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(57)【要約】
複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて
制御できる基地局を含む多重ノードシステムにおける端
末の制御情報検索方法を提供する。前記方法は、前記基
地局から検索空間指示情報を受信するステップと、前記
検索空間指示情報が指示する無線資源領域で制御情報を
検索するステップとを含み、前記検索空間指示情報は、
第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか１
つを指示する情報であり、前記第１の検索空間は、第１
のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を
検索する無線資源領域であり、前記第２の検索空間は、
第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情
報を検索する無線資源領域であり、前記端末は、前記第
２のタイプ端末であることを特徴とする。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御できる基地局を含む多重ノ
ードシステムにおける端末の制御情報検索方法であって、
　前記基地局から検索空間指示情報を受信するステップと、
　前記検索空間指示情報が指示する無線資源領域で制御情報を検索するステップと、
　を含み、
　前記検索空間指示情報は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか１つを
指示する情報であり、
　前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記
第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する
無線資源領域であり、前記端末は、前記第２のタイプ端末であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１の検索空間は、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周
波数領域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルに位置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置
する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することを特徴とする請求項１に記載の方
法。前記Ｎは、１ないし４のうち、いずれか１つの自然数。
【請求項３】
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）のみを含み、
　前記第１の検索空間では、前記第１のタイプ端末及び前記第２のタイプ端末に共通する
セル特定制御情報が伝送されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のタイプ端末に特定的な制御情報は、前記第１の検索空間及び前記第２の端末
特定検索空間のうち、いずれか１つの検索空間で伝送され、前記いずれか１つの検索空間
は、前記検索空間指示情報により指示されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記検索空間指示情報は、上位階層信号によって受信されることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　前記検索空間指示情報は、前記第１の検索空間で前記基地局により伝送されるＰＤＣＣ
Ｈ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）の下向き
リンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＣＩ）に含ま
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御できる基地局を含む多重ノ
ードシステムにおける端末の制御情報検索方法であって、
　前記基地局から端末リストを受信するステップと、
　前記端末リストに基づいて制御情報を検索する無線資源領域を決定するステップと、
　前記決定された無線資源領域で制御情報を検索するステップと、
　を含み、
　前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも１つのノードが制御情報を伝
送する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」または前記少なくとも１
つのノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
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Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記決定された無線資源領域は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか
１つで決定され、
　前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記
第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する
無線資源領域であり、前記端末は、前記第２のタイプ端末であることを特徴とする請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の検索空間は、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周
波数領域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルに位置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置
する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することを特徴とする請求項８に記載の方
法。前記Ｎは、１ないし４うち、いずれか１つの自然数。
【請求項１０】
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の共用検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）及び第
２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」は、前記第２の検索空間の位置及び大きさを
表す情報を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＲＮＴＩは、端末の識別子であるＣ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ、Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃ－ＲＮＴＩと、上向き
リンク伝送電力制御に対する制御情報をデマスキング（ｄｅｍａｓｋｉｎｇ）するのに使
用されるＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩと、ランダムア
クセス応答を伝送するのに使用されるＲＡ－ＲＮＴＩとのうち、少なくとも１つを含むこ
とを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＲＮＴＩは、前記第２の共用検索空間で使用されることを特徴とする請求項１２に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記端末リストに前記端末自身のＲＮＴＩが含まれた場合、前記端末の端末特定制御情
報は、前記第２の端末特定検索空間で受信されることを特徴とする請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記端末リストは、前記基地局からブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）されるこ
とを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　無線信号を送受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部に接続されるプロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、基地局から検索空間指示情報を受信し、前記検索空間指示情報が指
示する無線資源領域で制御情報を検索し、前記検索空間指示情報は、第１の検索空間及び
第２の検索空間のうち、いずれか１つを指示する情報であり、前記第１の検索空間は、第
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１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により動作する第１の
タイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記第２の検索空間は、第２のＲ
ＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であることを特
徴とする端末。
【請求項１７】
　無線信号を送受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部に接続されるプロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、基地局から端末リストを受信し、前記端末リストに基づいて制御情
報を検索する無線資源領域を決定し、前記決定された無線資源領域で制御情報を検索し、
前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも１つのノードが制御情報を伝送
する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」及び前記少なくとも１つの
ノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳細には、多重ノードシステムにおける端末の制御情
報検索方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信網のデータ伝送量が速く増加している。その理由は、マシンツーマシン
（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信及び高いデータ伝送量が求めら
れるスマートフォン、タブレットＰＣなど、様々なデバイスの出現及び普及のためである
。求められる高いデータ伝送量を満たすために、さらに多くの周波数帯域を効率的に使用
する搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）技術、認知無線（ｃ
ｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ：ＣＲ）技術などと、限定された周波数内でデータ容量を
高めるために、多重アンテナ技術、多重基地局協力伝送技術などが最近浮び上がっている
。
【０００３】
　また、無線通信網は、ユーザ周辺にアクセスできるノード（ｎｏｄｅ）の密度が高まる
方向に進化している。ここで、ノードとは、分散アンテナシステム（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ、ＤＡＳ）において所定間隔以上離れたアンテナま
たはアンテナグループを意味することもあるが、このような意味に限定されず、もう少し
広い意味で使用され得る。すなわち、ノードは、マクロ基地局、ピコセル基地局（ＰｅＮ
Ｂ）、ホーム基地局（ＨｅＮＢ）、ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）、Ｒ
ＲＵ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｕｎｉｔ）、中継機、分散されたアンテナ（グループ
）などになることもできる。高い密度のノードを揃えた無線通信システムは、ノード間の
協力によりさらに高いシステム性能を見せることができる。すなわち、各ノードが独立的
な基地局であって、互いに協力しないで動作する場合より、各ノードが１つの制御局によ
り送受信の管理を受けて、１つのセルに対するアンテナまたはアンテナグループのように
動作するならば、もっと優れたシステム性能をないしことができる。以下において、複数
のノード及び複数のノードを制御する基地局を含む無線通信システムを多重ノードシステ
