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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて移動局装置と通信を行う基地局装置
であって、
　前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに含まれる或る下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、前記移動局装置によってモニタされ、物理下りリンク制御チャネル
が配置され得るユーザー装置固有探索空間を、前記物理下りリンク制御チャネルによって
制御される前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対応付けて複数設定し、
　前記ユーザー装置固有探索空間に前記物理下りリンク制御チャネルを配置して送信し、
　同じ個数の制御チャネル要素からなる下りリンク制御チャネル候補によって構成される
、前記複数のユーザー装置固有探索空間のそれぞれは、対応付けられた下りリンクコンポ
ーネントキャリアの番号に応じて特定されることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記複数のユーザー装置固有探索空間は、同じ個数の前記下りリンク制御チャネル候補
から構成されることを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信を行う移動局装置
であって、
　前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに含まれる或る下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、物理下りリンク制御チャネルが配置され得るユーザー装置固有探索
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空間を、前記物理下りリンク制御チャネルによって制御される前記複数の下りリンクコン
ポーネントキャリアに対応付けて複数設定し、
　前記ユーザー装置固有探索空間に配置された前記物理下りリンク制御チャネルをモニタ
し、
　同じ個数の制御チャネル要素からなる下りリンク制御チャネル候補によって構成される
、前記複数のユーザー装置固有探索空間は、対応付けられた下りリンクコンポーネントキ
ャリアの番号に応じて特定されることを特徴とする移動局装置。
【請求項４】
　前記複数のユーザー装置固有探索空間は、同じ個数の前記下りリンク制御チャネル候補
から構成されることを特徴とする請求項３に記載の移動局装置。
【請求項５】
　複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信する移動局装置と基地局装置か
らなる通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに含まれる或る下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、物理下りリンク制御チャネルが配置され得るユーザー装置固有探索
空間を、前記物理下りリンク制御チャネルによって制御される前記複数の下りリンクコン
ポーネントキャリアに対応付けて複数設定し、
　前記ユーザー装置固有探索空間に前記物理下りリンク制御チャネルを配置して送信し、
　前記移動局装置は、
　前記ユーザー装置固有探索空間に配置された前記物理下りリンク制御チャネルをモニタ
し、
　同じ個数の制御チャネル要素からなる下りリンク制御チャネル候補によって構成される
、前記複数のユーザー装置固有探索空間のそれぞれは、対応付けられた下りリンクコンポ
ーネントキャリアの番号に応じて特定されることを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて移動局装置と通信を行う基地局装置
に実装され、前記基地局装置に所定の機能を発揮させる処理装置であって、
　前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに含まれる或る下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、前記移動局装置によってモニタされ、物理下りリンク制御チャネル
が配置され得るユーザー装置固有探索空間を、前記物理下りリンク制御チャネルによって
制御される前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対応付けて複数設定する機能
と、
　前記ユーザー装置固有探索空間に前記物理下りリンク制御チャネルを配置して送信する
機能と、
を前記基地局装置に発揮させ、
　同じ個数の制御チャネル要素からなる下りリンク制御チャネル候補によって構成される
、前記複数のユーザー装置固有探索空間のそれぞれは、対応付けられた下りリンクコンポ
ーネントキャリアの番号に応じて特定されることを特徴とする処理装置。
【請求項７】
　複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて基地局装置と通信を行う移動局装置
に実装され、前記移動局装置に所定の機能を発揮させる処理装置であって、
　前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアに含まれる或る下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、物理下りリンク制御チャネルが配置され得るユーザー装置固有探索
空間を、前記物理下りリンク制御チャネルによって制御される前記複数の下りリンクコン
ポーネントキャリアに対応付けて複数設定する機能と、
　前記ユーザー装置固有探索空間に配置された前記物理下りリンク制御チャネルをモニタ
する機能と、
を前記移動局装置に発揮させ、
　同じ個数の制御チャネル要素からなる下りリンク制御チャネル候補によって構成される
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、前記複数のユーザー装置固有探索空間は、対応付けられた下りリンクコンポーネントキ
ャリアの番号に応じて特定されることを特徴とする処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、基地局装置、移動局装置、処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式及び無線ネットワークの進化（以下、「Long Ter
m Evolution（ＬＴＥ）、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access（Ｅ
ＵＴＲＡ）」と称する。）、及び、より広帯域な周波数を利用して、さらに高速なデータ
の通信を実現する無線アクセス方式及び無線ネットワーク（以下、「Long Term Evolutio
n-Advanced（ＬＴＥ－Ａ）」、または、「Ａｄｖａｎｃｅｄ ＥＵＴＲＡ」と称する。）
が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rdGeneration Partnership Project；３
ＧＰＰ）において検討されている。
【０００３】
　ＬＴＥでは、下りリンクとして、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重（Orth
ogonal Frequency Division Multiplexing；ＯＦＤＭ）方式が用いられる。また、上りリ
ンクとして、シングルキャリア送信である離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transfo
rm；ＤＦＴ）－Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ方式のシングルキャリア通信方式が用いられる。
一方、ＬＴＥ－Ａにおいては、下りリンクではＯＦＤＭ方式が、上りリンクではＤＦＴ－
Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ方式に加えて、マルチキャリア通信方式であるＯＦＤＭ方式、Ｃ
ｌｕｓｔｅｒｅｄ ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ方式、Ｎ*ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ ＯＦ
ＤＭ方式を導入することが提案されている（下記非特許文献１参照）。
【０００４】
　ＬＴＥにおいて、基地局装置から移動局装置への無線通信の下りリンクは、報知チャネ
ル（Physical Broadcast Channel；ＰＢＣＨ）、下りリンク制御チャネル（Physical Dow
nlink Control Channel；ＰＤＣＣＨ）、下りリンク共用チャネル（Physical Downlink S
hared Channel；ＰＤＳＣＨ）、マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channel
；ＰＭＣＨ）、制御フォーマットインディケータチャネル（Physical Control Format In
dicator Channel；ＰＣＦＩＣＨ）、ＨＡＲＱインディケータチャネル（Physical Hybrid
 ARQ Indicator Channel；ＰＨＩＣＨ）が用いられる。また、移動局装置から基地局装置
への無線通信の上りリンクでは、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplin
k Shared Channel）、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Physical Uplink Control 
Channel）、ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：Physical Random Access Channel
）が用いられる。
【０００５】
　また、ＬＴＥ－Ａでは、ＬＴＥとの互換性(compatibility)を持つこと、つまり、ＬＴ
Ｅ－Ａの基地局装置が、ＬＴＥ－Ａ及びＬＴＥの両方の移動局装置と同時に無線通信を行
い、また、ＬＴＥ－Ａの移動局装置が、ＬＴＥ－Ａ及びＬＴＥの両方の基地局装置と無線
通信をえるようにすることが求められており、ＬＴＥと同一のチャネル構造を用いること
が検討されている。また、一般的な移動通信システムで使用する周波数帯域は連続である
のに対し、連続／不連続な複数の周波数帯域（以下、「キャリア要素（ＣＣ：Carrier Co
mponent）」、または、「コンポーネントキャリア（ＣＣ：Component Carrier）」と称す
る。）を複合的に使用して、１つの周波数帯域（広帯域な周波数帯域）として運用する（
周波数帯域集約：Spectrum aggregation、Carrier aggregation、Frequency aggregation
などとも称される。）ことが提案されている（下記非特許文献２参照）。
【０００６】
　さらに、ＬＴＥ－Ａでは、下りリンクのキャリア要素毎に下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）を構成することが検討されている。基地局装置は、下りリンクのキャリア要素
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毎に下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）の無線リソースの割り当て（Resource alloc
ation；ＲＡ）を示す情報を含む制御情報（Control information）である下りリンクグラ
ント（DL grant）を、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を用いて送信し、上りリン
クのキャリア要素毎に上りリンクのキャリア要素内の上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）の無線リソースの割り当て（ＲＡ）を示す領域を含む制御情報である上りリンクグラ
ント（UL grant）を、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を用いて送信する。
【０００７】
　また、ＬＴＥ－Ａでは、上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するキャリア
要素を識別するための識別子を、上りリンクグラントと下りリンクグラントに含め、基地
局装置が、同じ移動局装置宛の上りリンクグラントと下りリンクグラントを、同一の下り
リンクのキャリア要素の複数の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信することが
提案されている（下記非特許文献３、非特許文献４参照）。
【０００８】
　ＬＴＥの上りリンクグラントと下りリンクグラントとは、無線リソースの割り当て（Ｒ
Ａ）を示す情報以外に、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）及び下りリンク共用チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）に対する変調方式（Modulation scheme）に関する情報、符号化方式
（coding scheme）に関する情報、ＨＡＲＱに関する情報、などから構成される。また、
移動局装置は、上りリンクグラントと下りリンクグラントとに含まれる、基地局装置内で
一意に識別可能な１６ビットの移動局識別子（「Radio Network Temporary Identity；Ｒ
ＮＴＩ」、または「User Equipment identity；ＵＥ ＩＤ」とも称する。）を用いて特定
される。
　関連する技術文献としては、以下のものが挙げられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】"Summary of email discussion on Uplink transmission scheme", 3GP
P TSG RAN WG1　Meeting #55, R1-084375, November 10-14, 2008.
