
JP 6279477 B2 2018.2.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末（ＵＥ）が２つのタイプのＥ－ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対するデコーディング
動作を遂行する方法であって、
　前記ＵＥが、基地局から第１集合の物理資源ブロック（ＰＲＢ）及び第２集合のＰＲＢ
の少なくとも１つを知らせるシグナリングを受信するステップと、
　前記第１集合のＰＲＢを用いて第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ、及び前記第２集合の
ＰＲＢを用いて第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを決定するステップと、
　前記第１集合のＰＲＢが前記シグナリングによって通知されると、前記ＵＥが第１集合
のＣＣＥ集成レベルのうち少なくとも１つのＣＣＥ集成レベルに対して、前記第１集合の
ＰＲＢの第１検索空間で前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨをデコーディングするステ
ップと、
　前記第２集合のＰＲＢが前記シグナリングによって通知されると、前記ＵＥが第２集合
のＣＣＥ集成レベルの少なくとも一つのＣＣＥ集成レベルに対して、前記第２集合のＰＲ
Ｂの第２検索空間で前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨをデコーディングするステップ
と、
　を含み、
　前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は、多数のＰＲＢにおける分散型(distribut
ed)であり、前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は、単一ＰＲＢにおける集中型(lo
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calized)であり、
　前記第１集合のＰＲＢの第１検索空間は、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍ
ｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）及びＵＥ識別子から導出される第１ランダム変数に基づいて決定
されるか、または、前記第２集合のＰＲＢの第２検索空間は前記ＴＴＩ及び前記ＵＥ識別
子から導出される第２ランダム変数に基づいて決定されることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記第２集合のＰＲＢを用いて第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを決定するステップは
、前記第２集合のＰＲＢの個数Ｎが前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの個数Ｍより大
きいか又は同一であれば、Ｎ個の前記第２集合ＰＲＢ内の相異するＰＲＢでＭ個の前記第
２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置を決定するステップを含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥが基準ＰＲＢを含むＰＲＢで前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを検出すれ
ば、一つのＴＴＩの間にＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）の受信のための前記基準ＰＲＢのＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）をデータ受信において省略するか、または前記ＵＥが前記基準ＰＲＢを含むＰ
ＲＢで前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを検出すれば、前記基準ＰＲＢのＲＥをデー
タ受信において省略するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つのＣＣＥ集成レベルに対して、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの
各々の数は前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数と相異することを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　０より大きい前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数を有する最高ＣＣＥ集成
レベルは０より大きい前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数を有する最高ＣＣ
Ｅ集成レベルより大きいことを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨに対する転送は、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの転送より低いＣＣＥ集成レベルに対して大きなパーセンテージの候補を有するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｍ個の候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置は、前記ＴＴＩでのＣＣＥの総数、前記集
成レベル及び前記ＵＥのＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　
ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を使用して決定されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨは一部ＴＴＩでは前記第１集合の資源のみで転送
され、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨは他のＴＴＩでは前記第１集合の資源で、ま
たは第３集合の資源で転送され、かつ前記第３集合の資源もやはり前記基地局によりシグ
ナリングされることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを転送することに使われるＣＣＥの資源要素の数
は相異するＴＴＩで互いに異なることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　２つのタイプのＥ－ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対するデコーディング動作を遂行するユーザ
端末（ＵＥ）装置であって、
　基地局から第１集合の物理資源ブロック（ＰＲＢ）及び第２集合のＰＲＢの少なくとも
１つを知らせるシグナリングを受信する受信機と、
　前記第１集合のＰＲＢを用いて第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを決定するか、または
、前記第２集合のＰＲＢを用いて第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを決定する検索器と、
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　前記第１集合のＰＲＢが前記シグナリングによって通知されると、第１集合のＣＣＥ集
成レベルのうち少なくとも一つのＣＣＥ集成レベルに対して、前記第１集合のＰＲＢの第
１検索空間で前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨをデコーディングし、前記第２集合の
ＰＲＢが前記シグナリングによって通知されると、第２集合のＣＣＥ集成レベルのうち少
なくとも１つのＣＣＥレベルに対して、前記第２集合のＰＲＢの第２検索空間で前記第２
タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨをデコーディングするデコーダと、
　を含み、
　前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は、多数のＰＲＢにおける分散型(distribut
ed)であり、前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は、単一ＰＲＢにおける集中型(lo
calized)であり、
　前記第１集合のＰＲＢの第１検索空間は、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍ
ｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）及びＵＥ識別子から導出される第１ランダム変数に基づいて決定
されるか、または、前記第２集合のＰＲＢの第２検索空間は前記ＴＴＩ及び前記ＵＥ識別
子から導出される第２ランダム変数に基づいて決定されることを特徴とする、装置。
【請求項１１】
　前記検索器は、前記第２集合のＰＲＢの個数Ｎが前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ
の個数Ｍより大きいか又は同一であれば、Ｎ個の前記第２集合ＰＲＢ内の相異するＰＲＢ
でＭ個の前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置を決定することを特徴とする
、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＵＥが基準ＰＲＢを含むＰＲＢで前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを検出すれ
ば、一つのＴＴＩの間にＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）の受信のための前記基準ＰＲＢのＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）をデータ受信において省略するか、または前記ＵＥが前記基準ＰＲＢを含むＰ
ＲＢで前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを検出すれば、前記基準ＰＲＢのＲＥをデー
タ受信において省略する選択器をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つのＣＣＥ集成レベルに対して、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの
各々の数は前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数と相異することを特徴とする
、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　０より大きい前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数を有する最高ＣＣＥ集成
レベルは０より大きい前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の数を有する最高ＣＣ
Ｅ集成レベルより大きいことを特徴とする、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨに対する転送は、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの転送より低いＣＣＥ集成レベルに対して大きなパーセンテージの候補を有するこ
とを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記検索器は、前記ＴＴＩでのＣＣＥの総数、前記集成レベル及び前記ＵＥのＲＮＴＩ
（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を使用し
て前記Ｍ個の候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置を決定することを特徴とする請求項１１に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨは一部ＴＴＩでは前記第１集合の資源のみで転送
され、前記第１タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨは他のＴＴＩでは前記第１集合の資源で、ま
たは第３集合の資源で転送され、かつ前記第３集合の資源もやはり前記基地局によりシグ
ナリングされることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを転送することに使われるＣＣＥの資源要素の数
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は相異するＴＴＩで互いに異なることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第２集合のＰＲＢを用いて第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨを決定するステップは
、前記第２集合のＰＲＢの個数Ｎが前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの個数Ｍより小
さく、かつ、２ＮがＭより大きいか又は同一であれば、Ｎ個の前記第２集合ＰＲＢ内の相
