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(57)【要約】
　基地局デバイスは、単一のｅＰＤＣＣＨメッセージを
通して複数の移動局デバイスに共通制御情報を送信する
。各移動局デバイスは、これらの共通制御メッセージが
送信されている共通サーチスペースを監視し、該共通メ
ッセージを検出して該共通メッセージに含まれている情
報を回復することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局デバイスと通信する移動局デバイスであって、前記移動局デバイスは、
　前記移動局デバイスにまたは前記動局デバイスが属するグループに宛てられている制御
情報について前記ＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースならびに前記ＥＰＤＣ
ＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースのいずれかまたは両方を監視し、
　監視が行われる各サブフレームのために監視アサンプションの１つのセットから監視ア
サンプションの異なるセットへ切り替わることができる、
　移動局デバイス。
【請求項２】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記リソー
ス・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項１に記載の移動局デバ
イス。
【請求項３】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記準コロ
ケーション・アサンプションを定義する、請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項４】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定およびＥＰＤＣＣＨインジケーションに従っ
て行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項５】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局により送信されるＥ
ＰＤＣＣＨインジケーションと、幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリン
クのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－ダウンリンク設定パラメ
ータの対とに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンがアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項６】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定および２つのＥＰＤＣＣＨインジケーション
に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションの
うちの１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
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ンのうちの他の１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項７】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－
ダウンリンク設定パラメータの対に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項８】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－
ダウンリンク設定パラメータの対に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項１に記載の移動局デバイス。
【請求項９】
　移動局デバイスと通信する基地局デバイスであって、前記基地局デバイスは、
　共通情報を１グループの移動局デバイスに送信するために前記制御情報を前記ＰＤＣＣ
Ｈ共通サーチスペースにまたは前記ｅＰＤＣＣＨ共通サーチスペースに交互にマッピング
し、
　各サブフレームのために１セットの移動局デバイス監視アサンプションから切り替わる
ことができる、
　基地局デバイス。
【請求項１０】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記リソース・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項９
に記載の基地局デバイス。
【請求項１１】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記準コロケーション・アサンプションを定義する、請求項９に記載の基地局デ
バイス。
【請求項１２】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリンク設定
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および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項９に記載の基地局デバイス。
【請求項１３】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのた
めにアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項９に記載の基地局デバイス。
【請求項１４】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの１つが
それのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの他
の１つがそれのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項９に記載の基地局デバイス。
【請求項１５】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
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　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項９に記載の基地局デバイス。
【請求項１６】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項９に記載の基地局デバイス。
【請求項１７】
　基地局デバイスと移動局デバイスとが互いに通信する通信システムであって、前記移動
局デバイス前記移動局デバイスがその下で監視を行うところのアサンプションの前記セッ
トがサブフレームごとに異なり得る、前記移動局デバイス。
【請求項１８】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記リソー
ス・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項１７に記載の通信シス
テム。
【請求項１９】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記準コロ
ケーション・アサンプションを定義する、請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２０】
　　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定を前記移動局デバイスに送信し、
　前記移動局デバイスが前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視するように期待されるか
どうかを示すＥＰＤＣＣＨインジケーションを前記移動局デバイスに送信し、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２１】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号するアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションの対を送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
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を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンがアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２２】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの１つが
それのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの他
の１つがそれのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２３】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは前記アップリンク－ダウンリンク
設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２４】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは前記アップリンク－ダウンリンク
設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
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　請求項１７に記載の通信システム。
【請求項２５】
　移動局デバイスのための通信方法であって、前記通信方法は、
　前記移動局デバイスにまたは前記移動局デバイスが属するグループに宛てられている制
御情報について前記ＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースならびに前記ＥＰＤ
ＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースのいずれかまたは両方を監視する前記ステッ
プを含み、
　監視が行われる各サブフレームのために監視アサンプションの１つのセットから監視ア
サンプションの異なるセットに切り替わることができる、
　通信方法。
【請求項２６】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記リソー
ス・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項２５に記載の通信方法
。
【請求項２７】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記準コロ
ケーション・アサンプションを定義する、請求項２５に記載の通信方法。
【請求項２８】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定およびＥＰＤＣＣＨインジケーションに従っ
て行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項２５に記載の通信方法。
【請求項２９】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局により送信されるＥ
ＰＤＣＣＨインジケーションと、幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリン
クのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－ダウンリンク設定パラメ
ータの対とに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンがアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項２５に記載の通信方法。
【請求項３０】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定および２つのＥＰＤＣＣＨインジケーション
に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションの
うちの１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
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　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンのうちの他の１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項２５に記載の通信方法。
【請求項３１】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－
ダウンリンク設定パラメータの対に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項２５に記載の通信方法。
【請求項３２】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－
ダウンリンク設定パラメータの対に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項２５に記載の通信方法。
【請求項３３】
　基地局デバイスのための通信方法であって、前記通信方法は、
　共通情報を１グループの移動局デバイスに送信するために前記制御情報を前記ＰＤＣＣ
Ｈ共通サーチスペースにまたは前記ｅＰＤＣＣＨ共通サーチスペースに交互にマッピング
する前記ステップを含み、
　各サブフレームのために１セットの移動局デバイス監視アサンプションから切り替わる
ことができる、
　通信方法。
【請求項３４】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記リソース・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項３
３に記載の通信方法。
【請求項３５】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記準コロケーション・アサンプションを定義する、請求項３３に記載の通信方
法。
【請求項３６】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
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　アサンプションのセット間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリンク設定
および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項３３に記載の通信方法。
【請求項３７】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのた
めにアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項３３に記載の通信方法。
【請求項３８】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの１つが
それのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの他
の１つがそれのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項３３に記載の通信方法。
【請求項３９】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し



(10) JP 2016-529745 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項３３に記載の通信方法。
【請求項４０】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項３３に記載の通信方法。
【請求項４１】
　基地局デバイスと通信する移動局デバイスのための集積回路であって、前記集積回路は
、
　前記集積回路にまたは前記集積回路が属するグループに宛てられている制御情報につい
て前記ＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースならびに前記ＥＰＤＣＣＨ　ＵＥ
特有および共通サーチスペースのいずれかまたは両方を監視する機能を有し、
　監視が行われる各サブフレームのために監視アサンプションの１つのセットから監視ア
サンプションの異なるセットへ切り替わることができる、
　集積回路。
【請求項４２】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記リソー
ス・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項４１に記載の集積回路
。
【請求項４３】
　監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待される前記準コロ
ケーション・アサンプションを定義する、請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４４】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定およびＥＰＤＣＣＨインジケーションに従っ
て行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４５】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局により送信されるＥ
ＰＤＣＣＨインジケーションと、幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリン
クのために設定可能なものであるとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定
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パラメータとに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンがアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４６】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記基地局デバイスにより送信
される前記アップリンク－ダウンリンク設定および２つのＥＰＤＣＣＨインジケーション
に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションの
うちの１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、それのために前記ＥＰＤＣＣＨインジケーショ
ンのうちの他の１つがアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４７】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号する１対のアップリ
ンク－ダウンリンク設定パラメータに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４８】
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、幾つかのサブフレームをアップ
リンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号する１対のアップリ
ンク－ダウンリンク設定パラメータに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項４１に記載の集積回路。
【請求項４９】
　移動局デバイスと通信する基地局デバイスのための集積回路であって、前記集積回路は
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、
　共通情報を１グループの移動局デバイスに送信するために前記制御情報を前記ＰＤＣＣ
Ｈ共通サーチスペースにまたは前記ｅＰＤＣＣＨ共通サーチスペースに交互にマッピング
する機能を有し、
　各サブフレームのために移動局デバイス監視アサンプションの１つのセットから切り替
わることができる、
　集積回路。
【請求項５０】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記リソース・エレメント・マッピング・アサンプションを定義する、請求項４
９に記載の集積回路。
【請求項５１】
　移動局デバイス監視アサンプションの前記セットは、前記移動局デバイスにより期待さ
れるべき前記準コロケーション・アサンプションを定義する、請求項４９に記載の集積回
路。
【請求項５２】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリンク設定
および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４９に記載の集積回路。
【請求項５３】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　ＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定および前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのために
アクティブであるところのレガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのた
めにアクティブであるところの非レガシー・サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティ
ブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４９に記載の集積回路。
【請求項５４】
　前記基地局デバイスは、
　アップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
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ク設定および前記２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの１つが
それのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペー
