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(57)【要約】
【課題】本発明は、制御情報の送信方法および受信端末
を提供する。一部の１６ｍサブフレームにおいて制御情
報を送信し、制御情報が配置される情報を１６ｍ端末に
通知することにより、１６ｍ端末が、制御情報を含まず
当該端末に関する資源が割り当てられていないサブフレ
ームの位置でＲＦ送信をオフにすることができ、マイク
ロスリープモードに移行し、端末の消費電力が低減され
る。
【解決手段】制御情報の下りサブフレームにおける配置
情報を端末に通知するステップ（Ｓ２０２）と、所定の
サブフレームと配置情報により決定された他のサブフレ
ームとにおいて制御情報を端末に送信するステップ（Ｓ
２０４）とを含む制御情報の送信方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知するステップと、
　所定のサブフレームと前記配置情報により決定された他のサブフレームとにおいて、前
記制御情報を端末に送信するステップと、
　を含むことを特徴とする制御情報の送信方法。
【請求項２】
　前記制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知するステップは、
メッセージを送信することで制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を前記端末に
通知するステップと、予めデフォルト値を前記端末に設定することで制御情報の下りサブ
フレームにおける配置情報を前記端末に通知するステップのいずれかであることを特徴と
する請求項１に記載の制御情報の送信方法。
【請求項３】
　前記所定のサブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム
であることを特徴とする請求項１に記載の制御情報の送信方法。
【請求項４】
　前記所定のサブフレームは、
　２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下り
サブフレームであり、
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下り
サブフレームと上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレームであることを特
徴とする請求項３に記載の制御情報の送信方法。
【請求項５】
　前記配置情報は、サブフレーム間隔であることを特徴とする請求項１に記載の制御情報
の送信方法。
【請求項６】
　前記サブフレーム間隔は、１つ、２つ、３つまたは４つのサブフレームであることを特
徴とする請求項５に記載の制御情報の送信方法。
【請求項７】
　前記サブフレーム間隔は、ユニットフレームの上り／下りサブフレームの比率とサブフ
レームの配置情報とに応じて設定されることを特徴とする請求項５に記載の制御情報の送
信方法。
【請求項８】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+（Ｍ-１）番目の下りサブフレームに関する情
報を含む（但し、Ｎは１以上の整数であり、Ｍは前記サブフレーム間隔である）ことを特
徴とする請求項５に記載の制御情報の送信方法。
【請求項９】
　前記配置情報は、サブフレームビットマップであることを特徴とする請求項１に記載の
制御情報の送信方法。
【請求項１０】
　前記サブフレームビットマップの長さは、下り／上りサブフレームの比率と１６ｍ／１
６ｅサブフレームの配置情報とにより決定されることを特徴とする請求項９に記載の制御
情報の送信方法。
【請求項１１】
　前記サブフレームビットマップの長さは、
　２つの変換点によるユニットフレームの場合、前記ユニットフレームの１６ｍ下りサブ
フレームの数から１を差し引いたものであり、
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、前記ユニットフレームの１６ｍ下りサブ
フレームの数から２を差し引いたものであることを特徴とする請求項１０に記載の制御情
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報の送信方法。
【請求項１２】
　前記サブフレームビットマップは、１番目の下りサブフレームを除いて、前記制御情報
を含む下りサブフレームに対応するビットマップのビットが１、前記制御情報を含まない
下りサブフレームに対応するビットマップのビットが０に設定されるか、前記制御情報を
含む下りサブフレームに対応するビットマップのビットが０、前記制御情報を含まない下
りサブフレームに対応するビットマップのビットが１に設定されるように配置されている
ことを特徴とする請求項９または１１に記載の制御情報の送信方法。
【請求項１３】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+Ｌ番目の下りサブフレームに関する情報を含む
（但し、Ｎは１以上の整数であり、Ｌは前記Ｎ番目の下りサブフレームに対応するビット
マップのビット１と次のビットマップのビット１との間のビットマップのビット０の数で
ある）ことを特徴とする請求項１２に記載の制御情報の送信方法。
【請求項１４】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
に関する情報を含み、
　２つの変換点によるユニットフレームの場合、前記所定のサブフレームに含まれる制御
情報に、前記制御情報を送信しないサブフレームに関する情報が付いており、
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、２つの変換点の間の前記所定のサブフレ
ームに含まれる制御情報に、前記２つの変換点の間の、前記制御情報を送信しない下りサ
ブフレームに関する情報が付いていることを特徴とする請求項１２に記載の制御情報の送
信方法。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４のいずれかに記載の方法により送信される制御情報を受信する制御
情報の受信端末であって、
　送信側から送信される制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を取得する取得モ
ジュールと、
　前記送信側から送信されるユニットフレームを受信する受信モジュールと、
　所定のサブフレームと前記配置情報に基づいて前記ユニットフレームの制御情報を復号
化する復号化モジュールと、
　を含むことを特徴とする制御情報の受信端末。
【請求項１６】
　前記制御情報の下りサブフレームにおける配置情報であるデフォルト値を記憶する記憶
モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載の制御情報の受信端末。
【請求項１７】
　前記所定のサブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム
であることを特徴とする請求項１５に記載の制御情報の受信端末。
【請求項１８】
　前記所定のサブフレームは、
　２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１番目の下りサブフ
レームであり、
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１番目の下りサブフ