異するＰＲＢでＮ個の前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置を決定し、Ｎ個
の前記第２集合ＰＲＢ内の相異するＰＲＢでＭ－Ｎ個の残りの第２タイプの候補Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの各々の位置を決定するステップを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記検索器は、前記第２集合のＰＲＢの個数Ｎが前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨ
の個数Ｍより小さく、かつ２ＮがＭより大きいか又は同一であれば、Ｎ個の前記第２集合
ＰＲＢ内の相異するＰＲＢでＮ個の前記第２タイプの候補Ｅ－ＰＤＣＣＨそれぞれの位置
を決定し、Ｎ個の前記第２集合ＰＲＢ内の相異するＰＲＢでＭ－Ｎ個の残りの第２タイプ
の候補Ｅ－ＰＤＣＣＨの各々の位置を決定することを特徴とする請求項１１に記載の装置
。
【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に関し、より詳しくは、物理ダウンリンク制御チャンネルの
送受信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、基地局（ＢＳ）またはＮｏｄｅＢのような転送ポイントからユーザ端
末（ＵＥ）に転送信号を伝達するダウンリンク（ＤＬ）と、ＵＥからＮｏｄｅＢのような
受信ポイントに転送信号を伝達するアップリンク（ＵＬ）とを含む。一般的に、端末また
は移動局とも称されるＵＥは、固定または移動することができ、移動電話、個人用コンピ
ュータ装置などでありうる。一般的に、固定局のＮｏｄｅＢはアクセスポイント（ＡＰ）
またはそれに相当する他の用語とも称される。
【０００３】
　ＤＬ信号は情報内容を転送するデータ信号、制御信号、及びパイロット信号とも知られ
ている基準信号（ＲＳ）を含む。ＮｏｄｅＢは、各々の物理ダウンリンク共有チャンネル
（ＰＤＳＣＨ）を介してデータ情報をＵＥに伝達し、各々の物理ダウンリンク制御チャン
ネル（ＰＤＣＣＨ）を介して制御情報をＵＥに伝達する。ＵＬ信号もやはりデータ信号、
制御信号、及びＲＳを含む。ＵＥは、各々の物理アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣ
Ｈ）を介してデータ情報をＮｏｄｅＢに伝達し、各々の物理アップリンク制御チャンネル
（ＰＵＣＣＨ）を介して制御情報をＮｏｄｅＢに伝達する。データ情報を転送するＵＥが
ＰＵＳＣＨを介して制御情報を伝達することもできる。
【０００４】
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）は、幾つかの目的のために使われるものであって、各
々のＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットを通じて伝達される。例えば、ＤＣＩはＰＤＳＣＨ
受信に対するＤＬスケジューリング割当（ＳＡ）とＰＵＳＣＨ転送に対するＵＬ　ＳＡを
含む。ＰＤＣＣＨが全体ＤＬオーバーヘッドの大部分であるので、ＰＤＣＣＨは転送にか
かる所要資源が直ちにＤＬ処理量（throughput）を減少させる。ＰＤＣＣＨオーバーヘッ
ドを減少させる１つの方法は、ＤＬ転送時間区間（ＴＴＩ）の間ＤＣＩフォーマットの転
送に必要とする資源によって、そのサイズをスケーリング（ｓｃａｌｉｎｇ）するもので
ある。直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）をＤＬ転送方法として使用する場合、ＰＣＦＩ
ＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）を介して転送されるＣＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｆｏｒｍａ
ｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）パラメータを使用してＤＬ　ＴＴＩでＰＤＣＣＨが占めるＯＦ
ＤＭシンボルの数を指示することができる。
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【０００５】
　図１は、ＤＬ　ＴＴＩでのＰＤＣＣＨ転送に対する従来の構造を示す図である。
【０００６】
　図１を参照すると、ＤＬ　ＴＴＩはＮ＝１４個のＯＦＤＭシンボルを有する１つのサブ
フレームを含む。ＰＤＣＣＨ転送を含むＤＬ制御領域は、最初にＭ個のＯＦＤＭシンボル
１１０を占める。残りのＮ－Ｍ個のＯＦＤＭシンボルはＰＤＳＣＨ転送１２０に主に使わ
れる。ＰＣＦＩＣＨ１３０は最初のＯＦＤＭシンボルの一部副搬送波（資源要素（ＲＥ）
とも称される）で転送され、Ｍ＝１、またはＭ＝２、またはＭ＝３のＯＦＤＭシンボルの
ＤＬ制御領域サイズを指示する２ビットを含む。また、一部ＯＦＤＭシンボルは各々のＲ
Ｓ　ＲＥ１４０、１５０をさらに含む。そのようなＲＳはほとんど全体のＤＬ動作帯域幅
（ＢＷ）に亘って転送され、各々のＵＥが自身のＤＬチャンネル媒体に対するチャンネル
推定を得て、その他の測定を遂行することにそのＲＳを使用することができるので、共通
（common）ＲＳ（ＣＲＳ）と称される。サブフレームに亘るＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨ
に対する帯域幅（ＢＷ）単位を物理資源ブロック（ＰＲＢ）という。ＰＲＢは複数のＲＥ
、例えば１２個のＲＥを含む。
【０００７】
　追加の制御チャンネルがＤＬ制御領域で転送できるが、簡略にするために図示していな
い。例えば、ＰＵＳＣＨでのデータ転送にＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔｒｅ　Ｑｕｅｓｔ）プロセスを使用する場合、ＮｏｄｅＢはＵＥがＰＵＳ
ＣＨで以前に転送した各々のデータ転送ブロック（ＴＢ）が正確に受信されたか（即ち、
ＡＣＫを通じて）不正確に受信されたか（ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫ）を通じ
て）否かをＵＥに指示するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）情報を
ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＨＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａ
ｎｎｅｌ）で転送することができる。
【０００８】
　図１のＣＲＳに追加して、他のＤＬ　ＲＳタイプとしてはＰＤＳＣＨ転送に使われるＰ
ＲＢのみで転送できるＤＭＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ＲＳ）がある。
【０００９】
　図２は、従来のＤＭＲＳ構造を示す図である。
【００１０】
　図２を参照すると、ＰＲＢのＤＭＲＳ　ＲＥ２１０、２１５は、４個のアンテナポート
（ＡＰ）からのＤＭＲＳを伝達する。第１のＡＰからのＤＭＲＳ転送は、同一な周波数位
置に位置し、時間領域で連続される２つのＤＭＲＳ　ＲＥに亘って｛１、１｝のＯＣＣ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｖｅｒｉｎｇ　Ｃｏｄｅ）２２０を適用する一方、第２のＡ
Ｐは｛１、－１｝のＯＣＣ　２２５を適用する。第３のＡＰからのＤＭＲＳ転送は、第１
のＡＰからのＤＭＲＳ転送とは相異するＲＥであって、第３のＡＰは同一な周波数位置に
位置し、時間領域で連続する２つのＤＭＲＳ　ＲＥに亘って｛１、１｝のＯＣＣ　２３０
を適用する一方、第４のＡＰは｛１、－１｝のＯＣＣ　２３５を適用する。ＵＥ受信機は
、各々のＤＭＲＳ　ＲＥで各々のＯＣＣを除去することによって、ＡＰからの信号が経る
チャンネルを推定することができ、或いは１つのサブフレームの各々のＤＭＲＳ　ＲＥに
亘る補間（ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ）によりチャンネルを推定することもできる。
【００１１】
　図３は、ＤＣＩフォーマットに対する従来のエンコーディングプロセスを示す図である
。
【００１２】
　図３を参照すると、ＮｏｄｅＢは各々のＰＤＣＣＨで各々のＤＣＩフォーマットを別に
コーディングして転送する。特定のＤＣＩフォーマットがＵＥを対象にして意図されたも
のであることをＵＥが識別できるようにするために、ＤＣＩフォーマットの意図対象であ
るＵＥに対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）がＤＣＩフォーマットコードワードのＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎ
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ｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）をマスキングする。ＣＲＣ計算動作３２０を使用してＤＣＩフ
ォーマットビット（コーディングされていない）３１０のＣＲＣを計算し、次に、ＣＲＣ
とＲＮＴＩビット３４０との間のＸＯＲ（ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ　ＯＲ）演算３３０を使用
してＣＲＣをマスキングする。ＸＯＲ演算３３０は、次の通り定義される：ＸＯＲ（０，
０）＝０、ＸＯＲ（０，１）＝１、ＸＯＲ（１，０）＝１、ＸＯＲ（１，１）＝０。マス
キングされたＣＲＣビットをＣＲＣ添付動作３５０を使用してＤＣＩフォーマット情報ビ
ットに添付し、チャンネルコーディング動作３６０（例えば、畳み込み符号を使用した動
作）を使用してチャンネルコーディングを遂行し、次に、割り当てられる資源にレートマ
ッチング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）動作３７０を適用し、最後にインターリービン
グ及び変調動作３８０を遂行して出力制御信号３９０を転送する。本例において、ＣＲＣ
及びＲＮＴＩは全て１６ビットを含む。
【００１３】
　図４は、ＤＣＩフォーマットに対する従来のデコーディングプロセスを示す図である。
【００１４】
　図４を参照すると、ＵＥ受信機はＵＥがＤＬサブフレームでＤＣＩフォーマット割当を
有するか否かを決定するために、ＮｏｄｅＢ送信機の反対の動作を遂行する。受信された
制御信号４１０を動作４２０で復調し、その結果、生成されたビットをデインターリービ
ングし、動作４３０を通じてＮｏｄｅＢ送信機で適用されたレートマッチングを復元し、
続いて動作４４０でデータをデコーディングする。データをデコーディングした後、ＣＲ
Ｃビット４５０を抽出し、次に、抽出されたビット４５０をＵＥ　ＲＮＴＩ４８０とのＸ
ＯＲ演算を適用してデマスキング４７０した後、ＤＣＩフォーマット情報ビット４６０を
得る。最終的に、ＵＥがＣＲＣテスト４９０を遂行する。ＣＲＣテストに通過すれば、Ｕ
Ｅは受信された制御信号４１０に対応するＤＣＩフォーマットが有効であると判断し、信
号受信または信号転送のパラメータを決定する。ＣＲＣテストに通過できなければ、ＵＥ
は推定されたＤＣＩフォーマットを無視する。
【００１５】
　ＵＥへのＰＤＣＣＨ転送が他のＵＥへのＰＤＣＣＨ転送を遮っていることを避けるため
に、ＤＬ制御領域の時間－周波数領域での各々のＰＤＣＣＨの位置は固有のものでない。
したがって、ＵＥはＤＬサブフレームでＵＥを対象にして意図されたＰＤＣＣＨがあるか
否かを判断するために、多数回のデコーディング動作を遂行しなければならない。ＰＤＣ
ＣＨを転送するＲＥは論理領域（ｌｏｇｉｃａｌ　ｄｏｍａｉｎ）でＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）にグループ化される。図２の所定の数のＤＣＩ
フォーマットビットにおいて、各々のＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの数はチャンネルコーデ
ィング率（本例では、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）が変調方式として使われる）に依存して変わる。ＮｏｄｅＢは、高いＤＬ　Ｓ
ＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔ
ｉｏ）を経るＵＥよりは低いＤＬ　ＳＩＮＲを経るＵＥにＰＤＣＣＨを転送することに一
層低いチャンネルコーディング率（即ち、より多いＣＣＥ）を使用することができる。Ｃ
ＣＥ集成レベル（ＣＣＥ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）は、例えば１、２、４
、及び８ＣＣＥを含むことができる。
【００１６】
　ＰＤＣＣＨデコーディングプロセスにおいて、ＵＥは全てのＵＥに対する共通のＣＣＥ
集合（即ち、ＣＳＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ））によって、そしてＵ
Ｅ専用のＣＣＥ集合（即ち、ＵＥ－ＤＳＳ（ＵＥ－Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｓｅａｒｃｈ　
Ｓｐａｃｅ））によって論理領域のＣＣＥを復元した後に候補ＰＤＣＣＨに対する検索空
間を決定することができる。ＣＳＳは、論理領域で最初のＣ個のＣＣＥを含むことができ
る。ＵＥ－ＤＳＳは、サブフレーム番号またはサブフレームのＣＣＥの総数とＵＥ共通パ
ラメータ及びＲＮＴＩのようなＵＥ専用パラメータを入力として有する疑似ランダム関数
によって決定できる。例えば、ＣＣＥ集成レベル