スを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの他
の１つがそれのためにアクティブであるところのサブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、前記ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれも
がアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の前記ＰＤＣＣ
Ｈサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係する、
　請求項４９に記載の集積回路。
【請求項５５】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し
、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係
する、
　請求項４９に記載の集積回路。
【請求項５６】
　前記基地局デバイスは、
　幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであ
るとして信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、
　アサンプションのセット同士の間の前記切り替わりは、前記アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、
　１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サ
ブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係し、
　他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されることができる
、前記移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レガシー・
サブフレーム内の前記ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する前記移動局デバイスに関係す
る、
　請求項４９に記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本書は、ＬＴＥにおけるｅＰＤＣＣＨのための拡張共通サーチスペースに焦点を当てて
、無線通信システムに適用し得る方法およびプロセスを記述する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ））は、セルラモバイル通信のための無線
アクセス方式および無線ネットワーク（以降、“ロングタームエボリューション（Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ））”または“進化型ユニバーサル地上無線
アクセス（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
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　Ａｃｃｅｓｓ（ＥＵＴＲＡ））”と称される）の進化を絶えず研究している。ＬＴＥで
は、マルチキャリヤ送信方式である直交周波数分割多重化（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ（ＯＦＤＭ））方式が、
基地局デバイス（以降、“基地局装置”、“基地局”、“ｅＮＢ”、“アクセスポイント
”とも称される）から移動局デバイス（以降、“移動局”、“端末局”、“端末局装置”
、“ユーザ装置”、“ＵＥ”、“ユーザ”とも称される）への無線通信のための通信方式
として使用される。さらに、シングルキャリヤ送信方式であるシングルキャリヤ周波数分
割多重アクセス（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＳＣ－ＦＤＭＡ））は、移動局デバイスから基地
局デバイスへの（アップリンク）無線通信のための通信方式として使用される。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、ＬＴＥとの下位互換性を持つためにＬＴＥの周波数帯域より広い周波数
帯域を用いるより高速のデータ通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク
（以降、“ロングタームエボリューション－アドバンスト（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ））”または“アドバンスト進化型ユニバ
ーサル地上無線アクセス（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ａ－ＥＵＴＲＡ））”と称される）
を可能にするために研究が行われている。すなわち、ＬＴＥ－Ａの基地局デバイスはＬＴ
Ｅ－ＡおよびＬＴＥの両方の移動局デバイスとの無線通信を同時に行うことができ、ＬＴ
Ｅ－Ａの移動局デバイスはＬＴＥ－ＡおよびＬＴＥの両方の基地局デバイスと無線通信を
行うことができる。ＬＴＥ－Ａのチャネル構造はＬＴＥのチャネル構造と同じであって、
非特許文献１および２に記載されている。
【０００４】
　ＬＴＥでは、基地局デバイスは、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＤＣＣＨ））または拡張ＰＤＣ
ＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨ））を通して制
御情報を送信する。移動局は、自局宛てのメッセージを探してＰＤＣＣＨ領域を、より具
体的には、“サーチスペース”と称される該領域のサブスペースを、監視する。個々の移
動局デバイスに特に宛てられたメッセージを監視するためのサーチスペースは、ユーザサ
ーチスペース（Ｕｓｅｒ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ（ＵＳＳ））と称される。１グルー
プの移動局デバイスに宛てられたメッセージを探すために監視するためのサーチスペース
は共通サーチスペース（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ（ＣＳＳ））と称され
る。ｅＰＤＣＣＨの場合には、移動局はｅＰＤＣＣＨ領域のサブスペースを監視して個々
の移動局デバイスに特に宛てられたメッセージを探す（ｅＰＤＣＣＨ　ＵＳＳ。以降、ｅ
ＵＳＳとも称される）。基地局デバイスは、非特許文献３に記載されているように、無線
リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ））メッセージ
を用いて移動局デバイスを設定することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】第３世代パートナーシッププロジェクト；技術仕様グループ無線アクセ
スネットワーク；「進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネ
ルおよび変調（リリース１１）」；３ＧＰＰ　ＴＲ３６．　２１１　ｖ１１．３．０。（
２０１３－０６）＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅ
ｃｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／３６２１１．ｈｔｍ＞
【非特許文献２】第３世代パートナーシッププロジェクト；技術仕様グループ無線アクセ
スネットワーク；「進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理層プロ
シージャ（リリース１１）」、３ＧＰＰ　ＴＲ３６．２１３　ｖ１１．３．０。（２０１
３－０６）＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／
ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／３６２１３．ｈｔｍ＞
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【非特許文献３】第３世代パートナーシッププロジェクト；技術仕様グループ無線アクセ
スネットワーク；「進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；無線リソー
ス制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ））（リリース１１）
」、３ＧＰＰ　ＴＲ３６．３３１　ｖ１１．３．０。（２０１３－０３）＜ＵＲＬ：ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ｆｔｐ／Ｓｐｅｃｓ／ｈｔｍｌ－ｉｎｆｏ／３６
３３１．ｈｔｍ＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　関連技術には、移動局デバイスが複数の移動局デバイスに宛てられた共通メッセージを
探して監視をするように期待されているという、ＥＰＤＣＣＨ共通サーチスペースについ
ての詳しい記述が無い。現在の仕様の下では、複数の移動局に共通情報を送信するために
基地局はその情報を複数のメッセージで該複数の移動局の各々に送信し、その結果として
、不要なオーバーヘッドがもたらされるとともに利用可能リソースの利用が不十分となり
、シグナリング能力の欠如の故に通信チャネルが十分に利用されないということになり得
る。
【０００７】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされ、本発明の目的は、移動局デバイス、基地局デバイ
ス、無線通信システム、無線通信方法、および、基地局デバイスが単一のｅＰＤＣＣＨメ
ッセージの送信を通して複数の移動局に共通制御情報を送信できるようにする集積回路を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明は上記課題を解決するためになされ、本発明の一態様に従って、基地局デ
バイスと通信する移動局デバイスが提供され、ここで該移動局デバイスは、該移動局デバ
イスにまたは該移動局デバイスが属するグループに宛てられている制御情報についてＰＤ
ＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースならびにＥＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通
サーチスペースのいずれかまたは両方を監視し、監視が行われる各サブフレームのために
監視アサンプションの１つのセットから監視アサンプションの異なるセットへ切り替える
ことができる。
【０００９】
　（２）本発明の他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて、監視
アサンプションのセットが該移動局デバイスにより期待されるリソース・エレメント・マ
ッピング・アサンプションを定義するように構成される。
【００１０】
　（３）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記の移動局デバイスにおい
て、監視アサンプションのセットが該移動局デバイスにより期待される準コロケーション
・アサンプションを定義するように構成される。
【００１１】
　（４）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて
、アサンプションのセット同士の間の切り替えが基地局デバイスにより送信されるアップ
リンク－ダウンリンク設定およびＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われるように
構成され、１つのセットのアサンプションは、それのために該ＥＰＤＣＣＨインジケーシ
ョンがアクティブであるところのサブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視す
る移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨイン
ジケーションがアクティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内の
ＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係する。
【００１２】
　（５）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて
、アサンプションのセット同士の間の切り替えが基地局により送信されるＥＰＤＣＣＨイ
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ンジケーションと、幾つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設
定可能なものであるとして信号するアップリンク－ダウンリンク設定パラメータの対とに
従って行われるように構成され、１つのセットのアサンプションは、それのために該ＥＰ
ＤＣＣＨインジケーションがアクティブであるところのレガシー・サブフレーム内のＥＰ
ＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサン
プションは、それのために該ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティブであるところの
非レガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに
関係し、他の１つのセットのアサンプションは該ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクテ
ィブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペ
ースを監視する移動局デバイスに関係する。
【００１３】
　（６）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて
、アサンプションのセット同士の間の切り替えが基地局デバイスにより送信されるアップ
リンク－ダウンリンク設定および２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われる
ように構成され、１つのセットのアサンプションは、それのために該ＥＰＤＣＣＨインジ
ケーションのうちの１つがアクティブであるところのサブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、
それのために該ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの他の１つがアクティブであるとこ
ろのサブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係し、
他の１つのセットのアサンプションは該ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれもがアク
ティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する移動局デバイスに関係する。
【００１４】
　（７）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて
、アサンプションのセット同士の間の切り替えが幾つかのサブフレームをアップリンクま
たはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－ダウンリ
ンク設定パラメータの対に従って行われるように構成され、１つのセットのアサンプショ
ンは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサ
ーチスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは
、ダウンリンクのために設定されることができる、該移動局デバイスがその中にアップリ
ンク送信許可を有しないところの非レガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペ
ースを監視する移動局デバイスに関係する。
【００１５】
　（８）本発明のさらに他の態様に従う移動局デバイスは、上記移動局デバイスにおいて
、アサンプションのセット同士の間の切り替えが幾つかのサブフレームをアップリンクま
たはダウンリンクのために設定可能なものであるとして信号するアップリンク－ダウンリ
ンク設定パラメータの対に従って行われるように構成され、１つのセットのアサンプショ
ンは、ダウンリンクのために設定されているレガシー・サブフレーム内のＰＤＣＣＨサー
チスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、
ダウンリンクのために設定され得る、該移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可
を有しないところの非レガシー・サブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する
移動局デバイスに関係する。
【００１６】
　（９）本発明のさらに他の態様に従って、移動局デバイスと通信する基地局デバイスが
提供され、該基地局デバイスは、共通情報を１グループの移動局デバイスに送信するため
に制御情報をＰＤＣＣＨ共通サーチスペースにまたはｅＰＤＣＣＨ共通サーチスペースに
交互にマッピングし、各サブフレームのために１セットの移動局デバイス監視アサンプシ
ョンから切り替わることができる。
【００１７】
　（１０）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスにおい
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て、移動局デバイス監視アサンプションのセットが移動局デバイスにより期待されるべき
リソース・エレメント・マッピング・アサンプションを定義するように構成される。
【００１８】
　（１１）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスにおい
て、移動局デバイス監視アサンプションのセットが移動局デバイスにより期待されるべき
準コロケーション・アサンプションを定義するように構成される。
【００１９】
　（１２）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスがアッ
プリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、ＥＰＤＣＣＨインジケーション
を送信するように構成され、アサンプションのセット同士の間の切り替えは該アップリン
ク－ダウンリンク設定および該ＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行われ、１つのセ
ットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのためにアクティブで
あるところのサブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに
関係し、他の１つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアク
ティブでないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチス
ペースを監視する移動局デバイスに関係する。
【００２０】
　（１３）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスが、幾
つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであると
して信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、ＥＰＤ
ＣＣＨインジケーションを送信するように構成され、アサンプションのセット同士の間の
切り替えは、該アップリンク－ダウンリンク設定および該ＥＰＤＣＣＨインジケーション
に従って行われ、１つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションが
それのためにアクティブであるところのレガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチ
スペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、該
ＥＰＤＣＣＨインジケーションがそれのためにアクティブであるところの非レガシー・サ
ブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１
つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションがアクティブでないダ
ウンリンクのために設定されているサブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペースを監視す
る移動局デバイスに関係する。
【００２１】
　（１４）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスがアッ
プリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信し、２つのＥＰＤＣＣＨインジケー
ションを送信するように構成され、アサンプションのセット同士の間の切り替えは、該ア
ップリンク－ダウンリンク設定および該２つのＥＰＤＣＣＨインジケーションに従って行
われ、１つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションのうちの１つ
がそれのためにアクティブであるところのサブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペース
を監視する移動局デバイスに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、該ＥＰＤＣ
ＣＨインジケーションのうちの他の１つがそれのためにアクティブであるところのサブフ
レーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係し、他の１つの
セットのアサンプションは、該ＥＰＤＣＣＨインジケーションのいずれもがアクティブで
ないダウンリンクのために設定されているサブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペースを
監視する移動局デバイスに関係する。
【００２２】
　（１５）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスが幾つ
かのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであるとし
て信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信するように構
成され、アサンプションのセット同士の間の切り替えは、該アップリンク－ダウンリンク
設定に従って行われ、１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定され
ているレガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイ
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スに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されるこ
とができる、該移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レ
ガシー・サブフレーム内のＥＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係
する。
【００２３】
　（１６）本発明のさらに他の態様に従う基地局デバイスは、上記基地局デバイスが、幾
つかのサブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのために設定可能なものであると
して信号する１対のアップリンク－ダウンリンク設定インジケーションを送信するように
構成され、アサンプションのセット同士の間の切り替えは、該アップリンク－ダウンリン
ク設定に従って行われ、１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定さ
れているレガシー・サブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイ
スに関係し、他の１つのセットのアサンプションは、ダウンリンクのために設定されるこ
とができる、該移動局デバイスがその中にアップリンク送信許可を有しないところの非レ
ガシー・サブフレーム内のＰＤＣＣＨサーチスペースを監視する移動局デバイスに関係す
る。
【００２４】
　（１７）本発明のさらに他の態様に従って、基地局デバイスと移動局デバイスとが互い
に通信する通信システムが提供され、該基地局デバイスは、共通情報を１グループの移動
局デバイスに送信するべく制御情報をＰＤＣＣＨ共通サーチスペースにまたはｅＰＤＣＣ
Ｈ共通サーチスペースに交互にマッピングし、各サブフレームのために１セットの移動局
デバイス監視アサンプションから切り替わることができ、該移動局デバイスは、該移動局
デバイスにまたは該移動局デバイスが属するグループに宛てられている制御情報について
ＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースならびにＥＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および
共通サーチスペースのいずれかまたは両方を監視し、監視が行われる各サブフレームのた
めに監視アサンプションの１つのセットから監視アサンプションの異なるセットへ切り替
わることができる。
【００２５】
　（１８）本発明のさらに他の態様に従って、基地局デバイスと通信する移動局デバイス
のための通信方法が提供され、該通信方法は、該移動局デバイスにまたは該移動局デバイ
スが属するグループに宛てられている制御情報についてＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通
サーチスペースならびにＥＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースのいずれかま
たは両方を監視するステップと、監視が行われる各サブフレームのために監視アサンプシ
ョンの１つのセットから監視アサンプションの異なるセットへ切り替わるステップとを含
む。
【００２６】
　（１９）本発明のさらに他の態様に従って、移動局デバイスと通信する基地局デバイス
のための通信方法が提供され、該通信方法は、共通情報を１グループの移動局デバイスに
送信するべく制御情報をＰＤＣＣＨ共通サーチスペースにまたはｅＰＤＣＣＨ共通サーチ
スペースに交互にマッピングするステップと、各サブフレームのために１セットの移動局
デバイス監視アサンプションから切り替わるステップとを含む。
【００２７】
　（２０）本発明のさらに他の態様に従って、基地局デバイスと通信する移動局デバイス
のための集積回路が提供され、該集積回路は、該移動局デバイスにまたは該移動局デバイ
スが属するグループに宛てられている制御情報についてＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通
サーチスペースならびにＥＰＤＣＣＨ　ＵＥ特有および共通サーチスペースのいずれかま
たは両方を監視し、監視が行われる各サブフレームのために監視アサンプションの１つの
セットから監視アサンプションの異なるセットへ切り替わる機能を有する。
【００２８】
　（２１）本発明のさらに他の態様に従って、移動局デバイスと通信する基地局デバイス
のための集積回路が提供され、該集積回路は、共通情報を１グループの移動局デバイスに
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送信するべく制御情報をＰＤＣＣＨ共通サーチスペースにまたはｅＰＤＣＣＨ共通サーチ
スペースに交互にマッピングする機能と、各サブフレームのために１セットの移動局デバ
イス監視アサンプションから切り替わる機能とを有する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に従って、基地局デバイスは、単一のｅＰＤＣＣＨメッセージを通して共通制御
情報を複数の移動局デバイスに送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に従う無線通信システムの概念図である。
【図２】本発明に従うＯＦＤＭ構造構成の例を示す図である。
【図３】レガシー物理リソース・ブロックの例を示す図であり、その定義された基準信号
の幾つかが本発明に従う。
【図４】非レガシー・サブフレーム物理リソース・ブロックの例を示す図であり、その定
義された基準信号の幾つかが本発明に従う。
【図５】本発明に従う移動局デバイス構成の例を示す図である。
【図６】本発明に従う基地局デバイス構成の例を示す図である。
【図７】本発明に従うＴＤＤ無線通信システムにおける無線フレームの設定の例を示す図
である。
【図８】本発明に従うＴＤＤ無線通信システムにおいて可能なアップリンク－ダウンリン
ク設定を示すテーブルである。
【図９】本発明に従うフレキシブルなサブフレームのインジケーションの例を示す図であ
る。
【図１０】本発明に従う無線通信システムにおけるＰＤＣＣＨのためのＵＥ特有および共
通サーチスペース設定の例を示すテーブルである。
【図１１】本発明に従う、物理ＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットの、その論理ＥＣＣＥへの
マッピングの例を示す図である。
【図１２】本発明に従う無線通システムにおけるｅＰＤＣＣＨのためのＵＥ特有サーチス
ペース設定の例を示すテーブルである。
【図１３】本発明に従う無線通信システムのためのＥＰＤＣＣＨ共通サーチスペースの例
を示す図である。
【図１４】本発明に従う無線通信システムにおける物理リソース・ブロックへのＥＰＤＣ
ＣＨ－ＰＲＢ－セット割り当ての例を示す図である。
【図１５】本発明に従うサーチスペースに適用されるべきリソース・エレメント・マッピ
ング・アサンプションを移動局デバイスが演繹するプロセスを記述するフローチャート図
である。
【図１６】本発明に従うサーチスペースに適用されるべき準コロケーション・アサンプシ
ョンを移動局デバイスが演繹するプロセスを記述するフローチャート図である。
【図１７】本発明に従う移動局デバイスによるＥＰＤＣＣＨ明示インジケーションおよび
サーチスペース・アサンプションの例を示す図である。
【図１８】本発明に従う移動局デバイスによるＥＰＤＣＣＨ明示インジケーションおよび
サーチスペース・アサンプションの例を示す図である。
【図１９】本発明に従う移動局デバイスによるＥＰＤＣＣＨ明示インジケーションおよび
サーチスペース・アサンプションの例を示す図である。
【図２０】本発明に従う移動局デバイスによるＥＰＤＣＣＨ暗示インジケーションおよび
サーチスペース・アサンプションの例を示す図である。
【図２１】本発明に従う移動局デバイスによるＥＰＤＣＣＨ暗示インジケーションおよび
サーチスペース・アサンプションの例を示す図である。
【図２２】本発明によるＲＲＣメッセージＥＰＤＣＣＨ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１２の例を示
す図である。
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【図２３】本発明に従う基地局デバイスにより移動局デバイスに送信される複数のビット
マップの例を示す図である。
【図２４】本発明に従うフレキシブルなサブフレームとしてサブフレームを設定すること
の例を示す図である。
【図２５】本発明に従うフレキシブルなサブフレームとしてサブフレームを設定すること
の例を示す図である。
【図２６】本発明に従う基地局デバイスにより移動局デバイスに送信される複数のビット
マップの例を示す図である。
【図２７】本発明に従うフレキシブルなサブフレームとしてサブフレームを設定すること
の例を示す図である。
【図２８】ｅＣＳＳ　ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢセットの明示インジケーションのために使用
され得る情報エレメントの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下において、図面を参照して本発明の実施態様が詳しく記載される。始めに、本発明
に従う物理チャネルが記述される。
【００３２】
　図１は、実例となる通信システムを示す。基地局デバイス１は、物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張ＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤ
ＣＣＨ））３を通して移動局デバイス２に制御情報を送信する。この制御情報はデータ４
のダウンリンク送信を支配する。移動局デバイス２は、データ４の受信の肯定応答または
否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を物理アップリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＵＣＣＨ））５を通して基地局デバイ
ス１に送信する。
【００３３】
　ＰＤＣＣＨおよびｅＰＤＣＣＨで送信される情報メッセージは、多くのＲＮＴＩ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（無線ネットワー
ク仮識別子））のうちの１つを用いてスクランブルされる。使用されるスクランブル符号
はメッセージの機能を区別するのに役立つ。例えば、ページングのためのＲＮＴＩ（Ｐ－
ＲＮＴＩ）、ランダムアクセスのためのＲＮＴＩ（ＲＡ－ＲＮＴＩ）、スケジューリング
などのセル関連操作のためのＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）、半持続的スケジューリングのた
めのＲＮＴＩ（ＳＰＳ－ＲＮＴＩ）、システム情報のためのＲＮＴＩ（ＳＩ－ＲＮＴＩ）
、あるいは移動局デバイスのグループに向けられたメッセージのためのＲＮＴＩ（ＵＥ－
グループＲＮＴＩ）がある。
【００３４】
　基地局デバイス１および移動局デバイス２は、選択された送信モード（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ（ＴＭ））に対応する一連の所定パラメータおよびアサンプション
に従って互いに通信する。種々のシナリオおよび使用ケースを含む複数のオプションを提
供するために送信モード１ないし１０が定義されている。例えば、ＴＭ１は単アンテナ送
信に対応し、ＴＭ２は送信ダイバーシティに対応し、ＴＭ３は開ループ空間多重化に対応
し、ＴＭ４は閉ループ空間多重化に対応し、ＴＭ５はマルチ・ユーザＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ（多入力多出力））に対応し、
ＴＭ６は単層コードブック・ベースのプリコーディングに対応し、ＴＭ７はＤＭ－ＲＳを
用いる単層送信に対応し、ＴＭ８はＤＭ－ＲＳを用いる２層送信に対応し、ＴＭ９はＤＭ
－ＲＳを用いる多層送信に対応し、ＴＭ１０はＤＭ－ＲＳを用いる８層送信に対応する。
【００３５】
　図２は、ダウンリンク・サブフレームの構造例を示す。ダウンリンク送信はＯＦＤＭＡ
を通して行われる。ダウンリンク・サブフレームは、１ｍｓの長さを有し、ＰＤＣＣＨ、
ｅＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨに分割されていると大まかに考えられる。各サブフレーム
は２スロットから構成される。各スロットは０．５ｍｓの長さを有する。スロットはさら
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に時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルに分割され、該シンボルの各々は周波数領域
において複数のサブキャリヤから構成される。ＬＴＥシステムにおいては１つのＲＢは１
２個のサブキャリヤと７個（または６個）のＯＦＤＭシンボルとを含む。各ＯＦＤＭシン
ボルの各サブキャリヤはリソース・エレメント（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（Ｒ
Ｅ））である。スロット内に存在する全てのＲＥのグルーピングはリソース・ブロック（
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ（ＲＢ））を構成する。サブフレーム内に存在する２つの
物理的に連続するリソース・ブロックのグルーピングは物理リソース・ブロック・ペア（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　ｐａｉｒ（ＰＲＢペア））を構成す
る。ＰＲＢペアは１２個のサブキャリヤ×１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。ＰＤＣＣＨ
領域は、フレームの初めの１から４までのＯＦＤＭシンボルのＲＥを占有する。
【００３６】
　図３は、ＰＲＢの例を示す。ＰＲＢのＲＥのうちの幾つかは基準信号によって占有され
る。種々の基準信号は種々のアンテナ・ポートに関連付けられる。“アンテナ・ポート”
という用語は、同一のチャネル状態下での信号送信という意味を伝えるために使用される
。例えば、アンテナ・ポート０で送信される信号は同じチャネル状態を経験するが、該チ
ャネル状態はアンテナ・ポート１のチャネル状態とは異なるかもしれない。
【００３７】
　Ｒ０～Ｒ３はセル特有ＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ（ＣＲＳ））に対応し
、Ｒ０～Ｒ３は、ＰＤＣＣＨと同じアンテナ・ポート（アンテナ・ポート０～３）で送信
され、ＰＤＣＣＨで送信されたデータを復調するために使用され、さらに幾つかの送信モ
ード（ＴＭ）においてＰＤＳＣＨで送信されたデータを復調するためにも使用される。
【００３８】
　Ｄ１～Ｄ２は、ｅＰＤＣＣＨと関連付けられたＤＭ－ＲＳに対応する。Ｄ１～Ｄ２は、
アンテナ・ポート１０７～１１０で送信され、移動局デバイスがその中のｅＰＤＣＣＨを
復調するための復調基準信号として役立つ。ＵＥ特有基準信号は、設定されたときに同じ
ＲＥで（同時にではなく）送信される。ＵＥ特有基準信号は、ポート７～１４で送信され
、移動局デバイスがその中のＰＤＳＣＨを復調するための復調基準信号として役立つ。
【００３９】
　Ｃ１～Ｃ４は、ＣＳＩ－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ＲＳ（チャネル状態情報ＲＳ））に対応する。Ｃ１～Ｃ４は、アンテナ・ポート１５～
２２で送信され、移動局デバイスがチャネル状態を測定することを可能にする。
【００４０】
　本明細書においては、この設定は、ぼんやりとレガシー・サブフレームと、あるいはＣ
ＲＳで設定されたサブフレームと称される。
【００４１】
　図４は、ＣＲＳを伴わないＰＲＢの例を示す。この設定は、レガシー端末によりサポー
トされない。ＣＲＳが存在しないことは、より多くのＲＥがデータ送信に使用されること
を可能にする。本明細書においては、この設定は、ぼんやりと非レガシー・サブフレーム
、フレキシブルなサブフレーム、ＣＲＳ無しで設定されたサブフレーム、あるいは減らさ
れたＣＲＳで設定されたサブフレームと称される。
【００４２】
　所与のサービング・セルについて、もし移動局デバイスが送信モード１～９に従って受
信されたＰＤＳＣＨデータ送信に設定されているならば、もし移動局デバイスがより高位
の層のパラメータｅｐｄｃｃｈ－ＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１１を用いて設定されてい
るならば、ＥＰＤＣＣＨのための先頭のＯＦＤＭシンボルｌＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔはこ
のパラメータによって決定される。そうでない場合、帯域幅内に１１個以上のリソース・
ブロックが存在するときにはＥＰＤＣＣＨのための先頭のＯＦＤＭシンボルｌＥＰＤＣＣ

Ｈｓｔａｒｔは、ＰＤＣＣＨ領域に存在するＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ（物理制御フォーマット・
インジケータ・チャネル））内に存在するＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎ
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ｄｉｃａｔｏｒ（制御フォーマット・インジケータ））により与えられ、帯域幅内に１０
個以下のリソース・ブロックが存在するときにはｌＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔは、所与のサ
ービング・セルのサブフレームにおいて該ＣＦＩ値＋１により与えられる。
【００４３】
　所与のサービング・セルについて、より高位の層のシグナリングを介して送信モード１
０に従うＰＤＳＣＨデータ送信を受信するようにＵＥが設定されているならば、各ＥＰＤ
ＣＣＨ－ＰＲＢ－セットについて、サブフレームｋにおいてＥＰＤＣＣＨを監視するため
の先頭のＯＦＤＭシンボルは、より高位の層のパラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ－ｒ１
１から次のように決定される：
－　もしパラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ－ｒ１１の値が１、２、３または４であるな
らばｌ’ＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔはそのパラメータにより与えられる。
－　そうでない場合、帯域幅内に１１個以上のリソース・ブロックが存在するときにはｌ
’ＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔは所与のサービング・セルのサブフレームｋ内のＣＦＩ値によ
り与えられ、帯域幅内に１０個以下のリソース・ブロックが存在するときにはｌ’ＥＰＤ

ＣＣＨｓｔａｒｔは所与のサービング・セルのサブフレームｋ内のＣＦＩ値＋１により与
えられる。
－　もしサブフレームｋがより高位の層のパラメータｍｂｓｆｎ－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏ
ｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１１により示されるか、あるいはサブフレームｋがＴＤＤ動作のた
めのサブフレーム１または６であるならば、ｌＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔ＝ｍｉｎ（２、ｌ
’ＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔ）である。
－　そうでなければ、ｌＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔ＝ｌ’ＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔである。
【００４４】
　図５は、移動局デバイス２に対応する移動局デバイスのブロック図を示す。該図に示さ
れているように、移動局デバイスはより高位の層の処理ユニット１０１、制御ユニット１
０３、受信ユニット１０５、送信ユニット１０７、およびアンテナ・ユニット１０９を含
む。より高位の層の処理ユニット１０１は、無線リソース管理ユニット１０１１、サブフ
レーム設定ユニット１０１３、スケジューリング・ユニット１０１５、およびＣＳＩレポ
ート管理ユニット１０１７を含む。受信ユニット１０５は、復号ユニット１０５１、復調
ユニット１０５３、多重分離ユニット１０５５、無線受信ユニット１０５７、およびチャ
ネル推定ユニット１０５９を含む。送信ユニット１０７は、符号化ユニット１０７１、変
調ユニット１０７３、多重化ユニット１０７５、無線送信ユニット１０７７、およびアッ
プリンク基準信号発生生成１０７９を含む。
【００４５】
　より高位の層の処理ユニット１０１は、受信ユニット１０５および送信ユニット１０７
の動作を制御する制御信号を生成し、該信号を制御ユニット１０３に出力する。さらに、
より高位の層の処理ユニット１０１は、ＭＡＣ層（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ（媒体アクセス制御））、ＰＤＣＰ層（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒ
ｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル））
、ＲＬＣ層（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（無線リンク制御））、およびＲＲ
Ｃ層（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（無線リソース制御））に関連す
る動作を処理する。
【００４６】
　より高位の層の処理ユニット１０１内の無線リソース管理ユニット１０１１は、自分自
身の動作に関連する設定を管理する。さらに、無線リソース管理ユニットは、各チャネル
で送信されるデータを生成し、この情報を送信ユニット１０７に出力する。
【００４７】
　より高位の層の処理ユニット１０１内のサブフレーム設定ユニット１０１３は、アップ
リンク基準信号設定、ダウンリンク基準信号設定、および送信方向設定を管理する。サブ