【非特許文献２】"Summary of email discussion on support for wider bandwidth", 3G
PP TSG RAN WG1　Meeting #55, R1-084316, November 10-14, 2008.
【非特許文献３】"PDCCH Structure for LTE-A", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #55, R1-08
4165, November 10-14, 2008.
【非特許文献４】"Control signaling for carrier aggregation ", 3GPP TSG RAN WG1 M
eeting #55bis, R1-090375, January 12-16, 2009.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上りリンクグラントと下りリンクグラントとに、キャリア要素を識別す
る識別子を含めることで、上りリンクグラントと下りリンクグラントの符号化率が高くな
ってしまう。従って、移動局装置が、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の上りリン
クグラントと下りリンクグラントの復号に失敗し、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ
）の復号ができない確率が高くなるという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上りリンクグラントと下りリンクグラントの符号化率を高くすることなく、
上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するキャリア要素を識別することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一観点によれば、移動局装置に上りリンクと下りリンクとの複数のコンポーネ
ントキャリア（Component Carrier）を割り当て、前記コンポーネントキャリアを用いて
、移動局装置と通信する基地局装置において、前記移動局装置が下りリンク制御チャネル
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の検出を行なう複数の探索空間（Search Space）のそれぞれに、前記下りリンク制御チャ
ネルで送信される前記移動局装置宛ての下りリンク制御情報（Downlink Control Informa
tion）で制御されるコンポーネントキャリアを対応付ける探索空間/キャリア要素対応付
け部と、前記下りリンク制御チャネルの信号を、前記探索空間/キャリア要素対応付け部
において前記下りリンク制御チャネルの下りリンク制御情報が制御するコンポーネントキ
ャリアが対応付けられた探索空間に配置する多重部と、前記多重部において配置された下
りリンク制御チャネルの信号を送信する送信処理部と、を有する基地局装置が提供される
。これにより、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の符号化率を高くすることなく、
下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信される下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制
御するコンポーネントキャリアを識別できる。
【００１３】
　前記基地局装置は、前記探索空間/キャリア要素対応付け部において対応付けるコンポ
ーネントキャリアの数に応じて各探索空間の領域を制御する制御部を更に有することが好
ましい。また、前記制御部は、前記探索空間/キャリア要素対応付け部において対応付け
るコンポーネントキャリアの数が多くなるにつれて各探索空間の領域を小さくするように
制御し、対応付けるコンポーネントキャリアの数が少なくなるにつれて各探索空間の領域
を大きくするように制御するようにすると良い。
【００１４】
　また、本発明は、基地局装置に上りリンクと下りリンクの複数のコンポーネントキャリ
アを割り当てられ、前記コンポーネントキャリアを用いて、基地局装置と通信する移動局
装置において、下りリンク制御チャネルの信号の検出を行う複数の探索空間から下りリン
ク制御チャネルの検出を行う下りリンク制御チャネル検出部と、前記下りリンク制御チャ
ネル検出部が検出した下りリンク制御チャネルが配置された探索空間から、前記下りリン
ク制御チャネルで送信される前記移動局装置宛ての下りリンク制御情報で制御されるコン
ポーネントキャリアを識別するキャリア要素識別部と、を有することを特徴とする移動局
装置である。これにより、上記基地局装置に移動局装置を対応させることができる。
【００１５】
　前記移動局装置は、前記移動局装置に割り当てられたコンポーネントキャリアの数に応
じて、前記下りリンク制御チャネル検出部において下りリンク制御チャネルの検出を行な
う各探索空間の領域を制御する制御部を更に有することが好ましい。また、前記制御部は
、前記移動局装置に割り当てられたコンポーネントキャリアの数が多くなるにつれて、前
記下りリンク制御チャネル検出部において下りリンク制御チャネルの検出を行なう各探索
空間の領域を小さくするように制御し、前記移動局装置に割り当てられたコンポーネント
キャリアの数が少なくなるにつれて、前記下りリンク制御チャネル検出部において下りリ
ンク制御チャネルの検出を行なう各探索空間の領域を小さくするように制御するようにす
ると良い。
【００１６】
　本発明の他の観点によれば、移動局装置に上りリンクと下りリンクの複数のコンポーネ
ントキャリア（Component Carrier）を割り当て、前記コンポーネントキャリアを用いて
、移動局装置と通信する基地局装置における無線通信方法において、前記移動局装置が下
りリンク制御チャネルの検出を行なう複数の探索空間（Search Space）のそれぞれに、前
記下りリンク制御チャネルで送信される前記移動局装置宛ての下りリンク制御情報（Down
link Control Information）で制御されるコンポーネントキャリアを対応付ける第１のス
テップと、前記下りリンク制御チャネルの信号を、前記第１のステップにおいて前記下り
リンク制御チャネルの下りリンク制御情報が制御するコンポーネントキャリアが対応付け
られた探索空間に配置する第２のステップと、前記第２のステップにおいて配置された下
りリンク制御チャネルの信号を送信する第３のステップと、を有する無線通信方法が提供
される。
【００１７】
　また、基地局装置に上りリンクと下りリンクの複数のコンポーネントキャリアを割り当
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てられ、前記コンポーネントキャリアを用いて、基地局装置と通信する移動局装置におけ
る無線通信方法において、下りリンク制御チャネルの信号の検出を行う複数の探索空間か
ら下りリンク制御チャネルの検出を行う第１のステップと、前記第１のステップで検出し
た下りリンク制御チャネルが配置された探索空間から、前記下りリンク制御チャネルで送
信される前記移動局装置宛ての下りリンク制御情報で制御されるコンポーネントキャリア
を識別する第２のステップと、を有することを特徴とする無線通信方法が提供される。
【００１８】
　本発明は、上記に記載の無線通信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムで
あっても良く、該プログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体であっても
良い。プログラムは、インターネットなどの伝送媒体により取得するようにしても良い。
【００１９】
　本明細書は本願の優先権の基礎である日本国特許出願２００９－０４０３３７号の明細
書および／または図面に記載される内容を包含する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明による無線通信システムによれば、上りリンクグラントと下りリンクグラントの
符号化率を高くすることなく、上りリンクグラントと下りリンクグラントが対応するコン
ポーネントキャリアを識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施の形態における無線通信におけるチャネルの構造例を示す図であ
る。
【図２】本実施の形態における周波数帯域集約処理の一例を示す図である。
【図３】本実施の形態における下りリンク無線フレームの概略構成例を示す図である。
【図４】本実施の形態における上りリンク無線フレームの概略構成例を示す図である。
【図５】本実施の形態における移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の一例を示す図である
。
【図６】本実施の形態における基地局装置の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図７】本実施の形態における移動局装置の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図８】本実施の形態における基地局装置の動作の流れの一例を説明するフローチャート
の図である。
【図９】本実施の形態における移動局装置の動作の流れの一例を説明するフローチャート
の図である。
【図１０】本実施の形態における移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の変形例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態による無線通信技術について説明する
。本実施の形態による無線通信システムは、基地局装置と複数の移動局装置とを具備する
。図１は、本実施の形態におけるチャネルの概略構造例を示す図である。基地局装置１は
、移動局装置２ａ～２ｃ（移動局装置の数は任意であり、符号２で代表して以下の説明を
行う。）と複数のキャリア要素を用いて無線通信を行う。
【００２３】
　本実施の形態において、基地局装置１から移動局装置２への無線通信の下りリンクは、
下りリンクパイロットチャネル（または、「下りリンクリファレンスシグナル（Downlink
 Reference Signal；ＤＬ ＲＳ）」とも称する。）、報知チャネル（Physical Broadcast
 Channel；ＰＢＣＨ）、下りリンク制御チャネル（Physical Downlink Control Channel
；ＰＤＣＣＨ）、下りリンク共用チャネル（Physical Downlink Shared Channel；ＰＤＳ
ＣＨ）、マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channel；ＰＭＣＨ）、制御フォ
ーマットインディケータチャネル（Physical Control Format Indicator Channel；ＰＣ
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ＦＩＣＨ）、ＨＡＲＱインディケータチャネル（Physical Hybrid ARQ Indicator Channe
l；ＰＨＩＣＨ）を備える。
【００２４】
　また、本実施の形態において、移動局装置２から基地局装置１への無線通信の上りリン
クは、上りリンクパイロットチャネル（または、「上りリンクリファレンスシグナル（Up
link Reference Signal；ＵＬ ＲＳ）」とも称する。）、上りリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）及びランダムアクセスチャネル（ＰＲ
ＡＣＨ：Physical Random Access Channel）を備える。
【００２５】
（周波数帯域集約）
　図２は、本実施の形態における周波数帯域集約の一例を示す図である。図２において、
横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を示す。図２に示すように、下りリンク（上図）は、
２０ＭＨｚの帯域幅を持った３つのキャリア要素（ＤＣＣ－０：Downlink Component Car
rier-0、ＤＣＣ－１、ＤＣＣ－２）によって構成されている。一方、上りリンク（下図）
は、２０ＭＨｚの帯域幅を持った２つのキャリア要素（ＵＣＣ－０：Uplink Component C
arrier-0、ＵＣＣ－１）によって構成されている。図２に示す無線通信システムにおいて
、基地局装置と移動局装置とは、３つの下りリンクのキャリア要素それぞれを使用して、
同一サブフレームで３つ（まで）の下りリンクのデータを送受信することができ、２つの
上りリンクのキャリア要素それぞれを使用して、同一サブフレームで２つ（まで）の上り
リンクのデータを送受信することができる。
【００２６】
（上りリンク無線フレーム）
　図３は、本実施の形態における上りリンクキャリア要素の無線フレームの概略構成例を
示す図である。図３において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。上りリンクキ
ャリア要素の無線フレームは、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアから構成され
ている。この物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアは、無線リソースの割り当てなどの単
位であり、予め決められた幅の周波数帯（ＰＲＢ帯域幅）及び時間帯（２個のスロット＝
１個のサブフレーム）からなる。
【００２７】
　１個の物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアは基本的に時間領域で連続する２個の物理