(7) JP 6279477 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

【数１】

に対し、ＰＤＣＣＨ候補ｍに対応するＣＣＥは＜数式１＞により与えられる。
【００１７】
【数２】

【００１８】
　＜数式１＞で、ＮＣＣＥ，Ｋは、サブフレームｋのＣＣＥの総数であり、ｉ＝０，．．
Ｌ－１であり、ｍ＝０，．．．Ｍ（Ｌ）－１であり、Ｍ（Ｌ）は検索空間でモニターリン
グするＰＤＣＣＨ候補の数である。

【数３】

に対するＭ（Ｌ）の例示的な値は、各々｛６，６，２，２｝である。ＵＥ－ＣＳＳに対し
、Ｙｋ＝０である。ＵＥ－ＤＳＳに対し、Ｙｋ＝（Ａ・Ｙｋ－１）ｍｏｄＤであり、ここ
でＹ－１＝ＲＮＴＩ≠０であり、Ａ＝３９８２７であり、Ｄ＝６５５３７である。
【００１９】
　多数のＵＥに情報を伝達するＤＣＩフォーマットはＣＳＳから転送される。追加で、多
数のＵＥに情報を伝達するＤＣＩフォーマットの転送後に充分のＣＣＥが残れば、ＣＳＳ
はＤＬ　ＳＡまたはＵＬ　ＳＡに対する一部のＵＥ特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）ＤＣ
Ｉフォーマットを伝達することもできる。ＵＥ－ＤＳＳはただＤＬ　ＳＡまたはＵＬ　Ｓ
Ａに対するＵＥ特定ＤＣＩフォーマットのみを排他的に伝達する。例えば、ＵＥ－ＣＳＳ
は１６個のＣＣＥを含み、Ｌ＝８のＣＣＥに２つのＤＣＩフォーマットをサポートしたり
、　Ｌ＝４のＣＣＥに４個のＤＣＩフォーマットをサポートしたり、　Ｌ＝８のＣＣＥに
１つのＤＣＩフォーマットを、そして　Ｌ＝４のＣＣＥに２つのＤＣＩフォーマットをサ
ポートすることができる。ＣＳＳに対するＣＣＥは最初に論理領域に配置される（インタ
ーリービングの前に）。
【００２０】
　図５は、各々のＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットの従来の転送プロセスを示す図である
。
【００２１】
　図５を参照すると、チャンネルコーディング及びレートマッチングを遂行した後（図３
を参照して説明したように）、エンコーディングされたＤＣＩフォーマットビットを論理
領域でＰＤＣＣＨのＣＣＥにマッピングする。最初の４個のＣＣＥ（Ｌ＝４）であるＣＣ
Ｅ１　５０１、ＣＣＥ２　５０２、ＣＣＥ３　５０３、及びＣＣＥ４　５０４は、ＵＥ１
へのＰＤＣＣＨ転送に使われる。次の２つの２ＣＣＥ（Ｌ＝２）であるＣＣＥ５　５１１
及びＣＣＥ６　５１２は、ＵＥ２へのＰＤＣＣＨ転送に使われる。次の２つのＣＣＥ（Ｌ
＝２）であるＣＣＥ７　５２１及びＣＣＥ８　５２２は、ＵＥ３へのＰＤＣＣＨ転送に使
われる。終わりに、最後のＣＣＥ（Ｌ＝１）であるＣＣＥ９　５３１はＵＥ４へのＰＤＣ
ＣＨ転送に使われる。
【００２２】
　次に、ステップ５４０で、ＤＣＩフォーマットビットをバイナリスクランブリングコー
ドによりスクランブリングし、スクランブリングされたビットをステップ５５０で変調す
る。各々のＣＣＥは、ＲＥＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）にさら
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に分けられる。例えば、３６個のＲＥを含むＣＣＥは４個のＲＥを各々含む９個のＲＥＧ
に分けられる。ステップ５６０で、４個のＱＰＳＫシンボルのブロックでＲＥＧの間にイ
ンターリービングを適用する。例えば、個別ビットの代りにシンボルクアドラプレット（
ｓｙｍｂｏｌ－ｑｕａｄｒｕｐｌｅｔ）（即ち、ＲＥＧの４個のＲＥに対応する４個のＱ
ＰＳＫシンボル）に対し、インターリービングが遂行されるブロックインターリーバーを
使用することができる。ＲＥＧをインターリービングした後、ステップ５７０で、結果的
に生成されたＱＰＳＫシンボルのシリーズをＪ個のシンボルだけシフトすることができ、
最終的にステップ５８０で、各々のＱＰＳＫシンボルをＤＬ制御領域のＲＥにマッピング
する。したがって、ＮｏｄｅＢ送信機アンテナ５９１、５９２とＰＣＦＩＣＨ５９３、及
びＰＨＩＣＨ（図示せず）のような他のチャンネルからのＲＳに追加して、ＤＬ制御領域
のＲＥはＵＥ１　５９４、ＵＥ２　５９５、ＵＥ３　５９６、及びＵＥ４　５９７に対す
るＤＣＩフォーマットに対応するＰＤＣＣＨに対するＱＰＳＫシンボルを含む。
【００２３】
　図５のＰＤＣＣＨの転送に対する制御領域は最大Ｍ＝３個のＯＦＤＭシンボルを使用し
、ほとんど全体動作ＤＬ　ＢＷに亘って制御信号を転送する。その結果、そのような制御
領域が制限された容量を有し、周波数領域の干渉制御（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）を達成できなくなる。
　制御信号の転送に拡張された容量または周波数領域の干渉制御を必要とする幾つかの場
合がある。その１つの場合は、多数のセルのＵＥに対するＤＬ　ＳＡ、またはＵＬ　ＳＡ
が単一セルで転送される（例えば、他のセルがＰＤＳＣＨのみを伝達するため）セル集成
（ｃｅｌｌ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を有する通信システムである。他の場合は、多数
のＤＬ　ＳＡが同一なＰＤＳＣＨ資源に対応するＰＤＣＳＨの多重ＵＥ空間多重化（ｍｕ
ｌｔｉ－ＵＥ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を広範囲に使用する場合で
ある。更に他の場合は、第１のＮｏｄｅＢからのＤＬ転送が第２のＮｏｄｅＢからのＤＬ
転送から強い干渉を経て２つのＮｏｄｅＢの間で周波数領域のＤＬ干渉制御を必要とする
場合である。
【００２４】
　ＰＤＣＣＨのＲＥＧ基盤の転送及びインターリービングにより、制御領域がより多いＯ
ＦＤＭシンボルを含むように拡張されながら、そのような拡張を知れない既存のＵＥとの
互換動作を維持できない。１つの代案は、ＰＤＳＣＨ領域の制御領域を拡張して個々のＰ
ＲＢをＥ－ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）と称される新たなＰＤＣＣＨを
転送することに使用するものである。ＮｏｄｅＢは、ＰＤＣＣＨとＥ－ＰＤＣＣＨのうち
のいずれか１つまたはその全て対してデコーディング動作を遂行するようにＵＥを設定す
ることができる。典型的に、ＮｏｄｅＢはＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）シグナリングのような上位階層シグナリングによりＵＥに機能を設定する。
【００２５】
　図６は、従来のＥ－ＰＤＣＣＨ転送構造を示す図である。
【００２６】
　図６を参照すると、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送がＰＤＣＣＨ転送６１０の直後に直ちに　始ま
って、残りの全てのＤＬサブフレームシンボルに亘って転送されているが、その代わりに
Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送が予め定まったサブフレームシンボルで始まって、残りのＤＬサブフ
レームシンボルの一部に亘って延長されることもできる。Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は、４個の
ＰＲＢ　６２０、６３０、６４０、６５０で起こることがある一方、残りのＰＲＢ　６６
０、６６２、６６４、６６６、６６８は、ＰＤＳＣＨ転送に使用できる。所定の数のサブ
フレームシンボルに亘るＥ－ＰＤＣＣＨ転送がＰＲＢで利用可能なサブフレームシンボル
の数より少ないＲＥを必要とするため、多数のＥ－ＰＤＣＣＨが同一なＰＲＢで多重化で
きる。そのような多重化は、可能な領域（即ち、時間領域、周波数領域、または空間領域
）の任意の組合で可能であり、ＰＤＣＣＨと類似な方式により、Ｅ－ＰＤＣＣＨは少なく
とも１つのＥ－ＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＣＥ）を含む。
【００２７】