ム（ｍｕｌｔｉ－ｎｏｄｅ　ｓｙｓｔｅｍ）と称する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　多重ノードシステムにおける端末の制御情報検索方法及び装置を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の一側面による、複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御で
きる基地局を含む多重ノードシステムにおける端末の制御情報検索方法は、前記基地局か
ら検索空間指示情報を受信するステップと、前記検索空間指示情報が指示する無線資源領
域で制御情報を検索するステップとを含み、前記検索空間指示情報は、第１の検索空間及
び第２の検索空間のうち、いずれか１つを指示する情報であり、前記第１の検索空間は、
第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により動作する第１
のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記第２の検索空間は、第２の
ＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記
端末は、前記第２のタイプ端末であることを特徴とする。
【０００６】
　前記第１の検索空間は、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周
波数領域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルに位置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置
する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することができる。前記Ｎは、１ないし４
のうち、いずれか１つの自然数。
【０００７】
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）のみを含み、前記第１の検索空間では、前記第１のタ
イプ端末及び前記第２のタイプ端末に共通するセル特定制御情報が伝送され得る。
【０００８】
　前記第２のタイプ端末に特定的な制御情報は、前記第１の検索空間及び前記第２の端末
特定検索空間のうち、いずれか１つの検索空間で伝送され、前記いずれか１つの検索空間
は、前記検索空間指示情報により指示され得る。
【０００９】
　前記検索空間指示情報は、上位階層信号によって受信されることができる。
【００１０】
　前記検索空間指示情報は、前記第１の検索空間で前記基地局により伝送されるＰＤＣＣ
Ｈ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）の下向き
リンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＣＩ）に含ま
れることができる。
【００１１】
　本発明の他の側面による、複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御
できる基地局を含む多重ノードシステムにおける端末の制御情報検索方法は、前記基地局
から端末リストを受信するステップと、前記端末リストに基づいて制御情報を検索する無
線資源領域を決定するステップと、前記決定された無線資源領域で制御情報を検索するス
テップとを含み、前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも１つのノード
が制御情報を伝送する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」または前
記少なくとも１つのノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする。
【００１２】
　前記決定された無線資源領域は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか
１つで決定され、前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領
域であり、前記第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御
情報を検索する無線資源領域であり、前記端末は、前記第２のタイプ端末でありうる。
【００１３】
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　前記第１の検索空間は、時間領域で複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数領
域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボルに位
置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置する少
なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することができる。前記Ｎは、１ないし４うち、
いずれか１つの自然数。
【００１４】
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の共用検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）及び第
２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含むことができる。
【００１５】
　前記「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」は、前記第２の検索空間の位置及び大きさを
表す情報を含むことができる。
【００１６】
　前記ＲＮＴＩは、端末の識別子であるＣ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ、Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃ－ＲＮＴＩ、上向きリ
ンク伝送電力制御に対する制御情報をデマスキング（ｄｅｍａｓｋｉｎｇ）するのに使用
されるＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ、及びランダムア
クセス応答を伝送するのに使用されるＲＡ－ＲＮＴＩのうち、少なくとも１つを含むこと
ができる。
【００１７】
　前記ＲＮＴＩは、前記第２の共用検索空間で使用されるものでありうる。
【００１８】
　前記端末リストに前記端末自身のＲＮＴＩが含まれた場合、前記端末の端末特定制御情
報は、前記第２の端末特定検索空間で受信されることができる。
【００１９】
　前記端末リストは、前記基地局からブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）され得る
。
【００２０】
　本発明のさらに他の側面による端末は、無線信号を送受信するＲＦ部と、前記ＲＦ部に
接続されるプロセッサとを備え、前記プロセッサは、基地局から検索空間指示情報を受信
し、前記検索空間指示情報が指示する無線資源領域で制御情報を検索し、前記検索空間指
示情報は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか１つを指示する情報であ
り、前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前
記第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索す
る無線資源領域であることを特徴とする。
【００２１】
　本発明のさらに他の側面による端末は、無線信号を送受信するＲＦ部と、前記ＲＦ部に
接続されるプロセッサとを備え、前記プロセッサは、基地局から端末リストを受信し、前
記端末リストに基づいて制御情報を検索する無線資源領域を決定し、前記決定された無線
資源領域で制御情報を検索し、前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも
１つのノードが制御情報を伝送する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情
報」及び前記少なくとも１つのノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特
徴とする。
【発明の効果】
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【００２２】
　本発明によれば、多重ノードシステムにおいて追加的な無線資源をノードの制御情報伝
送に割り当てて、効率的に制御情報を送受信することが可能である。端末にどのような無
線資源で制御情報が伝送されるか知らせてブラインドデコーディング回数を減らすことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、多重ノードシステムの一例を示す。
【図２】図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥで無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構造を
示す。
【図３】図３は、１つのスロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）
の一例を示す。
【図４】図４は、上向きリンクサブフレームの構造を示す。
【図５】図５は、下向きリンクサブフレームの構造を示す。
【図６】図６は、ＰＤＣＣＨの生成過程を示したブロック図である。
【図７】図７は、ＰＤＣＣＨの資源マッピングの例を示す。
【図８】図８は、ＰＤＣＣＨのモニタリングのための共用検索空間と端末特定検索空間を
示した例示図である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態によって追加されるＥ－制御領域を示す。
【図１０】図１０は、上位階層信号を介して端末に端末特定検索空間を知らせる例を示す
。
【図１１】図１１は、基地局が端末リストをブロードキャストする場合の端末の動作過程
を示す。
【図１２】図１２は、基地局及び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】
【００２４】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような様々
な無線通信システムに使用されることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のよう
な無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で実現されることができる。ＴＤＭＡ
は、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ
（登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で実現されることができる。ＯＦ
ＤＭＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）
、ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線
技術で実現されることができる。ＩＥＥＥ８０２．１６ｍは、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの
進化であって、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに基づいたシステムとの下位互換性（ｂａｃｋｗ
ａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一
部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用す
るＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であって、下向きリンクでＯＦＤＭ
Ａを採用し、上向きリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ
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）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００２５】
　説明を明確にするために、ＬＴＥ－Ａシステムに適用される状況を仮定して記述するが
、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
【００２６】
　図１は、多重ノードシステムの一例を示す。
【００２７】
　多重ノードシステムは、基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ）及び複数のノード
を備える。
【００２８】
　基地局は、特定の地理的領域に対して通信サービスを提供する。基地局は、一般的に、
端末と通信する固定された地点（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）をいい、ｅＮＢ（ｅｖｏ
ｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（ＢａｓｅＴｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、
ＡＢＳ（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）など、異なる用語で呼ばれるこ
とができる。
【００２９】
　図１では、ノードの一例として分散されたアンテナを示しており、このような意味にお
いてノードをアンテナノード（ａｎｔｅｎｎａ　ｎｏｄｅ：ＡＮ）と称することができる
。しかし、ノードは、分散されたアンテナに限定されず、例えば、マクロ基地局、ピコセ
ル基地局（ＰｅＮＢ）、ホーム基地局（ＨｅＮＢ）、ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ
　ｈｅａｄ）、中継機などで実現されることができる。ノードは、ポイント（ｐｏｉｎｔ
）と称することもある。このようなノードは、基地局と有線または無線で接続されて、基
地局により制御・管理されることができる。
【００３０】
　ノードは、端末の立場からみると、参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ：Ｒ
Ｓ）またはパイロット（ｐｉｌｏｔ）信号によって識別または指示され得る。参照信号（
またはパイロット信号、以下、同一）は、伝送端と受信端とが知っている信号であって、
チャネル測定、データ復調などに用いられる信号を意味する。参照信号としては、例えば
、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａで規定するＣＳＩ－ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｕｓ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍで規
定するプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）、ミッドアンブル（ｍｉｄａｍｂｌｅ）などが
ある。このような参照信号または参照信号に対する設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
は、各ノード（または各ノードの伝送アンテナ）にマッピング（ｍａｐｐｉｎｇ）され得
る。参照信号設定とノードとの間のマッピング情報が端末に与えられるか、端末が予め知
っているならば、端末は、ＣＳＩ－ＲＳ設定に基づいてノードを識別するか、指示を受け
ることができ、当該ノードに対するチャネル状態情報を求めることができる。参照信号設
定は、設定インデックス、各ノードのアンテナポート個数、使用する資源要素（ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＲＥ）、伝送周期及び伝送時点のオフセット（ｏｆｆｓｅｔ
）などに関する情報を含むことができる。したがって、本明細書において説明の便宜上、
端末が特定ノードに対して信号を測定するか、チャネル状態情報を生成するという技術は
、端末の立場で特定参照信号に対する信号を測定するか、チャネル状態情報を生成すると
いう意味でありうる。
【００３１】
　さらに、図１に示すように、ノードは、基地局と有無線で接続されており、各ノードは
、１つのアンテナまたは複数のアンテナ（すなわち、アンテナグループ）で構成されるこ
とができる。１つのノードに属するアンテナ等は、地理的に数メートル以内に位置して同
じ特性を表すことができる。多重ノードシステムにおいてノードは、端末が接続（ａｃｃ
ｅｓｓ）できる接続点（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）の役割をする。
【００３２】
　上述したように、ノードがアンテナで構成される場合、このような多重ノードシステム
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を分散アンテナシステム（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ：Ｄ
ＡＳ）と称することもある。すなわち、分散アンテナシステムは、アンテナ（すなわち、
ノード）が地理的に多様な位置に分散されて配置され、このようなアンテナ等を基地局が
管理するシステムを意味する。分散アンテナシステムは、従来、集中アンテナシステム（
Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ：ＣＡＳ）で基地局のアンテナ
等がセル中央に集中されて配置される点と相違がある。
【００３３】
　ここで、アンテナ等が地理的に分散されて配置されるという意味は、１つの受信機が同
じ信号を複数のアンテナ等から受信する場合、各アンテナと前記受信機とのチャネル状態
が特定値以上の差があるように配置されるという意味でありうる。アンテナ等が集中配置
されるという意味は、各アンテナと１つの受信機との間のチャネル状態の差が特定値未満
となるように密集配置されるという意味でありうる。前記特定値は、アンテナ等に使用さ
れる周波数、サービス種類などによって多様に決定され得る。
【００３４】
　一般に、下向きリンクは、基地局またはノードから端末への通信を意味し、上向きリン
クは、端末から基地局またはノードへの通信を意味する。
【００３５】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥで無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構造を示す。
【００３６】
　図２に示すように、無線フレームは、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構
成され、１つのサブフレームは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。無線フレー
ム内のスロットは、＃０から＃１９までスロット番号が付けられる。１つのサブフレーム
が伝送されるのにかかる時間をＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ）という。ＴＴＩは、データ伝送のためのスケジューリング単位といえる。例え
ば、１つの無線フレームの長さは１０ｍｓであり、１つのサブフレームの長さは１ｍｓで
あり、１つのスロットの長さは０．５ｍｓでありうる。
【００３７】
　前記無線フレームの構造は一例にすぎない。したがって、無線フレームに含まれるサブ
フレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数は様々に変更され得る。
【００３８】
　図３は、１つのスロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）の一例
を示す。
【００３９】
　スロットは、下向きリンクスロットと上向きリンクスロットとがある。下向きリンクス
ロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域でＮＲＢ個の資源ブロ
ック（ＲＢ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を含む。ＯＦＤＭシンボルは、伝送方式に
よってＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと称することもできる。資源ブロックは、資源割当単位で
あって、時間領域で１つのスロット、周波数領域で複数の連続する副搬送波を含む。
【００４０】
　下向きリンクスロットに含まれる資源ブロックの数ＮＲＢは、セルで設定される下向き
リンク伝送帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属する。例えば、ＬＴＥシステムにおいて
ＮＲＢは、６ないし１１０うち、いずれか１つでありうる。上向きリンクスロットの構造
も前記下向きリンクスロットの構造と同じでありうる。
【００４１】
　資源グリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）を資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍ
ｅｎｔ、ＲＥ）という。資源グリッド上の資源要素は、スロット内のインデックス対（ｐ
ａｉｒ）ｋ，ｌにより識別され得る。ここで、ｋ（ｋ＝０、．．．、ＮＲＢ×１２－１）
は、周波数領域内の副搬送波インデックスであり、ｌ（ｌ＝０、．．．、６）は、時間領
域内のＯＦＤＭシンボルインデックスである。
【００４２】
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　１つの資源ブロックは、時間領域で７ＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２副搬送波で
構成されて、７×１２資源要素を含むことを例示的に記述するが、資源ブロック内のＯＦ
ＤＭシンボルの数と副搬送波の数とはこれに制限されるものではない。ＯＦＤＭシンボル
の数と副搬送波の数とは、ＣＰの長さ、周波数間隔（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｐａｃｉｎ
ｇ）などによって様々に変更され得る。例えば、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル
の数は７であり、拡張されたＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの数は６である。１つのＯＦ
ＤＭシンボルで副搬送波の数は１２８，２５６，５１２，１０２４，１５３６、及び２０
４８のうち、１つを選定して使用することができる。
【００４３】
　図４は、上向きリンクサブフレームの構造を示す。
【００４４】
　上向きリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられること
ができる。制御領域は、上向きリンク制御情報が伝送されるためのＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。データ
領域は、データが伝送されるためのＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。端末は、設定によってＰＵＣＣＨとＰＵ
ＳＣＨを同時に伝送しないか、同時に伝送することができる。
【００４５】
　１つの端末に対するＰＵＣＣＨは、サブフレームで資源ブロック対（ＲＢ　ｐａｉｒ）
に割り当てられる。資源ブロック対に属する資源ブロック等は、第１のスロットと第２の
スロットとの各々で互いに異なる副搬送波を占める。ＰＵＣＣＨに割り当てられる資源ブ
ロック対に属する資源ブロックが占める周波数は、スロット境界（ｓｌｏｔ　ｂｏｕｎｄ
ａｒｙ）を基準として変更される。これをＰＵＣＣＨに割り当てられるＲＢ対がスロット
境界で周波数がホッピング（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｈｏｐｐｅｄ）されたという。端末が
上向きリンク制御情報を時間に応じて互いに異なる副搬送波を介して伝送することにより
、周波数ダイバーシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）利得を得ることができる。
【００４６】
　ＰＵＣＣＨ上に伝送される上向きリンク制御情報には、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）ＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｏｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、下向きリンクチャネル
状態を表すＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、上向きリ
ンク無線資源割当要請のＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）などがある。Ｃ
ＳＩには、プリコーディング行列を指示するＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ
　ｉｎｄｅｘ）、端末が選好するランク値を表すＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、チャネル状態を表すＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
などがある。
【００４７】
　ＰＵＳＣＨは、伝送チャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）のＵＬ－ＳＣＨ
（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされる。ＰＵＳＣＨ上に