リソースブロック（ＰＲＢ）（ＰＲＢ帯域幅×スロット）から構成される。１個の物理リ
ソースブロック（ＰＲＢ）（図３において、太線で囲まれている単位）は周波数領域にお
いて１２個のサブキャリアから構成され、時間領域において７個のＤＦＴ―Ｓｐｒｅａｄ
 ＯＦＤＭシンボルから構成される。
【００２８】
　時間領域においては、７個のＤＦＴ―Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭシンボルから構成される
スロット、２個のスロットから構成されるサブフレーム、１０個のサブフレームから構成
される無線フレームがある。周波数領域においては、上りリンクのキャリア要素の帯域幅
に応じて複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）が配置される。上りリンクのキャリア要
素の帯域幅は、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）を用いて、基地局装置より報知送
信される。尚、１個のサブキャリアと１個のＤＦＴ―Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭシンボルか
ら構成されるユニットをリソースエレメント（Resource Element；ＲＥ）と称する。
【００２９】
　上りリンクの各サブフレームには、少なくとも、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）と、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）と、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）及び上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）の伝搬路推定に用いる上りリンクパイロッ
トチャネルと、が配置されている。尚、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、キャ
リア要素の帯域幅の両端の物理リソースブロックＰＲＢペアから配置され、上りリンク共
用チャネル（ＰＵＳＣＨ）は残りの物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアに配置され、移
動局装置において上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と上りリンク共用チャネル（Ｐ
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ＵＳＣＨ）は一緒に送信されない。上りリンクパイロットチャネルについては説明の簡略
化のため図３においては図示を省略するが、上りリンクパイロットチャネルは上りリンク
共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）及び上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と時間多重され
る。ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）については、説明の簡略化のため図３にお
いては図示を省略する。
【００３０】
　上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）では、データ（トランスポートブロック；Tran
sport Block）が送信される。上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）では、チャネルク
オリティーインディケータ（Channel Quality Indicator；ＣＱＩ）、スケジューリング
リクエストインディケータ（Scheduling Request Indicator；ＳＲＩ）、下りリンク共用
チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対する肯定応答（ACKnowledgement；ＡＣＫ）／否定応答（Neg
ative-ACKnowledgement；ＮＡＣＫ）などの上りリンク制御情報（Uplink Control Inform
ation；ＵＣＩ）が送信される。
【００３１】
（下りリンク無線フレーム）
　図４は、本実施の形態における下りリンクのキャリア要素の無線フレームの概略構成例
を示す図である。図４において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。下りリンク
のキャリア要素の無線フレームは、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアから構成
されている。この物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアは、無線リソースの割り当てなど
の単位であり、予め決められた幅の周波数帯（ＰＲＢ帯域幅）及び時間帯（２個のスロッ
ト＝１個のサブフレーム）からなる。１個の物理リソースブロック（ＰＲＢ）ペアは、基
本的に時間領域で連続する２個の物理リソースブロック（ＰＲＢ）（ＰＲＢ帯域幅×スロ
ット）から構成される。１個の物理リソースブロック（ＰＲＢ）は、周波数領域において
１２個のサブキャリアから構成され、時間領域において７個のＯＦＤＭシンボルから構成
される。
【００３２】
　時間領域においては、７個のＯＦＤＭシンボルから構成されるスロット、２個のスロッ
トから構成されるサブフレーム、１０個のサブフレームから構成される無線フレームがあ
る。周波数領域においては、下りリンクのキャリア要素の帯域幅に応じて複数の物理リソ
ースブロック（ＰＲＢ）が配置される。なお、１個のサブキャリアと１個のＯＦＤＭシン
ボルから構成されるユニットをリソースエレメントという。
【００３３】
　下りリンクのキャリア要素の各サブフレームには少なくとも、下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）と、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）と、下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）及び下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）の伝搬路推定に用いる下りリ
ンクパイロットチャネルと、が配置される。下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、
サブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルから配置され、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）は、残りのＯＦＤＭシンボルに配置される。下りリンクパイロットチャネルについ
ては、説明の簡略化のため図４において図示を省略するが、下りリンクパイロットチャネ
ルは周波数領域と時間領域において分散して配置される。報知チャネル（ＰＢＣＨ）、マ
ルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）、制御フォーマットインディケータチャネル（ＰＣＦ
ＩＣＨ）及びＨＡＲＱインディケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）は説明の簡略化のため図４
において図示を省略する。
【００３４】
　下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）では、データ（トランスポートブロック；Tran
sport Block）が送信される。下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）では、上りリンク
共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対する変調方式（Modulation scheme）を示す情報、符号
化方式（coding scheme）を示す情報、無線リソースの割り当て（Resource allocation；
ＲＡ）を示す情報、ＨＡＲＱに関する情報などから構成される上りリンクグラント（Upli
nk grant）や、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）に対する変調方式を示す情報、符
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号化方式を示す情報、無線リソースの割り当てを示す情報、ＨＡＲＱに関する情報などか
ら構成される下りリンクグラント（Downlink grant）などの下りリンク制御情報（Downli
nk Control information；ＤＣＩ）が送信される。
【００３５】
　下りリンクグラントにより無線リソースの割り当てが示された下りリンク共用チャネル
（ＰＤＳＣＨ）は、前記下りリンクグラントの情報を含む下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）と同一のサブフレームに配置される。上りリンクグラントで割り当てられた上り
リンクのキャリア要素の上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）は、前記上りリンクグラ
ントの情報を含む下りリンク制御チャネルが配置されたサブフレームに対して予め決めら
れた時間後のサブフレームに配置される。また、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
による上りリンク及び下りリンクの無線リソースの割り当てにおいて、移動局装置は、基
地局装置内で一意に識別可能な１６ビットの移動局識別子（ＲＮＴＩ）を用いて自局装置
宛の下りリンク制御チャネル(ＰＤＣＣＨ)を特定する。また、上りリンクグラントと下り
リンクグラントとは、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）と下りリンク共用チャネル
（ＰＤＳＣＨ）との無線リソースを割り当てる上りリンクと下りリンクのキャリア要素毎
に対して生成される。
【００３６】
　基地局装置は、移動局装置が下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を監視（monitoring）する
移動局装置固有探索空間（UE specific Search Space；ＵＳＳ）を構成する下りリンクの
キャリア要素を設定する。移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）は、基地局装置に設定され
た下りリンクのキャリア要素内で、移動局装置に割り当てられた移動局識別子（ＲＮＴＩ
）を基に構成される。
【００３７】
　尚、本実施の形態において述べる「監視（monitoring）」とは、移動局装置が、移動局
装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置される可
能性のある無線リソースである、下りリンク制御チャネル候補（PDCCH candidate）に対
して受信信号の復調及び復号を行い、誤り検出を行い、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）の検出（detect）を行うことである。
【００３８】
　例えば、図２において、基地局装置は、ある移動局装置に対して、移動局装置が下りリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）を監視する、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下り
リンクのキャリア要素としてＤＣＣ－１を設定する。このとき、移動局装置は、ＤＣＣ－
１の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）で下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を監視する。
【００３９】
　移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）は、複数の制御チャネル要素（Control Channel El
ement；ＣＣＥ）から構成される。制御チャネル要素（ＣＣＥ）は、周波数時間領域にお
いて分散している複数のリソースエレメントグループ（Resource Element Group；ＲＥＧ
。また、ｍｉｎｉ－ＣＣＥとも称する。）から構成される。リソースエレメントグループ
（ＲＥＧ）は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の同一ＯＦＤＭシンボル内の周波
数領域において、下りリンクパイロットチャネルを除いて、周波数領域で連続している４
個の下りリンクのリソースエレメントから構成される。
【００４０】
　また、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）は、１個またはそれ以上の制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ）から構成される下りリンク制御チャネル候補に配置される。例えば、移動局装置固
有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンク制御チャネル候補は、１個、２個、４個、ま