(9) JP 6279477 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

　ＮｏｄｅＢが各々のＵＥが経るチャンネルに対する正確な情報を有しており、　ＦＤＳ
（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）またはビームフォーミン
グを遂行することができれば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送が単一ＰＲＢでありうる。でなければ
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送は多数のＰＲＢでありうる。後者の場合、ＮｏｄｅＢが多数の送信
機アンテナを持っていれば、ＮｏｄｅＢはアンテナ送信ダイバーシティー（ａｎｔｅｎｎ
ａ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）を用いてＥ－ＰＤＣＣＨを転送す
ることができる。ここで、単一ＰＲＢで転送されるＥ－ＰＤＣＣＨを集中型（ｌｏｃａｌ
ｉｚｅｄ）またはノン－インターリーブド（ｎｏｎ－　ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ）Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨといい、多数のＰＲＢで転送されるＥ－ＰＤＣＣＨを分散型（ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ）またはインターリーブド（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ）Ｅ－ＰＤＣＣＨという。
【００２８】
　機能的設計を提供するために、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨまたはノン－インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおける動作に対する幾つかの態様を定義する必要がある。１つ
態様は、ＵＥがサブフレームでノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの検出（ｄｅｔｅ
ｃｔ）またはインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの検出を遂行するための検索プロセス（ｓ
ｅａｒｃｈ　ｐｒｏｃｅｓｓ）である。他の態様は、同一なサブフレームで同一なＵＥに
よるインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ及びノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの検出
である。他の態様は、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨまたはノン－インターリーブドＥ
－ＰＤＣＣＨの潜在的転送のためにＵＥに設定されたＰＲＢがＰＤＳＣＨの受信のために
上記ＵＥに指示される場合の上記ＵＥによるＰＲＢの処理である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　したがって、ＵＥがサブフレームでノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨとインター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨを検索してデコーディングするプロセスを定義する必要がある。
【００３０】
　また、ＵＥが同一なサブフレームでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨとノン－インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨを全てデコーディングする方法を定義する必要もある。
【００３１】
　また、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨまたはノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ
の潜在的転送のためにＵＥに設定されたＰＲＢがＰＤＳＣＨの受信のためにＵＥに指示さ
れる場合に、ＵＥがそのＰＲＢを処理することに対する規則を定める必要もある。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　これによって、本発明は少なくとも前述した限界点及び問題点に対応するために案出し
たものであって、本発明はＵＥが同一なサブフレームで候補インターリーブドＥ－ＰＤＣ
ＣＨに対する、及び候補ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するデコーディング
動作を遂行し、候補インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する第１検索プロセス及び候補
ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する第２検索プロセスを遂行し、ＰＤＳＣＨ
受信のために指示されたが、別にインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨまたはノン－インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨの潜在的転送のためにも指示されたＰＲＢの各々のＲＥをデータ
受信において含めるか否かを決定する方法及び装置を提供する。
【００３３】
　本発明の一態様によって、ユーザ端末（ＵＥ）が２つのタイプのＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対するデコーディン
グ動作を遂行する方法であって、各々のＰＤＣＣＨが少なくても１つのＣＣＥ（Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）で基地局から転送され、第１タイプのＰＤＣＣＨが第１
集合の資源で第１集合のＣＣＥ集成レベルから選択されたＣＣＥ集成レベルに転送され、
第２タイプのＰＤＣＣＨが第２集合の資源で第２集合のＣＣＥ集成レベルから選択された
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ＣＣＥ集成レベルに転送される方法が提供される。本方法は、基地局が第１集合の資源及
び関連した第１のＰＤＣＣＨタイプと第２集合の資源、及び関連した第２のＰＤＣＣＨタ
イプをＵＥにシグナリングするステップ、ＵＥが第１集合のＣＣＥ集成レベルの各々のＣ
ＣＥ集成レベルに対して第１集合の資源の各々の数の第１タイプの候補ＰＤＣＣＨをデコ
ーディングするステップ、及びＵＥが第２集合のＣＣＥ集成レベルの各々のＣＣＥ集成レ
ベルに対して第２集合の資源の各々の数の第２タイプの候補ＰＤＣＣＨをデコーディング
するステップを含む。
【００３４】
　本発明の他の態様によって、ユーザ端末（ＵＥ）がＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）でのＮ個のＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｂｌｏｃｋ）の集合でＭ個の候補ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対する位置を決定する方法であって、候補ＰＤＣ
ＣＨが集成レベルのＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み
、Ｍ個の候補ＰＤＣＣＨが同一なＣＣＥ集成レベルに使われる方法が提供される。本方法
は、ＮがＭより大きければ、相異するＰＲＢでＭ個の候補ＰＤＣＣＨの各々に対する位置
を決定するステップ、及びＭがＮより大きく、２ＮがＭより大きければ、相異するＰＲＢ
で最初のＮ個の候補ＰＤＣＣＨの各々に対する位置を決定し、相異するＰＲＢで残りのＭ
－Ｎ個の候補ＰＤＣＣＨの各々に対する位置を決定するステップを含む。
【００３５】
　本発明の更に他の態様によって、ユーザ端末（ＵＥ）がＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）でのＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）の受信のために基地局がＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介してＵＥにシグナリ
ングしたＲＢＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏｕｐ）に含まれた基準ＰＲＢ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）の各々のＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ）をデータ受信において含めるか、省略するかを決定する方法であって、
基準ＰＲＢがＴＴＩでの少なくとも１つのＰＤＣＣＨの潜在的転送のために基地局がＵＥ
にシグナリングした少なくとも１つのＰＲＢ集合に属する方法が提供される。本方法は、
ＰＤＣＣＨが第１タイプのものであり、ＵＥが基準ＰＲＢを含むＰＲＢ集合のＰＲＢでＰ
ＤＣＣＨを検出すれば、またはＵＥがＰＤＣＣＨを検出するＰＲＢが基準ＰＲＢを含むか
否かに関わらず、ＰＤＣＣＨが第１のＰＲＢ集合にあれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受
信において省略するか、またはＰＤＣＣＨが第２タイプのものであり、ＵＥが基準ＰＲＢ
を含むＰＲＢでＰＤＣＣＨを検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において省略す
るステップ、及びＰＤＣＣＨが第１タイプのものであり、基準ＰＲＢが第２のＰＲＢ集合
にあり、ＵＥが第１のＰＲＢ集合のＰＲＢでＰＤＣＣＨを検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥ
をデータ受信において含めるか、ＰＤＣＣＨが第２タイプのものであり、ＵＥが基準ＰＲ
Ｂを含まないＰＲＢでＰＤＣＣＨを検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において
含めるステップを含む。
【００３６】
　本発明の更に他の態様によって、２つのタイプのＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対するデコーディング動作を遂行す
るユーザ端末（ＵＥ）装置であって、各々のＰＤＣＣＨが少なくても１つのＣＣＥ（Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含み、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）で基地局から転送され、第１タイプのＰＤＣＣＨが
第１集合の資源で第１集合のＣＣＥ集成レベルから選択されたＣＣＥ集成レベルに転送さ
れ、第２タイプのＰＤＣＣＨが第２集合の資源で第２集合のＣＣＥ集成レベルから選択さ
れたＣＣＥ集成レベルに転送されるＵＥ装置が提供される。本装置は、第１集合の資源及
び関連の第１のＰＤＣＣＨタイプと第２集合の資源及び関連の第２のＰＤＣＣＨタイプを
知らせる基地局からのシグナリングを受信する受信機、第１集合のＣＣＥ集成レベルの各
々のＣＣＥ集成レベルに対して第１集合の資源の各々の数の第１タイプの候補ＰＤＣＣＨ
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をデコーディングするデコーダ、及び第２集合のＣＣＥ集成レベルの各々のＣＣＥ集成レ
ベルに対して第２集合の資源の各々の数の第２タイプの候補ＰＤＣＣＨをデコーディング
するデコーダを含む。
【００３７】
　本発明の更に他の態様によって、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎ
ｔｅｒｖａｌ）でのＮ個のＰＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）
の集合でＭ個の候補ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対する位置を決定するユーザ端末（ＵＥ）装置であって、候補ＰＤ
ＣＣＨが集成レベルのＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を含
み、Ｍ個の候補ＰＤＣＣＨが同一なＣＣＥ集成レベルに使われるＵＥ装置が提供される。
本装置は、ＭがＮ以下であれば、相異するＰＲＢでＭ個の候補ＰＤＣＣＨの各々に対する
位置を決定し、ＭがＮより大きく、２ＮがＭより大きければ、相異するＰＲＢで最初のＮ
個の候補ＰＤＣＣＨの各々に対する位置を決定し、相異するＰＲＢで残りのＭ－Ｎ個の候
補ＰＤＣＣＨの各々に対する位置を決定する検索器、及び候補ＰＤＣＣＨをデコーディン
グするデコーダを含む。
【００３８】
　本発明の更に他の態様によって、ＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎ
ｔｅｒｖａｌ）でのＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　
ＣＨａｎｎｅｌ）の受信のために基地局がＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介してユーザ端末（ＵＥ）装置にシグナリン
グしたＲＢＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏｕｐ）に含まれた基準ＰＲＢ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）の各々のＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅ
ｌｅｍｅｎｔ）をデータ受信において含めるか、省略するかを決定するＵＥ装置であって
、基準ＰＲＢがＴＴＩでの少なくとも１つのＰＤＣＣＨの潜在的転送のために、基地局が
ＵＥ装置にシグナリングした少なくとも１つのＰＲＢ集合に属するＵＥ装置が提供される
。本装置は、ＰＤＣＣＨを検出するデコーダ、ＰＤＣＣＨが第１タイプのものであり、Ｕ
Ｅ装置が基準ＰＲＢを含むＰＲＢ集合のＰＲＢでＰＤＣＣＨを検出すれば、またはＵＥ装
置がＰＤＣＣＨを検出するＰＲＢが基準ＰＲＢを含むか否かに関わらず、ＰＤＣＣＨが第
１のＰＲＢ集合にあれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において省略するか、またはＰ
ＤＣＣＨが第２タイプのものであり、ＵＥ装置が基準ＰＲＢを含むＰＲＢでＰＤＣＣＨを
検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において省略し、ＰＤＣＣＨが第１タイプの
ものであり、基準ＰＲＢが第２のＰＲＢ集合にあり、ＵＥ装置が第１のＰＲＢ集合のＰＲ
ＢでＰＤＣＣＨを検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において含めるか、ＰＤＣ
ＣＨが第２タイプのものであり、ＵＥ装置が基準ＰＲＢを含まないＰＲＢでＰＤＣＣＨを
検出すれば、基準ＰＲＢのＲＥをデータ受信において含める選択器、及びＰＤＳＣＨを受
信する受信機を含む。
【００３９】
　添付図面と関連してなされる以後の詳細な説明から、本発明の上記及びその他の態様、
特徴、及び利点がより明確になる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】ＰＤＣＣＨ転送に対する従来の構造を示す図である。
【図２】従来のＤＭＲＳ構造を示す図である。
【図３】ＤＣＩフォーマットに対する従来のエンコーディングプロセスを示すブロック図
である。
【図４】ＤＣＩフォーマットに対する従来のデコーディングプロセスを示すブロック図で
ある。
【図５】ｃＰＤＣＣＨに対する転送プロセスを示す図である。
【図６】ｅＰＤＣＣＨ転送にＰＲＢを使用する従来の構造を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に従うインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢ及びノ
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ン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢをＵＥに割り当てるプロセスを示す
図である。
【図８】本発明の実施形態に従う各々のＥ－ＰＤＣＣＨがインターリーブドＥ－ＰＤＣＣ
Ｈかノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨかによってＥ－ＣＣＥサイズを決定すること
を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に従う割り当てられたＯＦＤＭシンボルの数によってノン－イ
ンターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズを決定することを示す図である
。
【図１０】本発明の実施形態に従うインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する及びノン－
インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥ集成レベルＬＥ，Ｄ及びＬＥ，Ｌ毎
に別の数の候補を各々割り当てることを示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に従うノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対してＵＥ
に設定されたＰＲＢにノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補を割り当てることを示
す図である。
【図１２】本発明の実施形態に従うＵＥがＥ－ＰＤＣＣＨに対して設定され、ＰＤＳＣＨ
受信のために指示されたＲＢＧに含まれているＰＲＢをＰＤＳＣＨ受信に使用するか否か
を決定するプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以後の説明において、同一な
構成要素はたとえそれらが相異する図面に図示されていても同一な図面符号により指示で
きる。また、以後の説明にあるいろいろな特定の定義は単に本発明の全般的な理解を助け
るために提供されたものであって、そのような定義がなくても本発明が具現できるという
ことは当業者に明白である。また、以後の本発明の説明において、本明細書に含まれた公
知の機能及び構成が本発明の主題を曖昧にすることがある場合には、その詳細な説明を省
略する。
【００４２】
　さらに、本発明の実施形態をＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を参照して後述するが、本発明の実施形
態は一般的にＤＦＴ拡散（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－ｓ
ｐｒｅａｄ）ＯＦＤＭをはじめとする全てのＦＤＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）転送にも適用できる。
【００４３】
　本発明の実施形態はＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対して特定の構造を仮定しない。本発明の実
施形態に従うＥ－ＰＤＣＣＨ転送の幾つかの一般的な態様は次のものを含むことができる
。
