伝送するための基礎パラメータセットを確定した後、前記送
受信機１０２０はさらに、
　前記データを伝送するための前記基礎パラメータセットの情報を含む配置情報を端末装
置に送信するように構成される。
【０１６７】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する制御情報長が異なり、及び／又は異
なるＤＣＩに含まれるＤＣＩフォーマット指示ビットに示される情報が異なる。
【０１６８】
　選択可能に、異なるＤＣＩフォーマットに対応する基礎パラメータセットが異なり、且
つ前記異なるＤＣＩフォーマットが同じ制御情報ドメインを含む場合、前記異なるＤＣＩ
フォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに占有されたビット数が異なり、及び／
又は前記異なるＤＣＩフォーマットにおける前記同じ制御情報ドメインに示される内容が
異なる。
【０１６９】
　選択可能に、前記制御情報ドメインは、
　物理リソース割り当てを示すための制御情報ドメイン、確認／非確認ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック時間シーケンスを示すための制御情報ドメイン、周波数ホッピング配置を
示すための制御情報ドメイン、変調符号化スキームＭＣＳを示すための制御情報ドメイン
、サブフレーム構造を示すための制御情報ドメイン、及び復調基準信号ＤＭＲＳ配置を示
すための制御情報ドメインのうちの少なくとも一つを含む。
【０１７０】
　選択可能に、前記基礎パラメータセットは、
　サブ搬送波間隔、特定帯域幅におけるサブ搬送波数、物理リソースブロックＰＲＢにお
けるサブ搬送波数、直交周波数分割多重ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＯＦＤＭ信号を生成す
るためのフーリエ変換又は逆フーリエ変換のポイント数、伝送時間間隔ＴＴＩにおけるＯ
ＦＤＭシンボル数、特定時間長に含まれるＴＴＩの個数と信号プレフィックスの長さのう
ちの少なくとも一つを含む。
【０１７１】
　図１１は本発明の実施例によるシステムチップの概略構造図である。図１１のシステム
チップ１１００は入力インタフェース１１０１、出力インタフェース１１０２、少なくと
も一つのプロセッサ１１０３、メモリ１１０４を備え、前記入力インタフェース１１０１
、出力インタフェース１１０２、前記プロセッサ１１０３及びメモリ１１０４はバス１１
０５を介して接続され、前記プロセッサ１１０３は前記メモリ１１０４でのコードを実行
することに用いられ、前記コードが実行される場合、前記プロセッサ１１０３が図２－図
５におけるネットワーク装置２０によって実行される方法を実施する。
【０１７２】
　図９に示すネットワーク装置９００又は図１０に示すネットワーク装置１０００又は図
１１に示すシステムチップ１１００は上記図２－図５の方法の実施例におけるネットワー
ク装置２０によって実行される各プロセスを実行することができ、繰り返しを回避するた
めに、ここで説明を省略する。
【０１７３】
　理解すべきものとして、本発明の実施例におけるプロセッサは、信号処理機能を備える
集積回路チップであってもよい。実現プロセスにおいて、上記方法の実施例における各ス
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テップはプロセッサにおけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェア形態の命令に
より完了されてもよい。上記プロセッサは汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：「ＤＳＰ」と略称）、特定用途向け
集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ：「ＡＳＩＣ」と略称）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ
　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：「ＦＰＧＡ」と略称）又は他のプ
ログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディ
スクリートハードウェア部材であってもよい。本発明の実施例において開示される各方法
、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイ
クロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどで
あってもよい。本発明の実施例と組み合わせて開示される方法のステップはハードウェア
復号プロセッサによって実行されて完了され、又は復号プロセッサにおけるハードウェア
モジュール及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるよう
に直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッ
シュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可
能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置しても
よい。該記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサはメモリにおける情報を読み取り、その
ハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを完了する。
【０１７４】
　本発明の実施例におけるメモリは揮発性記憶装置又は不揮発性記憶装置であってもよく
、又は揮発性記憶装置及び不揮発性記憶装置両者を含むことができることが理解できる。
その中で、不揮発性記憶装置は読み取り専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
：「ＲＯＭ」と略称）、プログラマブル読み取り専用メモリ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　ＲＯＭ：「ＰＲＯＭ」と略称）、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（Ｅｒａ
ｓａｂｌｅ　ＰＲＯＭ：「ＥＰＲＯＭ」と略称）、電気的消去可能プログラマブル読み取
り専用メモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ＥＰＲＯＭ：「ＥＥＰＲＯＭ」と略称）又は
フラッシュメモリであってもよい。揮発性記憶装置は外部キャッシュメモリとして機能す
るランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：「ＲＡＭ」と
略称）であってもよい。制限的でなく例示的な説明により、多くの形態のＲＡＭは利用可
能であり、例えばスタティックランダムアクセスメモリ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ：「ＳＲ
ＡＭ」と略称）、動的ランダムアクセスメモリ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ：「ＤＲＡＭ」