たは８個の制御チャネル要素（ＣＣＥ）から構成される。また、移動局装置固有探索空間
（ＵＳＳ）は、下りリンク制御チャネル候補を構成する制御チャネル要素（ＣＣＥ）の数
毎に、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクとのキャリア要素の数だけ構成さ
れる。
【００４１】
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　図５は、本実施の形態における移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の一例を示す図であ
る。図５では、例として、図２のようなキャリア要素を割り当てられた移動局装置の移動
局装置固有探索空間（ＵＳＳ）のうち、２個の制御チャネル要素（ＣＣＥ）から構成され
る下りリンク制御チャネル候補の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）だけを示している。
図５の横軸は、制御チャネル要素（ＣＣＥ）を識別するための番号である。図５の斜線の
付された四角は、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を表
す。図の白抜きの四角は、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）ではない制御チャネル要素
（ＣＣＥ）を表す。図５の２個の制御チャネル要素（ＣＣＥ）が太い線で囲まれた単位が
下りリンク制御チャネル候補を表す。図５の下りリンク制御チャネル候補に付された数字
は、下りリンク制御チャネル候補を識別する番号であり、同じ数の制御チャネル要素から
構成される移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の下りリンク制御チャネル候補に対して
、０から順番に番号が付けられる。
【００４２】
　図５において、“０”と“１”と付された下りリンク制御チャネル候補からＤＣＣ－０
の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成され、“２”と“３”と付された下りリンク
制御チャネル候補からＤＣＣ－１の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成され、“４
”と“５”と付された下りリンク制御チャネル候補からＤＣＣ－２の移動局装置固有探索
空間（ＵＳＳ）が構成され、“０”と“１”と“２”と付された下りリンク制御チャネル
候補からＵＣＣ－０の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成され、“３”と“４”と
“５”と付された下りリンク制御チャネル候補からＵＣＣ－１の移動局装置固有探索空間
（ＵＳＳ）が構成される。
【００４３】
　つまり、“０”から“５”の付された、６個の下りリンク制御チャネル候補を、移動局
装置に割り当てた上りリンクのキャリア要素の数、または下りリンクのキャリア要素の数
で均等に分割することで、各上りリンク及び下りリンクのキャリア要素に対応する移動局
装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する。換言すると、移動局装置に割り当てた上りリン
クと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成
する下りリンク制御チャネル候補の数が変わるように探索空間の領域を制御する。
【００４４】
　そのために、基地局装置１は、移動局装置が下りリンク制御チャネルの検出を行なう複
数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）のそれぞれに、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）で送信される移動局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリ
ア要素を対応付ける探索空間/キャリア要素対応付け部５ａを有している。また、移動局
装置２は、下りリンク制御チャネル検出部６７が検出した下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）が配置された移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）から、下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）で送信される移動局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御され
るキャリア要素を識別するキャリア要素識別部５３ａを有している。
【００４５】
　また、ＤＣＣ－０の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）と、ＤＣＣ－１の移動局装置固
有探索空間（ＵＳＳ）と、ＤＣＣ－２の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）には下りリン
クグラントが配置され、ＵＣＣ－０の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）と、ＵＣＣ－１
の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）には上りリンクグラントが配置される。また、上り
リンクグラントと下りリンクグラントは、復号処理の方法や、識別子で特定される。
【００４６】
　図５に示す例では、下りリンク制御チャネル候補を識別する番号が小さいほうから順番
に、番号が小さいキャリア要素から対応付けていく例を示したが、他の方法でキャリア要
素と下りリンク制御チャネル候補を識別する番号を対応付けても良い。例えば、下りリン
ク制御チャネル候補を識別する番号を、キャリア要素の数で割って、余った数から対応す
る下りリンク制御チャネル候補を決定してもよい。つまり、図５において、下りリンク制
御チャネル候補を識別する番号を下りリンクのキャリア要素の数で割って、余りが０の下
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りリンク制御チャネル候補はＤＣＣ－０に対応させ、余りが１の下りリンク制御チャネル
候補はＤＣＣ－１に対応させ、余りが２の下りリンク制御チャネル候補はＤＣＣ－２に対
応させる。また、下りリンク制御チャネル候補を識別する番号を上りリンクのキャリア要
素の数で割って、余りが０の下りリンク制御チャネル候補はＵＣＣ－０に対応させ、余り
が１の下りリンク制御チャネル候補はＵＣＣ－１に対応させる。
【００４７】
（基地局装置の構成）
　図６は、本実施の形態における基地局装置１の一構成例を示す機能ブロック図である。
図６に示すように、基地局装置１は、上位層３、制御部５、受信アンテナ７、受信処理部
１１、多重分離部１５、復調部１７、復号化部２１、符号化部２３、変調部２５、多重部
２７、送信処理部３１、送信アンテナ３３、を具備する。基地局装置１は、符号化部２３
、変調部２５、多重部２７、送信処理部３１、制御部５、上位層３及び送信アンテナ３３
で送信部を構成している。また、基地局装置１は、復号化部２１、復調部１７、多重分離
部１５、受信処理部１１、制御部５、上位層３及び受信アンテナ７で受信部を構成してい
る。
【００４８】
　符号化部２３は、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）で送信するデータを制御部５
から取得し、制御部５から取得したデータから巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check
；ＣＲＣ）符号を生成し、巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号をデータに付加する。その後、符
号化部２３は、制御部５から入力される制御信号に基づいて、巡回冗長検査（ＣＲＣ）符
号を付加したデータをターボ符号で誤り訂正符号化し、変調部２５へ出力する。
【００４９】
　また、符号化部２３は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信する下りリンク
制御情報を制御部５から取得し、制御部５から取得した下りリンク制御情報（ＤＣＩ）か
ら巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check；ＣＲＣ）符号を生成し、下りリンク制御チ
ャネル（ＰＤＣＣＨ）を送信する移動局装置に割り当てた移動局識別子（ＲＮＴＩ）と巡
回冗長検査（ＣＲＣ）符号との排他的論理和をとった系列を下りリンク制御情報（ＤＣＩ
）に付加する。その後、符号化部は、制御部から入力される制御信号に基づいて、巡回冗
長検査（ＣＲＣ）符号を付加した下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を予め決められた符号化
率の畳込み符号で誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化した下りリンク制御情報（ＤＣＩ）
のビット数を予め決められたビット数に調整するために、ビットを間引いたり、ビットを
コピーしたりするレートマッチング（rate matching）をし、変調部２５へ出力する。
【００５０】
　変調部２５は、制御部５からの制御信号に基づいて、符号化部２３から入力された誤り
訂正符号化された符号ビットを、４相位相偏移変調（Quadrature Phase Shift Keying；
ＱＰＳＫ）、１６値直交振幅変調（１６Quadrature Amplitude Modulation；１６ＱＡＭ
）、６４値直交振幅変調（６４Quadrature Amplitude Modulation；６４ＱＡＭ）等のよ
うな変調方式で変調して、変調シンボルを生成し、多重部２７へ出力する。
【００５１】
　多重部２７は、制御部５からの制御信号に基づいて、変調部２５から入力された変調シ
ンボルを、下りリンクのサブフレームのリソースエレメントに多重し、送信処理部３１へ
出力する。このとき、多重部２７は、制御部５からの制御信号に基づいて、下りリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の信号を、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）によって無線リソー
スの割り当てが行われるキャリア要素と対応付けられた移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ
）を構成するリソースエレメントに多重する。なお、制御部５の探索空間/キャリア要素
対応付け部５ａがキャリア要素と探索空間（ＳＳ）との対応付けを行うがその詳細は後述
する。
【００５２】
　送信処理部３１は、制御部５からの制御信号に基づいて、多重部２７から入力された変
調シンボルを高速逆フーリエ変換（Inverse Fast Fourier Transform；ＩＦＦＴ）して、
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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
（Guard Interval；ＧＩ）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
及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）し、余分な周波数成分を除去し、電
力増幅し、送信アンテナ３３に出力して送信する。
【００５３】
　受信処理部１１は、制御部５からの制御信号に基づいて、受信アンテナ７を介して受信
した信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート）、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、受信した信号の同相成分及び直
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し
、ディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガードインターバル
を除去した信号を高速フーリエ変換し、ＤＦＴ―Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ方式の復調を行
う。
【００５４】
　多重分離部１５は、制御部５からの制御信号に基づいて、受信処理部１１がＤＦＴ―Ｓ
ｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ方式により復調した受信信号から上りリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）、上りリンクパイロットチャネルの受信
信号をリソースエレメントから抽出する。また、多重分離部１５は、上りリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）の受信信号を、上りリンク
パイロットチャネルの受信信号を用いて伝搬路補償をしてから逆離散フーリエ変換（Inve
rse Discrete Fourier Transform；ＩＤＦＴ）をし、復調部１７に出力する。
【００５５】
　復調部１７は、制御部５からの制御信号に基づいて、多重分離部１５から入力された上
りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）の受信信
号に対して、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等のような復調方式で復調し、受信ビッ