【００４４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨは、Ｅ－ＣＣＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＣＥ）で転送される；Ｅ－ＣＣ
ＥはＣＣＥと同一なサイズを有することもあり、有しないこともある；Ｅ－ＣＣＥはＥ－
ＲＥＧを含み、Ｅ－ＲＥＧはＰＲＢにある多数のＲＥを含む。
【００４５】
　サブフレームでＥ－ＰＤＣＣＨを転送するためのＯＦＤＭシンボルの数はＰＤＣＣＨ転
送後に残った全てのシンボル、または予め定まったＯＦＤＭシンボルから始めるＯＦＤＭ
シンボルの数でありうる。
【００４６】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送に使われるＰＲＢは相異するＥ－ＰＤＣＣＨを転送することに使わ
れるＥ－ＲＥＧまたはＥ－ＣＣＥを含むことができる。
【００４７】
　インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、一定数のＰＲＢ及びＯＦＤＭシンボルに亘
る各々のＥ－ＣＣＥの多重化はＣＣＥに対するものと同一な構造を有することができる。
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Ｅ－ＣＣＥの数はサブフレームで利用可能な全てのＰＲＢ（ＢＷと利用可能な全てのＯＦ
ＤＭシンボル）に亘るＣＣＥの数と同一に計算される。Ｅ－ＰＣＦＩＣＨ及びＥ－ＰＨＩ
ＣＨのような他の制御チャンネルの可能な転送に使われるＥ－ＲＥＧは計算で差引きされ
る。
【００４８】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、ＰＲＢの各々のＥ－ＣＣＥのＥ－Ｒ
ＥＧは可能な領域（時間、周波数、または空間領域）の組合に亘って他のノン－インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥのＥ－ＲＥＧと多重化できる。
【００４９】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨの復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）は各々のＥ－ＰＤＣＣＨを転送す
ることに使われるＰＲＢの一部ＯＦＤＭシンボルのみで転送されるＲＳ（ＤＭＲＳ）を基
盤にすることができる。
【００５０】
　本発明の実施形態に従う第１の例は、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢ
及びＥ－ＣＣＥサイズとノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢ及びＥ－
サイズを考察する。ＵＥは、ＮｏｄｅＢにより各々のインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨま
たはノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送が起こるＰＲＢの集合の通知を受ける。
ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対しては、ＰＲＢの集合が上位階層シグナリン
グを使用して通知される。インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対しては、ＰＲＢの集合が
上位階層シグナリングまたはＥ－ＰＣＦＩＣＨを介して通知されるが、上記Ｅ－ＰＣＦＩ
ＣＨはインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに使われるＰＲＢの所定の集合に亘って転送され
、上記Ｅ－ＰＣＦＩＣＨは同一なサブフレームでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に
使われるＰＲＢの総数をＵＥに知らせる。
【００５１】
　図７は、本発明の実施形態に従うインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢ及び
ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢをＵＥに割り当てるプロセスを示
す図である。
【００５２】
　図７を参照すると、サブフレームｋのＰＲＢがＰＤＣＣＨ７１０、ＰＤＳＣＨ７２０、
インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ７３０、及びノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ７
４０を転送するために割り当てられる。インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ及びノン－イン
ターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のために別のＰＲＢがＵＥに設定される。サブフレーム
ｋ＋１では、サブフレームｋでノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に使われてい
たＰＲＢがＰＤＳＣＨ転送７５０Ａ、７５０Ｂに使われる一方、２つの追加のＰＲＢ　７
６０Ａ、７６０ＢがインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のために含まれる。インターリ
ーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のための追加のＰＲＢの指示はＥ－ＰＣＦＩＣＨ(図示せず) 
を伝送することによって遂行されるが、上記Ｅ－ＰＣＦＩＣＨは所定の数のＯＦＤＭシン
ボル及び、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨをＵＥに転送するために常に存在する最小集
合のＰＲＢで転送される。
【００５３】
　ＵＥは、ＮｏｄｅＢにより同一なサブフレームでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨとノ
ン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ全てに対してブラインドデコーディング（ｂｌｉｎ
ｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ）動作を遂行するように設定される。ＵＥが２つのタイプのＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ全てに対してブラインドデコーディング動作を遂行する１つの理由は、Ｎｏｄｅ
ＢでのＵＥに対するチャンネル情報が一部サブフレームで信頼性がない場合に頑健性（ｒ
ｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）を提供するためのものである。例えば、ＵＥからのチャンネル情報
フィードバックが十分に最新のものでないので、最後のフィードバックの以後にチャンネ
ルが変更されたことがある場合、またはＮｏｄｅＢがＵＥからのフィードバックが正確で
ないと判断する場合（例えば、ＵＥからの信号転送がフェーディングを経る場合のような
）、ＵＥへのインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送が使用できる。他の理由は、Ｎｏｄｅ
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Ｂが相異するＵＥへのＥ－ＰＤＣＣＨを効果的に多重化しながらも関連資源を最小化する
ようにするためのものである。例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送に利用可能な全てのＯＦＤＭ
シンボルに亘る１つのＰＲＢは、単に一つのＥ－ＰＤＣＣＨのみを含めるにはあまり大き
いことがあるので、利用可能な全てのＯＦＤＭシンボルに亘って多数のノン－インターリ
ーブドＥ－ＰＤＣＣＨが１つのＰＲＢに多重化できる。しかしながら、与えられたサブフ
レームでただ１つのそのようなＵＥのみがノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送を
有すれば、ＮｏｄｅＢは各々のＰＲＢをＰＤＳＣＨ転送に使用し、そのＵＥに対してイン
ターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送を使用することができる（例えば、図７のサブフレーム
ｋ＋１で）。更に他の理由は、ＮｏｄｅＢが大きいＥ－ＣＣＥ集成レベルを使用すること
ができるようにするためのものであって、それはインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対し
ては可能であるが、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対しては可能でないことも
ある（ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨが１つのＰＲＢで転送されるため）。
【００５４】
　本例において、Ｅ－ＣＣＥサイズはＥ－ＰＤＣＣＨに対してＰＤＣＣＨに対するＣＣＥ
集成レベルと同一なＥ－ＣＣＥ集成レベルを維持するという目的を達成することを条件に
して決定される。また、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、追加の目的は
Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送に利用可能なサブフレームのＯＦＤＭシンボルの数に対して１つのＰ
ＲＢ内で可能なＥ－ＣＣＥ集成レベルをサポートするものである。
【００５５】
　上記２つ目的はノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズがイ
ンターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズと相異するようになることを必
要とする。例えば、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズは、少な
くともＣＣＥサイズと同一でありうるが、ＣＣＥサイズは例えば３６個のＲＥでありうる
。インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対してＣＣＥサイズより大きいＥ－ＣＣＥサイズを
許容する理由は、同一なＥ－ＣＣＥ／ＣＣＥサイズを有する同一なＤＣＩフォーマットサ
イズ及び同一な集成レベルにおいては、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する検出性
能がＰＤＣＣＨに対するもの劣ることがあるものである。なぜならば、前者に対する変調
がＤＭＲＳを基盤とし、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送が減少された干渉ダイバーシティー及び周波
数ダイバーシティーを経ることがある一方、後者に対する変調がＣＲＳを基盤とし、ＰＤ
ＣＣＨ転送が最大の干渉ダイバーシティー及び周波数ダイバーシティーを経ることがある
ためである。ＵＥによりＤＭＲＳ　ＲＥより多いＣＲＳ　ＲＥがチャンネル推定に使用さ
れることと仮定されれば、、ＤＭＲＳがＣＲＳより劣るチャンネル推定を提供することが
ある。したがって、ＰＤＣＣＨ転送のためのＣＣＥサイズより大きいインターリーブドＥ
－ＰＤＣＣＨ転送のためのＥ－ＣＣＥサイズを許容することは、同一な集成レベルに対し
てインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対するコーディング利得をＰＤＣＣＨ転送に対
するものより大きくすることを可能にし、それは劣るチャンネル推定による、または減少
した周波数ダイバーシティー及び干渉ダイバーシティーによる性能の低下を相殺させるこ
とができる。それにもかかわらず、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ及びＰＤＣＣＨと関
連したチャンネル推定の正確度がしばしば類似するものと仮定されるため（例えば、高い
ＳＩＮＲで）、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のためのＥ－ＣＣＥサイズはＣＣＥ
サイズと同一でありうる。
【００５６】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズはＣＣＥサイズより
小さいことがあるが、なぜならば、ＦＤＳまたはビームフォーミングによりノン－インタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送がほとんど全体動作ＢＷに亘って分散されるＰＤＣＣＨ転
送より高いＳＩＮＲを経ることがあるためである。また、ＰＤＣＣＨ及びノン－インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送の各々に対する同一なＣＣＥ及びＥ－ＣＣＥ集成レベルに対
して、最小の、もしあれば、空（ｅｍｐｔｙ）のＲＥ及び割り当てられた個数のＯＦＤＭ
シンボルに対する一つのＰＲＢ内で整数個のＥ－ＣＣＥと合わせられるようにＥ－ＣＣＥ
サイズが設定される。例えば、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに割り当てられた
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１２個のＲＥ及び１１個のＯＦＤＭシンボルのサイズを有するＰＲＢにおいて、総１３２
個のＲＥが存在する。多様なタイプのＲＳ転送に使われることと仮定できる２０個のＲＥ
を差引きすれば、４Ｅ－ＣＣＥｓまでの集成レベルのサポートに必要とするＥ－ＣＣＥサ
イズ（即ち、サブフレームでノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを転送することに利
用可能なＲＥの数）は（１３２－２０）／４＝２８個のＲＥである。したがって、１２個
のＲＥ及び最大１４個のＯＦＤＭシンボルのサイズである一つのＰＲＢにおいて、ＰＲＢ
当たり２４個のＤＭＲＳ　ＲＥ（図２を参照して説明したような）を除外した後にノン－
インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを転送することに利用可能なＲＥの数が（１４Х１２―
２４）＝１４４個であり、それがＰＲＢ当たり４個のＥ－ＣＣＥに対して３６個のＲＥの
Ｅ－ＣＣＥサイズを導出するが、一部のＲＥにある他の信号（ＣＲＳのような）、または
他のチャンネル（ＰＤＣＣＨのような）の存在を考慮すれば、実際のＥ－ＣＣＥサイズは
３６ＲＥｓより小さいことがある。その場合、一つのＰＲＢのノン－インターリーブドＥ
－ＰＤＣＣＨに対する最大Ｅ－ＣＣＥ集成レベルは４であると強制される一方、インター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する最大Ｅ－ＣＣＥ集成レベルはＰＤＣＣＨに対するものと
同一であり、８で有り得る。
【００５７】
　図８は、本発明の実施形態に従う各々のＥ－ＰＤＣＣＨがインターリーブドＥ－ＰＤＣ
ＣＨかノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨかによってＥ－ＣＣＥサイズを決定するこ
とを示す図である。
【００５８】
　図８を参照すると、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの転送のためのＥ－ＣＣＥ
サイズはＸ個のＲＥ８１０を含むが、そのようなＥ－ＣＣＥサイズはＹ個のＲＥ８２０を
含むインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの転送のためのＥ－ＣＣＥサイズより小さい。
【００５９】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズ（即ち、３６ＲＥｓ
のＥ－ＣＣＥでＥ－ＰＤＣＣＨを転送することに利用可能なＲＥの数）は、ノン－インタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に利用可能なＯＦＤＭシンボルの数によって変わることが
できる。例えば、多様なタイプのＲＳ転送に使われることと仮定できるＲＥを差引きすれ
ば、ＰＲＢでのノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズは１１
個のＯＦＤＭシンボルが使われる場合には２８個のＲＥであり、１４個のＯＦＤＭシンボ
ルが使われる場合には３６個のＲＥ（ＣＣＥサイズと同一）である。大きいＥ－ＣＣＥサ
イズを使用することは低いＥ－ＣＣＥ集成レベルがよりよく使われる結果をもたらし、Ｎ
ｏｄｅＢはそれによってＥ－ＣＣＥ集成レベル毎の候補の数を設定することができる。イ
ンターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のためのＥ－ＣＣＥサイズは割り当てられたＯＦＤＭ
シンボルの数とは常に関係がないが、割り当てられたＯＦＤＭシンボルの数はそのような
Ｅ－ＣＣＥの使用可能数のみに影響を及ぼすことができ、そのサイズには影響を及ぼすこ
とができない。ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨのＥ－ＣＣＥに対してはその反対
が適用される。
【００６０】
　図９は、本発明の実施形態に従う、割り当てられたＯＦＤＭシンボルの数によってノン
－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＥ－ＣＣＥサイズを決定することを示す図で
ある。
【００６１】
　図９を参照すると、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、Ｅ－ＰＤＣＣＨ
がＮ１個のＯＦＤＭシンボル９１０に亘って転送される場合、Ｅ－ＣＣＥはＥ－ＰＤＣＣ
Ｈの転送に使われるＸ個のＲＥを含み、Ｅ－ＰＤＣＣＨがＮ２個のＯＦＤＭシンボル９２
０に亘って転送される場合、Ｅ－ＣＣＥはＥ－ＰＤＣＣＨの転送に使われるＹ個のＲＥを
含み、ここで、　Ｎ１＜Ｎ２に対してＸ＜Ｙである。インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに
おいて、Ｅ－ＣＣＥはＥ－ＰＤＣＣＨ転送の時間区間がＮ１個のＯＦＤＭシンボル９３０
に亘っているか、Ｎ２個のＯＦＤＭシンボル９４０に亘っているかに関わらず、常にＹ個
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のＲＥを含む。
【００６２】
　本発明の他の実施形態に従う第２の例は、ＵＥが拡張された制御領域で潜在的Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨ転送の位置を決定することに使用する検索空間の定義を考察する。インターリーブ
ドＥ－ＰＤＣＣＨでもノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨでも、Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送
のデコーディングプロセスにおいて、ＵＥは論理領域でＥ－ＣＣＥを復元した後にＰＤＣ
ＣＨ転送のデコーディングプロセスと同様に、候補Ｅ－ＰＤＣＣＨに対する検索空間を決
定する。ＵＥは、Ｅ－ＰＤＣＣＨのみを、またはＥ－ＰＤＣＣＨとＰＤＣＣＨを全てモニ
ターリングするように設定できる。
【００６３】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送のＵＥ－ＤＳＳに対し、本発明の実施形態に従う本例は、ＵＥがイ
ンターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨをデコーディングするための
【数４】