伝送される上向きリンクデータは、ＴＴＩの間伝送されるＵＬ－ＳＣＨのためのデータブ
ロックである伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）でありうる。前記伝送ブ
ロックは、ユーザ情報でありうる。または、上向きリンクデータは、多重化された（ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｅｄ）データでありうる。多重化されたデータは、ＵＬ－ＳＣＨのための
伝送ブロックと制御情報とが多重化されたものでありうる。例えば、データに多重化され
る制御情報には、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＲＩなどがありうる。
または、上向きリンクデータは、制御情報のみで構成されることもできる。
【００４８】
　図５は、下向きリンクサブフレームの構造を示す。
【００４９】
　下向きリンクサブフレームは、時間領域で２個のスロットを含み、各スロットは、ノー
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る最大３ＯＦＤＭシンボル等（１．４Ｍｈｚ帯域幅に対しては、最大４ＯＦＤＭシンボル
等）は、制御チャネル等が割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）で
あり、残りのＯＦＤＭシンボル等は、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域となる。ＰＤＳＣＨは、
基地局またはノードが端末にデータを伝送するチャネルを意味する。
【００５０】
　制御領域から伝送される制御チャネルには、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣ
Ｈ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。
【００５１】
　サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで伝送されるＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム
内で制御チャネル等の伝送に使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、制御領域の大
きさ）に関する情報であるＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）を運ぶ。端末は、まず、ＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニタリ
ングする。ＰＤＣＣＨとは異なり、ＰＣＦＩＣＨは、ブラインドデコーディングを使用せ
ずに、サブフレームの固定されたＰＣＦＩＣＨ資源を介して伝送される。
【００５２】
　ＰＨＩＣＨは、上向きリンクＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅ
ａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）のためのＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を運ぶ
。端末により伝送されるＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号はＰＨＩＣＨ上に伝送される。
【００５３】
　ＰＤＣＣＨを介して伝送される制御情報を下向きリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨの資
源割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）とも呼ぶ）、ＰＵＳＣＨ
の資源割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）とも呼ぶ）、任意のＵＥ
グループ内の個別ＵＥ等に対する伝送パワー制御命令の集合及び／又はＶｏＩＰ（Ｖｏｉ
ｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むことができる。
【００５４】
　図６は、ＰＤＣＣＨの生成過程を示したブロック図である。
【００５５】
　基地局は、端末に送ろうとするＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定した後、
ＤＣＩにＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付け、ＰＤＣＣ
Ｈの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途に応じて固有な識別子（これをＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）という）をＣＲＣにマス
キングする（５１０）。
【００５６】
　次の表は、ＲＮＴＩの種類を表す。
【００５７】
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【００５８】
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【表１－２】

　次の表２は、ＲＮＴＩの値の範囲を表す。
【００５９】
【表２】

　特定端末のためのＰＤＣＣＨであれば、端末の固有識別子、例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃ
ｅｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされ得る。または、ページングメッセージのた
めのＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別子、例えば、Ｐ－ＲＮＴＩ（Ｐａｇｉｎｇ
－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされ得る。システム情報のためのＰＤＣＣＨであれば
、システム情報識別子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮ
ＴＩ）がＣＲＣにマスキングされ得る。端末のランダムアクセスプリアンブルの伝送に対
する応答のランダムアクセス応答を指示するために、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされ得る。
【００６０】
　Ｃ－ＲＮＴＩが使用されると、ＰＤＣＣＨは、該当する特定端末のための制御情報（こ
れを端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）制御情報という）を運び、他のＲＮＴＩが使用
されると、ＰＤＣＣＨは、セル内の全ての、または複数の端末が受信する共用（ｃｏｍｍ
ｏｎ）制御情報を運ぶ。
【００６１】
　ＣＲＣが付加されたＤＣＩをエンコードして符号化されたデータ（ｃｏｄｅｄ　ｄａｔ
ａ）を生成する（５２０）。エンコードは、チャネルエンコードとレートマッチング（ｒ
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ａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）とを含む。
【００６２】
　符号化されたデータは、変調されて変調シンボル等が生成される（５３０）。
【００６３】
　変調シンボル等は、物理的なＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）にマッピング
される（５４０）。変調シンボルの各々は、ＲＥにマッピングされる。
【００６４】
　図７は、ＰＤＣＣＨの資源マッピングの例を示す。
【００６５】
　図７において、Ｒ０は第１のアンテナポートの基準信号、Ｒ１は第２のアンテナポート
の基準信号、Ｒ２は第３のアンテナポートの基準信号、Ｒ３は第４のアンテナポートの基
準信号を示す。
【００６６】
　サブフレーム内の制御領域は、複数のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）を含む。ＣＣＥは、無線チャネルの状態による符号化率をＰＤＣＣＨに提供
するために使用される論理的割当単位であって、複数のＲＥＧ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応する。ＣＣＥの個数とＣＣＥ等により提供される符号化
率との関連関係によってＰＤＣＣＨのフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決
定される。
【００６７】
　１つのＲＥＧ（図面では、カドラプレット（ｑｕａｄｒｕｐｌｅｔ）で表示）は４個の
ＲＥを含み、１つのＣＣＥは９個のＲＥＧを含む。１つのＰＤＣＣＨを構成するために、
｛１、２、４、８｝個のＣＣＥを使用することができ、｛１、２、４、８｝の各々の要素
をＣＣＥ集合レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）という。
【００６８】
　すなわち、ＰＤＣＣＨは、１つまたはそれ以上のＣＣＥで構成され、ＲＥＧ単位のイン
ターリービングを行い、セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）に基づいた循環シフト（ｃｙ
ｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）が行われた後に物理的資源にマッピングされる。
【００６９】
　１つのサブフレーム内で複数のＰＤＣＣＨが伝送され得る。端末は、サブフレーム毎に
複数のＰＤＣＣＨをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、端末がＰＤＣＣＨフ
ォーマットによってＰＤＣＣＨのデコードまたは検出を試みることをいう。
【００７０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、ＰＤＣＣＨの検出のためにブラインドデコーディング（ｂｌｉ
ｎｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ）を使用する。ブラインドデコーディングは、ブラインド検出（
ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）と称することもある。ブラインドデコーディングは、受信されるＰ
ＤＣＣＨ（これを候補（ｃａｎｄｉｄｔａｅ）ＰＤＣＣＨという）のＣＲＣに所望の識別
子をデマスキング（ｄｅｍａｓｋｉｎｇ）してＣＲＣエラーをチェックし、当該ＰＤＣＣ
Ｈが自身の制御チャネルであるか否かを確認する方式である。端末は、自身のＰＤＣＣＨ
が制御領域内のどの位置でどのようなＣＣＥ集合レベルやＤＣＩフォーマットを使用して
伝送されるか知らないので、このようなブラインドデコーディングを行う。３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥでは、ブラインドデコーディングによる負担を減らすために、検索空間（ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ：ＳＳ）を使用する。検索空間は、ＰＤＣＣＨのためのＣＣＥのモニタリ
ング集合（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｓｅｔ）といえる。端末は、該当する検索空間内でＰ
ＤＣＣＨをモニタリングする。
【００７１】
　図８は、ＰＤＣＣＨのモニタリングのための共用検索空間と端末特定検索空間とを示し
た例示図である。
【００７２】
　検索空間は、共用検索空間（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ：ＣＳＳ）と端
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末特定検索空間（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ：ＵＳＳ）とに分
けられる。共用検索空間は、共用制御情報（これをセル特定制御情報と称することもある
）を有するＰＤＣＣＨを検索する空間であって、ＣＣＥインデックス０～１５まで１６個
ＣＣＥで構成されることができ、｛４、８｝のＣＣＥ集合レベルを有するＰＤＣＣＨを支
援する。しかし、共用検索空間にも端末特定情報を運ぶＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット
０，１Ａ）が伝送されることもできる。端末特定検索空間は、｛１、２、４、８｝のＣＣ
Ｅ集合レベルを有するＰＤＣＣＨを支援する。
【００７３】
　次に、多重ノードシステムにおける信号伝送方法について説明する。以下において主に
多重ノードシステムで本発明が適用される例を説明するが、これに制限されるものではな
い。すなわち、多重ノードシステムではない、任意の無線通信システムにも適用されるこ
とができる。
【００７４】
　多重ノードシステムには、高い伝送電力を有する基地局と低い伝送電力を有するノード