トを復号化部２１へ出力する。
【００５６】
　復号化部２１は、制御部５からの制御信号に基づいて、復調部１７から入力された上り
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）の受信ビッ
トに対して、ターボ復号や多数決判定復号などの誤り訂正復号を行い、制御部５へ出力す
る。
【００５７】
　上位層３は、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol；Ｐ
ＤＣＰ）層、無線リンク制御（Radio Link Control；ＲＬＣ）層、無線リソース制御（Ra
dio Resource Control；ＲＲＣ）層の処理を行う。上位層３は、下りリンクの各チャネル
で、移動局装置に送信する情報を制御部５へ出力し、制御部５を制御するために制御信号
を出力している。
【００５８】
　また、上位層３は、無線リソース制御部３ａを有している。無線リソース制御部３ａは
、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素や、移動局装置が下り
リンク制御情報（ＤＣＩ）を監視する移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下り
リンクのキャリア要素などの各種設定情報の管理、各移動局装置の通信状態の管理、移動
局装置ごとのバッファ状況の管理、移動局識別子（ＲＮＴＩ）の管理などを行っており、
無線リソース制御部３ａが管理している情報を必要に応じて制御部５へ出力する。
【００５９】
　制御部５は、下りリンク及び上りリンクのスケジューリング（ＨＡＲＱ処理など）など
を行なう。制御部５は、図６において図示は省略するが、受信処理部１１、多重分離部１
５、復調部１７、復号化部２１、符号化部２３、変調部２５、多重部２７及び送信処理部
３１を制御するために制御信号を各処理部に出力している。制御部５は、上位層３から入
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力された制御信号や無線リソース制御部が管理している情報に基づき、上りリンク及び下
りリンクの各チャネルの無線リソースの割り当てと、変調方式と符号化方式の選定処理、
ＨＡＲＱ処理における再送制御を行い、各処理部の制御に使用される制御信号の生成を行
う。また、制御部５は、上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）及び下りリンク共用チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）の無線リソースの割り当てと、変調方式と符号化方式の選定処理、Ｈ
ＡＲＱにおける再送制御の結果を示す、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を生成する。
【００６０】
　また、制御部５は、探索空間（Search Space；ＳＳ）/キャリア要素対応付け部を有し
ている。探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、無線リソース制御部３ａか
ら、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクキャリア要素と、移動局装置固有探
索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンクのキャリア要素の設定情報を取得する。そして、
探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、移動局装置が下りリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ）の監視と検出を行なう移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を、上りリン
クのキャリア要素の数と下りリンクのキャリア要素の数で分割する。つまり、移動局装置
に割り当てた上りリンクのキャリア要素の数と下りリンクのキャリア要素の数によって、
探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部が分割した各移動局装置固有探索空間（ＵＳ
Ｓ）内の下りリンク制御チャネル候補の数が変わるように探索空間の領域を制御する。本
実施の形態では、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンク制御チャネル
候補の数は不変であるため、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａにおいて対
応付ける上りリンク及び下りリンクのキャリア要素の数が多くなるにつれて各移動局装置
固有探索空間（ＵＳＳ）の領域を小さくするように制御し、対応付けるキャリア要素の数
が少なくなるにつれて各移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の領域を大きくするように制
御する。
【００６１】
　更に、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、分割した複数の移動局装置
固有探索空間（ＵＳＳ）のそれぞれに、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信さ
れる移動局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を対応付
ける。また、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部は、下りリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）で送信される移動局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御される
キャリア要素が対応付けられた移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）に、下りリンク制御チ
ャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置するように多重部２７を制御する制御信号を出力する。
【００６２】
　また、制御部５は、上位層３から入力された下りリンクで送信する情報を符号化部２３
へ出力する。また、制御部５は、復号化部２１から入力された上りリンクで取得した情報
を、必要に応じて処理した後、上位層３へ出力する。
【００６３】
（移動局装置の構成）
　図７は、本実施の形態における移動局装置２の構成を示す概略ブロック図である。図７
に示すように、移動局装置２は、上位層５１、制御部５３、受信アンテナ５５、受信処理
部５７、多重分離部６１、復調部６３、復号化部６５、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）検出部６７、符号化部７１、変調部７３、多重部７７、送信処理部８１、送信アン
テナ８３、を具備する。移動局装置２は、符号化部７１、変調部７３、多重部７７、送信
処理部８１、制御部５３、上位層５１及び送信アンテナ８３で送信部を構成している。ま
た、移動局装置２は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）検出部６７、復号化部６５
、復調部６３、多重分離部６１、受信処理部５７、制御部５３、上位層５１及び受信アン
テナ５５で受信部を構成している。
【００６４】
　符号化部７１は、上りリンクの各チャネルで送信するデータを制御部５３から取得し、
上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）で送信するデータから巡回冗長検査（ＣＲＣ）符
号を生成し、巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号を付加し、制御部５３から入力される制御信号
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に基づいて、巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号を付加した情報と下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）で送信するデータをターボ符号又はリード・マラー（Reed Muller）符号など
で誤り訂正符号化し、変調部７３へ出力する。
【００６５】
　変調部７３は、制御部５３からの制御信号に基づいて、符号化部７１から入力された誤
り訂正符号化された符号ビットを、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等のよ
うな変調方式で変調して、変調シンボルを生成し、多重部７７へ出力する。
【００６６】
　多重部７７は、制御部５３からの制御信号に基づいて、変調部７３から入力された変調
シンボルを、離散フーリエ変換をしてから上りリンクのサブフレームのリソースエレメン
トに多重し、送信処理部８１へ出力する。
【００６７】
　送信処理部８１は、制御部５３からの制御信号に基づいて、多重部７７から入力された
変調シンボルを高速逆フーリエ変換（ＩＦＦＴ）して、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ
方式の変調を行い、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ ＯＦＤＭ変調されたＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ Ｏ
ＦＤＭ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
の同相成分及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）し、余分な周波数成分を
除去し、電力増幅し、送信アンテナ８３に出力して送信する。
【００６８】
　受信処理部５７は、制御部５３からの制御信号に基づいて、受信アンテナ５５を介して
受信した信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート）、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、受信した信号の同相成分及
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
換し、ディジタル信号からガードインターバル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を高速フーリエ変換し、ＯＦＤＭ方式の復調を行う。
【００６９】
　多重分離部６１は、制御部５３からの制御信号に基づいて、受信処理部５７がＯＦＤＭ
方式により復調した受信信号から下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、下りリンク共
用チャネル（ＰＤＳＣＨ）、下りリンクパイロットチャネルの受信信号をリソースエレメ
ントから抽出する。下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、下りリンク共用チャネル（
ＰＤＳＣＨ）の受信信号を、下りリンクパイロットチャネルの受信信号を用いて伝搬路補
償をし、復調部に出力する。
【００７０】
　復調部６３は、制御部５３からの制御信号に基づいて、多重分離部６１から入力された
下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）の受信
信号に対して、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等のような復調方式で復調し、復調ビ
ットを復号化部６５へ出力する。
【００７１】
　復号化部６５は、制御部５３からの制御信号に基づいて、復調部６３から入力された下
りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）の復調ビットに対して、誤り訂正復号を行ない、復
号したデータを制御部５３へ出力する。更に、復号化部６５は、制御部５３からの制御信
号に基づいて、復調部６３から入力された下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の復調
ビットに対して、自局装置が下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視する複数の移
動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の下りリンク制御チャネル候補全てに対して、レート
マッチングの逆の処理（rate de-matching）を行い、誤り訂正復号を行ない、下りリンク
制御チャネル検出部６７へ出力する。
【００７２】
　下りリンク制御チャネル検出部６７は、制御部５３からの制御信号に基づいて、基地局
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装置において、復号化部６５から入力された複数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内
の下りリンク制御チャネル候補に付加された巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号と移動局識別子
（ＲＮＴＩ）との排他的論理和が行なわれた系列に対して、基地局装置から自局装置に割
り当てられた移動局識別子（ＲＮＴＩ）で排他的論理和を行ない、巡回冗長検査（ＣＲＣ