及び
【数５】

の割当を受けることを（前述したように、ＮｏｄｅＢによりインターリーブドＥ－ＰＤＣ
ＣＨに対するＰＲＢ及びノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢの上位階
層シグナリングを通じて）考慮している。
【数６】

はノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のための一つのＰＲＢで４Ｅ－ＣＣＥｓま
でサポートされれば、常に０と同一でありうる。代案的に、ＵＥは
【数７】

のみを、または

【数８】

のみを割当受けて、
【数９】

の条件を前提として、割り当てられていない他の数を誘導することができるが、ここで、
【数１０】
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は予め定まるか、例えば、もしあれば、ＰＤＣＣＨデコーディングに対するＣＣＥ集成レ
ベル毎に候補の数に対するシグナリングのようなＮｏｄｅＢからの他のシグナリングを使
用してＵＥにより得られる。
【００６４】
　Ｅ－ＣＣＥ集成レベル毎のＥ－ＰＤＣＣＨ候補の数はインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ
とノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨとの間で相異することがある。例えば、前述し
たように、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨは各々のＰＲＢでＵＥが経るチャンネ
ルの情報を有しているＮｏｄｅＢと関連することができ、そのＮｏｄｅＢはＵＥへのノン
－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送が最も高いＳＩＮＲを有するＰＲＢを選択するこ
とができ、ビームフォーミングを適用することもできる。その結果、ノン－インターリー
ブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送は一般的に高いＳＩＮＲを経て低いＥ－ＣＣＥ集成レベルを必要
とすることができる。ＮｏｄｅＢが全体動作ＢＷに亘ってＵＥが経る平均的なチャンネル
の情報のみを有しているか、そのような情報を全く有していない場合に使用できるインタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送においては、その反対に該当することができる。したがっ
て、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送は低いＥ－ＣＣＥ集成レベルに対してイ
ンターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送より大きい候補のパーセンテージを有することができ
る。例えば、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送とノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣ
ＣＨ転送全てに対して設定されたＵＥにおいて、１つのＥ－ＣＣＥの集成レベルに対する
インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補の数が０であり、または８個のＥ－ＣＣＥの集成レ
ベルに対するノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補の数が０である。
【００６５】
　ＵＥがＰＤＳＣＨスケジューリングのために（または、ＰＵＳＣＨスケジューリングの
ために）インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨとノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを全
て受信すれば、ＵＥはその２つを全て無視するか、または予め定まった規則によって１つ
のみを考慮することができる（例えば、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを有効と、そし
てノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを無効と見ることができる）。
【００６６】
　図１０は、本発明の実施形態に従うインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ及びノン－インタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの各々に対するＥ－ＣＣＥ集成レベルＬＥ，Ｄ及びＬＥ，Ｌ毎
に別の数の候補
【数１１】