とが複数配置され得る。制限された無線資源を介してより多くの端末を支援するためには
、新しい信号伝送方法が求められる。特に、制御領域をいかなる方式で割り当てて端末に
制御信号を伝送するかが問題になる。
【００７５】
　１．Ｅ－制御領域。
【００７６】
　図９は、本発明の一実施形態によって追加されるＥ－制御領域を示す。
【００７７】
　図９に示すように、Ｅ－制御領域は、時間領域からみると、既存の制御領域の次に位置
することができる。例えば、サブフレームの最初の３個のＯＦＤＭシンボルで既存の制御
領域が伝送されるならば、前記３個のＯＦＤＭシンボルの次に位置するＯＦＤＭシンボル
等にＥ－制御領域が追加され得る。周波数領域からみると、既存の制御領域とＥ－制御領
域とは一致することもでき、互いに異なるように設定されることもできる。図９では、既
存の制御領域の一部周波数帯域のみでＥ－制御領域が設定される例を示した。
【００７８】
　ここで、Ｅ－制御領域は、多重ノードシステムのノード別に互いに異なる制御情報を伝
送できる無線資源領域を意味することができる。このような意味でＥ－制御領域は、「Ｒ
ＲＨ制御領域」と称することもできる。
【００７９】
　Ｅ－制御領域では、改善された端末（ａｄｖａｎｃｅｄ　ＵＥ）のための信号が伝送さ
れ得る。改善された端末は、本発明による信号送受信が可能な端末を意味する。既存の端
末は、現在通信標準により動作する端末を意味する。言い替えれば、既存の端末は、第１
のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、例えば、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ　Ｒｅｌ－１０により動作する第１のタイプ（ｔｙｐｅ）端末でありうるし、改善さ
れた端末は、第２のＲＡＴ、例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１により動作する第
２のタイプ端末でありうる。ここで、第２のＲＡＴは、第１のＲＡＴの進化でありうる。
【００８０】
　Ｅ－制御領域では例えば、改善された端末のための制御チャネルが伝送され得る。改善
された端末のための制御チャネルは、既存の端末のための制御チャネルと区分するために
、Ｅ－制御チャネルと称する。Ｅ－制御チャネルには、Ｅ－ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＣＦＩＣ
Ｈ、Ｅ－ＰＨＩＣＨなどがある。以下、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨは、既存
の制御チャネルを意味し、Ｅ－ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＣＦＩＣＨ、Ｅ－ＰＨＩＣＨなどは、
本発明に係るＥ－制御チャネルを意味する。また、Ｘ領域は、基地局またはノードの立場
では、Ｘチャネルが伝送される無線資源領域を意味し、端末の立場では、Ｘチャネルを受
信する無線資源領域を意味する。例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、Ｅ－ＰＤＣＣＨが伝送
される無線資源領域を意味する。
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【００８１】
　また、Ｅ－制御領域では、既存の端末が使用しない参照信号が使用され得る。改善され
た端末は、Ｅ－制御領域で既存の端末が使用しない参照信号を用いて信号を受信すること
ができる。
【００８２】
　Ｅ－制御領域は、割り当てられる資源領域の側面からみると、基地局が中継局に制御情
報を伝送するために使用するＲ－ＰＤＣＣＨ領域と同様に設定されることができる。Ｒ－
ＰＤＣＣＨ領域は、スロット別に次の表のように設定されることができる。
【００８３】
【表３】

【００８４】
【表４】

　表３は、１番目のスロットに対するＲ－ＰＤＣＣＨ設定を表し、表４は、２番目のスロ
ットに対するＲ－ＰＤＣＣＨ設定を表す。基地局は、上位階層信号によって前記表３の‘
ＤＬ－ＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ’パラメータを与える。基地局と中継局がサブフレーム境
界で時間整列された下向きリンクサブフレームを伝送する場合には表４の設定１が使用さ
れ、それとも、表４の設定０が使用される。すなわち、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、‘ＤＬ－Ｓｔ
ａｒｔＳｙｍｂｏｌ’パラメータが指示する１番目のスロットのＯＦＤＭシンボルから２
番目のスロットのＯＦＤＭシンボル＃６または＃５までである。Ｅ－制御領域は、このよ
うなＲ－ＰＤＣＣＨ領域と同様に設定されることができる。例えば、多重ノードシステム
内に中継局が存在しない場合、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域と同じ資源領域をＥ－制御領域として
設定することができる。
【００８５】
　Ｅ－制御領域とＲ－ＰＤＣＣＨ領域とは、その用途及び伝送される制御チャネルの側面
で相違がある。すなわち、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、基地局が中継局に制御情報を伝送する
ための用途として使用され、Ｅ－制御領域は、基地局またはノードが端末に制御情報を伝
送するための用途として使用されるという相違がある。Ｅ－制御領域で伝送される制御情
報は、最後に端末が受信する情報であり、セル特定制御情報（例えば、システム情報）、
端末特定制御情報、ノード特定制御情報を含むことができる。
【００８６】
　制御チャネルの側面からみると、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域では、Ｒ－ＰＤＣＣＨのみ伝送さ
れることに対し、Ｅ－制御領域では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＣＦＩＣＨ、Ｅ－ＰＨＩＣ
Ｈが伝送され得るという相違がある。
【００８７】
　２．Ｅ－制御領域の有無及び構成情報シグナリング。
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【００８８】
　基地局（またはノード）は、端末にＥ－制御領域の存在可否及び割り当てられた位置を
知らせることができる。例えば、基地局は、既存のＰＣＦＩＣＨを介して伝送するＣＦＩ
値によってＥ－制御領域の存否及び／又は割当位置を知らせることができる。
【００８９】
　次の表は、現在標準で規定しているＣＦＩインデックスとＣＦＩコードワードを表す。
【００９０】
【表５】

　前記表５に表したように、ＣＦＩインデックス４は、留保されたインデックスである。
このような留保されたＣＦＩインデックスを活用して該当サブフレームにＥ－制御領域が
存在するか否かまたはＥ－制御領域の設定を指示することができる。Ｅ－制御領域の設定
とは、Ｅ－制御領域の大きさ及び位置を意味する。
【００９１】
　例えば、ＣＦＩインデックスが４である場合、ＰＤＣＣＨ領域のＯＦＤＭシンボルの個
数は３個であり、Ｅ－制御領域が存在することを表すことができる。端末は、ＰＣＦＩＣ
Ｈを介してＣＦＩインデックス４を受信すれば、Ｅ－制御領域が存在することが分かる。
また、ＰＤＣＣＨがサブフレームの３個のＯＦＤＭシンボルに存在し、Ｅ－制御領域は、
前記３個のＯＦＤＭシンボルの次からサブフレームの最後のＯＦＤＭシンボルまたは最後
から２番目のＯＦＤＭシンボルまで位置することが分かる。ここで、ＰＤＣＣＨのＯＦＤ
Ｍシンボルの個数が３個であることは、例示にすぎない。
【００９２】
　ＣＦＩインデックスが４である場合、既存の端末等はこれを認知できず、動作エラーを
起こす可能性がある。したがって、既存の端末が使用しない資源領域、例えば、既存の端
末が接近できない搬送波のみで使用するように制限することができる。
【００９３】
　３．Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の検索空間と伝送される制御情報。
【００９４】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域は、Ｅ－制御領域内でＥ－ＰＤＣＣＨが伝送される無線資源領域で
ある。既存のＰＤＣＣＨ領域は、共用検索空間と端末特定検索空間とに区分されるが、Ｅ
－ＰＤＣＣＨ領域は、改善された端末のための端末特定検索空間のみで構成されることが
できる。
【００９５】
　このように、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に改善された端末のための端末特定検索空間のみが存
在する場合、改善された端末に対するセル特定制御情報（例えば、システム情報やＥ－制
御領域の設定情報など）及び端末特定制御情報をいかなる方式で伝送するかが問題になる
。これについて説明する。
【００９６】
　次の表は、改善された端末に制御情報を伝送する例を表す。
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【００９７】
【表６】

　表６に示すように、基地局またはノードは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域で既存の端末と改善さ
れた端末とに共通に適用されるセル特定制御情報は伝送しない。改善された端末に対する
セル特定制御情報は、既存のＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間で伝送される。したがって、
改善された端末は、ＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、Ｍ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、Ｔ
ＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを用いて受信しなければな
らないセル特定制御情報検索をＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間のみで行う。そして、改善
された端末に対する端末特定制御情報は、既存のＰＤＣＣＨ領域、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の
両方で伝送されることができる。
【００９８】
　もし、改善された端末に対する端末特定制御情報がＥ－ＰＤＣＣＨ領域を介してのみ伝
送されるとすれば、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信するための資源割当情報がセル特定制御情報に
伝送されなければならないであろう。ところが、端末が属したノードによってＥ－ＰＤＣ
ＣＨ受信のために知らなければならない参照信号に関する情報が変わり得る。したがって
、端末は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ受信前に端末が属したノードを知らせるノード情報を先に受信
しなければならないが、このようなノード情報は、既存のＰＤＣＣＨを利用することが好
ましい。
【００９９】
　多重ノードシステムにおいて中央に高電力ノード（例えば、基地局）が存在し、複数の
低電力ノード（例えば、ＲＲＨ）が分散配置される場合、高電力ノードのみがＣＲＳと既
存の端末のためのＰＤＣＣＨを伝送することができる。そして、低電力ノードは、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨを伝送するようになるが、端末の位置によってＥ－ＰＤＣＣＨが受信されない地
域が存在できる。したがって、改善された端末に対する端末特定制御情報は、Ｅ－ＰＤＣ
ＣＨ領域だけでなく、既存のＰＤＣＣＨ領域を介しても伝送することが好ましい。
【０１００】
　すなわち、改善された端末の端末特定検索空間は、既存のＰＤＣＣＨ領域とＥ－ＰＤＣ
ＣＨ領域とを含むことができる。したがって、既存のＰＤＣＣＨ領域のＣＣＥの総個数を
ＮＣＣＥ，１とし、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のＣＣＥの総個数をＮＣＣＥ，２とすれば、総検
索空間を規定するＣＣＥの総個数ＮＣＣＥは、既存の端末の場合、ＮＣＣＥ，１になり、
改善された端末の場合、ＮＣＣＥ，１＋ＮＣＣＥ，２になる。
【０１０１】
　検索空間で端末特定検索空間が増加すれば、端末特定制御情報を探すための複雑度が増
加するという問題がある。したがって、改善された端末の端末特定制御情報が既存のＰＤ
ＣＣＨ領域とＥ－ＰＤＣＣＨ領域とのうち、どの領域で伝達されるかを知らせる検索空間
指示情報を端末特定的に伝送することが効率的である。このような検索空間指示情報によ
り改善された端末に対する端末特定検索空間が既存のＰＤＣＣＨ領域にあるか、それとも
、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域にあるかを知らせることができる。もし、検索空間指示情報により