フレーム設定ユニット１０１３は、少なくとも２つのサブフレームのサブフレーム・セッ
トを設定する。
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【００４８】
　より高位の層の処理ユニット１０１内のスケジューリング・ユニット１０１５は、受信
ユニット１０５を介して受信されたＤＣＩメッセージに含まれるスケジューリング情報を
読んで制御情報を制御ユニット１０３に出力し、該制御ユニットは、所要の動作を実行す
る受信ユニット１０５および送信ユニット１０７に制御情報を送信する。
【００４９】
　さらに、スケジューリング・ユニット１０１５は、アップリンク基準設定、ダウンリン
ク基準設定および／または送信方向設定に基づいて送信処理および受信処理タイミングを
決定する。
【００５０】
　より高位の層の処理ユニット１０１内のＣＳＩレポート管理ユニット１０１７は、ＣＳ
Ｉ基準ＲＥを識別する。ＣＳＩレポート管理ユニット１０１７は、ＣＳＩ基準ＲＥからチ
ャネルのＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（チャネル
品質情報））を得るようにチャネル推定ユニット１０５９に要求する。ＣＳＩレポート管
理ユニット１０１７は、該ＣＱＩを送信ユニット１０７に出力する。ＣＳＩレポート管理
ユニット１０１７は、チャネル推定ユニット１０５９の設定をセットする。
【００５１】
　制御ユニット１０３は、より高位の層の処理ユニット１０１から受信した制御情報に基
づいて、受信ユニット１０５および送信ユニット１０７に宛てられる制御信号を生成する
。制御ユニット１０３は、生成した制御信号を通して受信ユニット１０５および送信ユニ
ット１０７の動作を制御する。
【００５２】
　受信ユニット１０５は、制御ユニット１０３から受信した制御情報に従って、アンテナ
・ユニット１０９を介して基地局デバイス１から情報を受信し、該情報に対して多重分離
、復調および復号を行う。受信ユニット１０５は、これらの動作の結果をより高位の層の
処理ユニット１０１に出力する。
【００５３】
　無線受信ユニット１０５７は、アンテナ・ユニット１０９を介して基地局デバイス１か
ら受信したダウンリンク情報をダウンコンバートし、不要な周波数成分を除去し、信号を
十分なレベルに至らせるために増幅を行い、受信した信号の同相成分および直交成分に基
づいて受信したアナログ信号をデジタル信号に変換する。無線受信ユニット１０５７は、
該デジタル信号からガードインターバル（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ（ＧＩ））をト
リムし、周波数領域信号を抽出するためにＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ（高速フーリエ変換））を実行する。
【００５４】
　多重分離ユニット１０５５は、抽出された周波数領域信号からＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ
、ｅＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、およびダウンリンク基準信号を多重分離する。さらに、多
重分離ユニット１０５５は、チャネル推定ユニット１０５９から受信したチャネル推定値
に基づいて、該ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ｅＰＤＣＣＨ、およびＰＤＳＣＨに対してチャ
ネル補償を行う。多重分離ユニット１０５５は、多重分離したダウンリンク基準信号をチ
ャネル推定ユニット１０５９に出力する。
【００５５】
　復調ユニット１０５３は、ＰＨＩＣＨに対応する符号による掛算を実行し、その結果の
信号に対してＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（二相位
相変調））復調を実行し、その結果を復号ユニット１０５１に出力する。復号ユニット１
０５１は、移動局デバイス２に宛てられたＰＨＩＣＨを復号し、その復号したＨＡＲＱイ
ンジケータをより高位の層の処理ユニット１０１に送信する。復調ユニット１０５３は、
ＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨに対してＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈ
ａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（四相位相変調））復調を実行し、その結果を復号ユ
ニット１０５１に出力する。復号ユニット１０５１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤ
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ＣＣＨを復号しようと試みる。もしその復号動作が成功したならば、復号ユニット１０５
１はダウンリンク制御情報および対応するＲＮＴＩをより高位の層の処理ユニット１０１
に送信する。
【００５６】
　復調ユニット１０５３は、ダウンリンク制御許可インジケーション（ＱＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（直交振幅変
調））、６４ＱＡＭ、またはその他）により示されるように移動局デバイス２に宛てられ
たＰＤＳＣＨを復調し、その結果を復号ユニット１０５１に出力する。復号ユニット１０
５１は、ダウンリンク制御許可インジケーションにより示されるように復号を実行し、復
号したダウンリンク・データ（トランスポート・ブロック）をより高位の層の処理ユニッ
ト１０１に出力する。
【００５７】
　チャネル推定ユニット１０５９は、多重分離ユニット１０５５から受信したダウンリン
ク基準信号からパスロスおよびチャネル状態を推定し、推定したパスロスおよびチャネル
状態をより高位の層の処理ユニット１０１に出力する。さらに、チャネル推定ユニット１
０５９は、ダウンリンク基準信号から推定されたチャネル値を多重分離ユニット１０５５
に出力する。ＣＱＩを計算するために、チャネル推定ユニット１０５９はチャネルおよび
／または干渉に対して測定を実行する。
【００５８】
　送信ユニット１０７は、制御ユニット１０３から受信した制御情報に従って、アップリ
ンク基準信号を生成し、より高位の層の処理ユニットから受信したアップリンク・データ
に対して符号化および変調を実行し（トランスポート・ブロック）、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨおよび生成したアップリンク基準信号を多重化し、それをアンテナ・ユニット１０９
を通して基地局１に送信する。
【００５９】
　符号化ユニット１０７１は、より高位の層の処理ユニット１０１から受信したアップリ
ンク制御情報に対してブロック符号化、畳み込み符号化、またはその他を実行する。さら
に、符号化ユニット１０７１は、スケジューリングされたＰＵＳＣＨデータに対してター
ボ符号化を実行する。
【００６０】
　変調ユニット１０７３は、基地局デバイス１から受信したダウンリンク制御インジケー
ションまたは各チャネルのための所定変調規約に従って、符号化ユニット１０７１から受
信した符号化されたビットストリームに対して変調（ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、
６４ＱＡＭ、またはその他）を実行する。変調ユニット１０７３は、空間多重化を通して
送信するＰＵＳＣＨストリームの数を決定し、アップリンク・データをその数の異なるス
トリームにマッピングし、それらのストリームに対してＭＩＭＯ　ＳＭ（Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ（多入力多出力空間多重化））プリコーディングを実行する。
【００６１】
　アップリンク基準信号生成ユニット１０７９は、基地局デバイス１が、移動局デバイス
２から送信された信号、アップリンク基準信号をその中に配置するところの帯域幅の値、
アップリンク許可において示されている循環桁送り、およびＤＭＲＳシーケンス生成に関
連するパラメータの値を識別できるように、ＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ（物理セル・アイデンティティ）またはセルＩＤ）に応じて一連の所定規則
に従ってビットストリームを生成する。多重化ユニット１０７５は、ＰＵＳＣＨ変調され
たシンボルを種々のストリームに配置し、該シンボルに対して制御ユニット１０３により
与えられたインジケーションに従ってＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ（離散フーリエ変換））を実行する。さらに、多重化ユニット１０７５は
、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成された基準信号を、該ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、
および生成された基準信号に対応するＲＥにおいて該ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生
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成された基準信号の適切なアンテナ・ポートで多重化する。
【００６２】
　無線送信ユニット１０７７は、多重化された信号に対してＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　
Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（逆高速フーリエ変換））を実行し、そ
れらに対してＳＣ－ＦＤＭＡ変調（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（シングルキャリヤ周波数分割多
重アクセス））を実行し、その結果としてのストリームに対してＧＩを加え、デジタル・
ベースバンド信号を生成し、該デジタル・ベースバンド信号をアナログ・ベースバンド信
号に変換し、該アナログ信号の同相成分および直交成分を生成し、それをアップコンバー
トし、不要な周波数成分を除去し、電力増幅を実行し、その結果としての信号をアンテナ
・ユニット１０９に出力する。
【００６３】
　図６は、基地局デバイス１に対応する基地局デバイスのブロック図を示す。該図に示さ
れているように、該移動局デバイスは、より高位の層の処理ユニット３０１、制御ユニッ
ト３０３、受信ユニット３０５、送信ユニット３０７、およびアンテナ・ユニット３０９
を含む。より高位の層の処理ユニット３０１は、無線リソース管理ユニット３０１１、サ
ブフレーム設定ユニット３０１３、スケジューリング・ユニット３０１５、およびＣＳＩ
レポート管理ユニット３０１７を含む。受信ユニット３０５は、復号ユニット３０５１、
復調ユニット３０５３、多重分離ユニット３０５５、無線受信ユニット３０５７、および
チャネル推定ユニット３０５９を含む。送信ユニット３０７は、符号化ユニット３０７１
、変調ユニット３０７３、多重化ユニット３０７５、無線送信ユニット３０７７、および
ダウンリンク基準信号発生生成３０７９を含む。
【００６４】
　より高位の層の処理ユニット３０１は、受信ユニット３０５および送信ユニット３０７
の動作を制御するための制御信号を生成し、該制御信号を制御ユニット３０３に出力する
。さらに、より高位の層の処理ユニット３０１は、ＭＡＣ層（媒体アクセス制御）、ＰＤ
ＣＰ層（パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル）、ＲＬＣ層（無線リンク制
御）、およびＲＲＣ層（無線リソース制御）と関連する動作を処理する。
【００６５】
　より高位の層の処理ユニット３０１内の無線リソース管理ユニット３０１１は、ダウン
リンクＰＤＳＣＨで送信するダウンリンク・データ（トランスポート・ブロック）、シス
テム情報、ＲＲＣメッセージ、およびＭＡＣ　ＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（
制御エレメント））を生成し、それを送信ユニット３０７に出力する。あるいは、この情
報はより高位の層から入手され得る。さらに、無線リソース管理ユニット３０１１は、各
移動局デバイスの設定情報を管理する。
【００６６】
　より高位の層の処理ユニット３０１内のサブフレーム設定ユニット３０１３は、アップ
リンク基準信号設定、ダウンリンク基準信号設定、および各移動局デバイスの送信方向設
定を管理する。
【００６７】
　サブフレーム設定ユニット３０１３は、第１パラメータ“アップリンク基準信号設定”
、第２パラメータ“ダウンリンク基準信号設定”、および第３パラメータ“送信方向設定
”を生成する。サブフレーム設定ユニット３０１３は、送信ユニット３０７を介して該３
つのパラメータを移動局デバイス２に送信する。
【００６８】
　基地局デバイス１は、アップリンク基準信号設定、ダウンリンク基準信号設定、および
／または送信方向設定を決定することができる。あるいは、これらのパラメータのいずれ
もがより高位の層によって設定されてもよい。
【００６９】
　例えば、サブフレーム設定ユニット３０１３は、アップリンク基準信号設定、ダウンリ



(26) JP 2016-529745 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

ンク基準信号設定、および／または送信方向設定をアップリンクまたはダウンリンクのト
ラフィック状態に基づいて決定することができる。
【００７０】
　サブフレーム設定ユニット３０１３は、少なくとも２つのサブフレームのセットを管理
する。サブフレーム設定ユニット３０１３は、各移動局デバイスのために少なくとも２つ
のサブフレームのセットを管理することができる。サブフレーム設定ユニット３０１３は
、各サービング・セルのために少なくとも２つのサブフレームのセットを管理することが
できる。サブフレーム設定ユニット３０１３は、各ＣＳＩプロセスのために少なくとも２
つのサブフレームのセットを管理することができる。
【００７１】
　サブフレーム設定ユニット３０１３は、少なくとも２つのサブフレームのセットに対応
する設定情報を、送信ユニット３０７を通して移動局デバイス２に送信する。
【００７２】
　より高位の層の処理ユニット３０１内のスケジューリング・ユニット３０１５は、物理
チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）の周波数およびサブフレーム割り当て、ならび
に該物理チャネルの適切な符号化レート、変調および送信電力を、移動局２から受信した
チャネル状態レポートならびにチャネル推定ユニット３０５９から受信したチャネル推定
およびチャネル品質パラメータに従って、決定する。スケジューリング・ユニット３０１
５は、フレキシブルなサブフレームがダウンリンク物理チャネルおよび／またはダウンリ
ンク物理信号スケジューリングのために使用されるのか、あるいはアップリンク物理チャ
ネルおよび／またはアップリンク物理信号スケジューリングのために使用されるのかを決
定する。スケジューリング・ユニット３０１５は、結果としてのスケジューリングに基づ
いて受信ユニット３０５および送信ユニット３０７を制御するための制御信号（例えば、
ＤＣＩフォーマット（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ダ
ウンリンク制御情報））を有する）を生成し、該制御信号を制御ユニット３０３に出力す
る。
【００７３】
　スケジューリング・ユニット３０１５は、結果としてのスケジューリングに基づいて物
理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）のためのスケジューリング情報を伝えるレポ
ートを生成する。さらに、スケジューリング・ユニット３０１５は、アップリンク基準信
号設定、ダウンリンク基準信号設定、および／または送信方向設定に基づいて受信および
送信タイミングを決定する。
【００７４】
　より高位の層の処理３０１内のＣＳＩレポート管理ユニット３０１７は、移動局デバイ
ス１のＣＳＩレポートを制御する。ＣＳＩレポート管理ユニット３０１７は、移動局デバ
イス２に、ＣＳＩ基準信号ＲＥからＣＱＩを引き出すための設定情報を、アンテナ・ユニ
ット３０９を介して送信する。
【００７５】
　制御ユニット３０３は、より高位の層の処理ユニット３０１から受信した制御信号に従
って受信ユニット３０５および送信ユニット３０７を管理するための制御信号を生成する
。制御ユニット３０３は、これらの信号を受信ユニット３０５および送信ユニット３０７
に出力してこれらのユニットの動作を制御する。
【００７６】
　受信ユニット３０５は、制御ユニット３０３から受信した制御情報に従って、アンテナ
・ユニット３０９を介して移動局デバイス２から情報を受信し、該情報に対して多重分離
、復調および復号を実行する。受信ユニット３０５は、これらの動作の結果をより高位の
層の処理ユニット３１０１に出力する。
【００７７】
　無線受信ユニット３０５７は、アンテナ・ユニット３０９を介して移動局デバイス２か
ら受信したダウンリンク情報をダウンコンバートし、不要な周波数成分を除去し、該信号
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を十分なレベルに至らせるために増幅を行い、受信した信号の同相成分および直交成分に
基づいて、受信したアナログ信号をデジタル信号に変換する。無線受信ユニット３０５７
は、該デジタル信号からガードインターバル（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ（ＧＩ））
をトリムし、周波数領域信号を抽出するためにＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ（高速フーリエ変換））を実行する。
【００７８】
　多重分離ユニット３０５５は、無線受信ユニット３０５７から受信した信号のＰＵＣＣ
Ｈ、ＰＵＳＣＨおよび基準信号を多重分離する。この多重分離は、移動局２に送信された
アップリンク許可および無線リソース割り当て情報に従って行われる。さらに、多重分離
ユニット３０５５は、チャネル推定ユニット３０５９から受信したチャネル推定値に従っ
てＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨのチャネル補償を実行する。さらに、多重分離ユニット３
０５５は、多重分離したアップリンク基準信号をチャネル推定ユニット３０５９に与える
。
【００７９】
　復調ユニット３０５３は、ＰＵＳＣＨに対してＩＤＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒ
ｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（逆離散フーリエ変換））を実行し、変調
されているシンボルを得、アップリンク許可通知で移動局２に送信された変調設定に従っ
て、または他の所定設定に従って、各ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨシンボルのために復調
（ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ、またはその他）を実行する。復調ユニ
ット３０５３は、ＰＵＳＣＨで受信したシンボルを、アップリンク許可通知で移動局２に
送信されたＭＩＭＯ　ＳＭプリコーディング設定に従って、または他の所定設定に従って
、分離する。
【００８０】
　復号ユニット３０５１は、ＰＵＳＣＣＨおよびＰＵＳＣＨ内の受信されたアップリンク
・データを、アップリンク許可通知で移動局２に送信された符号化レート設定に従って、
または他の所定設定に従って、復号し、その結果としてのストリームをより高位の層の処
理ユニット３０１に出力する。再送されるＰＵＳＣＨの場合、復号ユニット３０５１は、
受信した復調済みビットを、より高位の処理ユニット３０１内のＨＡＲＱバッファに保持
されている符号化済みビットを用いて、復号する。チャネル推定ユニット３０５９は、多
重分離ユニット３０５５から受信したアップリンク基準信号を用いてチャネル状態および
チャネル品質を推定し、この情報を多重分離ユニット３０５５およびより高位の層の処理
ユニット３０１に出力する。
【００８１】
　送信ユニット３０７は、制御ユニット３０３から受信した制御情報に従って、ダウンリ
ンク基準信号を生成し、より高位の層の処理ユニット３０１から受信したＨＡＲＱインジ
ケータを含むダウンリンク制御情報を準備し、ダウンリンク・データの符号化および変調
を実行し、結果をＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ｅＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨおよびダウンリン
ク基準信号と多重化し、その結果としての信号を、アンテナ・ユニット３０９を介して移
動局デバイス２に送信する。
【００８２】
　符号化ユニット３０７１は、より高位の層の処理３０１から受信したＨＡＲＱインジケ
ータ、ダウンリンク制御情報およびダウンリンク・データに対して、無線リソース管理ユ
ニット３０１１により決定された符号化設定に従ってまたは他の所定設定に従って、ブロ
ック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化、またはその他を実行する。変調ユニット３
０７３は、符号化ユニット３０７１から受信した符号化済みビットストリームに対して、
無線リソース管理ユニット３０１１により決定された変調設定に従ってまたは他の所定設
定に従って、変調（ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ、またはその他）を実
行する。
【００８３】
　ダウンリンク基準信号生成ユニット３０７９は、或る所定規則に従って、移動局デバイ
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ス２が基地局デバイス１の送信を識別することを可能にするＰＣＩ（物理セル・アイデン
ティティ）値を採用して、移動局デバイス２に良く知られるダウンリンク基準信号を生成
する。多重化ユニット３０７５は、各チャネル内の変調済みシンボルおよび生成されたダ
ウンリンク基準信号を該シンボルおよびダウンリンク基準信号に対応するＲＥにおいて該
シンボルおよびダウンリンク基準信号の適切なアンテナ・ポートで多重化する。
【００８４】
　無線送信ユニット３０７７は、多重化済みシンボルに対するＩＦＦＴ（逆高速フーリエ
変換）、ＯＦＤＭ変調を実行し、ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを加え、デジタ
ル・ベースバンド信号を生成し、デジタル・ベースバンド信号をアナログ・ベースバンド
信号に変換し、アナログ信号の同相成分および直交成分を生成してそれをアップコンバー
トし、不要な周波数成分を除去し、電力増幅を実行し、その結果としての信号をアンテナ
・ユニット３０９に出力する。
【００８５】
　制御または情報データの送信のために利用できるリソースの数は、各リソース・ブロッ