レームと上り／下り変換点の後の１番目の下りサブフレームであることを特徴とする請求
項１５に記載の制御情報の受信端末。
【請求項１９】
　前記配置情報は、サブフレーム間隔であることを特徴とする請求項１５に記載の制御情
報の受信端末。
【請求項２０】
　前記配置情報は、サブフレームビットマップであることを特徴とする請求項１５に記載
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の制御情報の受信端末。
【請求項２１】
　前記復号化モジュールは、
　所定のサブフレームの前記制御情報を復号化する第１の復号化サブモジュールと、
　前記配置情報により決定された他のサブフレームの制御情報を復号化する第２の復号化
サブモジュールと、
　を含むことを特徴とする請求項１５ないし２０のいずれかに記載の制御情報の受信端末
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的には、制御情報の送信方法および受信端末に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、「ＯＦＤＭ」と略称）技術は、高速に伝送されるデータス
トリームを、低速で並行に伝送されるデータストリームに変換することができ、マルチパ
スフェージングチャネル（Ｍｕｌｔｉｐａｔｈ　ｆａｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）周波数
選択性に対するシステムの敏感度を低減することができる。
【０００３】
　ＯＦＤＭ技術にサイクリックプリフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）に導入す
ることにより、ＯＦＤＭ技術の符号間干渉に抵抗する能力をさらに強めることができる。
【０００４】
　現在、ＯＦＤＭ技術は、その帯域幅利用率が高く、簡単に実現可能であるなどの特徴に
より、無線通信分野に広く応用されてきている。直交周波数分割多元接続（Ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、
「ＯＦＤＭＡ」と略称）に基づくマイクロ波アクセス世界的運用（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　
Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ、「Ｗ
ｉＭＡＸ」と略称）システムは、ＯＦＤＭ技術を用いたシステムの一つである。
【０００５】
　また、通信技術の発展に伴って、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅエアインターフェース規格に
よるモバイルＷｉＭＡＸシステムでは、広帯域モバイル通信に対する高伝送レート、高ス
ループット、高速移動及び低遅延のユーザ要求を満たせなくなっている。
【０００６】
　現在、ＩＥＥＥ８０２．１６ワーキンググループのタスクグループｍ（Ｔａｓｋ　Ｇｒ
ｏｕｐ　ｍ、「ＴＧｍ」と略称）は、より高いピークレート、より高い周波数スペクトル
効率及びセクタ容量をサポート可能な改良されたエアインタフェース規格８０２．１６ｍ
の制定に取り組みつつある。
【０００７】
　１６ｍシステムにおける低遅延サービスの活用を満たすために、従来の１６ｍフレーム
構成の設計には、主にスーパーフレーム、ユニットフレーム、サブフレームの３層設計構
想が考慮に入れられている。当該３層設計の構成は、図１を参照することができる。
【０００８】
　従来の１６ｍフレーム構成設計で提案されたスーパーフレーム構成では、図１に示すよ
うに、スーパーフレーム１０１は、長さが２０ｍｓで、４つの５ｍｓのユニットフレーム
１０２からなり、スーパーフレーム制御情報１０３は、スーパーフレームの最初の幾つか
の符号に位置され、ユニットフレーム１０２は、８つのサブフレーム１０４からなり、サ
ブフレーム１０４は、下りサブフレームと上りサブフレームに分けられ、システムに応じ
て配置できる。サブフレーム１０４は、６つのＯＦＤＭ符号１０５から構成されている。
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【０００９】
　このようなスーパーフレーム、ユニットフレーム、サブフレームの３層フレーム構成の
もとに、１６ｍ端末は、ユニットフレームにおける制御情報の配置情報を予め取得するこ
とができないため、ユニットフレームを受信したとき、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）送信を全てオンにすることでユニットフレームの制御情報を取得する必要があり
、その結果、１６ｍ端末の消費電力が増えてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以上のように、従来、１６ｍ端末は、ユニットフレームにおける制御情報の配置情報を
予め取得できないため、ユニットフレームを受信したときにＲＦ送信を全てオンにするこ
とによりユニットフレームの制御情報を取得する必要があり、その結果、消費電力が過大
になる。本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、上記問題点の少なくと
も１つを解消するために、改良した制御情報伝送方法および受信端末を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知
するステップと、所定のサブフレームと配置情報により決定された他のサブフレームとに
おいて制御情報を端末に送信するステップとを含む制御情報の送信方法が提供される。
【００１２】
　前記制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知するステップは、メッ
セージを送信することで制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知する
ステップと、予めデフォルト値を端末に設定することで制御情報の下りサブフレームにお
ける配置情報を端末に通知するステップのいずれかである。
【００１３】
　また、所定のサブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレー
ムである。
【００１４】
　所定のサブフレームは、２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレー
ムの１番目の１６ｍ下りサブフレームであり、４つの変換点によるユニットフレームの場
合、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサブフレームと上り／下り変換点の後の１番
目の１６ｍ下りサブフレームであることが好ましい。
【００１５】
　前記配置情報は、１つ、２つ、３つまたは４つのサブフレームであって、ユニットフレ
ームの上り／下りサブフレームの比率とサブフレームの配置情報とに応じて設定されるサ
ブフレーム間隔である。
【００１６】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+（Ｍ-１）番目の下りサブフレームに関する情
報を含む（但し、Ｎは１以上の整数であり、Ｍは前記サブフレーム間隔である）。
【００１７】