を割り当てることを示す図である。
【００６７】
　図１０を参照すると、ステップ１０１０Ａで、ＮｏｄｅＢがインターリーブドＥ－ＰＤ
ＣＣＨに対する各々のＬＥ，ＤのＥ－ＣＣＥ集成レベルに対して

【数１２】

候補としてＵＥを設定し（インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のためのＰＲＢ及びノン
－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のためのＰＲＢの割当を通じて）、ステップ１０
１０Ｂで、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する各々のＬＥ，ＬのＥ－ＣＣＥ
集成レベルに対して

【数１３】
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候補としてそのような設定を遂行する。ステップ１０２０Ａで、ＵＥがサブフレームｋで
インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対する各々のＬＥ，ＤのＥ－ＣＣＥ集成レベルに
対して
【数１４】

回のデコーディング動作を遂行する。
　ステップ１０２０Ｂで、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対する各々のＬＥ，

ＬのＥ－ＣＣＥ集成レベルに対して
【数１５】

回のデコーディング動作を遂行する。
　ＮｏｄｅＢは、サブフレームｋでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ（例えば、ＰＤＳＣ
Ｈ受信のための）とノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ（例えば、ＰＵＳＣＨ転送の
ための）を全てＵＥに転送することができる。
【００６８】
　インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにおいて、候補ｍに対応するＥ－ＣＣＥは、次の＜数
式２＞により定義される。
【００６９】
【数１６】

【００７０】
　＜数式２＞で、ＮＥ－ＣＣＥ，ｋは、サブフレームｋでのＥ－ＣＣＥの総数であり、ｉ
＝０，．．．，ＬＥ，Ｄ－１であり、
【数１７】

である。例えば、

【数１８】

の値は各々｛４、４、２、２｝である。ＰＤＣＣＨ転送のＵＥ－ＤＳＳに対しては、Ｙｋ

＝（Ａ・Ｙｋ－１）ｍｏｄＤであり、ここでＹ－１＝ＲＮＴＩ≠０であり、Ａ＝３９８２
７であり、Ｄ＝６５５３７である。したがって、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対し
て、ＵＥがＰＤＣＣＨ候補をデコーディングするためのことと類似するようにＥ－ＰＤＣ
ＣＨ候補をデコーディングするためのＵＥ－ＤＳＳを決定する。
【００７１】
　ＮＰＲＢ個のＰＲＢのうちの任意のもので起こるように設定されるノン－インターリー
ブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のＥ－ＣＣＥに当たっては、相異する接近方案が必要であるが、
なぜならば、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送が１つのＰＲＢに設定されるこ
とと仮定されるためである。ＦＤＳを十分活用するために、各々のＥ－ＣＣＥ集成レベル
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ＬＥ，Ｌに対するノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補
【数１９】

は、できる限り、多いＰＲＢに亘って分散されなければならない。もし、
【数２０】

が設定されたＰＲＢの数ＮＰＲＢと同一であれば、各々のＰＲＢはＥ－ＣＣＥ集成レベル
ＬＥ，Ｌに対して必らず１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補を含む。
【数２１】

がＮＰＲＢより小さければ、各々のＰＲＢは単一のＥ－ＰＤＣＣＨ候補のみを含み、ノン
－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のための候補ＰＲＢは上位階層シグナリングによ
り準静的に（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）設定できるか、例えばＮＰＲＢ値から
【数２２】

値を生成する疑似ランダム関数を使用してサブフレームに亘って疑似ランダムに（ｐｓｅ
ｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍｌｙ）変わることができる。
【数２３】

がＮＰＲＢより大きければ（但し、単純化のために、２ＮＰＲＢ以下である）、ＮＰＲＢ

個のＰＲＢの各々に
【数２４】

個のノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補が存在し、残りの
【数２５】

個のＥ－ＰＤＣＣＨ候補が例えばＮＰＲＢ値から
【数２６】

値を生成する先の疑似ランダム関数を使用してＮＰＲＢ個のＰＲＢに疑似ランダムに配置
できる（ＰＲＢ当たり１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補）。例えば、最も低いインデックスを有
するＰＲＢから始めて決定論的配置（ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｓｔｉｃ　ｐｌａｃｅｍｅｎｔ
）を適用することもできる。
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【００７２】
　図１１は、本発明の実施形態に従うノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対してＵ
Ｅに設定されたＰＲＢにノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補を割り当てることを
示す図である。
【００７３】
　図１１を参照すると、ステップ１１１０で、ＵＥが
【数２７】

か否かを判断する。
【数２８】

であれば、ステップ１１２０でＮＰＲＢ個のＰＲＢが各々Ｅ－ＣＣＥ集成レベルＬＥ，Ｌ

に対して１つ以下のＥ－ＰＤＣＣＨ候補を含む。ステップ１１３０で、ＵＥが
【数２９】

と判断すれば、ステップ１１４０で各々のＰＲＢが準静的に設定できるか、サブフレーム
に亘って疑似ランダムに変わることができる。
【数３０】

であれば、ステップ１１５０で、ＮＰＲＢ個のＰＲＢの各々に

【数３１】

個のＥ－ＰＤＣＣＨ候補が存在し、残りの
【数３２】

個のＥ－ＰＤＣＣＨ候補がＮＰＲＢ個のＰＲＢに疑似ランダムに配置される（ＰＲＢ当た
り１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補）。
【００７４】
　ＰＲＢ（Ｅ－ＰＤＣＣＨ転送に使われるＯＦＤＭシンボルに亘って転送される）がＥ－
ＰＤＣＣＨ候補に対するＥ－ＣＣＥ集成レベルＬＥ，Ｌより多いＥ－ＣＣＥを含む場合、
ＵＥはＰＲＢに含まれたＥ－ＣＣＥのうち、ＬＥ，Ｌ個のＥ－ＣＣＥも決定しなければな
らない。例えば、ＰＲＢが４個のＥ－ＣＣＥと１つのＥ－ＰＤＣＣＨ候補を含む場合、Ｌ

Ｅ，Ｌ＝４に対しては位置が唯一であるが、ＬＥ，Ｌ＝２に対しては６個の相異する位置
が存在し、ＬＥ，Ｌ＝１に対しては４個の相異する位置が存在する。すると、同様に、ノ
ン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対するＰＲＢ当たり検索空間がインターリーブド
Ｅ－ＰＤＣＣＨ及びノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補ｍに対応するＥ－ＣＣＥ
に対する拡張された制御領域の全てのＰＲＢに亘る検索空間として定義され、これは次の
＜数式３＞により定義した通りである。
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【数３３】

【００７６】
　＜数式３＞で、ＮＥ－ＣＣＥ－ＰＲＢ，ｋはサブフレームｋでのＰＲＢのＥ－ＣＣＥの
総数であり、ｉ＝０，．．．ＬＥ，Ｌ－１であり、

【数３４】

である。例えば、

【数３５】

は各々｛２、２、２、０｝である。
【００７７】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対する検索空間を定義する前述した２つ
のステップは共同に遂行されることもできる。例えば、先の表記を使用して、ノン－イン
ターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補ｍに対するＥ－ＣＣＥを次の＜数式４＞によって定義す
ることができる。
【００７８】
【数３６】

【００７９】
　＜数式４＞で、Ｚｋはランダム変数（ＵＥのＲＮＴＩ及びサブフレームインデックスｋ
に依存する、Ｙｋ、Ｚｋと類似な）であり、Ｃｋ（ｎ）はＰＲＢｎとサブフレームｋに存
在するノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補（Ｅ－ＣＣＥ集成レベルＬＥ，Ｌに対
する）のカウンターであり、ＮＰＲＢ，Ｋはサブフレームｋでノン－インターリーブドＥ
－ＰＤＣＣＨ転送のためにＵＥに割り当てられたＰＲＢの数である。与えられたＥ－ＣＣ
Ｅ集成レベルに対して、最初の項（ｔｅｒｍ）は第１ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣ
ＣＨ候補に対する第１のＰＲＢをランダムに選択し、ＰＲＢに亘って順次的に続けてから
最後のＰＲＢ以後に帰ってくる（ｗｒａｐｐｉｎｇ　ａｒｏｕｎｄ）。与えられたＥ－Ｃ
ＣＥ集成レベルに対して、２番目の項（ｔｅｒｍ）はカウンタＣｋ（ｎ）を使用して追加
のＥ－ＰＤＣＣＨ候補に対するＥ－ＣＣＥを選択されたＰＲＢに順次的に配置してＰＲＢ
で追加のＥ－ＰＤＣＣＨ候補に対するＥ－ＣＣＥを定義する。追加のＥ－ＰＤＣＣＨ候補
が配置されるＰＲＢの順序は初期Ｅ－ＰＤＣＣＨ候補が配置されるＰＲＢの順序と同一で
ある（第１の項はＰＲＢを選択し、第２の項はＥ－ＰＤＣＣＨ候補に対するＰＲＢのＥ－
ＣＣＥを選択する）。
【００８０】
　例えば、
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【数３７】