ク内に存在する基準信号に依存する。基地局デバイスは、適切なリソース・エレメント・
マッピングにより、これらのＲＥにおけるデータの送信を避けるように設定される。
【００８６】
　移動局デバイスは、任意の所与時点でデータを取り出すために使用されるリソース・エ
レメント・マッピングを想定する。データは、関連するアンテナ・ポート上でＲＥに対し
て順にマッピングされ、該ＲＥは、該ＲＥがＥＰＤＣＣＨ送信のために割り当てられたＥ
ＲＥＧの一部であること、該ＲＥがＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳに使用されるべきでないと
ＵＥにより想定されること、および該ＲＥがｌＥＰＤＣＣＨｓｔａｒｔにより示される先
頭のＯＦＤＭシンボルに等しいかまたはより高いＯＦＤＭシンボル内に位置することを満
たす。
【００８７】
　ＰＤＣＣＨ領域においてＣＣＥは、情報を送信するために利用できるＲＥを常に４個有
すると定義される。このことを行うために、ＣＣＥ設定は、存在するＣＲＳの数またはＰ
ＨＩＣＨのリーチにより幾つかのバリエーションを与える。結果は、ＰＤＣＣＨメッセー
ジが常に同数のビットを有するということである。
【００８８】
　しかし、ｅＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ領域ではビットの数は可変である。利用できるＲＥ
をすべて使用できるためには、基地局モバイルは、自分たちへのデータを考慮に入れなけ
ればならない。このことは、レート・マッチングにより成し遂げられる。
【００８９】
　レート・マッチング動作は、ターボ符号操作の符号レートを変えることによって所要サ
イズのビットのストリームを生成する。レート・マッチング・アルゴリズムは、任意のレ
ートを生じさせることができる。ターボ・エンコーダからのビットストリームは、インタ
ーリーブ操作を受け、次に環状バッファを作るためにビット・コレクションが行われる。
望ましい符号レートで単一のビットストリームを作るために該バッファからビットが選択
されプルーニングされる。
【００９０】
　図７は、時分割複信モード（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ（
ＴＤＤ））におけるＬＴＥ無線フレームの構成を示す。
【００９１】
　ＬＴＥ無線フレームは、１０ｍｓの長さを有し、１０個のサブフレームから構成される
。
【００９２】
　各サブフレームは、ｅＮＢにより設定されたとおりにダウンリンクまたはアップリンク
通信に使用され得る。ダウンリンク送信からアップリンク送信への切り替えは、スイッチ
－ポイントとして作用する特別サブフレームを通して行われる。設定に応じて、無線フレ
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ームは、１つの特別サブフレーム（１０ｍｓのスイッチ－ポイント周期性）または２つの
特別サブフレーム（５ｍｓのスイッチ－ポイント周期性）を持つことができる。
【００９３】
　たいていの場合に、サブフレーム＃１および＃７は“特別サブフレーム”であって、３
つのフィールドＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ（ダウ
ンリンク・パイロット・タイム・スロット））、ＧＰ（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ（ガー
ド期間））およびＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ（アップ
リンク・パイロット・タイム・スロット））を含む。ＤｗＰＴＳは、複数のＯＦＤＭシン
ボルにわたり、ダウンリンク送信に専用される。ＧＰは、複数のＯＦＤＭシンボルにわた
り、空である。ＧＰは、ダウンリンクおよびアップリンクの間の遷移を滑らかにするため
にシステム状態に応じてより長いかあるいはより短い。ＵｐＰＴＳは、複数のＯＦＤＭシ
ンボルにわたり、アップリンク送信に専用される。ＤｗＰＴＳは、主同期信号（Ｐｒｉｍ
ａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ（ＰＳＳ））を伝える。サブフ
レーム＃０および＃５は、二次同期信号（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ（ＳＳＳ））を伝え、従ってアップリンク送信のために設定され
ることはできない。サブフレーム＃２は、常にアップリンク送信のために設定される。
【００９４】
　図８は、あり得るアップリンク－ダウンリンク設定をリストしたものであり、ここで“
Ｕ”は該サブフレームがアップリンク送信のために確保されていることを示し、“Ｄ”は
該サブフレームがダウンリンク送信のために確保されていることを示し、“Ｓ”は特別サ
ブフレームを示す。基地局デバイスは、使用されるべきアップリンク－ダウンリンク設定
のインデックスを移動局デバイスに送信する。
【００９５】
　基地局デバイスは、第２アップリンク－ダウンリンク設定インデックスを送信すること
ができる。両方のアップリンク－ダウンリンクが同じ設定を有するサブフレームは、上記
のように処理される（該サブフレームは、本明細書の残りの部分においてぼんやりとレガ
シー・サブフレームと称される）。両方のアップリンク－ダウンリンク設定が異なるサブ
フレームはフレキシブルなサブフレームであり、該サブフレームはアップリンクまたはダ
ウンリンクのために使用され得るサブフレームである。例えば、アップリンク－ダウンリ
ンク設定１はＵとして設定され、アップリンク－ダウンリンク設定２はＤまたはＳとして
設定される。
【００９６】
　図９は、基地局デバイスがフレキシブルなサブフレームに関係するアップリンク－ダウ
ンリンク設定を示すことができる方法例を示す。
【００９７】
　この例では、基地局デバイスは２つのアップリンク－ダウンリンク設定インデックスを
送信する。第１のものは設定＃０に対応し、ここでは最多数のアップリンク・サブフレー
ムが定義されている。第２の設定は、フレキシブルなサブフレームを示すために基地局デ
バイスにより選択される。第１設定ではアップリンクとして設定され第２設定ではダウン
リンクとして設定されているサブフレームはフレキシブルなサブフレームである。
【００９８】
　本例では、第２インデックスは設定＃２に対応し、ここでは設定＃１においてアップリ
ンクとして示されている４個のサブフレームはダウンリンクとして示されており、従って
該サブフレームはフレキシブルなサブフレームである（より正確には、サブフレーム＃３
、＃４、＃８、および＃９）。
【００９９】
　レガシー移動局デバイスは、フレキシブルなサブフレームをアップリンクのために設定
されていると見なす。レガシー移動局デバイスは、ＰＤＣＣＨが送信されると予期してお
らず、ＵＳＳまたはＣＳＳを監視しない。基地局デバイスは、これらのサブフレームにお
いてレガシー互換性を維持しなくてもよい。基地局デバイスは、ＣＲＳを完全に除去して
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ＯＦＤＭシンボル＃０において送信を開始することができ、互換性のある移動局デバイス
のためのデータ・スループットを増大させる。
【０１００】
　フレキシブルなサブフレームの実際の方向（アップリンクまたはダウンリンク）は、暗
黙に与えられる。フレキシブルなサブフレームと両立する移動局デバイスは、もしアップ
リンク・スケジューリング許可がそのサブフレームで自分に対して与えられていなければ
、該方向はダウンリンクであると想定する。そうでなければ、移動局デバイスは、そのサ
ブフレームのｅＰＤＣＣＨを監視する。移動局デバイスは、もしそのサブフレームにおい
てアップリンク・スケジューリング許可を有するならば、ダウンリンクｅＰＤＣＣＨを想
定せずにアップリンク・データ送信を進める。
【０１０１】
　ダウンリンク送信のために設定されている他のフレキシブルなサブフレームの直後にあ
るフレキシブルなサブフレームは、アップリンクとして設定されない。ダウンリンクから
アップリンクへ切り替わるためにはガード期間が必要であり、そのガード期間は特別サブ
フレームにおいて定義されるだけである。
【０１０２】
　２つのアンテナ・ポートは、一方のアンテナ・ポート上のシンボルを伝えるチャネルの
大スケール特性が他方のアンテナ・ポート上のシンボルを伝えるチャネルから推定され得
るならば、準コロケートされていると言われる。該大スケール特性は、遅延スプレッド、
ドップラー・スプレッド、ドップラー・シフト、平均利得、および平均遅延のうちの１つ
以上を含む。移動局デバイスは、基地局デバイスによって別様に明示されていなければ、
２つのアンテナ・ポートが準コロケートされていると想定しない。
【０１０３】
　サービング・セルのために送信モード１０で設定されている移動局デバイスは、ＰＤＳ
ＣＨまたはｅＰＤＣＣＨを復号するためにより高位の層のパラメータｑｃｌ－Ｏｐｅｒａ
ｔｉｏｎによって該サービング・セルのために２つの準コロケーション・タイプのうちの
１つを用いて設定される。
－　タイプＡ：　移動局デバイスは、サービング・セルのアンテナ・ポート０～３（ＣＲ
Ｓに対応する）、７～２２（ＵＥ特有ＲＳおよびＣＳＩ－ＲＳ）、および１０７～１１０
（ｅＰＤＣＣＨと関連するＤＭ－ＲＳに対応する）が遅延スプレッド、ドップラー・スプ
レッド、ドップラー・シフトおよび平均遅延に関して準コロケートされていると想定する
ことができる。
－　タイプＢ：　移動局デバイスは、アンテナ・ポート１５～２２（より高位の層のパラ
メータｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄ－ｒ１１により識別されるＣＳＩ
－ＲＳリソース設定に対応する）、アンテナ・ポート７～１４（ＵＥ特有ＲＳ）、および
アンテナ・ポート１０７～１１０（ｅＰＤＣＣＨと関連するＤＭ－ＲＳに対応する）が遅
延スプレッド、ドップラー・スプレッド、ドップラー・シフト、および平均遅延に関して
準コロケートされていると想定することができる。
【０１０４】
　所与のサービング・セルのために送信モード１０に設定されている移動局は、ＰＤＳＣ
ＨまたはｅＰＤＣＣＨを復号するために基地局デバイスによって最大４個のパラメータ・
セットを用いて設定され得る。該移動局デバイスは、ＰＤＳＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ　ＲＥマ
ッピングを決定するとともに、もし該移動局がタイプＢ準コロケーション・タイプを用い
て設定されているならばアンテナ・ポート準コロケーションを決定するために、“ＰＤＳ
ＣＨ　ＲＥマッピングおよび準コロケーション・インジケータ（ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　Ｍａ
ｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ｑｕａｓｉ－Ｃｏ－Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）”フ
ィールド（ＰＱＩ）の値に従うパラメータ・セットを使用する。ＰＱＩは、該４個の設定
可能なパラメータ・セットのためのインデックスとして作用する。
【０１０５】
　ＰＱＩにより参照されるパラメータ・セットは、ｃｒｓ－ＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ－ｒ１
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１（アンテナ・ポートの数）、ｃｒｓ－ＦｒｅｑＳｈｉｆｔ－ｒ１１（ＣＲＳの周波数シ
フト）、ｍｂｓｆｎ－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１１（ダウンリンクに
おいてＭＢＳＦＮのために確保されるサブフレームの定義）、ｃｓｉ－ＲＳ－Ｃｏｎｆｉ
ｇＺＰＩｄ－ｒ１１（該移動局デバイスがそれについてゼロ送信電力を想定するところの
ＣＳＩ－ＲＳリソース設定のＩＤ）、ｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ－ｒ１１（先頭のＯＦＤＭ
シンボル）およびｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄ－ｒ１１（ＰＤＳＣＨ
／ｅＰＤＣＣＨアンテナ・ポートと準コロケートされているＣＳＩ－ＲＳリソース）を含
む。
【０１０６】
　典型的なネットワークにおいては、複数の基地局デバイスのカバレージは或るエリアで
重なり合う。システムは、移動局デバイスが基地局デバイスから受信する前に該基地局デ
バイスへのハンドオーバを実行することを必要とせずに、移動局デバイスがこれらの基地
局デバイスのうちのどれによってもトランスペアレントな仕方でサービスされることを可
能にする。サービング・セル内の基地局デバイスは、重なり合っている基地局デバイスの
状態に合う準コロケーション・パラメータ・セットを、ＲＲＣメッセージを通して設定す
る。重なり合っている基地局デバイスは、移動局デバイスが正しいＰＱＩパラメータ・セ
ットに切り替わるならば、サービスの中断無しに該移動局デバイスに送信することができ
る。
【０１０７】
　ＰＲＢペアのＰＤＣＣＨ領域は、最初の１、２、３または４個のＯＦＤＭシンボルにわ
たる。残りのＯＦＤＭシンボルはデータ領域として使用される（ＰＤＳＣＨ、Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ（物理ダウンリンク・シェア
ド・チャネル））。ＰＤＣＣＨは、ＣＲＳとともに、アンテナ・ポート０～３で送信され
る。
【０１０８】
　ＣＲＳは、ＰＤＣＣＨ領域およびデータ領域の長さとは無関係のパターンに従ってＰＲ
Ｂを横断してＲＥに割り当てられる。ＰＲＢ内のＣＲＳの数は、送信のために設定される
アンテナの数に依存する。
【０１０９】
　物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＣＦＩＣＨ））は、第１のＯ
ＦＤＭシンボルにおいてＣＲＳに割り当てられていないＲＥに割り当てられる。ＰＣＦＩ
ＣＨは４個のリソース・エレメント・グループ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇ
ｒｏｕｐ（ＲＥＧ））から構成され、各ＲＥＧは４個のＲＥから構成される。ＰＣＦＩＣ
Ｈは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の長さに対応する、１から３まで（
または、帯域幅に応じて２から４まで）の値を含む。
【０１１０】
　物理ハイブリッド－ＡＲＱインジケータ・チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ
－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＨＩＣＨ。ここでＡＲＱはＡｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ－ｒｅＱｕｅｓｔ（自動再送要求）を表す）は、第１シンボル
においてＣＲＳまたはＰＣＦＩＣＨに割り当てられていないＲＥに割り当てられる。ＰＨ
ＩＣＨは、アップリンク送信のためにＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する。ＰＨ
ＩＣＨは、１個のＲＥＧから構成され、セル特有の仕方でスクランブルされる。複数のＰ
ＨＩＣＨは、同じＲＥにおいて多重化されることができ、ＰＨＩＣＨグループを形成する
。ＰＨＩＣＨグループは、周波数および／または時間領域においてダイバーシティ利得を
得るために３回繰り返される。
【０１１１】
　ＰＤＣＣＨは、最初の’ｎ’個のＯＦＤＭシンボルに割り当てられる（ここで’ｎ’は
ＰＣＦＩＣＨで示される）。ＰＤＣＣＨはダウンリンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＤＣＩ））メッセージを含み、該メッセージは
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ダウンリンクおよびアップリンク・スケジューリング情報、ダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ、電力制御情報、などを含むことができる。ＤＣＩは、複数の制御チャネル・エレメン
ト（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（ＣＣＥ））によって伝えられる
。ＣＣＥは、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、またはＰＨＩＣＨによって占有されない同じＯＦＤ
Ｍシンボル内の４個の連続するＲＥから構成される。
【０１１２】
　ＣＣＥは、第１に周波数について第２に時間について０から昇順に番号づけられる。最
初に、第１のＯＦＤＭシンボル内の最低周波数ＲＥが考慮される。もしそのＲＥが他のＣ
ＣＥ、ＣＲＳ、ＰＨＩＣＨ、またはＰＣＦＩＣＨによって占有されていなければ、このＲ
Ｅは番号づけられる。そうでなければ、次のＯＦＤＭシンボルに対応する同じＲＥが評価
される。全てのＯＦＤＭシンボルが考慮されたならば、このプロセスは全てのＲＥについ
て周波数順に繰り返される。
【０１１３】
　データ領域において基準信号により占有されていないＲＥは、ｅＰＤＣＣＨまたは物理
ダウンリンク・シェアド・カネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃａｎｎｅｌ（ＰＤＳＣＨ））に割り当てられることができる。
【０１１４】
　ＵＥはＰＤＣＣＨ候補のセットを監視し、ここで監視は、該セット内のＰＤＣＣＨの各
々を全ての監視されるＤＣＩフォーマットに従って復号しようと試みることを暗に意味す
る。監視するべきＰＤＣＣＨ候補のセットはサーチスペース（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ
（ＳＳ））という用語で定義され、ここで所与の連結レベルＬのサーチスペースＳＫ

（Ｌ

）はＰＤＣＣＨ候補のセットにより定義される。
【０１１５】
　各ＵＥは２つのサーチスペース、ＵＥ特有サーチスペース（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ（ＵＳＳ））および共通サーチスペース（ＣＳＳ）、を監視す
る。ＵＳＳはもっぱら該ＵＥに向けられている情報を伝え、従ってその関連するＵＥだけ
が該ＵＳＳを復号することができる。ＵＳＳはそれぞれのＵＥについて異なる。２つ以上
の移動局デバイスのＵＳＳは、部分的に重なり合うことができる。ＣＳＳは、全てのＵＥ
に向けられている一般情報を含む。全てのＵＥが、同じ共通サーチスペースを監視し、該
共通サーチスペース内の情報を復号することができる。
【０１１６】
　サーチスペースは、セルＩＤ、メッセージおよび／または移動局デバイスもしくは移動
局デバイスのグループのタイプと関連するＲＮＴＩ、無線フレーム内のスロット数、およ
び／または帯域幅などの或るパラメータに依存して暗黙に定義され得る。例えば、各連結
レベルのために考慮されるＵＳＳ　ＥＣＣＥがそれに従って基地局デバイスおよび移動局
デバイスにより識別されるところのセルＩＤおよび移動局ＩＤに基づいて数学的演算が定
義され得る。ＣＳＳは、移動局ＩＤが考慮されない同じ方程式または類似の方程式を用い
て得られ得る（例えば、移動局ＩＤを値ゼロでオーバーライドする）。
【０１１７】
　あるいは、ＵＳＳおよび／またはＣＳＳは固定されてもよい。各連結レベルについて定
義されるサーチスペースは良く知られており、全ての移動局デバイスが該サーチスペース
を監視する。
【０１１８】
　あるいは、ＵＳＳおよび／またはＣＳＳは基地局デバイスによって明示され得る。各移
動局デバイスは、ＭＩＢ、ＳＩＢ、ＲＲＣ、またはこれらの組み合わせを通してこの情報
を受信する。
【０１１９】
　共通サーチスペースは、全ての移動局デバイスについてあるいは移動局デバイスのグル
ープについて（ＵＥ－グループ化）同じである。移動局デバイスのグループは、例えばそ
れらの移動局デバイスに特定のＲＮＴＩをセットすることによって（ＵＥ－グループＲＮ
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ＴＩ）ＵＥ－グループ化と定義され得る。グループに属する移動局デバイスは、このＲＮ
ＴＩと共に送信されたメッセージを得るべくＣＳＳおよび／またはｅＣＳＳを監視する。
【０１２０】
　図１０は、移動局デバイスがＵＳＳおよびＣＳＳにおいて各連結レベルについて監視す
る値を含む。連結レベルは、ＰＤＣＣＨが使用するＣＣＥの数である。移動局デバイスは
、各連結レベルについてＰＤＣＣＨ候補の数Ｍ（Ｌ）を監視する。共通サーチスペースに
ついてＬは２つの値、Ｌ＝４またはＬ＝８、のうちの１つを取ることができる。ＵＥが監
視する候補の数は、Ｌ＝４についてはＭ（Ｌ）＝４であり、Ｌ＝８についてはＭ（Ｌ）＝
２である。これらの場合の各々のサーチスペースのサイズは１６ＣＣＥである。
【０１２１】
　拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）の基本単位は拡張リソース・エレメント・グループ（
Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＥＲＥＧ））であ
る。ＰＲＢペアのＲＥは、ＤＭＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ（復調基準信号））を含んでいるかも知れないＲＥをスキップして周波数お
よびＯＦＤＭシンボルの昇順に０から１５まで循環的に番号づけられる。ＰＤＳＣＨに適
用される同じ送信処理がＤＭＲＳに適用され、このことは、ＵＥがデータを復調できるた
めに必要とする情報をＵＥが得ることを可能にする。ＥＲＥＧｉは番号’ｉ’を有する全
てのＲＥから構成され、ここでｉ＝０、１、・・・１５である。
【０１２２】
　しかし、使用され得るＲＥの数は固定されていない。ＰＤＣＣＨ、ＣＲＳおよびＣＳＩ
－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ（チャネル状態情報基準信号））のために使用されるＲＥは、ｅＰＤＣＣＨ
のためには使用され得ない。ＣＳＩ－ＲＳは、ＵＥが最大８個のアンテナのチャネル状態
を測定できるようにするために周期的に送信され、ＣＳＩ－ＲＳは特別サブフレーム設定
のためには定義されていない。
【０１２３】
　制御情報は拡張ＣＣＥ（ＥＣＣＥ）で送信され、ＥＣＣＥは、所与の設定について各Ｅ
ＣＣＥでの送信のために利用し得るＲＥの数に依存して、４個または８個のＥＲＥＧから
構成される。
【０１２４】
　１セットまたは２セットのｅＰＤＣＣＨ－セットが同時に存在することができ、各々の
ｅＰＤＣＣＨ－セットは独立に設定可能であって１、２、４または８個のＰＲＢペアにわ
たる。ｅＰＤＣＣＨは、ＤＭ－ＲＳと共にアンテナ・ポート１０７～１１０で送信される
。
【０１２５】
　図１１は、ｅＰＤＣＣＨ－セットｉのＰＲＢ－ペアにおけるｅＰＤＣＣＨのＥＣＣＥの
マッピングを示す（ここでｉ＝０、１、２、など）。各ＰＲＢ－ペアは１６個のＥＲＥＧ
から構成される。全てのＰＲＢ－ペアのＥＲＥＧは全体としてｅＰＤＣＣＨ－セットのＥ