　また、配置情報は、サブフレームビットマップである。
【００１８】
　具体的には、下り／上りサブフレームの比率と１６ｍ／１６ｅサブフレームの配置情報
とに基づいて、サブフレームビットマップの長さを決定する。
【００１９】
　サブフレームビットマップの長さは、２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユ
ニットフレームの１６ｍ下りサブフレームの数から１を差し引いたものであり、４つの変
換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１６ｍ下りサブフレームの数か
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ら２を差し引いたものである。
【００２０】
　また、サブフレームビットマップは、１番目の下りサブフレームを除いて、制御情報を
含む下りサブフレームに対応するビットマップのビットが１、制御情報を含まない下りサ
ブフレームに対応するビットマップのビットが０に設定されるか、制御情報を含む下りサ
ブフレームに対応するビットマップのビットが０、制御情報を含まない下りサブフレーム
に対応するビットマップのビットが１に設定されるように配置されている。
【００２１】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+Ｌ番目の下りサブフレームに関する情報を含む
（Ｎは１以上の整数であり、Ｌは前記Ｎ番目の下りサブフレームに対応するビットマップ
のビット１と次のビットマップのビット１との間のビットマップのビット０の数である）
ことが好ましい。
【００２２】
　Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフレーム
に関する情報を含み、２つの変換点によるユニットフレームの場合、所定のサブフレーム
に含まれる制御情報に、制御情報を送信しないサブフレームに関する情報が付いており、
４つの変換点によるユニットフレームの場合、２つの変換点の間の所定のサブフレームに
含まれる制御情報に、２つの変換点の間の、制御情報を送信しない下りサブフレームに関
する情報が付いていることが好ましい。
【００２３】
　本発明の他の態様によれば、前記送信方法の制御情報を受信する制御情報の受信端末で
あって、送信側から送信される制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を取得する
取得モジュールと、送信側から送信されるユニットフレームを受信する受信モジュールと
、所定のサブフレームと配置情報に基づいてユニットフレームの制御情報を復号化する復
号化モジュールとを含む制御情報の受信端末が提供される。
【００２４】
　前記受信端末は、制御情報の下りサブフレームにおける配置情報であるデフォルト値を
記憶する記憶モジュールをさらに含むことが好ましい。
【００２５】
　前記所定のサブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム
である。
【００２６】
　所定のサブフレームは、２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレー
ムの１番目の１６ｍ下りサブフレームであり、４つの変換点によるユニットフレームの場
合、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサブフレームと上り／下り変換点の後の１番
目の１６ｍ下りサブフレームであることが好ましい。
【００２７】
　配置情報は、サブフレーム間隔であることが好ましい。
【００２８】
　配置情報は、サブフレームビットマップであることが好ましい。
【００２９】
　また、前記復号化モジュールは、所定のサブフレームの制御情報を復号化する第１の復
号化サブモジュールと、配置情報により決定された他のサブフレームの制御情報を復号化
する第２の復号化サブモジュールとを含む。
【発明の効果】
【００３０】
　上述した技術アイデアのいずれかによれば、本発明では、一部の１６ｍサブフレームに
おいて制御情報を送信し、制御情報が配置される情報を１６ｍ端末に通知することにより
、１６ｍ端末が、制御情報を含まず当該端末に関する資源が割り当てられていないサブフ
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レームの位置でＲＦ送信をオフにすることができ、マイクロスリープモードに移行し、端
末の消費電力が低減されている。
【００３１】
　ここで説明される図面は、本発明を更に理解するためのものであり、本出願の一部を構
成する。また、本発明の実施例及びその説明は、本発明を解釈するもので、本発明を不当
に限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、関連技術の１６ｍフレーム構成設計で提案されたスーパーフレームの構
成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る制御情報の送信方法の流れ図である。
【図３ａ】図３ａは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図３ｂ】図３ｂは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図３ｃ】図３ｃは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図４ａ】図４ａは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図４ｃ】図４ｃは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合にサブフレーム間隔に基づいてユーザ専用制御情報を送信する方法を示す図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図５ｂ】図５ｂは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図５ｃ】図５ｃは、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図６ａ】図６ａは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図６ｂ】図６ｂは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図６ｃ】図６ｃは、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの
場合に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様
を示す図である。
【図７】図７は、本発明の一実施例に係る、２つの変換点によるユニットフレームの場合
に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する他の態様を
示す図である。
【図８】図８は、本発明の一実施例に係る、４つの変換点によるユニットフレームの場合
に１６ｍサブフレームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する他の態様を
示す図である。