）符号を取得してから誤り検出を行なう。下りリンク制御チャネル検出部６７は、巡回冗
長検査（ＣＲＣ）符号を用いた誤り検出において誤りが検出されなかった場合、下りリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出に成功したとして、下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）で送信された下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と、下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）が配置されていた下りリンク制御チャネル候補を識別する番号を制御部５３へ出
力する。
【００７３】
　上位層５１は、パケットデータ統合プロトコル（ＰＤＣＰ）層、無線リンク制御（ＲＬ
Ｃ）層、無線リソース制御（ＲＲＣ）層の処理を行う。上位層５１は、制御部５３を制御
するために制御信号を出力している。上位層５１は、無線リソース制御部５１ａを有して
いる。無線リソース制御部５１ａは、基地局装置より割り当てられたキャリア要素や、下
りリンク制御情報（ＤＣＩ）を監視する移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下
りリンクのキャリア要素などの各種設定情報の管理、自局装置の通信状態及びバッファ状
況の管理、自局装置に割り当てられた移動局識別子（ＲＮＴＩ）の管理などを行っており
、管理している情報を必要に応じて制御部５３へ出力する。また、上位層５１は、下りリ
ンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）に付加された巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号を用いて巡回
冗長検査（ＣＲＣ）を行い、下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）を用いて基地局装置
より送信されたデータの誤り検出を行う。上位層５１は、下りリンク共用チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ）の巡回冗長検査（ＣＲＣ）の誤り検出結果として肯定応答（ＡＣＫ）または否定
応答（ＮＡＣＫ）を生成し、制御部へ出力する。
【００７４】
　制御部５３は、下りリンク及び上りリンクのスケジューリング（ＨＡＲＱ処理など）な
どを行なう。制御部５３は、図７において図示は省略するが、受信処理部５７、多重分離
部６１、復調部６３、復号化部６５、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）検出部６７
、符号化部７１、変調部７３、多重部７７及び送信処理部８１を制御するために制御信号
を各処理部に出力している。制御部５３は、上位層５１から入力された制御信号、下りリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）検出部６７から入力された下りリンク制御情報（ＤＣＩ
）などに基づき、上りリンク及び下りリンクの各チャネルの無線リソースの割り当てと変
調方式と符号化方式の選定処理、ＨＡＲＱ処理における再送制御、各処理部の制御に使用
される制御信号の生成を行う。
【００７５】
　また、制御部５３は、キャリア要素識別部５３ａを有している。キャリア要素識別部５
３ａは、無線リソース制御部５１ａから、基地局装置より割り当てられたキャリア要素や
、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を監視する移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成す
る下りリンクのキャリア要素などの各種設定情報を取得し、基地局装置において分割され
た移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が対応するキャリア要素を認識する。移動局装置固
有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンク制御チャネル候補の数は不変であるため、移
動局装置が割り当てられた上りリンクのキャリア要素の数と下りリンクのキャリア要素の
数によって、キャリア要素識別部が認識する各移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の下
りリンク制御チャネル候補の数が変わるように探索空間の領域を制御する。本実施の形態
では、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンク制御チャネル候補の数は
不変であるため、キャリア要素識別部５３ａは、自局装置に割り当てられた上りリンク及
び下りリンクのキャリア要素の数が多くなるにつれて、下りリンク制御チャネル検出部６
７において下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行なう各移動局装置探索空間
（ＵＳＳ）の領域を小さくするように制御し、自局装置に割り当てられた上りリンク及び
下りリンクのキャリア要素の数が少なくなるにつれて、下りリンク制御チャネル検出部６
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７において下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行なう各移動局装置固有探索
空間（ＵＳＳ）の領域を小さくするように制御する。
【００７６】
　更に、キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部６７から入力され
た下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置されていた下りリンク制御チャネル候補
を識別する番号から、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信される下りリンク制
御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を識別し、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と
、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素の情報を制御部５３へ出力す
る。
【００７７】
　例えば、図５において、キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部
６７から入力された下りリンクグラントが配置されていた下りリンク制御チャネル候補を
識別する番号が０と１の場合、下りリンクグラントで制御されるキャリア要素がＤＣＣ－
０だと識別し、下りリンク制御チャネル候補を識別する番号が２と３の場合、下りリンク
グラントで制御されるキャリア要素がＤＣＣ－１だと識別し、下りリンク制御チャネル候
補を識別する番号が４と５の場合、下りリンクグラントで制御されるキャリア要素がＤＣ
Ｃ－２だと識別する。
【００７８】
　また、キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部６７から入力され
た上りリンクグラントが配置されていた下りリンク制御チャネル候補を識別する番号が０
と１と２の場合、上りリンクグラントで制御されるキャリア要素がＵＣＣ－０だと識別し
、下りリンク制御チャネル候補を識別する番号が３と４と５の場合、上りリンクグラント
で制御されるキャリア要素がＵＣＣ－１だと識別する。
【００７９】
　また、制御部５３は、上位層５１から入力された上りリンクで送信するデータを符号化
部７１へ出力する。また、制御部５３は、復号化部６５から入力された下りリンクで取得
した情報を、必要に応じて処理した後、上位層５１へ出力する。
【００８０】
　以上、本発明の移動局装置の構成について説明をしてきたが、下りリンク制御チャネル
検出部６７は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置されていた制御チャネル要
素を識別する（最も小さい）番号を制御部５３へ出力し、キャリア要素識別部５３ａは、
下りリンク制御チャネル検出部６７から入力された下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）が配置されていた制御チャネル要素を識別する（最も小さい）番号から、下りリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信された下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリ
ア要素を識別するようにしてもよい。
【００８１】
（基地局装置の処理の流れ）
　図８は、本実施の形態における基地局装置の動作の一例を示すフローチャートの図であ
る。
【００８２】
　まず、処理が開始されると、ステップＳ１０において、無線リソース制御部３ａは、移
動局装置に割り当てる上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、移動局装置固有探索空
間（ＵＳＳ）を設定した下りリンクのキャリア要素を決定し、決定した情報を送信アンテ
ナを介して移動局装置に通知する。次に、ステップＳ１１に進む。
【００８３】
　ステップＳ１１において、制御部５内の探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５
ａは、無線リソース制御部３ａから、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクキ
ャリア要素と、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンクのキャリア要素
の設定情報を取得し、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を、上りリンクのキャリア要素
の数と下りリンクのキャリア要素の数で分割する。次に、ステップＳ１２に進む。
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【００８４】
　ステップＳ１２において、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、ステッ
プＳ１１において分割した複数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）のそれぞれに、下り
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信される移動局装置宛ての下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を対応付ける。次に、ステップＳ１３に進む。
【００８５】
　ステップＳ１３において、多重部２７は、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部
５ａを含む制御部５からの制御信号に基づいて、ステップＳ１２において下りリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリア要素が対応
付けられた移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成するリソースエレメントに、下りリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を多重する。次にステップＳ１４に進む。
【００８６】
　ステップＳ１４において、送信処理部３１は、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を含む下
りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を多重した信号を送信アンテナ３３を介して送信す
る。
【００８７】
　ステップS１４の後、基地局装置は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の送信に
関する処理を終了する。
【００８８】
（移動局装置の処理の流れ）
　図９は、本実施の形態における移動局装置の動作の一例を示すフローチャートの図であ
る。
【００８９】
　まず、処理が開始されると、ステップＳ２０において、無線リソース制御部５１ａは、
受信アンテナ５５を介して、基地局装置から通知された情報に基づき、自局装置に割り当
てられた上りリンクと下りリンクのキャリア要素と、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）
を構成する下りリンクのキャリア要素を設定する。次に、ステップＳ２１に進む。
【００９０】
　ステップＳ２１において、キャリア要素識別部５３ａは、無線リソース制御部５１ａか
ら、基地局装置より割り当てられたキャリア要素や、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を監
視する移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンクのキャリア要素の設定情
報を取得し、基地局装置において分割された移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が対応す
るキャリア要素を認識する。次に、ステップＳ２２に進む。
【００９１】