に対し、０から１５まで順次的な番号を有するＮＥ－ＣＣＥ－ＰＲＢ，ｋ・　ＮＰＲＢ，

ｋ＝１６個のＥ－ＣＣＥがあり（順次的な番号を有するＰＲＢのＰＲＢ当たり４個のＥ－
ＣＣＥ）、ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ候補は次の通りＥ－ＣＣＥに配置され
る：
【００８１】
　候補｛０、１、２、３、４、５｝：Ｅ－ＣＣＥ｛［４、５］、［８、９］、［１２、１
３］、［０、１］、［６、７］、［１０、１１］｝
【００８２】
　ＵＥへのＰＤＳＣＨ転送に割り当てられる資源を指示するためのシグナリング要求を減
少させるために、動作ＢＷに従う複数のＰＲＢに対して資源割当が設定できる。そのよう
な複数のＰＲＢをＲＢＧ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏｕｐ）という。ＲＢＧ
がＥ－ＰＤＣＣＨ転送に割り当てられた少なくとも１つのＰＲＢを含めば、ＵＥがインタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを検出したＰＲＢの集合でそのようなＰＲＢがインターリーブ
ドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対して設定された場合、ＵＥは各々のＲＢＧを含むスケジューリ
ングされたＰＤＳＣＨ受信からそのようなＰＲＢを常に捨てるが、なぜならば、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨ転送のインターリービングによって、そのようなＰＲＢが少なくとも１つのＵＥへ
のＥ－ＰＤＣＣＨ転送を含む可能性があるためである。例えば、インターリーブドＥ－Ｐ
ＤＣＣＨの潜在的転送のためにＵＥに設定された８個のＰＲＢの集合において、ＵＥが８
個のＰＲＢの集合の４個のみでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを検出した場合でも、Ｕ
Ｅは８個のＰＲＢの集合で検出されたインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにより伝達された
ＤＣＩフォーマットによりスケジューリングされたＰＤＳＣＨの各々のＲＢＧでのデータ
受信においてそのようなＰＲＢのうちのいずれも常に含めない。４個のＰＲＢの集合及び
ＵＥがその４個のＰＲＢの集合の２つのＰＲＢのみで検出したインターリーブドＥ－ＰＤ
ＣＣＨに対して同一な原理が適用できる。
【００８３】
　追加で、図７に示すように、ＵＥはインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のためのＰＲ
Ｂの多数の集合として設定できるが、ここで第１集合（主な集合）はサブフレームで常に
使われ、上記サブフレームのインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送の全体が上記第１集合
に収容できない場合に、少なくとも第２集合が使われる。すると、ＵＥがＰＲＢの第２集
合でインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを検出する場合、ＵＥはＰＲＢの第１集合もインタ
ーリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送(少なくとも異なるＵＥに)に使われると仮定し、上記第１
集合からのＰＲＢのうちのいずれもＰＤＳＣＨ受信のために指示された各々のＲＢＧに含
まれる場合に、そのＰＲＢをデータ受信において省略できる。しかしながら、サブフレー
ムでＵＥが上記第２集合からのＰＲＢを含むＲＢＧでのＰＤＳＣＨ受信のためのＤＣＩフ
ォーマットを伝達するインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを上記第１集合で検出すれば、Ｕ
ＥはそのＰＲＢをＰＤＳＣＨでのデータ受信において含めて、上記第２集合が上記サブフ
レームでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨを転送することに使われないと仮定する。
【００８４】
　したがって、図７に示すように、インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対してＵＥに設定
されるＰＲＢはＵＥがサブフレームでインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に常に使われ
ることと仮定することができる（再設定されない限り）第１集合（最小集合）のＰＲＢを
除いてはサブフレーム毎に変わることができる。すると、ＰＤＳＣＨ受信がＰＲＢの最小
集合にないＰＲＢ（第２集合のＰＲＢ）でノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにより
スケジューリングされる場合にも、ＵＥはＰＲＢの第１集合（最小集合）のＰＲＢをＰＤ
ＳＣＨ受信から常に捨てることができる一方、ＵＥがＰＲＢの第１集合でインターリーブ
ドＥ－ＰＤＣＣＨを検出する場合には、ＵＥはインターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨに対して
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設定されたＰＲＢの第２集合のＰＲＢをＰＤＳＣＨ受信において（各々のＤＣＩフォーマ
ットによりＰＤＳＣＨ受信のために指示されていれば）含めることができる。転送に割り
当てられたＲＢＧ毎に少なくとも１つのＰＲＢは、例えば、ＲＢＧの最後のＰＲＢは、シ
ステム動作で固定できるか、ＮｏｄｅＢにより設定できるか、例えばＲＢＧインデックス
またはサブフレームインデックスによって疑似ランダムに変わることができる。
【００８５】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送のために設定されたＰＲＢにあり、多数の
ＵＥへの多数のＥ－ＰＤＣＣＨ転送がそのＰＲＢの各々に含まれることができるので、ノ
ン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨにより伝達されるＤＣＩフォーマットはＵＥがその
ＰＲＢをＰＤＳＣＨ受信において考慮の対象に入れなければならないか否かを明示的に、
または暗黙的に指示することができる。例えば、明示的な指示のために、ＤＣＩフォーマ
ットは１ビットを含む情報要素を含むことができるが、その情報要素はビットが２進値０
を有する場合には、ＵＥがそのＰＲＢをＰＤＳＣＨ受信に使用しなければならないことを
指示し、ビットが２進値１を有する場合には、ＵＥがＰＤＳＣＨ受信からそのＰＲＢを捨
てなければならないことを指示する。ＵＥへのＥ－ＰＤＣＣＨ転送がノン－インターリー
ブドからインターリーブドに動的に転換できるので、全てのＤＣＩフォーマットはＥ－Ｐ
ＤＣＣＨ転送モードとは関係無しでＰＲＢがＥ－ＰＤＣＣＨ転送に使われるか否かに関す
る指示を含むことができる。本明細書で前述したように、ＵＥはＥ－ＰＤＣＣＨ転送に割
り当てられたＰＲＢを上位階層シグナリングを通じて通知を受けるか、あるいはインター
リーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対してはＥ－ＰＣＦＩＣＨを通じても通知を受ける。
【００８６】
　図１２は、本発明の実施形態に従うＵＥがＥ－ＰＤＣＣＨに対して設定され、ＰＤＳＣ
Ｈ受信のために指示されたＲＢＧに含まれているＰＲＢをＰＤＳＣＨ受信に使用するか否
かを決定するプロセスを示す図である。
【００８７】
　図１２を参照すると、３個のＰＲＢを含むＲＢＧを通じてＵＥに対してＰＤＳＣＨ受信
がスケジューリングされるが、３個のＰＲＢはＥ－ＰＤＣＣＨ転送（１２１０）のために
割り当てられた１つのＰＲＢを含む（１２１０）。インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送
に割り当てられたＰＲＢに対し（１２２０）、ＵＥはそのようなＰＲＢがＰＤＳＣＨ受信
のために指示されたＲＢＧに含まれる場合に、常にそのＰＲＢを捨てる（１２３０）。
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に割り当てられたＰＲＢに対して（１２４
０）、ＵＥはそのようなＰＲＢがＰＤＳＣＨ受信をスケジューリングするＥ－ＰＤＣＣＨ
により伝達されるＤＣＩフォーマットでの明示的、または明示的指示に従うＰＤＳＣＨ受
信のために指示されたＲＢＧに含まれる場合に常にそのＰＲＢを捨てる（１２５０）。
【００８８】
　ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ転送に対する代案は、同一なＰＲＢでＥ－ＰＤ
ＣＣＨ転送の対象になる、もしありえる多数のＵＥうちの１つがそのＰＲＢを含むＲＢＧ
でＰＤＳＣＨ転送を有すると常に仮定するものである。すると、そのＰＲＢが常に占有さ
れたことに仮定されることができ、ＲＢＧでＰＤＳＣＨをスケジューリングするＥ－ＰＤ
ＣＣＨを介しての追加のシグナリングが不要である。したがって、ノン－インターリーブ
ドＥ－ＰＤＣＣＨに対して設定され、ＰＤＳＣＨ受信のためにＵＥに指示されたＲＢＧに
含まれているＰＲＢに対し、ＵＥは各々のＰＤＳＣＨをスケジューリングするノン－イン
ターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨの転送を含める場合に、常にそのＰＲＢを捨てる（明示的指
示）。そうでなく、ＵＥがそのＰＲＢで（潜在的ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ
転送のためにＵＥに設定されたＰＲＢの集合で）ノン－インターリーブドＥ－ＰＤＣＣＨ
を検出しなかった場合、ＵＥはＰＤＳＣＨ受信においてそのＰＲＢを含める。
【００８９】
　本発明をその特定の実施形態を参照して図示及び説明したが、当業者であれば、添付し
た特許請求範囲により定義されるところの本発明及びその均等物の思想及び範囲を逸脱す
ることなく、形態及び明細における多様な変更がなされることを理解することができる。
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【符号の説明】
【００９０】
３１０　ＤＣＩフォーマットビット
３２０　ＣＲＣ計算動作
３３０　ＸＯＲ演算
３４０　ＲＮＴＩビット
３５０　ＣＲＣ添付動作
３６０　チャンネルコーディング動作
３７０　レートマッチング動作
３８０　変調動作
３９０　出力制御信号

【図１】 【図２】
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【図９】
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【図１１】
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