【図９】図９は、本発明の一実施例に係る制御情報の受信端末を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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＜機能の概略＞
　本発明の実施例に係る技術アイデアでは、システムのサービス遅延性能を得るため、一
部の１６ｍサブフレームにおいて制御情報を送信し、当該一部の１６ｍサブフレームが配
置される情報を端末に通知することにより、端末が、制御情報を含まず且つ当該端末に関
する資源が割り当てられていないサブフレームの位置でＲＦ送信をオフにすることができ
、マイクロスリープモードに移行し、端末の消費電力が低減されるようにしている。
【００３４】
　以下、図面を参照しながら実施例に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、影響がな
い場合に、本願の実施例及び実施例の特徴同士の組み合わせが可能である。
【００３５】
＜方法実施例＞
　本発明の実施例は、図１に示すフレーム構成をもとに、従来の３層フレーム構成の１６
ｍ端末の消費電力が過大になるという問題に対して、システムのサービス遅延性能を得る
ため、一部の１６ｍサブフレームにおいて制御情報を送信し、当該一部の１６ｍサブフレ
ームが配置される情報を端末に通知することにより、端末が、制御情報を含まず且つ当該
端末に関する資源が割り当てられていないサブフレームの位置でＲＦ送信をオフにするこ
とができ、マイクロスリープモードに移行し、端末の消費電力が低減されるようにしてい
る制御情報の送信方法を提供するものである。以下説明するサブフレームは、いずれも１
６ｍサブフレームである。以下、図２を参照しながら当該方法について詳述する。当該方
法は、図２に示すように、ステップＳ２０２～ステップＳ２０４を含む。
【００３６】
　ステップＳ２０２において、制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通
知する。具体的には、メッセージを送信することで制御情報の下りサブフレームにおける
配置情報を端末に通知することができる。送信されたメッセージは制御情報の下りサブフ
レームにおける配置情報を含んでおり、或いは、予めデフォルト値を端末に設定すること
で制御情報の下りサブフレームにおける配置情報を端末に通知し、即ち、当該デフォルト
値は、制御情報の下りサブフレームにおける配置情報であり、上記のメッセージで端末に
通知する必要がない。
【００３７】
　ステップＳ２０４において、所定のサブフレームと配置情報により決定された他のサブ
フレームとにおいて、制御情報を端末に送信する。
【００３８】
　本発明の実施例において、制御情報は、例えばスケジューリング割当、電力制御または
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情報のような、１又は複数のユーザに送信され
る所定の制御情報であるユーザ専用制御情報が好ましい。以下は、ユーザ専用制御情報に
よって本発明の実施例について詳述する。
【００３９】
　ユーザ専用制御情報を含む一定のサブフレーム（すなわち、上記の所定のサブフレーム
）は、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム、すなわち、各１６ｍユ
ニットフレーム（以下「ユニットフレーム」と略称）の１番目の１６ｍ下りサブフレーム
である。４つの変換点によるユニットフレームでは、ユーザ専用制御情報を含む一定のサ
ブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレームをさらに含む。
変換点とは、サブフレーム伝送方向の変化点である。例えば、上りサブフレームから下り
サブフレームへの変換点は、上り／下り変換点、下りサブフレームから上りサブフレーム
への変換点は、下り／上り変換点として表されている。
【００４０】
　また、上記配置情報は、サブフレーム間隔またはサブフレームビットマップであること
ができることが好ましい。すなわち、ユニットフレームの他のユーザ専用制御情報の送信
位置は、ユーザ専用制御情報を送信するサブフレーム間隔、或いは、ユーザ専用制御情報
の送信位置を指示する１６ｍサブフレームビットマップにより指示することができる。
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【００４１】
　上記配置情報がサブフレーム間隔の場合、ここのサブフレーム間隔は、システムデフォ
ルト（例えば、サブフレーム間隔は１つの１６ｍサブフレームである）またはシステムバ
ックグラウンドにより設定できる。サブフレーム間隔がシステムデフォルトにより設定さ
れる場合、サブフレーム間隔情報は、スーパーフレーム制御ヘッドに設けられて端末に送
信されるか、スーパーフレームヘッド以外の位置において放送で端末に通知されることが
できる。サブフレーム間隔がシステムバックグラウンドにより設定される場合は、サブフ
レーム間隔情報は、システムにより放送で端末に通知することができる。
【００４２】
　ユニットフレームの上り／下りサブフレームの比率およびサブフレームの配置情報によ
って、システムバックグラウンドが設定可能なサブフレーム間隔は、１つ、２つ、３つま
たは４つのサブフレームである。例えば、サブフレーム間隔は、２つの変換点によるユニ
ットフレームでは３または４に、４つの変換点によるユニットフレームでは３に設定する
ことができる。
【００４３】
　また、Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報は、Ｎ番目の下りサブフ
レーム、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+（Ｍ-１）番目の下りサブフレームに関
する情報を含む。ただし、Ｎは、１以上の整数、Ｍは、サブフレーム間隔である。換言す
れば、Ｎ番目のサブフレームのユーザ専用制御情報は、Ｎ番目のサブフレーム、Ｎ+１番
目の下りサブフレーム、…、Ｎ+（Ｍ-１）番目のサブフレームにおけるユーザのデータス
ケジューリング、電力制御などの情報を含む。上記下りサブフレームに関する情報は、ユ
ーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報であってもよい。すなわち、ユーザ
専用制御情報を含まない１６ｍサブフレームのデータスケジューリング、電力制御などの
情報は、当該サブフレームの直前の、ユーザ専用制御情報を含むサブフレームにおいて指
示される。
【００４４】
　以下、図３ａ、３ｂ、３ｃおよび図４ａ、４ｂ、４ｃを参照しながら、２つの変換点に
よるユニットフレームの場合と４つの変換点によるユニットフレームの場合のそれぞれに
、サブフレーム間隔に基づいてユニットフレームの他のユーザ専用制御情報の送信位置を
設定することについて詳述する。
【００４５】
　図３ａ、３ｂ、３ｃは、２つの変換点によるユニットフレームの場合の、サブフレーム
間隔に基づくユーザ専用制御情報の送信方法を示す図である。サブフレーム間隔Ｍは、シ
ステム配置に要求される下り／上りサブフレームの比率と、１６ｍ／１６ｅサブフレーム
の配置情報とに応じて設定できる。サブフレーム間隔のデフォルトは、１に設定され、通
常は、２に設定されてもよい。ユニットフレームのうち１６ｍ下りサブフレームの数が多