　ステップＳ２２において、復号化部６５は、自局装置が下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）を監視する複数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の全ての下りリンク制御
チャネル候補の復調された受信信号に対して、レートマッチングの逆の処理（rate de-ma
tching）を行い、誤り訂正復号を行ない、下りリンク制御チャネル検出部６７へ出力する
。次に、ステップＳ２３に進む。
【００９２】
　ステップＳ２３において、下りリンク制御チャネル検出部６７は、復号化部６５から入
力された複数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）内の下りリンク制御チャネル候補の復
号された受信信号に付加された、基地局装置において巡回冗長検査（ＣＲＣ）符号と移動
局識別子（ＲＮＴＩ）との排他的論理和が行なわれた系列に対して、基地局装置から自局
装置に割り当てられた移動局識別子（ＲＮＴＩ）で排他的論理和を行ない、巡回冗長検査
（ＣＲＣ）符号を取得してから誤り検出を行なう。次に、ステップＳ２４に進む。
【００９３】
　ステップＳ２４において、下りリンク制御チャネル検出部６７は、巡回冗長検査（ＣＲ
Ｃ）符号を用いた誤り検出において誤りが検出されなかった下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）で送信された下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と、下りリンク制御チャネル（Ｐ
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ＤＣＣＨ）が配置されていた下りリンク制御チャネル候補を識別する番号を制御部５３へ
出力する。次に、ステップＳ２５に進む。
【００９４】
　ステップＳ２５において、キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出
部６７から入力された下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置されていた下りリン
ク制御チャネル候補を識別する番号から、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信
される下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を識別し、下りリンク制
御情報（ＤＣＩ）と、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素の情報を
制御部５３へ出力する。
【００９５】
　ステップS２５の後、移動局装置は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の受信に
関する処理を終了する。
【００９６】
　次に、移動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、
移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張してから分割する変形例について説明する。本
変形例の特徴は例えば以下の通り表現できるが、さらに後述する説明に沿って変形するこ
とができるものとする。
【００９７】
（基地局装置）
　移動局装置に上りリンクと下りリンクとの複数のキャリア要素（Component Carrier）
を割り当て、前記キャリア要素を用いて、移動局装置と通信する基地局装置において、移
動局装置に割り当てた上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、移動局装置
固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張してから分割し、分割した移動局装置固有探索空間（ＵＳ
Ｓ）にキャリア要素を対応付ける探索空間/キャリア要素対応付け部と、前記下りリンク
制御チャネルの信号を、前記探索空間/キャリア要素対応付け部において前記下りリンク
制御チャネルの下りリンク制御情報が制御するキャリア要素が対応付けられた探索空間に
配置する多重部と、前記多重部において配置された下りリンク制御チャネルの信号を送信
する送信処理部と、を有する基地局装置。
【００９８】
（移動局装置）
　基地局装置に上りリンクと下りリンクの複数のキャリア要素を割り当てられ、前記キャ
リア要素を用いて、基地局装置と通信する移動局装置において、前記移動局装置に割り当
てられた上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、下りリンク制御チャネル
検出部において下りリンク制御チャネルの検出を行なう各移動局装置固有探索空間（ＵＳ
Ｓ）を拡張してから分割するよう制御する制御部と、下りリンク制御チャネルの信号の検
出を行う複数の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）から下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）の検出を行う下りリンク制御チャネル検出部と、前記下りリンク制御チャネル検出
部が検出した下りリンク制御チャネルが配置された移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）か
ら、前記下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信される前記移動局装置宛ての下り
リンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を識別するキャリア要素識別部とを
有することを特徴とする移動局装置。
【００９９】
　以下に、本変形例について詳細に説明する。尚、本実施の形態において説明した部分は
援用し、特徴部分について説明する。
【０１００】
（本実施の形態の変形例１）
　以上において、図面を用いて移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を分割し、分割した移
動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）にキャリア要素を対応付けることで、キャリア要素を識
別する無線通信システムについて説明してきた。この場合には、キャリア要素の数が多く
なるほど、分割した移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する制御チャネル要素（Ｃ
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ＣＥ）、言い換えると下りリンク制御チャネル候補の数が少なくなる。分割した移動局装
置固有探索空間（ＵＳＳ）を構成する下りリンク制御チャネル候補の数を増やし、下りリ
ンク制御チャネルを配置する自由度を高めるため、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を
、移動局装置が割り当てられたキャリア要素の数を基に移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ
）を拡張してから分割してもよい。
【０１０１】
　このとき、基地局装置１と移動局装置２との動作は、以下の動作が異なる点を除いて同
じである。基地局装置１において、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、
移動局装置に上りリンクと下りリンクのキャリア要素を割り当て、移動局装置に割り当て
た上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、移動局装置固有探索空間（ＵＳ
Ｓ）を拡張してから分割し、分割した移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）にキャリア要素
を対応付ける。
【０１０２】
　移動局装置２において、制御部５３は、自局装置に割り当てられた上りリンクと下りリ
ンクのキャリア要素の数に応じて、下りリンク制御チャネル検出部において下りリンク制
御チャネルの検出を行なう各移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張してから分割する
よう制御する。
【０１０３】
　図１０は、本実施の形態の変形例における移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を示す図
である。図１０では、例として、図２のようなキャリア要素を割り当てられた移動局装置
の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）のうち、２個の制御チャネル要素（ＣＣＥ）から構
成される下りリンク制御チャネル候補の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）だけを示して
いる。図の横軸は、制御チャネル要素（ＣＣＥ）を識別するための番号である。図の斜辺
の付された四角は、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）の制御チャネル要素（ＣＣＥ）を
表す。図の白い四角は、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）ではない制御チャネル要素（
ＣＣＥ）を表す。図の２個の制御チャネル要素（ＣＣＥ）が太い線で囲まれた単位は下り
リンク制御チャネル候補を表す。図の下りリンク制御チャネル候補に付された数字は、下
りリンク制御チャネル候補を識別する番号であり、同じ数の制御チャネル要素（ＣＣＥ）
から構成される下りリンク制御チャネル候補に対して、“０”から順番に番号が付けられ
る。
【０１０４】
　図１０において、“０”から“５”までの付された下りリンク制御チャネル候補からＵ
ＣＣ－０とＤＣＣ－０の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成され、“６”から“１
１”までの付された下りリンク制御チャネル候補からＵＣＣ－１とＤＣＣ－１の移動局装
置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成され、“１２”から“１７”までの付された下りリンク
制御チャネル候補からＤＣＣ－２の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）が構成される。つ
まり、上りリンクと下りリンクのキャリア要素が1個ずつ割り当てられたときの移動局装
置固有探索空間（ＵＳＳ）と同じ大きさの探索空間を、割り当てられたキャリア要素の数
だけ増やすことで、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張している例である。
【０１０５】
（本実施の形態の変形例２）
　以上、図面を用いて移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を分割し、分割した移動局装置
固有探索空間（ＵＳＳ）にキャリア要素を対応付けることで、キャリア要素を識別する無
線通信システムについて説明してきたが、本実施の形態を共通探索空間（Common Search 
Space；ＣＳＳ）に適用してもよい。
【０１０６】
　このとき、基地局装置１と移動局装置２との動作は、以下の動作が異なる点を除いて同
じである。基地局装置１において、探索空間（ＳＳ）／キャリア要素対応付け部５ａは、
移動局装置に上りリンクと下りリンクのキャリア要素を割り当て、移動局装置に割り当て
た上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、共通探索空間（ＣＳＳ）を拡張
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してから、または共通探索空間（ＣＳＳ）を拡張せずに分割し、分割した共通探索空間（
ＣＳＳ）にキャリア要素を対応付ける。
【０１０７】
　多重部２７は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の信号を、探索空間（ＳＳ）/
キャリア要素対応付け部５ａにおいて下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の下りリン
ク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリア要素が対応付けられた共通探索空間（ＣＳＳ）
に配置する。送信処理部３１は、多重部において配置された下りリンク制御チャネル(Ｐ
ＤＣＣＨ)の信号を送信する。
【０１０８】
　移動局装置２において、制御部５３は、自局装置に割り当てられた上りリンクと下りリ
ンクのキャリア要素の数に応じて、下りリンク制御チャネル検出部６７において下りリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行なう共通探索空間（ＣＳＳ）を拡張してから、
または共通探索空間（ＣＳＳ）を拡張せずに分割するよう制御する。
【０１０９】
　下りリンク制御チャネル検出部６７は、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の信号
の検出を行う複数の共通探索空間（ＣＳＳ）から下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
の検出を行う。
【０１１０】
　キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部６７が検出した下りリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置された共通探索空間（ＵＳＳ）から、下りリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信される自局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で
制御されるキャリア要素を識別する。
【０１１１】
　共通探索空間（ＣＳＳ）は、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）と同様に、複数の制御
チャネル要素（ＣＣＥ）から構成される。但し、移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を構
成する制御チャネル要素（ＣＣＥ）の番号は、移動局識別子（ＲＮＴＩ）を基に決定する
のに対し、共通探索空間（ＣＳＳ）を構成する制御チャネル要素（ＣＣＥ）の番号は、移
動局識別子（ＲＮＴＩ）とは関係なく、常に同じ制御チャネル要素（ＣＣＥ）の番号であ
る。例えば、共通探索空間（ＣＳＳ）は、常に０番から予め決められた番号までの、連続
した番号の制御チャネル要素（ＣＣＥ）から構成される。
【０１１２】
　つまり、本発明の無線通信システムでは、移動局識別子（ＲＮＴＩ）毎に異なる移動局
装置固有探索空間（ＵＳＳ）と、全てまたは複数の移動局装置間で共通の共通探索空間（
ＣＳＳ）が下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、により構成される。例えば、共通
探索空間（ＣＳＳ）には、全ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下
りリンク制御情報（ＤＣＩ）や特定の移動局装置宛の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）など
が配置される。また、共通探索空間（ＣＳＳ）はキャリア要素毎に構成される。移動局装
置は、キャリア要素毎に共通探索空間（ＣＳＳ）を監視しても良いし、移動局装置固有探
索空間（ＵＳＳ）を構成するキャリア要素の共通探索空間（ＣＳＳ）のみを監視してもよ
い。
【０１１３】
　図５又は図１０の移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）と同様に、共通探索空間（ＣＳＳ
）も、移動局装置に割り当てた上りリンクのキャリア要素の数、または、下りリンクのキ
ャリア要素の数で均等に分割することで、各上りリンク及び下りリンクのキャリア要素に
対応する共通探索空間（ＣＳＳ）を構成してもよい。
【０１１４】
（本実施の形態の変形例３）
　共通探索空間（ＣＳＳ）には、特定の移動局装置宛の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と
、全ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下りリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）が配置されるが、基地局装置が、移動局装置に割り当てるキャリア要素は移動局装置
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毎に異なるため、共通探索空間（ＣＳＳ）の分割または拡張する方法は移動局装置毎に異
なる。よって、共通探索空間（ＣＳＳ）に配置する特定の移動局装置宛の下りリンク制御
情報（ＤＣＩ）に対してだけ本発明を適用し、共通探索空間（ＣＳＳ）に配置する全ての
移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）には
本発明を適用しないように、一部の種類の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）だけに本発明を
適用してもよい。
【０１１５】
　このとき、基地局装置１と移動局装置２との動作は、以下の動作が異なる点を除いて同
じである。基地局装置１において、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａは、
移動局装置に上りリンクと下りリンクのキャリア要素を割り当て、移動局装置に割り当て
た上りリンクと下りリンクのキャリア要素の数に応じて、共通探索空間（ＣＳＳ）及び移
動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張してから、または共通探索空間（ＣＳＳ）及び移
動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）を拡張せずに分割し、分割した共通探索空間（ＣＳＳ）
及び移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）にキャリア要素を対応付ける。
【０１１６】
　多重部２７は、特定の移動局装置宛の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の信号を
、探索空間（ＳＳ）/キャリア要素対応付け部５ａにおいて下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリア要素が対応付けられた共
通探索空間（ＣＳＳ）及び移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）に配置する。また、多重部
２７は、全ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下りリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリア要素の共通探索
空間（ＣＳＳ）に配置する。
【０１１７】
　送信処理部３１は、多重部において配置された下りリンク制御チャネル(ＰＤＣＣＨ)の
信号を送信する。
【０１１８】
　移動局装置２において、制御部５３は、自局装置に割り当てられた上りリンクと下りリ
ンクのキャリア要素の数に応じて、下りリンク制御チャネル検出部６７において下りリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行なう共通探索空間（ＣＳＳ）及び移動局装置固
有探索空間（ＵＳＳ）を拡張してから、または共通探索空間（ＣＳＳ）及び移動局装置固
有探索空間（ＵＳＳ）を拡張せずに分割するよう制御する。
【０１１９】
　下りリンク制御チャネル検出部６７は、自局装置宛の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）の信号の検出を行う複数の共通探索空間（ＣＳＳ）及び移動局装置固有探索空間（
ＵＳＳ）から自局装置宛の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行う。また、
下りリンク制御チャネル検出部６７は、制御部において、拡張及び分割されていない共通
探索空間（ＣＳＳ）から、全ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下
りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の検出を行なう。
【０１２０】
　キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部６７が検出した自局装置
宛の下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が配置された共通探索空間（ＵＳＳ）及び移
動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）から、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信さ
れる自局装置宛ての下りリンク制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を識別する
。また、キャリア要素識別部５３ａは、下りリンク制御チャネル検出部６７が検出した全
ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下りリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）が配置された共通探索空間（ＵＳＳ）から、下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）で送信される全ての移動局装置間、または、複数の移動局装置間で共通の下りリンク
制御情報（ＤＣＩ）で制御されるキャリア要素を識別する。
【０１２１】
　また、本実施の形態を共通探索空間（ＣＳＳ）には適用せず、移動局装置固有探索空間
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（ＵＳＳ）だけに適用してもよい。また、本実施の形態を移動局装置固有探索空間（ＵＳ
Ｓ）には適用せず、共通探索空間（ＣＳＳ）だけに適用してもよい。また、本実施の形態
を移動局装置固有探索空間（ＵＳＳ）と共通探索空間（ＣＳＳ）の両方に適用してもよい
。
【０１２２】
　上記の本発明の各実施の形態のように、複数の移動局装置探索空間（ＵＳＳ）または共
通探索空間（ＣＳＳ）のそれぞれに、上りリンクと下りリンクのキャリア要素を対応付け
ることで、移動局装置が下りリンク制御情報（ＤＣＩ）が制御するキャリア要素を識別す
ることができ、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）にキャリア要素を識別する識別子を含めず
に、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）の符号化率を高くすることなく、上りリンクグラント
と下りリンクグラントが対応するキャリア要素を識別することができる。
【０１２３】
　例えば、５個の下りリンクのキャリア要素を識別するためには、下りリンク制御情報（
ＤＣＩ）に３ビットの識別子を含める必要があるが、本発明を適用することで、３ビット
の識別子を下りリンク制御情報（ＤＣＩ）に含める必要がないため、下りリンク制御情報
（ＤＣＩ）の符号化率を、従来の技術と比較して低くすることができる。
【０１２４】
　また、本発明のように下りリンク制御情報（ＤＣＩ）にキャリア要素を識別するための
識別子を含めないことで、従来と同様の下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を使うことができ
る。
【０１２５】
　本発明に関わる基地局装置及び移動局装置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ＨＤＤ（Har
d 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。
【０１２６】
　また、図６における上位層、制御部、受信アンテナ、受信処理部、多重分離部、復調部
、復号化部、符号化部、変調部、多重部、送信処理部、送信アンテナ及び、図７における
上位層、制御部、受信アンテナ、受信処理部、多重分離部、復調部、復号化部、下りリン
ク制御チャネル検出部、符号化部、変調部、多重部、送信処理部、送信アンテナの機能を
実現するためのプログラムをコンピュータ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、実行することにより
各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周
辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１２７】
　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。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、短時間の間、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むものとする。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。
【０１２８】
　以上、この発明の実施形態を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
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の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された発
明も含まれる。
　本明細書で引用した全ての刊行物、特許および特許出願をそのまま参考として本明細書
にとり入れるものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　本発明は、通信装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１３０】
１…基地局装置、２…移動局装置、３…上位層、３ａ…無線リソース制御部、５…制御部
、５ａ…探索空間/キャリア要素対応付け部、７…受信アンテナ、１１…受信処理部、１
５…多重分離部、１７…復調部、２１…復号化部、２３…符号化部、２５…変調部、２７
…多重部、３１…送信処理部、３３…送信アンテナ、５１…上位層、５１ａ…無線リソー
ス制御部、５３…制御部、５３ａ…キャリア要素識別部、５５…受信アンテナ、５７…受
信処理部、６１…多重分離部、６３…復調部、６５…復号化部、６７…下りリンク制御チ
ャネル検出部、７１…符号化部、７３…変調部、７７…多重部、８１…送信処理部、８３
…送信アンテナ。

【図１】 【図２】
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