ＲＥＧであると見なされ得る。ＰＲＢペアは１６個のＥＲＥＧを含み、該１６個のＥＲＥ
Ｇは４個または２個のＥＣＣＥを構成することができる。図の例では１つのＥＣＣＥは４
個のＥＲＥＧから構成されると想定されている。
【０１２６】
　ローカライズド割り当てでは、ｅＰＤＣＣＨの各ＥＣＣＥは、単一のＰＲＢペアに属す
るＥＲＥＧから構成される。全てのＲＥＧが比較的に狭い帯域内にあるので、プリコーデ
ィングおよびスケジューリングを通してより高い利益を得ることができる。
【０１２７】
　分散割り当てでは、ｅＰＤＣＣＨの各ＥＣＣＥは、異なるＰＲＢペアに属するＥＲＥＧ
から構成される。ＲＥＧに対して周波数ホッピングが行われるので、周波数ダイバーシテ
ィを通してロバストネスが高められる。
【０１２８】
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　制御情報のローカライズド割り当てまたは分散割り当てを考慮して、ｅＰＤＣＣＨセッ
ト０はｅＰＤＣＣＨセット１（もし存在するならば）に影響を与えない。ｅＰＤＣＣＨセ
ット０およびｅＰＤＣＣＨセット１は、ローカライズド送信マッピングおよび／または分
散送信マッピングの任意の組み合わせのために定義される。
【０１２９】
　ＵＥ特有サーチスペースは、ｅＰＤＣＣＨのためにｅＰＤＣＣＨ　ＵＳＳ（ｅＵＳＳと
も称される）として定義される。各ＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのサーチスペースは独
立して設定される。
【０１３０】
　図１２は、各ｅＰＤＣＣＨフォーマットについてｅＰＤＣＣＨを構成するＥＣＣＥの数
を含む。ケースＡは、ＤＣＩフォーマット２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄが監視されサービ
ング・セルの利用可能なダウンリンク・リソース・ブロックの数が２５以上であるとき標
準サブフレームおよび標準ダウンリンクＣＰに適用され；あるいはＤＣＩフォーマット２
／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄが監視されサービング・セルの利用可能なダウンリンク・リソ
ース・ブロックの数が２５以上であるとき特別サブフレーム設定３、４、８を有する特別
サブフレームおよび標準ダウンリンクＣＰに適用され；あるいはＤＣＩフォーマット１Ａ
／１Ｂ／１Ｄ／１／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ／０／４が監視され、ｎＥＰＤＣＣＨ＜
１０４であるとき標準サブフレームおよび標準ダウンリンクＣＰに適用され； あるいは
ＤＣＩフォーマット１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／１／２Ａ／２／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ／０／４が監視
され、ｎＥＰＤＣＣＨ＜１０４であるとき特別サブフレーム設定３、４、８を有する特別
サブフレームおよび標準ダウンリンクＣＰに適用される。他の場合には、ケースＢが使用
される。
【０１３１】
　特定の移動局デバイスのための上で参照された量ｎＥＰＤＣＣＨ（ＥＣＣＥにおいて利
用できるＲＥＧの数）は、ＥＰＤＣＣＨ－セットの可能なＥＰＤＣＣＨ送信のために設定
されたＰＲＢ－ペアのうちのダウンリンクＲＥの数であって、該ダウンリンクＲＥが該Ｐ
ＲＢ－ペアのうちの１６個のＥＲＥＧのうちのいずれか１つの一部分であること、該ダウ
ンリンクＲＥがＵＥによってＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳのために使用されるべきでないと
想定されること、および該ダウンリンクＲＥが先頭のＯＦＤＭシンボルに等しいかまたは
より高いＯＦＤＭシンボルｌの中に位置するということ（ｌ≧ｌＥＰＤＣＣＨＳｔａｒｔ

）を満たすダウンリンクＲＥの数である、として定義される。
【０１３２】
　特定の移動局デバイスのための上で参照された量ｎＥＰＤＣＣＨ、ＣＳＳ（共通シグナ
リングに専用されるＰＲＢのＥＣＣＥにおいて利用できるＲＥＧの数）は、共通シグナリ
ングのために定義されたＥＰＤＣＣＨ－セットの可能なＥＰＤＣＣＨ送信のために設定さ
れたＰＲＢ－ペアのうちのダウンリンクＲＥの数であって、該ダウンリンクＲＥが該ＰＲ
Ｂ－ペアのうちの１６個のＥＲＥＧのうちのいずれか１つの一部分であること、該ダウン
リンクＲＥがＵＥによってＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳのために使用されるべきでないと想
定されること、および該ダウンリンクＲＥが先頭のＯＦＤＭシンボルに等しいかまたはよ
り高いＯＦＤＭシンボルｌの中に位置するということ（ｌ≧ｌＥＰＤＣＣＨＳｔａｒｔ）
を満たすダウンリンクＲＥの数である、として定義される。一例では、ｎＥＰＤＣＣＨ、

ＣＳＳは固定されていると想定され得る。他の例では、ｎＥＰＤＣＣＨ、ＣＳＳは、例え
ばＥＰＤＣＣＨの先頭のシンボルｌＥＰＤＣＣＨＳｔａｒｔなどの他の多くのパラメータ
に依存する値を有する。ｌＥＰＤＣＣＨＳｔａｒｔまたは関連するパラメータは、ＲＲＣ
シグナリング、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨなどにより与えられ得るであろう。
【０１３３】
　ＤＣＩのフォーマットは、ｅＰＤＣＣＨが送信される目的に依存する。フォーマット０
は、普通はアップリンク・スケジューリングおよびアップリンク電力制御のために送信さ
れる。フォーマット１は、普通はダウンリンクＳＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ（単一入力多出力））スケジューリングおよびアップリン
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ク電力制御のために送信される。フォーマット２は、普通はダウンリンクＭＩＭＯスケジ
ューリングおよびアップリンク電力制御のために送信される。フォーマット３は、普通は
アップリンク電力制御のために送信される。フォーマット４は、普通は最大４個の層のア
ップリンク・スケジューリングのために送信される。
【０１３４】
　図１３は、ＥＰＤＣＣＨのための共通サーチスペースの例を示す。候補ｅＰＤＣＣＨは
ＥＣＣＥの上に表され、従って該例はローカライズド送信および分散送信の両方について
有効である。
【０１３５】
　この例では、連結レベル４で定義された３つの候補および連結レベル８の２つの候補が
あるけれども、本発明はこれらの値に限定されず、他の連結レベルとともに他の量も含ま
れる。
【０１３６】
　候補ｅＰＤＣＣＨは固定され、常に同じＥＣＣＥに存在することができ、あるいは候補
ｅＰＤＣＣＨの位置は、セル・アイデンティティ、帯域幅などの他のパラメータに依存す
ることができる。これらのパラメータのうちの１つ以上に応じて、第１候補の先頭の位置
は、サーチスペースの一部である任意のＥＣＣＥへ移動させられ得る。
【０１３７】
　さらに、可能な場合には候補ｅＰＤＣＣＨ間にセパレーションが存在し得るであろう。
本例では、連結レベル８の２つの候補がサーチスペースにぴったり嵌まり、該候補の間に
セパレーションを画定することはできない。第１候補の先頭の位置はＥＣＣＥ＃０または
ＥＣＣＥ＃８であることができ、この場合には第２候補はＥＣＣＥ＃０からスタートする
。連結レベル４については、先頭の位置および候補間のセパレーションの両方についてよ
り多くの可能性がある。
【０１３８】
　本発明の１つの実施態様は、ｅＰＤＣＣＨのための拡張共通サーチスペース（ｅｎｈａ
ｎｃｅｄ　ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ（ＥＣＳＳ））を別のＥＰＤＣＣＨ
－セット、例えばＥＰＤＣＣＨ－セット２、に導入する。
【０１３９】
　図１４は、ｅＰＤＣＣＨ－セット２が導入される例を示す。この例ではｅＰＤＣＣＨ－
セット０および１はｅＵＳＳに対応する。ＥＰＤＣＣＨ－セット２は、ｅＣＳＳと関連す
るＥＰＤＣＣＨ－セットである。本明細書の残りの部分においては、ｅＣＳＳと関連する
ｅＰＤＣＣＨ－セットは、一般性を失うことなくｅＰＤＣＣＨ－セット２と称され得る。
【０１４０】
　ＰＲＢ－ペアにおけるＥＣＣＥの割り当ては、分散マッピングに類似するプロセスで行
われ得る。共通制御チャネル情報は、時には基地局デバイスから遠く離れていたり低カバ
レージ状態であったりする移動局デバイスに達するように意図される。分散マッピングは
、周波数ダイバーシティを通してＥＣＳＳのロバストネスを高めるのに役立つ。しかし、
以下で強調されるように、或る場合にはローカライズド・マッピングが有利であり、従っ
てローカライズド・マッピングの使用は本発明において排除されない。
【０１４１】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セット２は、共通制御チャネル情報のために必要とされまたは
期待される連結レベルと直接相関して種々のＰＲＢスパンを有することができる。
【０１４２】
　本発明の１つの実施態様では、ｅＰＤＣＣＨ－セット２を構成するＰＲＢの数および／
または位置は固定されていて基地局デバイスおよび移動局デバイスの両方に知られている
。基地局デバイスは自分の共通制御チャネル情報をこれらの既知ＰＲＢで送信し、移動局
デバイスは該既知ＰＲＢを監視するように期待される。基地局デバイスは、共通制御チャ
ネル情報を利用可能なＥＣＣＥの一部で送信し、残りを空にしておくことができる。
【０１４３】
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　あるいは、基地局デバイスは、共通制御チャネル情報のために所定ＰＲＢのうちの何個
を使用するか決定し、残りをデータ送信のために利用可能にしておくことができる。
【０１４４】
　ＥＣＣＥの分散マッピングの場合、移動局デバイスは、ＥＣＳＳ内の全ての候補ＰＲＢ
を監視し、全ての可能な設定において共通制御チャネルを復号しようと試みる。例えば、
ＥＣＳＳの一例は固定されて４個のＰＲＢで定義されるけれども、基地局デバイスはこれ
らのＰＲＢのうちの２つで送信する必要があるだけであり、他の２つのＰＲＢはデータの
ために使用される。移動局デバイスは、この使用法を知っておらず、従って４個のＰＲＢ
に対応するＥＣＳＳおよび２個のＰＲＢに対応するＥＣＳＳを復号しようと試みる。
【０１４５】
　本発明の他の１つの実施態様では、ＥＣＣＳのＰＲＢへのマッピングは、ローカライズ
ド・マッピング方法に対応する。基地局デバイスは、共通制御情報をＰＲＢに所定順序で
割り当て始める。例えば、該順序は周波数の大きくなってゆく値に対応し、その場合基地
局デバイスは共通制御情報を、まだ割り当てられていないＰＲＢのうちの最低周波数を有
するＰＲＢに割り当てる。他の一例は、ＰＲＢを該ＰＲＢがＤＣキャリヤ（周波数におい
て帯域幅の中央）にどれだけ近いかに関連して排列し、２個のＰＲＢが該ＤＣキャリヤに
等距離のところにある場合には何らかの基準に従ってＰＲＢを選択する（例えば、最低周
波数のＰＲＢが先に割り当てられる）。この場合、移動局デバイスは使用されていないＥ
ＣＣＥを有するＰＲＢが検出されるまでＰＲＢを順に監視し、残りのＰＲＢのブラインド
復号を飛び越す。あるいは、移動局デバイスは全てのＰＲＢを監視してもよい。
【０１４６】
　本発明の他の一実施態様では、ｅＰＤＣＣＨ－セット２を構成するＰＲＢの数および／
または位置は、システムの他の何らかのパラメータ、例えば帯域幅またはセルＩＤ（ｃｅ
ｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ（セル・アイデンティティ））、に従って暗黙に示される。例え
ば、移動局デバイスはネットワークへの初期アクセスを行って基地局デバイスから帯域幅
情報を受信し、該帯域幅情報は所定のｅＰＤＣＣＨ設定に対応する。他の一例では、移動
局デバイスは、初期アクセス手順で移動局デバイスからセルＩＤを取得し、ｅＰＤＣＣＨ
－ＰＲＢ－セット２のサイズおよび位置を得るために数値演算を行う。これらのおよび他
の同様の方法は排他的ではなくて、他の一例においてはｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットの
サイズはネットワークの帯域幅に依存し得、ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのＰＲＢの位
置はセルＩＤに依存し得る。
【０１４７】
　本発明の他の一実施態様では、ｅＰＤＣＣＨ－セット２の設定は、基地局デバイスによ
って明示的に与えられる。
【０１４８】
　本発明の他の一実施態様では、ｅＰＤＣＣＨ－セットのサイズまたは位置は固定され、
暗黙に示され、または明示され、他のパラメータは、独立に、固定され、暗黙に示され、
または明示される。
【０１４９】
　さらに、ｅＣＳＳも固定され、暗黙に示され、または明示され得る。各連結レベルにつ
いて監視候補の数は、固定され、暗黙に示され（例えば帯域幅に依存して）、または基地
局デバイスにより明示的に与えられ得る。これらの監視候補の各々の先頭の位置は、独立
に固定され、暗黙に示され（例えば、ＲＮＴＩ、または無線フレーム内のスロット数に依
存して）、または基地局デバイスによって明示的に与えられ得る。
【０１５０】
　図１５は、リソース・エレメント・マッピング・アサンプションに関する決定について
のフローチャートを示す。移動局デバイスは、パラメータの値、チャネルの品質の程度、
あるいは他の何か（状態）であり得る所与の状態をチェックする。状態１が満たされれば
、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング・アサンプション１の下で動作す
る。状態２が満たされれば、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング・アサ
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ンプション２の下で動作する。
【０１５１】
　該図は２つの状態だけを示しているけれども、或る場合には状態のセットに依存して３
つ、４つ、あるいはそれ以上の異なる結果がある。この図は、多様な可能な状態を考慮に
入れるためにこの図を拡張することは些細な課題であることを理解して、これらの場合に
も使用される。あるいは、これらの場合は、状態１が単一の状態に対応し状態２が全ての
残りの状態全体に対応する一連の二元状態と考えられ得る。状態２が選択されれば、該残
りの状態のうちの１つを新しい状態１として用いるとともに残りのものを状態２として用
いて該プロセスが反復される。
【０１５２】
　移動局デバイスは状態を所与のレートでチェックし、該レートは、例えば、サブフレー
ムごとに、無線フレームごとに、所定のイベントが起こるごとに、などであり得る。該フ
ローチャートに示されているリソース・エレメント・マッピング・アサンプション１、２
、・・・は、状態がチェックされるごとに異なり得る。
【０１５３】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプションは、ＣＲＳの数、ＣＲＳ位置、Ｃ
ＲＳ存在、ＣＳＩ－ＲＳ位置、ＣＳＩ－ＲＳ設定、ＣＦＩ値および／またはＥＰＤＣＣＨ
のための先頭のＯＦＤＭシンボルによって定義され得る。
【０１５４】
　図１６は、準コロケーション・アサンプションに関する決定のためのフローチャートを
示す。移動局デバイスは、パラメータの値、チャネルの品質の程度、あるいは他の何か（
状態）であり得る所与の状態をチェックする。状態１が満たされれば、移動局デバイスは
準コロケーション・アサンプション１の下で動作する。状態２が満たされれば、移動局デ
バイスは準コロケーション・アサンプション２の下で動作する。
【０１５５】
　該図は２つの状態だけを示しているけれども、或る場合には状態のセットに依存して３
つ、４つ、あるいはそれ以上の異なる結果がある。この図は、多様な可能な状態を考慮に
入れるためにこの図を拡張することは些細な課題であることを理解して、これらの場合に
も使用される。あるいは、これらの場合は、状態１が単一の状態に対応し状態２が全ての
残りの状態全体に対応する一連の二元状態と考えられ得る。状態２が選択されれば、該残
りの状態のうちの１つを新しい状態１として用いるとともに残りのものを状態２として用
いて該プロセスが反復される。
【０１５６】
　移動局デバイスは状態を所与のレートでチェックし、該レートは、例えば、サブフレー
ムごとに、無線フレームごとに、所定のイベントが起こるごとに、などであり得る。該フ
ローチャートに示されている準コロケーション・アサンプション１、２、・・・は、状態
がチェックされるごとに異なり得る。
【０１５７】
　準コロケーション・アサンプションは、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨのため
のアンテナ・ポートと準コロケートされるリソース（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ、ＣＲＳ、ト
ラッキングＲＳ、同期信号、ディスカバリ信号）および／または移動局デバイスにより使
用されるべき準コロケーション挙動（タイプＡおよびタイプＢ）により定義され得る。
【０１５８】
　前のフローチャートにおいて説明された状態は、ＲＲＣ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＭＩＢ、および／またはＳＩＢを通して設定／通知される１つ以上のパラメータにより定
義され得る。例えば、状態は、送信モード、より高位の層の設定、および／またはサブフ
レーム設定により定義され得る。
【０１５９】
　本発明の一実施態様では、ｅＰＤＣＣＨ－セット２のサイズおよび／または位置が基地
局デバイスにより移動局デバイスに明示的に送信される。例えば、無線フレーム内の各サ
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ブフレームの詳細な設定はビットマップを通して得られる。
【０１６０】
　図１７は、ｅＰＤＣＣＨ　ＳＳ（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ（サーチスペース））の存
在が基地局デバイスによりＥＰＤＣＣＨインジケーションを通して、この例では“ＥＰＤ
ＣＣＨサブフレーム・パターン”の形で、伝えられる例を示す。例えば、該“ＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム・パターン”は、所与の数、例えば１０、４０など、のビットのビットマ
ップ情報であり得る。
【０１６１】
　“ＰＤＣＣＨ　ＳＳ”という用語は、ＣＳＳ、ＵＳＳ、あるいはその両方を指すことが
できる。“ＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ”という用語は、ｅＣＳＳ、ｅＵＳＳ、あるいはその両方
を指すことができる。下記において、“ＰＤＣＣＨ　ＳＳ”および“ＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ
”がＰＤＣＣＨ　ＣＳＳおよびＥＰＤＣＣＨ　ＣＳＳにそれぞれ対応する典型的なケース
が扱われる。本発明はこの例に限定されず、ＣＳＳ、ＵＳＳ、ｅＣＳＳ、ｅＵＳＳの任意
の組み合わせも考慮される。
【０１６２】
　該図において、無線フレームのアップリンク－ダウンリンク設定およびその無線フレー
ムに対応する１０ビットのビットマップ“ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン”が示さ
れている。該ビットマップは、移動局デバイスがｅＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視するように期
待されるサブフレームにおいては１にセットされる。該ビットマップは、移動局デバイス
がｅＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視するように期待されないサブフレームにおいては０にセット
される。
【０１６３】
　本例では、移動局デバイスは、該移動局デバイスがｅＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視するなら
ば、ＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視しない。移動局デバイスが所与のサブフレームにおいて実行
するように期待されるブラインド復号の数を増やすと、システムの全体としての複雑さが
増す。従って、複雑さを現行のシステムになるべく近いレベルに維持するために、移動局
デバイスは、ＰＤＣＣＨ　ＳＳまたはｅＰＤＣＣＨ　ＳＳの両方ではなくていずれか１つ
を監視する。これは、本発明の制約条件ではない。他の一例においては、移動局デバイス
は同じサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳおよびＥＰＤＣＣＨ　ＳＳの両方を監視す
ることができる。
【０１６４】
　移動局デバイスは、ｅＰＤＣＣＨ　ＣＳＳのために設定されていないダウンリンク・サ
ブフレーム（特別サブフレームを含む）内のＰＤＣＣＨ　ＣＳＳを監視する。
【０１６５】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１は１にセットされたＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンに対応し、状態２はダウンリ
ンク・サブフレームにおいて０にセットされたＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンに対
応する。状態１の下では、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング１を想定
する（ＣＲＳおよび／または他の基準信号の周りでのリソース・エレメント・マッピング
）。状態２の下では、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング２（サブフレ
ーム内にＣＲＳまたは短縮ＣＲＳが存在しない）を想定する。
【０１６６】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１および２は上記
の状態１および２に対応する。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・
アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０１６７】
　一例では両方の状態が同じ準コロケーション・アサンプションに通じる。
【０１６８】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩを受信する。この場合、状態１は
準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受
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信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・アサンプション２