く、サービス遅延の要求が低い場合には、システムは、サブフレーム間隔を３又は４に設
けることができる。Ｎ番目のサブフレームのユーザ専用制御情報は、Ｎ番目のサブフレー
ム、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+（Ｍ-１）番目のサブフレームにおけるユー
ザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含む。ユーザ専用制御情報を含まな
い１６ｍサブフレームのデータスケジューリング、電力制御などの情報は、当該サブフレ
ームの直前の、ユーザ専用制御情報を含むサブフレームにおいて指示される。
【００４６】
　１番目の１６ｍ下りサブフレームがユーザ専用制御情報を含むため、ユニットフレーム
のうち、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームは、下りサブフレーム１、Ｍ
+１、２Ｍ+１、…である。ただし、Ｍは、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍサブフレーム
の間隔である。図示のように、２つの変換点による５ｍｓのユニットフレームにおいて、
下り／上り変換点は、３０２、上り／下り変換点は、３０３、下り／上りサブフレームの
比率は、６：２であり、１６ｍ下りサブフレームが３つ含まれている。
【００４７】
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　図３ａは、サブフレーム間隔が１の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
１６ｍ下りサブフレーム１、１６ｍ下りサブフレーム２、１６ｍ下りサブフレーム３、す
なわち、各々の１６ｍ下りサブフレームは、ユーザ専用制御情報３０１を含む。ユーザ専
用制御情報は、各々のサブフレーム自体のデータスケジューリング、電力制御などの情報
のみを指示する。
【００４８】
　図３ｂは、サブフレーム間隔が２の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
１６ｍ下りサブフレーム１と１６ｍ下りサブフレーム３は、ユーザ専用制御情報３０１を
含むが、１６ｍ下りサブフレーム２は、ユーザ専用制御情報を含まない。１６ｍ下りサブ
フレーム１のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム１と１６ｍ下りサブフレー
ム２におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含み、１６ｍ下り
サブフレーム３のユーザ専用制御情報は、下りサブフレーム３におけるユーザのデータス
ケジューリング、電力制御などの情報のみを含む。
【００４９】
　図３ｃは、サブフレーム間隔が３の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
１６ｍ下りサブフレーム１だけがユーザ専用制御情報３０１を含み、１６ｍ下りサブフレ
ーム２と１６ｍ下りサブフレーム３は、ユーザ専用制御情報を含まない。１６ｍ下りサブ
フレーム１のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム１、１６ｍ下りサブフレー
ム２、１６ｍ下りサブフレーム３におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御な
どの情報を含む。
【００５０】
　図４ａ、４ｂ、４ｃは、４つの変換点の場合の、サブフレーム間隔に基づくユーザ専用
制御情報の送信方法を示す図である。サブフレーム間隔Ｍは、２つの変換点の場合と同様
に配置されている。上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム（下りサブ
フレーム１と下りサブフレームｉとする）がユーザ専用制御情報を含むため、ユニットフ
レームのうち、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームは、下りサブフレーム
１、Ｍ+１、２Ｍ+１、…、ｉ、Ｍ+ｉ、２Ｍ+ｉ、…である。図４ａ、４ｂ、４ｃに示すよ
うに、４つの変換点による５ｍｓのユニットフレームにおいて、下り／上り変換点は、４
０２と４０４、上り／下り変換点は、４０３と４０５、下り／上りサブフレームの比率は
、６：２であり、ユニットフレームには、１６ｍ下りサブフレームが６つ含まれている。
上り／下り変換点に隣接する１６ｍ下りサブフレーム１と１６ｍ下りサブフレーム４は、
ユーザ専用制御情報を含むため、１６ｍ下りサブフレームＭ+１、２Ｍ+１、…、１６ｍ下
りサブフレーム４、Ｍ+４、２Ｍ+４は、ユーザ専用制御情報を含む。
【００５１】
　図４ａは、サブフレーム間隔が１の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
１６ｍ下りサブフレーム１、２、３、４、５、６、すなわち、各々の１６ｍ下りサブフレ
ームは、ユーザ専用制御情報４０１を含む。ユーザ専用制御情報は、各々のサブフレーム
自体のデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを指示する。
【００５２】
　図４ｂは、サブフレーム間隔が２の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
１６ｍ下りサブフレーム１、３、４、６は、ユーザ専用制御情報４０１を含むが、１６ｍ
下りサブフレーム２、５は、ユーザ専用制御情報を含まない。１６ｍ下りサブフレーム１
のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム１と１６ｍ下りサブフレーム２におけ
るユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含み、１６ｍ下りサブフレー
ム４のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム４と１６ｍ下りサブフレーム５に
おけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含み、１６ｍ下りサブフ
レーム３、６のユーザ専用制御情報は、それぞれ自体におけるユーザのデータスケジュー
リング、電力制御などの情報のみを含む。
【００５３】
　図４ｃは、サブフレーム間隔が３の場合のユーザ専用制御情報の送信を示す図である。
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１６ｍ下りサブフレーム１、４は、ユーザ専用制御情報を含むが、１６ｍ下りサブフレー
ム２、３、５、６はいずれもユーザ専用制御情報を含まない。１６ｍ下りサブフレーム１
のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム１、２、３におけるユーザのデータス
ケジューリング、電力制御などの情報を含み、１６ｍ下りサブフレーム４のユーザ専用制
御情報は、１６ｍ下りサブフレーム４、５、６におけるユーザのデータスケジューリング
、電力制御などの情報を含む。
【００５４】
　サブフレームビットマップによりユニットフレームの他のユーザ専用制御情報の送信位
置を設ける場合に、システムは、下り／上りサブフレームの比率と、１６ｍ／１６ｅサブ