と略称）、同期動的ランダムアクセスメモリ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ：「Ｓ
ＤＲＡＭ」と略称）、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ（Ｄｏｕｂｌ
ｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　ＳＤＲＡＭ：「ＤＤＲＳＤＲＡＭ」と略称）、強化型同期動的
ランダムアクセスメモリ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＳＤＲＡＭ：「ＥＳＤＲＡＭ」と略称）、
同期リンク動的ランダムアクセスメモリ（Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ：「ＳＬＤＲＡ
Ｍ」と略称）とダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｒａｍｂｕ
ｓ　ＲＡＭ：「ＤＲ　ＲＡＭ」と略称）である。注意すべきものとして、本明細書に記載
されるシステムと方法のメモリはこれらといずれかの他の適切なタイプのメモリを含むこ
とを図るがこれらに限定されない。
【０１７５】
　また、本明細書では用語「システム」と「ネットワーク」は本明細書において常に交換
可能に使用される。本明細書では用語「及び／又は」は、関連するオブジェクトの関連関
係を記述するためのものに過ぎず、３種類の関係が存在してもよいことを示し、Ａ及び／
又はＢは、Ａが単独で存在すること、ＡとＢが同時に存在すること、Ｂが単独で存在する
ことの３つの状況を示すことができる。また、本明細書では文字「／」は、一般的に前後
にある関連オブジェクトが「又は」の関係であることを示す。
【０１７６】
　理解すべきものとして、本発明の実施例では、「Ａに対応するＢ」はＢがＡと関連する
ことを示し、Ａに基づいてＢを確定することができる。しかし、理解すべきものとして、
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Ａに基づいてＢを確定することはＡのみに基づいてＢを確定することを意味せず、Ａ及び
／又は他の情報に基づいてＢを確定することができる。
【０１７７】
　当業者であれば、本明細書に開示される実施例と組み合わせて説明された各例のユニッ
ト及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電
子ハードウェアとの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。これらの機能がハード
ウェア又はソフトウェアで実行されるかどうかは技術的解決策の特定アプリケーションと
設計制約条件に依存する。専門技術者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法を
使用して説明された機能を実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超
えていると考えられるべきではない。
【０１７８】
　当業者は、便宜上且つ簡潔に説明するために、上述したシステム、装置とユニットの具
体的な動作プロセスについて上記方法の実施例における対応するプロセスを参照すること
ができ、ここでは説明を省略が可能であることを明確に理解することができる。
【０１７９】
　本出願が提供するいくつかの実施例では、開示されるシステム、装置及び方法は他の方
式により実現されてもよいと理解すべきである。例えば、上述した装置の実施例は例示的
なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの区分はロジック機能的区分に過ぎず、実際に実
施する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニット又は部材は組み合わせられて
もよく、又は他のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視されてもよく
、又は実行されなくてもよい。また、示される又は議論される相互結合又は直接結合又は
通信接続はいくつかのインターフェース、装置又はユニットを介する間接的結合又は通信
接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
【０１８０】
　分離部材として説明された前記ユニットは物理的に分離するものであってもよく又は物
理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理的ユニットで
あってもよく又は物理的ユニットでなくてもよく、すなわち一つの箇所に位置してもよく
、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてその中の一
部又は全てのユニットを選択して本実施例の解決策の目的を達成することができる。
【０１８１】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されても
よく、個々のユニットは単独で物理的に存在してもよく、２つ又は２つ以上のユニットは
一つのユニットに統合されてもよい。
【０１８２】
　前記機能はソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売又
は使用される場合、一つのコンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。このような理
解に基づき、本発明の技術的解決策は本質的にソフトウェア製品の形態で実現されてもよ
く、又は従来技術に貢献する部分又は該技術的解決策の部分がソフトウェア製品の形態で
実現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品は一つのコンピュータ装置（パーソ
ナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置などあってもよい）に本発明の各実施
例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行させるためのいくつかの命令を含む記憶
媒体に記憶される。前記記憶媒体はＵディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用
メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：「ＲＯＭ」と略称）、ランダムアクセスメ
モリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：「ＲＡＭ」と略称）、磁気ディスク
又は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
【０１８３】
　以上は、本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲はこれに制限されず、
当業者が本発明に開示された技術範囲内で容易に想到し得る変化又は入れ替わりは全て本
発明の保護範囲内に含まれるべきである。したがって、本発明の保護範囲は特許請求の範
囲によって準拠されるべきである。
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