に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに対応する。
【０１６９】
　本発明の他の一実施態様は、ＰＤＣＣＨ　ＳＳを常に監視するとともにビットマップに
従ってｅＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する移動局デバイスに関係する。
【０１７０】
　移動局デバイスがＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンおよびＥＰＤＣＣＨ監視で設定
されているならば、該移動局デバイスは、アップリンク－ダウンリンク設定により示され
るサブフレームおよびＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンに依存してリソース・エレメ
ント・マッピングおよび／または準コロケーション・アサンプションを決定する。
【０１７１】
　図１８は、サブフレームのうちの幾つかがフレキシブルなサブフレームとして設定され
る例を示す。
【０１７２】
　フレキシブルなサブフレームは、前記のように二重設定セット、アップリンク－ダウン
リンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２によって定義される。図の例では
、次のサブフレーム、すなわちサブフレーム＃３、およびサブフレーム＃８、がフレキシ
ブルとして設定される。ｅＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンは、どのサブフレームにお
いて移動局デバイスがｅＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視するように期待されるかを示す。
【０１７３】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はレガシー・サブフレームにおいて１にセットされているＥＰＤＣＣＨサブフレーム・
パターンに対応し、状態２はフレキシブルなサブフレームにおいて１にセットされている
ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンに対応する。状態１の下では（レガシー・サブフレ
ーム）、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング１を想定する（ＣＲＳおよ
び／または他の基準信号の周りのリソース・エレメント・マッピング）。状態２の下では
（フレキシブルなサブフレーム）、移動局デバイスはリソース・エレメント・マッピング
２を想定する（サブフレーム内にＣＲＳまたは短縮ＣＲＳが存在しない）。
【０１７４】
　さらに、移動局デバイスは、ダウンリンクのために設定されている、その中でＥＰＤＣ
ＣＨ監視が期待されていないところのサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ監視を行う
。このことは、それのために移動局デバイスがアップリンク・スケジューリング許可を持
っていないところのフレキシブルなサブフレームを含む。移動局はフレキシブルなサブフ
レームがアップリンクのために他の移動局デバイスによりあるいはダウンリンクのために
使用されるかどうかを知らず、従ってＰＤＳＣＣＨが監視されなければならない。このこ
とは状態３と見なされ得る。
【０１７５】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１はレガシー・サ
ブフレームにおいて１にセットされているＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンに対応し
、状態２はフレキシブルなサブフレームにおいて１にセットされているＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム・パターンに対応し、状態３はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセッ
トされているダウンリンク・サブフレームに対応する。これらの状態の各々から引き出さ
れる準コロケーション・アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０１７６】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１およ
び状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプ
ションは受信されたＰＱＩに対応する。状態２は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分
なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメー
タを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応
する。



(40) JP 2016-529745 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

【０１７７】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、状態１
および状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサ
ンプションは受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・ア
サンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩ
に対応する。
【０１７８】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０１７９】
　移動局デバイスがＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン、アップリンク－ダウンリンク
設定２およびＥＰＤＣＣＨ監視で設定されるならば、移動局デバイスは、リソース・エレ
メント・マッピングおよび／または準コロケーション・アサンプションを、アップリンク
－ダウンリンク設定１、アップリンク－ダウンリンク設定２、およびＥＰＤＣＣＨサブフ
レーム・パターンにより示されるサブフレームに依存して決定する。
【０１８０】
　図１９は他の一例としての場合を示し、この場合には基地局移動デバイスは、どのサブ
フレームにおいて移動局デバイスがレガシーＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッ
ピングを有するＥＣＳＳを監視するように期待されるかを示すためにビットマップを送信
する。さらに、基地局デバイスは、どのサブフレームにおいて移動局デバイスが短縮また
は非実在ＣＲＳを有するＥＣＳＳを監視するように期待されるかを示すために他の１つの
ビットマップを送信する。
【０１８１】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１は１にセットされているＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１に対応する。この場合
、移動局デバイスは、ＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッピングを想定する（リ
ソース・エレメント・マッピング・アサンプション１）。状態２は１にセットされている
ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２に対応し、この場合には移動局デバイスは、ＣＲ
Ｓが存在しないかあるいはＣＲＳの存在が短縮されているサブフレームのためのリソース
・エレメント・マッピングを想定する。さらに、状態３は、全てのビットマップが０にセ
ットされサブフレームがダウンリンクとしてまたは特別サブフレームとして設定されてい
る場合として定義され得る。この場合、移動局デバイスはＰＤＣＣＨのサーチスペースを
監視する。
【０１８２】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１、２および３は
、上で記述されたように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケ
ーション・アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０１８３】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１およ
び状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプ
ションは受信されたＰＱＩに対応する。状態２は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分
なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメー
タを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応
する。
【０１８４】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、状態１
および状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサ
ンプションは受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・ア
サンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩ
に対応する。
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【０１８５】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０１８６】
　本発明の他の一実施態様においては、マッピングは２ビット以上を介して行われる。マ
ッピング・シーケンスの各位置は、複数のオプションから対応するサブフレームのための
ＥＣＳＳの設定を与える。
【０１８７】
　移動局デバイスがＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム
・パターン２およびＥＰＤＣＣＨ監視で設定されているならば、移動局デバイスは、リソ
ース・エレメント・マッピングおよび／または準コロケーション・アサンプションを、ア
ップリンク－ダウンリンク設定、アップリンク－ダウンリンク設定２、ＥＰＤＣＣＨサブ
フレーム・パターン１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２により示されるサブ
フレームに依存して決定する。
【０１８８】
　図２０は、どのサブフレームを監視するかを移動局デバイスが暗黙に想定する場合を示
す。移動局デバイスは、ダウンリンク・サブフレーム、特別サブフレーム、および移動局
デバイスがそれのためのアップリンク許可を持っていないところのフレキシブルなサブフ
レームについてＥＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する。移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳを監
視しない。リソース・エレメント・マッピングおよび準コロケーションも暗黙に想定され
る。
【０１８９】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はダウンリンクまたは特別レガシー・サブフレームに対応する。この場合、移動局デバ
イスはＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッピングを想定する（リソース・エレメ
ント・マッピング・アサンプション１）。状態２は移動局デバイスがそれのためにアップ
リンク許可を持っていないところのフレキシブルなサブフレームに対応し、この場合、移
動局デバイスは、ＣＲＳが存在しないかまたはその存在が短縮されているサブフレームの
ためのリソース・エレメント・マッピングを想定する。
【０１９０】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１および２は、上
記のように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・ア
サンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０１９１】
　一例では、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１は準コロケ
ーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信された
ＰＱＩに対応する。状態２は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分なまでにオーバーラ
イドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメータを除く全てのパラ
メータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応する。
【０１９２】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、状態１
は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは
受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・アサンプション
２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに対応する。
【０１９３】
　移動局デバイスがアップリンク－ダウンリンク設定２およびＥＰＤＣＣＨ監視で設定さ
れているならば、移動局デバイスは、リソース・エレメント・マッピングおよび／または
準コロケーション・アサンプションを、アップリンク－ダウンリンク設定１およびアップ
リンク－ダウンリンク設定２により示されるサブフレームに依存して決定する。例えば、
リソース・エレメント・マッピング・アサンプション１におけるマッピングはサービング
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・セルのＣＲＳまたはより高位の層のシグナリングにより示されるＣＲＳを考慮して行わ
れ、リソース・エレメント・マッピング・アサンプション２におけるマッピングはＣＲＳ
を考慮しないかあるいはより高位の層のシグナリングにより示されるＣＲＳを考慮して行
われる。
【０１９４】
　図２１は、移動局デバイスがＰＤＣＣＨ　ＳＳだけを監視するけれども、リソース・エ
レメント・マッピングおよび準コロケーション・アサンプションが変化することができて
システムの他のパラメータと共に暗黙に示される場合を示す。ＰＤＣＣＨはＣＲＳが検索
可能であることを必要とするけれども、ＣＲＳが短縮されていてＰＤＣＣＨ領域に他の基
準信号が全く存在しない場合を定義することが可能である。
【０１９５】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はダウンリンクまたは特別レガシー・サブフレームに対応する。この場合、移動局デバ
イスは、ＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッピングを想定する（リソース・エレ
メント・マッピング・アサンプション１）。状態２は、移動局デバイスがそれのためにア
ップリンク許可を持っていないところのフレキシブルなサブフレームに対応し、この場合
、移動局デバイスは、ＣＲＳが短縮されているかまたは存在しなくて他の基準信号が存在
しないサブフレームについてリソース・エレメント・マッピングを想定する。
【０１９６】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１および２は上記
のように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・アサ
ンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０１９７】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１は準
コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信
されたＰＱＩに対応する。状態２は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分なまでにオー
バーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメータを除く全て
のパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応する。
【０１９８】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、状態１
は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは
受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・アサンプション
２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに対応する。
【０１９９】
　移動局デバイスがアップリンク－ダウンリンク設定２で設定されていて移動局デバイス
がＥＰＤＣＣＨ監視で設定されていなければ、移動局デバイスは、リソース・エレメント
・マッピングおよび／または準コロケーション・アサンプションを、アップリンク－ダウ
ンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２により示されるサブフレームに
依存して決定する。
【０２００】
　本発明の他の一実施態様では、ビットマップは固定される。ＴＤＤ設定においてＥＣＳ
Ｓを伝えるサブフレームは常に同じである。基地局移動デバイスは、共通制御情報をこれ
らのサブフレームで送信し、移動局デバイスは該サブフレームを監視する。基地局デバイ
スが上記のようにこれらのサブフレームにおいてＥＣＳＳのために使用されないＰＲＢを
データのために使用する任意の代わりの場合も、この場合に当てはまる。
【０２０１】
　本発明の一実施態様では、基地局デバイスはＥＣＳＳ情報をＭＩＢ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（主情報ブロック））内に含み、該情報は、４０ｍｓ
ごとに更新されて１０ｍｓごとにＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ブロー
ドキャスト・チャネル））で送信される。移動局デバイスは、初期アクセス手順の間にこ
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のフィールドを読んでＥＣＳＳを監視し始める。あるいは、ＭＩＢは、複数のオプション
から所定設定を与えるインデックスを含む。該オプションは、システムの帯域幅に依存し
て変化し得る。あるいは、ＭＩＢは、ＰＤＳＣＨ内またはＳＩＢ内など、他のセグメント
内にこの情報が存在することを信号するフラグを含む。
【０２０２】
　本発明の他の一実施態様では、基地局デバイスはこの情報を特定のＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（システム情報ブロック））内に含む。ＳＩＢ
は他のデータと共にＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ（
ダウンリンク・シェアド・チャネル））で送信される。あるいは、ＥＣＳＳを識別して復
号するために必要なパラメータは、現存するＳＩＢのコンプリメントとして送信される。
【０２０３】
　さらに、共通情報または他の所定位置における共通情報の存在は、ＭＩＢ、ＳＩＢ、お
よび／またはＲＲＣシグナリングなどの何らかの明示的方法を組み合わせて送信され得る
。
【０２０４】
　本発明の他の一実施態様では、ＥＣＳＳ設定情報はＲＲＣメッセージ送信を通して送信
される。
【０２０５】
　図２２は、どのサブフレームを監視するかを移動局デバイスが暗黙に想定する場合を示
す。移動局デバイスは、ダウンリンク・サブフレームおよび特別サブフレームについてＰ
ＤＣＣＨ　ＳＳを監視する（アップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダ
ウンリンク設定２の両方においてＤまたはＳとして設定される）。移動局デバイスは、移
動局デバイスがそれのためにアップリンク許可を持っていないところのフレキシブルなサ
ブフレームについてＥＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する。リソース・エレメント・マッピング
および準コロケーションも暗黙に想定される。
【０２０６】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はレガシー・ダウンリンクまたは特別サブフレームに対応する。この場合、移動局デバ
イスはＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッピングを想定する（リソース・エレメ
ント・マッピング・アサンプション１）。状態２は、移動局がそれのためにアップリンク
許可を持っていないところのフレキシブルなサブフレームに対応し、この場合には、移動
局デバイスは、その中にＣＲＳが存在しないかあるいはＣＲＳの存在が短縮されていると
ころのサブフレームのためのリソース・エレメント・マッピングを想定する。
【０２０７】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１および２は上記
のように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・アサ
ンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０２０８】
　一例では、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１は準コロケ
ーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信された
ＰＱＩに対応する。状態２は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分なまでにオーバーラ
イドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメータを除く全てのパラ
メータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応する。
【０２０９】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、状態１