改善された端末に対する端末特定検索空間が既存のＰＤＣＣＨ領域にあるものと指示され
れば、検索空間の大きさはＮＣＣＥ，１になる。または、検索空間指示情報により改善さ
れた端末に対する端末特定検索空間がＥ－ＰＤＣＣＨ領域と指示されれば、検索空間の大
きさはＮＣＣＥ，２になる。したがって、前記検索空間指示情報に応じて端末特定検索空
間の総ＣＣＥ個数が変わり得る。
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【０１０２】
　検索空間指示情報は、様々な方法により伝送され得る。すなわち、改善された端末に検
索空間指示情報により端末検索空間をＰＤＣＣＨ領域からＥ－ＰＤＣＣＨ領域に変更する
方法は、次の方法のうち、いずれか１つを選択することができる。
【０１０３】
　１）．上位階層信号を用いたシグナリング。
【０１０４】
　図１０は、上位階層信号によって端末に端末特定検索空間を知らせる例を示す。すなわ
ち、検索空間指示情報が上位階層信号に伝送される一例である。
【０１０５】
　図１０に示すように、端末がセル内に進入する（Ｓ１０１）。端末は、ＰＤＣＣＨ領域
の共用検索空間及び端末特定検索空間でセル特定制御情報及び端末特定制御情報を検索す
る（Ｓ１０２）。
【０１０６】
　端末は、もし、Ｅ－ＰＤＣＣＨトリガリングメッセージを受信すれば（Ｓ１０３）、Ｐ
ＤＣＣＨ領域の共用検索空間でセル特定制御情報を検索し、Ｅ－ＰＤＣＣＨトリガリング
メッセージが指示する領域で端末特定制御情報を検索する（Ｓ１０４）。ここで、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨトリガリングメッセージは、上位階層に伝送される検索空間指示情報である。
【０１０７】
　２）．ノード割当から暗黙的に知らせる方法。
【０１０８】
　この方法は、基地局が端末に特定ノードを割り当てれば、そのときから前記端末は、前
記特定ノードに該当するＥ－ＰＤＣＣＨ領域で端末特定制御情報を検索する方法である。
多重ノードシステムにおいて端末にノードを割り当てる方法は、例えば、端末に受信しな
ければならない仮想セルの参照信号情報を知らせる方法がある。ここで、参照信号情報は
、仮想セルのセルＩＤ、ＣＳＩ－ＲＳポートナンバ、ＣＳＩ－ＲＳ設定、ＣＳＩ－ＲＳサ
ブフレーム設定などを知らせる情報でありうる。仮想セルは、既存の端末はマザーセルと
同じセルとして認識するが、改善された端末は、マザーセルではない、異なるセルとして
認識する装置を意味し、マザーセルがカバーする地域のうち、一部地域をカバーすること
ができる。ここで、マザーセルは、ハンドオーバー、セル選択／再選択などのような動作
の基準となるセルである。多重ノードシステムにおいて基地局は、マザーセルになること
ができ、ノードは、仮想セルになることができる。一例として、ノードが基地局と同じセ
ルＩＤを使用して同期化信号を伝送するが、基地局のセルＩＤではない、異なるセルＩＤ
を使用して端末特定的信号を伝送することができる。このとき、既存の端末は、ノードを
基地局と同じセルとして認識するが、改善された端末は、ノードを基地局と異なるセルと
して認識することができる。このような場合、ノードを仮想セルと称することができる。
【０１０９】
　端末は、参照信号情報を受信すれば、マザーセルではない仮想セルに割り当てられたこ
とが分かる。したがって、参照信号情報を受信してからは、端末は、ＰＤＣＣＨ領域では
ない、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域で端末特定制御情報を検索する。各ノードのＥ－ＰＤＣＣＨの
構成情報は、セル特定制御情報としてブロードキャストされるか、ＤＣＩまたは上位階層
メッセージを介して端末特定制御情報で端末に提供され得る。
【０１１０】
　３）．Ｅ－ＰＤＣＣＨ設定情報から暗黙的にシグナリングする方法。
【０１１１】
　基地局は、端末にＰＤＣＣＨ領域を介してＥ－ＰＤＣＣＨ設定情報を提供することがで
きる。端末の立場では、ＰＤＣＣＨ領域で受信した端末特定制御情報またはセル特定制御
情報にＥ－ＰＤＣＣＨ設定情報が含まれている場合、以後の端末特定制御情報は、Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域で伝送されることを意味するものと認識することができる。セル特定制御情
報でＥ－ＰＤＣＣＨ設定情報を知らせる場合、Ｅ－ＲＮＴＩのような新しいＲＮＴＩを定
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義してＣＲＣマスキングすることができる。
【０１１２】
　４）．ＰＤＣＣＨを用いた明示的物理階層信号シグナリングを介して知らせる方法。
【０１１３】
　基地局は、端末にＰＤＣＣＨを介してＥ－ＰＤＣＣＨ受信可否を知らせることができる
。上述した３）の方法との相違点は、ＰＤＣＣＨ領域を介してＥ－ＰＤＤＣＨの存在可否
を知らせるものの、明示的なシグナリングを含む方法である。例えば、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領
域で制御情報を受信しなければならないか、それとも、ＰＤＣＣＨ領域で制御情報を受信
しなければならないかを明示的に指示する検索空間指示情報をＤＣＩに含んで伝送するこ
とができる。端末は、ＤＣＩに含まれた検索空間指示情報に応じて、後でＥ－ＰＤＣＣＨ
またはＰＤＣＣＨ領域を介して制御情報を検索する。
【０１１４】
　上述した１）ないし４）の方法は、明示的または暗黙的シグナリングを介して端末にＰ
ＤＣＣＨ領域、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域のうち、いずれかの領域で端末特定制御情報を受信す
るかを知らせる方法である。このような方法を代替できる他の方法を説明する。
【０１１５】
　４．Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域を介して制御情報を受信する端末リストをブロードキャストす
る方法。
【０１１６】
　この方法は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域で制御情報を受信する端末のリストを基地局が周期的
または非周期的にブロードキャストする方法である。
【０１１７】
　図１１は、基地局が端末リストをブロードキャストする場合の端末の動作過程を示す。
【０１１８】
　図１１に示すように、端末は、ブロードキャストされる端末リストを受信する（Ｓ２０
１）。基地局が端末リストをブロードキャストする方法は、後述する４つの方法のうち、
いずれか１つまたは２つ以上の組み合わせを使用することができる。
【０１１９】
　ここで、端末リストは、各ノードのＥ－ＰＤＣＣＨ領域を表す情報（例えば、Ｅ－ＰＤ
ＣＣＨの位置、大きさ、適用される参照信号情報など）、及び／又はＥ－ＰＤＣＣＨ領域
で制御情報を受信する端末のＲＮＴＩ（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳＣ－ＲＮＴＩ、ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩなど）を含むことができる。
【０１２０】
　端末は、自身のＲＮＴＩが端末リストに含まれているか否かを確認し（Ｓ２０２）、含
まれていると、以後から端末特定検索空間をＥ－ＰＤＣＣＨ領域で設定する（Ｓ２０３）
。その後、端末は、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域で制御情報を受信する（Ｓ２０４）。もし、自身
のＲＮＴＩが端末リストに含まれていなければ、端末は、端末特定検索空間をＰＤＣＣＨ
領域に維持し（Ｓ２０５）、ＰＤＣＣＨ領域で制御情報を受信する（Ｓ２０６）。
【０１２１】
　次に、基地局が端末リストをブロードキャストする方法を説明する。
【０１２２】
　基地局は、端末リストを上位階層を介してセル特定制御情報または端末特定制御情報に
伝送することができ、ＰＢＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ）、ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＤＣＣＨなどの物理階層を介して伝送することもできる。また
、端末リストを伝送するための新しいチャネルを介して伝送することができる。
【０１２３】
　１）．ＰＢＣＨは、無線フレームの１番目のサブフレームの２番目のスロットの先行す
る４個のＯＦＤＭシンボルで伝送される。ＰＢＣＨは、端末が基地局またはノードと通信
するのに必須なシステム情報を運び、ＰＢＣＨを介して伝送されるシステム情報をＭＩＢ
（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）という。基地局は、ＭＩＢに端
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末リストを含んで伝送することができる。
【０１２４】
　２）．基地局が端末リストをＰＤＣＣＨを介して伝送する場合、ＰＤＣＣＨの共用検索
空間を介して端末リストを伝送することができる。
【０１２５】
　３）．基地局は、Ｅ－ＰＤＣＣＨに共用検索空間を置き、ここで端末リストを伝送する
こともできる。前述した表６では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に共用検索空間を置かなかったが
、本実施形態では、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に共用検索空間を含むという相違がある。Ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ領域に共用検索空間を含む場合、既存の端末と共有するセル特定制御情報は、Ｐ
ＤＣＣＨ領域を介して伝送され、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間では、端末リストを
含むノード関連共通情報（例えば、ノード別の参照信号設定情報、ノード別のアンテナポ
ート情報など）を伝送することができる。
【０１２６】
　Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間では、ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間で使用される
ＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、Ｍ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－
ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩのうち、一部は使用されないこともある。例え
ば、システム情報を伝送するためのＳＩ－ＲＮＴＩ、ページング情報伝達またはシステム
情報変更を知らせるためのＰ－ＲＮＴＩ、ＭＣＣＨ情報変更を知らせるためのＭ－ＲＮＴ
Ｉは、Ｅ－ＰＤＣＣＨの共用検索空間で使用されない。
【０１２７】
　それに対し、改善された端末の上向きリンク電力制御情報は、ノード別に伝達できる情
報であるから、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩは、Ｅ－
ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間で使用され得る。また、ランダムアクセス応答を伝達する
ために使用されるＲＡ－ＲＮＴＩもＥ－ＰＤＣＣＨの共用検索空間で使用され得る。ＲＡ
－ＲＮＴＩは、基地局が端末別に上向きリンク伝送に対する時間前進（ｔｉｍｉｎｇ　ａ
ｄｖａｎｃｅ）情報を伝送するときに使用することができるが、このような時間前進情報
は、各端末の受信ノードで決定することができる。したがって、時間前進情報は、ノード
特定制御情報であり、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間で使用され得る。
【０１２８】
　また、新しいＲＮＴＩを定義し、新しいＲＮＴＩを用いてＰＤＣＣＨ領域の共用検索空
間またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間を介して端末リストを伝送することができる
。新しいＲＮＴＩを便宜上、ＵＬ（Ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｌｉｓｔ　ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ）－ＲＮＴＩと称する。すると、ＵＬ－ＲＮＴＩは、上述した表２にお
いて留保された値、すなわち、ＦＦＦ４ないしＦＦＦＣの間の値のうち、１つを使用する
ことができる。
【０１２９】
　また、ＵＬ－ＲＮＴＩは、ＰＤＣＣＨ領域またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間の
みで使用するように規定することができる。すると、全ての端末は、ＵＬ－ＲＮＴＩを用
いてＰＤＣＣＨ領域またはＥ－ＰＤＣＣＨ領域の共用検索空間で、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域で