フレームの配置情報とにより、ユーザ専用制御情報の送信位置を指示する１６ｍサブフレ
ームビットマップの長さを決定する。
【００５５】
　２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下り
サブフレームが必ずユーザ専用制御情報を含むため、１６ｍサブフレームビットマップの
長さは、ユニットフレームの１６ｍ下りサブフレームの数から１を差し引いたものである
。対応するビットマップのビットは、１番目の１６ｍ下りサブフレームを除いて、ユーザ
専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームに対応するビットマップのビットが１、ユー
ザ専用制御情報を含まない１６ｍ下りサブフレームに対応するビットマップのビットが０
に設定されるか、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームに対応するビットマ
ップのビットが０、ユーザ専用制御情報を含まない１６ｍ下りサブフレームに対応するビ
ットマップのビットが１に設定されるように配置されている。
【００５６】
　４つの変換点によるユニットフレームについて、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下
りサブフレームと、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレームとが必ずユ
ーザ専用制御情報を含むため、１６ｍサブフレームビットマップの長さは、ユニットフレ
ームの１６ｍ下りサブフレームの数から２を差し引いたものである。対応するビットマッ
プのビットは、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサブフレームと、上り／下り変換
点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレームとを除いて、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ
下りサブフレームに対応するビットマップのビット（「ビットマップ」と略称）が１、ユ
ーザ専用制御情報を含まない１６ｍ下りサブフレームに対応するビットマップのビットが
０に設定されるか、ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームに対応するビット
マップのビットが０、ユーザ専用制御情報を含まない１６ｍ下りサブフレームに対応する
ビットマップのビットが１に設定されるように配置されている。
【００５７】
　また、１６ｍサブフレームビットマップは、さらにユーザ専用制御情報の指示を表す。
その方法としては、Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報が、Ｎ番目の
下りサブフレーム、Ｎ+１番目の下りサブフレーム、…、Ｎ+Ｌ番目の下りサブフレームに
関する情報を含む（但し、Ｎは１以上の整数であり、ＬはＮ番目の下りサブフレームに対
応するビットマップのビット１と次のビットマップのビット１との間のビットマップのビ
ット０の数である）ことが挙げられる。
【００５８】
　すなわち、本実施例のサブフレームビットマップでは、サブフレームＮに対応するビッ
トマップが１、サブフレームＮに隣接する後続のＬ個のサブフレームに対応するビットマ
ップが０である場合、サブフレームＮは、ユーザ専用制御情報を含み、サブフレームＮに
隣接する後続のＬ個のサブフレームは、ユーザ専用制御情報を含まず、サブフレームＮの
ユーザ専用制御情報は、サブフレームＮおよびそれに隣接する後続のＬ個のサブフレーム
のデータスケジューリング、電力制御などの情報を指示することが示されている。サブフ
レームにユーザ専用制御情報が含まれない場合に、当該サブフレームのデータスケジュー
リング、電力制御などの情報は、当該サブフレームの直前の、ユーザ専用制御情報を含む
サブフレームのユーザ専用制御情報において指示される。以下、図５ａ、５ｂ、５ｃおよ
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び図６ａ、６ｂ、６ｃを参照しながら２つの変換点によるユニットフレームの場合と４つ
の変換点によるユニットフレームの場合のそれぞれについて詳細に説明する。以下説明す
るサブフレームは、いずれも１６ｍ下りサブフレームである。
【００５９】
　図５ａ、５ｂ、５ｃは、２つの変換点によるユニットフレームの場合に１６ｍサブフレ
ームビットマップに基づいてユーザ専用制御情報を送信する一態様を示す図である。２つ
の変換点によるユニットフレームのシステム配置では、システムは、下り／上りサブフレ
ームの比率と１６ｍ／１６ｅサブフレームの配置情報とにより、ユーザ専用制御情報の送
信位置を指示する１６ｍサブフレームビットマップの長さを決定する。ユニットフレーム
の１番目の１６ｍ下りサブフレームが必ずユーザ専用制御情報５０１を含むため、ビット
マップの長さは、ユニットフレームの１６ｍ下りサブフレームの数から１を差し引いたも
のである。ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームについて、対応するビット
マップのビットが１、ユーザ専用制御情報を含まない１６ｍ下りサブフレームについて、
対応するビットマップのビットが０に設定されている。サブフレームＮに対応するビット
マップが１、サブフレームＮに隣接する後続のＬ個のサブフレームに対応するビットマッ
プが０であると、サブフレームＮのユーザ専用制御情報は、サブフレームＮおよびそれに
隣接する後続のＬ個のサブフレームのデータスケジューリング、電力制御などの情報を指
示する。サブフレームにユーザ専用制御情報が含まれないと、当該サブフレームのデータ
スケジューリング、電力制御などの情報は、当該サブフレームの直前の、ユーザ専用制御
情報を含むサブフレームのユーザ専用制御情報において指示される。
【００６０】
　図５ａ、５ｂ、５ｃに示すように、２つの変換点による５ｍｓのユニットフレームにお
いて、下り／上り変換点が５０２、上り／下り変換点が５０３、下り／上りサブフレーム
の比率が６：２であり、１６ｍ下りサブフレームが３つ含まれているため、ユーザ専用制
御情報の送信位置を示す１６ｍサブフレームビットマップの長さは、２ビットである。
【００６１】
　図５ａに示すように、２ビットのサブフレームビットマップが「１１」であるため、１
６ｍ下りサブフレーム１のほかに、１６ｍ下りサブフレーム２と３もユーザ専用制御情報
を含むことを示す。各サブフレームのユーザ専用制御情報は、当該サブフレームにおける
ユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを含む。
【００６２】
　図５ｂに示すように、２ビットのサブフレームビットマップは「０１」であるため、１
６ｍ下りサブフレーム１のほかに、１６ｍ下りサブフレーム３もユーザ専用制御情報を含
むことを示す。１６ｍ下りサブフレーム１のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレ
ーム１と１６ｍ下りサブフレーム２におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御
などの情報を含み、１６ｍ下りサブフレーム３のユーザ専用制御情報は、当該下りサブフ