受信する端末リストを確認することができる。ＵＬ－ＲＮＴＩは、Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に
存在する共用検索空間のみで使用されるように規定されることもできる。
【０１３０】
　４）．基地局は、Ｅ－ＰＤＣＣＨを受信する端末リストを伝達するために新しいチャネ
ルを追加し、この新しいチャネルを介して端末リストを伝送することもできる。新しいチ
ャネルは、便宜上、Ｅ－ＰＵＬＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ　ｌｉｓｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒｃｈａｎｎｅｌ）と称する。Ｅ－ＰＵＬＩＣＨは、Ｒ
－ＰＤＣＣＨ領域でＥ－ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＨＩＣＨとともに伝送されることができる。
【０１３１】
　Ｅ－ＰＵＬＩＣＨは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域で、該当サブフレームの最初の１ないし３個
のシンボル区間で固定されたＣＣＥを使用することができる。すなわち、Ｅ－ＰＵＬＩＣ
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ＬＩＣＨは、端末リストの他に、セル特定制御情報を伝送するために使用されることもで
きる。
【０１３２】
　図１２は、基地局及び端末を示すブロック図である。
【０１３３】
　基地局１００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ、１１０）、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ
、１２０）、及びＲＦ部（ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）　ｕｎｉｔ、１３０
）を備える。プロセッサ１１０は、提案された機能、過程及び／又は方法を実現する。例
えば、プロセッサ１１０は、端末に検索空間指示情報を伝送する。また、端末リストをブ
ロードキャストすることができる。メモリ１２０は、プロセッサ１１０と接続されて、プ
ロセッサ１１０を駆動するための様々な情報を格納する。ＲＦ部１３０は、プロセッサ１
１０と接続されて、無線信号を伝送及び／又は受信する。
【０１３４】
　端末２００は、プロセッサ２１０、メモリ２２０、及びＲＦ部２３０を備える。プロセ
ッサ２１０は、提案された機能、過程及び／又は方法を実現する。例えば、プロセッサ２
１０は、検索空間指示情報を受信して、制御情報を検索する検索空間を決定する。また、
端末リストのＲＮＴＩを自身のＲＮＴＩと比較して端末特定検索空間をＥ－ＰＤＣＣＨ領
域に変更することができる。メモリ２２０は、プロセッサ２１０と接続されて、プロセッ
サ２１０を駆動するための様々な情報を格納する。ＲＦ部２３０は、プロセッサ２１０と
接続されて、無線信号を伝送及び／又は受信する。
【０１３５】
　プロセッサ１１０、２１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路、データ処理
装置、及び／又はベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換機を備えることがで
きる。図７のＯＦＤＭ伝送機及びＯＦＤＭ受信機は、プロセッサ１１０、２１０内に実現
されることができる。メモリ１２０、２２０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏ
ｒｙ）、ＲＯＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メ
モリカード、格納媒体、及び／又は他の格納装置を備えることができる。ＲＦ部１３０、
２３０は、無線信号を伝送及び／又は受信する１つ以上のアンテナを備えることができる
。実施形態がソフトウェアで実現されるとき、上述した技法は、上述した機能を行うモジ
ュール（過程、機能など）で実現されることができる。モジュールはメモリ１２０、２２
０に格納され、プロセッサ１１０、２１０により実行されることができる。メモリ１２０
、２２０は、プロセッサ１１０、２１０の内部または外部にありうるし、よく知らされた
様々な手段でプロセッサ１１０、２１０と接続されることができる。
【０１３６】
　以上、本発明について実施形態を参照して説明したが、当該技術分野の通常の知識を有
した者は、本発明の技術的思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を様々に修正及び
変更させて実施できることが理解できるであろう。したがって、上述した実施形態に限定
されず、本発明は、以下の特許請求の範囲の範囲内の全ての実施形態を含むといえよう。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月21日(2013.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ）に対する制御情報をモニタリングする方
法であって、前記方法は、
　サブフレーム内の共用検索空間をモニタリングすることと、
　前記サブフレーム内の第１のＵＥ特定検索空間または第２のＵＥ特定検索空間をモニタ
リングすることと
　を含み、
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されている場合、前記ＵＥは、前記第２のＵＥ特定検索空間
をモニタリングする、方法。
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【請求項２】
　前記共用検索空間および前記第１のＵＥ特定検索空間は、前記サブフレーム内の最初の
Ｎ個（Ｎが自然数であり、１≦Ｎ≦４）のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルに位置し、前記サブ
フレームは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数
のリソースブロックを含み、
　前記第２のＵＥ特定検索空間は、前記最初のＮ個のＯＦＤＭシンボルの後の少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルに位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記上位階層信号は、前記サブフレームを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥは、集合レベル４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）の各々で前記共用検索空間をモニタリングする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥは、集合レベル１、２、４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の各々で前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリングする、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間の
ために構成されていない場合、前記ＵＥは、前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリング
する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて制御情報をモニタリングするユーザ機器（ＵＥ）であって、
前記ＵＥは、
　無線信号を送受信する無線周波数（ＲＦ）部と、
　前記ＲＦ部に接続されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　サブフレーム内の共用検索空間をモニタリングすることと、
　前記サブフレーム内の第１のＵＥ特定検索空間または第２のＵＥ特定検索空間をモニタ
リングすることと
　を行うように構成されており、
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されている場合、前記ＵＥは、前記第２のＵＥ特定検索空間
をモニタリングする、ＵＥ。
【請求項８】
　前記共用検索空間および前記第１のＵＥ特定検索空間は、前記サブフレーム内の最初の
Ｎ個（Ｎが自然数であり、１≦Ｎ≦４）のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルに位置し、前記サブ
フレームは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数
のリソースブロックを含み、
　前記第２のＵＥ特定検索空間は、前記最初のＮ個のＯＦＤＭシンボルの後の少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルに位置する、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記上位階層信号は、前記サブフレームを示す、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記ＵＥは、集合レベル４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）の各々で前記共用検索空間をモニタリングする、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記ＵＥは、集合レベル１、２、４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
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ｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の各々で前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリングする、請求項
７に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間の
ために構成されていない場合、前記ＵＥは、前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリング
する、請求項７に記載のＵＥ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明のさらに他の側面による端末は、無線信号を送受信するＲＦ部と、前記ＲＦ部に
接続されるプロセッサとを備え、前記プロセッサは、基地局から端末リストを受信し、前
記端末リストに基づいて制御情報を検索する無線資源領域を決定し、前記決定された無線
資源領域で制御情報を検索し、前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも
１つのノードが制御情報を伝送する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情
報」及び前記少なくとも１つのノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特
徴とする。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御できる基地局を含む多重ノ
ードシステムにおける端末の制御情報検索方法であって、
　前記基地局から検索空間指示情報を受信するステップと、
　前記検索空間指示情報が指示する無線資源領域で制御情報を検索するステップと、
　を含み、
　前記検索空間指示情報は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか１つを
指示する情報であり、
　前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記
第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する
無線資源領域であり、前記端末は、前記第２のタイプ端末であることを特徴とする方法。
（項目２）
　前記第１の検索空間は、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周
波数領域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルに位置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置
する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することを特徴とする項目１に記載の方法
。前記Ｎは、１ないし４のうち、いずれか１つの自然数。
（項目３）