レーム３におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを含む。
【００６３】
　図５ｃに示すように、２ビットのサブフレームビットマップが「１０」であるため、１
６ｍ下りサブフレーム１のほかに、１６ｍ下りサブフレーム２もユーザ専用制御情報を含
む一方、１６ｍ下りサブフレーム３はユーザ専用制御情報を含まないことを示す。１６ｍ
下りサブフレーム１のユーザ専用制御情報は、１６ｍ下りサブフレーム１のデータスケジ
ューリング、電力制御などの情報を含み、１６ｍ下りサブフレーム２のユーザ専用制御情
報は、１６ｍ下りサブフレーム２と３におけるユーザのデータスケジューリング、電力制
御などの情報を含む。
【００６４】
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、図６ａ、６ｂ、６ｃに示すように、４つ
の変換点によるシステム配置では、システムは、下り／上りサブフレームの比率により、
ユーザ専用制御情報の送信位置を指示する１６ｍサブフレームビットマップの長さを決定
する。ユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサブフレームと上り／下り変換点の後の１
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番目の１６ｍ下りサブフレームとが必ずユーザ専用制御情報６０１を含むため、ビットマ
ップの長さは、ユニットフレームの１６ｍ下りサブフレームの数から２を差し引いたもの
である。ユーザ専用制御情報を含む１６ｍ下りサブフレームの場合、対応するビットマッ
プのビットが１、そうでない場合は、０に設定されている（ビットマップのビット配置は
上述の通りである）。サブフレームＮに対応するビットマップが１、サブフレームＮに隣
接する後続のＬ個のサブフレームに対応するビットマップが０であると、サブフレームＮ
のユーザ専用制御情報は、サブフレームＮおよびそれに隣接する後続のＬ個のサブフレー
ムのデータスケジューリング、電力制御などの情報を指示する。サブフレームにユーザ専
用制御情報が含まれないと、当該サブフレームのデータスケジューリング情報は、当該サ
ブフレームの直前の、ユーザ専用制御情報を含むサブフレームのユーザ専用制御情報にお
いて指示される。図６ａ、６ｂ、６ｃに示すように、４つの変換点による５ｍｓのユニッ
トフレームにおいて、下り／上り変換点が６０２、６０４、上り／下り変換点が６０３、
６０５、下り／上りサブフレームの比率が６：２であり、ユニットフレームには１６ｍ下
りサブフレームが６つ含まれているため、ユーザ専用制御情報の送信位置を示す１６ｍサ
ブフレームビットマップの長さは、４ビットである。
【００６５】
　図６ａに示すように、４ビットのサブフレームビットマップが「１１１１」であるため
、１６ｍ下りサブフレーム１と４のほかに、１６ｍ下りサブフレーム２、３、５、６もそ
れぞれユーザ専用制御情報を含むことを示す。各サブフレームのユーザ専用制御情報は、
当該サブフレームにおけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを
含む。
【００６６】
　図６ｂに示すように、４ビットのサブフレームビットマップが「０１１０」であるため
、１６ｍ下りサブフレーム１と４のほかに、１６ｍ下りサブフレーム３と５もユーザ専用
制御情報を含むことを示す。下りサブフレーム１のユーザ専用制御情報は、サブフレーム
１と２におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含み、下りサブ
フレーム５のユーザ専用制御情報は、サブフレーム５と６におけるユーザのデータスケジ
ューリング、電力制御などの情報を含み、下りサブフレーム３と４のユーザ専用制御情報
は、それぞれ自体のユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを含む。
【００６７】
　図６ｃに示すように、４ビットのサブフレームビットマップが「１０００」であるため
、１６ｍ下りサブフレーム１と４のほかに、１６ｍ下りサブフレーム２もユーザ専用制御
情報を含むことを示す。下りサブフレーム２のユーザ専用制御情報は、下りサブフレーム
２と３におけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報を含み、下りサブ
フレーム４のユーザ専用制御情報は、サブフレーム４、５、６におけるユーザのデータス
ケジューリング、電力制御などの情報を含むが、下りサブフレーム１のユーザ専用制御情
報は、当該サブフレームのユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを
含む。
【００６８】
　また、１６ｍサブフレームビットマップによりユーザ専用制御情報の指示を表す方法と
して、Ｎ番目の下りサブフレームにおいて送信される制御情報がＮ番目の下りサブフレー
ムに関する情報を含み、２つの変換点によるユニットフレームの場合、所定のサブフレー
ムに含まれる制御情報に、制御情報を送信しない下りサブフレームに関する情報が付いて
おり、４つの変換点によるユニットの場合、２つの変換点の間の所定のサブフレームに含
まれる制御情報に、これら２つの変換点の間の、制御情報を送信しない下りサブフレーム
に関する情報が付いていることも挙げられる。
【００６９】
　すなわち、サブフレームＮに対応するビットマップが１の場合、ユーザ専用制御情報を
含むサブフレームＮは、当該サブフレーム（サブフレームＮ）のデータスケジューリング
、電力制御などの情報のみを指示する。２つの変換点によるユニットフレームにおいて、
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対応するビットマップが０でユーザ専用制御情報を含まないサブフレームのデータスケジ
ューリング、電力制御などの情報は、いずれもユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサ
ブフレーム（すなわち、所定のサブフレーム）のユーザ専用制御情報により指示される。
４つの変換点によるユニットフレームでは、ユーザ専用制御情報を含まないサブフレーム
のデータスケジューリング、電力制御などの情報は、いずれも、当該サブフレームの直前
のものであって上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレームにより指示され
る。以下、図７、図８を参照しながら、２つの変換点によるユニットフレームの場合と４
つの変換点によるユニットフレームの場合のそれぞれについて詳細に説明する。以下説明
するサブフレームはいずれも１６ｍ下りサブフレームである。
【００７０】
　図７は、２つの変換点によるユニットフレームの場合に１６ｍサブフレームビットマッ
プに基づいてユーザ専用制御情報を送信する他の態様を示す図である。図７に示すように
、２ビットのサブフレームビットマップが「１０」であるため、１６ｍ下りサブフレーム
１のほかに、１６ｍ下りサブフレーム２もユーザ専用制御情報を含む一方、１６ｍ下りサ
ブフレーム３は、ユーザ専用制御情報を含まないことを示す。１６ｍ下りサブフレーム２
のユーザ専用制御情報は、当該サブフレームにおけるユーザのデータスケジューリング、
電力制御などの情報のみを指示し、１６ｍ下りサブフレーム１のユーザ専用制御情報は、
１６ｍ下りサブフレーム１と１６ｍ下りサブフレーム３におけるユーザのデータスケジュ
ーリング、電力制御などの情報を含む。
【００７１】
　４つの変換点によるユニットフレームの場合、図８に示すように、４つの変換点による
５ｍｓのユニットフレームにおいて、下り／上り変換点が８０２、８０４、上り／下り変
換点が８０３、８０５、下り／上りサブフレームの比率が６：２であり、ユニットフレー
ムには、１６ｍ下りサブフレームが６つ含まれているため、ユーザ専用制御情報の送信位
置を示す１６ｍサブフレームビットマップの長さは、４ビットである。４ビットの１６ｍ
サブフレームビットマップが「０１００」であるため、１番目の下りサブフレーム１と上
り／下り変換点の後の１番目の下りサブフレーム５のほかに、１６ｍ下りサブフレーム３
もユーザ専用制御情報を含む。１６ｍ下りサブフレーム３のユーザ専用制御情報は、当該
サブフレームにおけるユーザのデータスケジューリング、電力制御などの情報のみを指示
し、１６ｍ下りサブフレーム２と下りサブフレーム４におけるユーザのデータスケジュー
リング、電力制御などの情報は、１６ｍ下りサブフレーム１のユーザ専用制御情報におい
て指示され、１６ｍ下りサブフレーム６におけるユーザのデータスケジューリング、電力
制御などの情報は、１６ｍ下りサブフレーム５のユーザ専用制御情報において指示される
。
【００７２】
　以上の説明から分かるように、一部の１６ｍサブフレームにおいてユーザ専用制御情報
を送信し、上記配置状況を端末に通知することにより、端末が、ＲＦ送信を選択的にオン
にすることができ、すなわち、ユーザ専用制御情報を含まず且つ当該端末に関する資源が
割り当てられていないサブフレームの位置でＲＦ送信をオフにすることができ、マイクロ
スリープモードに移行するようにしている。これにより、端末の消費電力を低減すること
ができる。
【００７３】
＜装置実施例＞
　本実施例によれば、上記方法実施例のユーザ専用制御情報を受信することが好ましい制
御情報の受信端末が提供される。図９は、当該受信端末のブロック図である。当該受信端
末は、図９に示すように、主に取得モジュール１０と、受信モジュール２０と、復号化モ
ジュール３０とを備える。以下、図９を参照しながら各部を詳述する。
【００７４】
　取得モジュール１０は、送信側から送信される制御情報の下りサブフレームにおける配
置情報を取得するものである。ここの配置情報とは、好ましくは、ユニットフレームにお
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ける制御情報の位置を配置するためのサブフレーム間隔または１６ｍサブフレームビット
マップ情報をいう。また、制御情報は、ユーザ専用制御情報であってもよい。
【００７５】
　当該端末は、具体的な実施において、制御情報の下りサブフレームにおける配置情報で
あるデフォルト値を記憶する記憶モジュール（図示せず）を備えることもできる。当該記
憶モジュールと取得モジュール１０は、一体または別個に配置することができ、共に下り
サブフレームにおける制御情報の配置情報を端末に知らせる。
【００７６】
　受信モジュール２０は、送信側から送信されるユニットフレームを受信するものである
。
【００７７】
　復号化モジュール３０は、所定のサブフレームと配置情報に基づいて、ユニットフレー
ムの制御情報を復号化するものである。
【００７８】
　以上の説明から、基地局は、サブフレーム間隔または１６ｍサブフレームビットマップ
を設けて放送で端末に送信することが分かる。サブフレーム間隔または１６ｍサブフレー
ムビットマップは、システム配置に要求される変換点の数、下り／上りサブフレームの比
率、１６ｍ／１６ｅサブフレームの配置情報に応じて設定することができる。サブフレー
ム間隔をＭとする。Ｍは、１または２に設定することができ、１６ｍ下りサブフレームの
比率が大きく、サービス遅延の要求が高くない場合は、３また４に設定することもできる
。
【００７９】
　復号化モジュール３０は、具体的に、所定のサブフレームの制御情報を復号化する、す
なわち、上記ユーザ専用制御情報を必ず含むサブフレームを復号化する第１の復号化サブ
モジュール３２と、配置情報により決定された他のサブフレームの制御情報を復号化する
、すなわち、サブフレーム間隔または１６ｍサブフレームビットマップ情報に基づいてユ
ーザ専用制御情報を含む他のサブフレームを復号化する第２の復号化サブモジュール３４
とを備える。
【００８０】
　端末は、ユニットフレームを受信した後、ユニットフレームにおけるユーザ専用制御情
報を必ず含むサブフレームの位置でユーザ専用制御情報を復号化し、上記サブフレーム間
隔または１６ｍサブフレームビットマップ情報に基づいて、１６ｍサブフレーム間隔また
は１６ｍサブフレームビットマップから計算された、ユーザ専用制御情報を含む他のサブ
フレームの位置でユーザ専用制御情報を復号化する。ユーザ専用制御情報を必ず含むサブ
フレームの位置は、上述した方法実施例の所定のサブフレームの位置を参照することがで
きる。所定のサブフレームは、上り／下り変換点の後の１番目の１６ｍ下りサブフレーム
である。すなわち、２つの変換点によるユニットフレームの場合、ユニットフレームの１
番目の１６ｍ下りサブフレームであり、４つの変換点によるユニットフレームの場合は、
フレーム構造における上り／下り変換点の後の１番目の下りサブフレームであり、すなわ
ち、ユニットフレームの１番目の１６ｍ下りサブフレームのほかに、第２の上り／下り変
換点の後の１番目の下りサブフレームの位置も含む。
【００８１】
　以上のように、本発明の実施例の技術思想によれば、端末は、受信した制御情報のユニ
ットフレームにおける配置情報に基づいて、ユーザ専用制御情報を含まず且つ当該端末に
関する資源が割り当てられていないサブフレームの位置でＲＦ送信をオフにし、マイクロ
スリープモードに移行することができ、従来の１６ｍ端末の消費電力が過大になるという
問題が解消され、端末の消費電力が低減されている。
【００８２】
　なお、上述した本発明のモジュールまたはステップは、汎用のコンピュータ装置により
実現することができ、単一のコンピュータ装置に集中して配置されてもよく、複数のコン
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ピュータ装置からなるネットワークに配置されてもよい。好ましくは、コンピュータ装置
が実行可能なプログラムコードにより実現可能である。これにより、記憶装置に記憶され
てコンピュータ装置により実行されるか、それぞれを各々の集積回路モジュールに作成す
るか、その中の複数のモジュールまたはステップを単一の集積回路モジュールに作成する
ことにより実現することができる。このように、本発明は、いずれかの特定のハードウェ
アとソフトウェアの組み合わせに限定されない。
【００８３】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば、本発明の様々な変更や変形が可能である。本発明の精神や原則を逸脱しない如何な
る変更、置換、改良なども本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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【図３ｃ】
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