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）のみを含み、
　前記第１の検索空間では、前記第１のタイプ端末及び前記第２のタイプ端末に共通する
セル特定制御情報が伝送されることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目４）
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　前記第２のタイプ端末に特定的な制御情報は、前記第１の検索空間及び前記第２の端末
特定検索空間のうち、いずれか１つの検索空間で伝送され、前記いずれか１つの検索空間
は、前記検索空間指示情報により指示されることを特徴とする項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記検索空間指示情報は、上位階層信号によって受信されることを特徴とする項目１に
記載の方法。
（項目６）
　前記検索空間指示情報は、前記第１の検索空間で前記基地局により伝送されるＰＤＣＣ
Ｈ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）の下向き
リンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＣＩ）に含ま
れることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目７）
　複数のノードと、前記複数のノードの各々と接続されて制御できる基地局を含む多重ノ
ードシステムにおける端末の制御情報検索方法であって、
　前記基地局から端末リストを受信するステップと、
　前記端末リストに基づいて制御情報を検索する無線資源領域を決定するステップと、
　前記決定された無線資源領域で制御情報を検索するステップと、
　を含み、
　前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも１つのノードが制御情報を伝
送する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」または前記少なくとも１
つのノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする方法。
（項目８）
　前記決定された無線資源領域は、第１の検索空間及び第２の検索空間のうち、いずれか
１つで決定され、
　前記第１の検索空間は、第１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ）により動作する第１のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記
第２の検索空間は、第２のＲＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する
無線資源領域であり、前記端末は、前記第２のタイプ端末であることを特徴とする項目７
に記載の方法。
（項目９）
　前記第１の検索空間は、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周
波数領域において複数の資源ブロックを含むサブフレームで最初のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルに位置し、前記第２の検索空間は、前記サブフレームで前記第１の検索空間の次に位置
する少なくとも１つのＯＦＤＭシンボルに位置することを特徴とする項目８に記載の方法
。前記Ｎは、１ないし４うち、いずれか１つの自然数。
（項目１０）
　前記第１の検索空間は、第１の共用検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃ
ｈ　ｓｐａｃｅ）及び第１の端末特定検索空間（ｆｉｒｓｔ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含み、前記第２の検索空間は、
第２の共用検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）及び第
２の端末特定検索空間（ｓｅｃｏｎｄ　ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）を含むことを特徴とする項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」は、前記第２の検索空間の位置及び大きさを
表す情報を含むことを特徴とする項目８に記載の方法。
（項目１２）
　前記ＲＮＴＩは、端末の識別子であるＣ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ、Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃ－ＲＮＴＩと、上向き
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リンク伝送電力制御に対する制御情報をデマスキング（ｄｅｍａｓｋｉｎｇ）するのに使
用されるＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩと、ランダムア
クセス応答を伝送するのに使用されるＲＡ－ＲＮＴＩとのうち、少なくとも１つを含むこ
とを特徴とする項目８に記載の方法。
（項目１３）
　前記ＲＮＴＩは、前記第２の共用検索空間で使用されることを特徴とする項目１２に記
載の方法。
（項目１４）
　前記端末リストに前記端末自身のＲＮＴＩが含まれた場合、前記端末の端末特定制御情
報は、前記第２の端末特定検索空間で受信されることを特徴とする項目１３に記載の方法
。
（項目１５）
　前記端末リストは、前記基地局からブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）されるこ
とを特徴とする項目７に記載の方法。
（項目１６）
　無線信号を送受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部に接続されるプロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、基地局から検索空間指示情報を受信し、前記検索空間指示情報が指
示する無線資源領域で制御情報を検索し、前記検索空間指示情報は、第１の検索空間及び
第２の検索空間のうち、いずれか１つを指示する情報であり、前記第１の検索空間は、第
１のＲＡＴ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により動作する第１の
タイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であり、前記第２の検索空間は、第２のＲ
ＡＴにより動作する第２のタイプ端末が制御情報を検索する無線資源領域であることを特
徴とする端末。
（項目１７）
　無線信号を送受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部に接続されるプロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、基地局から端末リストを受信し、前記端末リストに基づいて制御情
報を検索する無線資源領域を決定し、前記決定された無線資源領域で制御情報を検索し、
前記端末リストは、前記複数のノードのうち、少なくとも１つのノードが制御情報を伝送
する無線資源領域を表す「Ｅ－ＰＤＣＣＨ領域に関する情報」及び前記少なくとも１つの
ノードで制御情報を受信する端末に対するＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする端末。
【手続補正書】
【提出日】平成25年9月4日(2013.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ）に対する制御情報をモニタリングする方
法であって、前記方法は、
　サブフレーム内の共用検索空間をモニタリングすることと、
　前記サブフレーム内の第１のＵＥ特定検索空間または第２のＵＥ特定検索空間をモニタ
リングすることと
　を含み、
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　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されている場合、前記ＵＥは、前記第２のＵＥ特定検索空間
をモニタリングする、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されていない場合、前記ＵＥは、前記第１のＵＥ特定検索空
間をモニタリングする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記共用検索空間および前記第１のＵＥ特定検索空間は、前記サブフレーム内の最初の
Ｎ個（Ｎが自然数であり、１≦Ｎ≦４）のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルに位置し、前記サブ
フレームは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数
のリソースブロックを含み、
　前記第２のＵＥ特定検索空間は、前記最初のＮ個のＯＦＤＭシンボルの後の少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルに位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記上位階層信号は、前記サブフレームを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥは、集合レベル４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）の各々で前記共用検索空間をモニタリングする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥは、集合レベル１、２、４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の各々で前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリングする、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて制御情報をモニタリングするユーザ機器（ＵＥ）であって、
前記ＵＥは、
　無線信号を送受信する無線周波数（ＲＦ）部と、
　前記ＲＦ部に接続されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　サブフレーム内の共用検索空間をモニタリングすることと、
　前記サブフレーム内の第１のＵＥ特定検索空間または第２のＵＥ特定検索空間をモニタ
リングすることと
　を行うように構成されており、
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されている場合、前記ＵＥは、前記第２のＵＥ特定検索空間
をモニタリングする、ＵＥ。
【請求項８】
　前記ＵＥが上位階層信号によって前記サブフレーム内の前記第２のＵＥ特定検索空間を
モニタリングするために構成されていない場合、前記ＵＥは、前記第１のＵＥ特定検索空
間をモニタリングする、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記共用検索空間および前記第１のＵＥ特定検索空間は、前記サブフレーム内の最初の
Ｎ個（Ｎが自然数であり、１≦Ｎ≦４）のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルに位置し、前記サブ
フレームは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数
のリソースブロックを含み、
　前記第２のＵＥ特定検索空間は、前記最初のＮ個のＯＦＤＭシンボルの後の少なくとも
１つのＯＦＤＭシンボルに位置する、請求項７に記載のＵＥ。
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【請求項１０】
　前記上位階層信号は、前記サブフレームを示す、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記ＵＥは、集合レベル４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）の各々で前記共用検索空間をモニタリングする、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記ＵＥは、集合レベル１、２、４および８のＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の各々で前記第１のＵＥ特定検索空間をモニタリングする、請求項
７に記載のＵＥ。
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【国際調査報告】
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