は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは
受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・アサンプション
２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２１０】
　図２３は、移動局デバイスが決定された状態を有するＥＣＳＳをどのサブフレームにお
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いて監視するように期待されるかを示すために基地局デバイスが複数のビットマップを送
信する場合を示す。該図は、ＥＣＳＳ状態ＡおよびＥＣＳＳ状態Ｂに対応する２つのビッ
トマップが送信される例を示す。
【０２１１】
　移動局デバイスは、それのためにアップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリン
ク－ダウンリンク設定２が両方ともＤまたはＳにセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・
パターン１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が両方とも０にセットされてい
るところのサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する。移動局デバイスは、それ
のためにアップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２が
両方ともＤまたはＳにセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットさ
れＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が０にセットされているところのサブフレーム
において、状態（Ａ）を有するＥＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する。移動局デバイスは、それ
のためにアップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２が
両方ともＤまたはＳにセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が０にセットさ
れＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が１にセットされているところのサブフレーム
において、状態（Ｂ）を有するＥＰＤＣＣＨ　ＳＳを監視する。
【０２１２】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１は、アップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２が両
方ともＤまたはＳにセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１およびＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム・パターン２が両方とも０にセットされていることに対応する。この場合
、移動局デバイスは、ＣＲＳの周りのリソース・エレメント・マッピングを想定する（リ
ソース・エレメント・マッピング・アサンプション１）。状態２は、アップリンク－ダウ
ンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２が両方ともＤまたはＳにセット
されＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム
・パターン２が０にセットされていることに対応し、この場合には移動局デバイスは、そ
の中において状態（Ａ）に従ってＣＲＳが存在しないかあるいはＣＲＳの存在が短縮され
ているところのサブフレームのためのリソース・エレメント・マッピングを想定する。状
態３は、アップリンク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２が
両方ともＤまたはＳにセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットさ
れＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が０にセットされていることに対応し、この場
合には移動局デバイスは、その中において（Ｂ）に従ってＣＲＳが存在しないかあるいは
ＣＲＳの存在が短縮されているところのサブフレームのためのリソース・エレメント・マ
ッピングを想定する。
【０２１３】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１、２および３は
上記のように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・
アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０２１４】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態１およ
び状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプ
ションは受信されたＰＱＩに対応する。該状態のうちの残りのもの（例えば状態２）は、
非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメ
ント・マッピングに関連するパラメータを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱ
Ｉと同等のパラメータ・セットに対応する。
【０２１５】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩを受信する。この場合、状態１お
よび状態３は準コロケーション・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサン
プションは受信されたＰＱＩのうちの１つに対応する。状態２は準コロケーション・アサ
ンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに
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対応する。
【０２１６】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩを受信し、各状態は異なる準コロ
ケーション・アサンプションに通じる。
【０２１７】
　本発明の他の一実施態様では、マッピングは２ビット以上を介して行われる。マッピン
グ・シーケンスの各位置は、複数のオプションから対応するサブフレームのためのＥＣＳ
Ｓの設定を与える。
【０２１８】
　図２４は、サブフレームのうちの幾つかがフレキシブルなサブフレームとして設定され
る例を示す。
【０２１９】
　フレキシブルなサブフレームは、上で説明されたように、二重設定セット、アップリン
ク－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２によって定義される。
図の例では、次のサブフレーム、すなわちサブフレーム＃３、サブフレーム＃４、サブフ
レーム＃８、およびサブフレーム＃９、がフレキシブルとして設定される。移動局デバイ
スは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセットされるならばＰＤＣＣＨ　ＳＳ
１を、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが１にセットされるならばＥＰＤＣＣＨ　Ｓ
Ｓ１を、監視するように期待される。さらに、移動局デバイスは、非－アップリンク・レ
ガシー・サブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待される。移動局
デバイスは、それのために該移動局デバイスがアップリンク許可を持っていないところの
フレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待される
。
【０２２０】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセット
されることに対応し、この場合、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ
　ＳＳ２を監視するように期待される。状態２はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤ
ＣＣＨサブフレーム・パターンが１にセットされることに対応し、移動局デバイスはＥＰ
ＤＣＣＨ　ＳＳ１およびＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待される。状態３は、フ
レキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセットさ
れることに対応し、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を
監視するように期待される。状態４は、フレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム・パターンが１にセットされることに対応し、移動局デバイスはＥＰＤＣ
ＣＨ　ＳＳ１およびＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待される。
【０２２１】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１はレガシー・サ
ブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセットされることに対応
し、状態２はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが１
にセットされることに対応し、状態３はフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム・パターンが０にセットされることに対応し、状態４はフレキシブルなサ
ブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが１にセットされることに対応
する。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・アサンプションは、シス
テムの他の考慮事項に依存する。
【０２２２】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、該状態のう
ちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態４、など）は準コロケーション・ア
サンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩに対応
する。該状態のうちの残りの状態（例えば、状態２）は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作
に十分なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパ
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ラメータを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セット
に対応する。
【０２２３】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば、状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーショ
ン・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩ
のうちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサ
ンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに
対応する。
【０２２４】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば、状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーショ
ン・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩ
のうちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサ
ンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱ
Ｉに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション
３に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他方の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２２５】
　他の一例においては、移動局デバイスは４つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０２２６】
　図２５は、サブフレームのうちの幾つかがフレキシブルなサブフレームとして設定され
る例を示す。
【０２２７】
　フレキシブルなサブフレームは、前に説明されたように二重設定セット、アップリンク
－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２により定義される。図の
例では、次のサブフレーム、すなわちサブフレーム＃３、サブフレーム＃４、サブフレー
ム＃８、およびサブフレーム＃９がフレキシブルとして設定される。移動局デバイスは、
それのためにＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセットされているところのレガ
シー・サブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視し、それのためにＥＰＤＣＣＨサ
ブフレーム・パターンが１にセットされているところのレガシー・サブフレームにおいて
設定（Ａ）を有するＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視し、それのためにＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム・パターンが１にセットされているところのレガシー・サブフレームにおいて設定（
Ｂ）を有するＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように期待される。さらに、移動局デバイ
スは、非－アップリンク・レガシー・サブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視す
るように期待される。移動局デバイスは、該移動局デバイスがそれのためにアップリンク
許可を持っていないところのフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ２
を監視するように期待される。
【０２２８】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセット
されることに対応し、この場合、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように
期待される。状態２はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パタ
ーンが１にセットされることに対応し、移動局デバイスは設定（Ａ）の下でＥＰＤＣＣＨ
　ＳＳ１を監視するように期待される。状態３はフレキシブルなサブフレームにおいてＥ
ＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが１にセットされることに対応し、移動局デバイスは
設定（Ｂ）の下でＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように期待される。状態４はレガシー
・サブフレームに対応し、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待さ
れる。状態５はフレキシブルなサブフレームに対応し、移動局デバイスはＥＰＤＣＣＨ　
ＳＳ２を監視するように期待される。
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【０２２９】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１はレガシー・サ
ブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが０にセットされることに対応
し、状態２はレガシー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターンが１
にセットされることに対応し、状態３はフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣ
Ｈサブフレーム・パターンが１にセットされることに対応し、状態４はレガシー・サブフ
レームに対応し、状態５はフレキシブルなサブフレームに対応する。これらの状態の各々
から引き出される準コロケーション・アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存
する。
【０２３０】
　一例では、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、状態のうちの幾つ
か（例えば、状態１および状態３、または状態４、など）は準コロケーション・アサンプ
ション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩに対応する。
該状態のうちの残りのもの（例えば、状態２）は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に十分
なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラメー
タを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに対応
する。
【０２３１】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば、状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーショ
ン・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩ
のうちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサ
ンプション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱ
Ｉに対応する。
【０２３２】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション３
に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２３３】
　他の一例においては、移動局デバイスは４つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション３
に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩに対応する
。他の幾つかの状態（例えば状態５）は準コロケーション・アサンプション４に通じ、該
準コロケーション・アサンプションは他の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２３４】
　他の一例においては、移動局デバイスは５つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０２３５】
　図２６は、どのサブフレームにおいて移動局デバイスが複数の異なるサーチスペースに
おいてＥＰＤＣＣＨを監視するように期待されるかを示すために基地局デバイスが複数の
ビットマップを送信する場合を示す。該図は、ＳＳ１におけるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
およびＳＳ２におけるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対応する２つのビットマップが送信さ
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れる例を示す。
【０２３６】
　移動局デバイスは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が０にセットされているレ
ガシー・サブフレームおよびフレキシブルなサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を
監視する。移動局デバイスは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットされ
ているレガシー・サブフレームおよびフレキシブルなサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ　
ＳＳ１を監視する。さらに、移動局デバイスは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２
が０にセットされているレガシー・サブフレームおよびフレキシブルなサブフレームにお
いてＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視する。移動局デバイスは、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パ
ターン２が１にセットされているレガシー・サブフレームおよびフレキシブルなサブフレ
ームにおいてＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視する。
【０２３７】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はレガシー・サブフレームまたはフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサ
ブフレーム・パターン１およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２の両方が０にセッ
トされていることに対応し、この場合には移動局デバイスはＣＲＳが両方のサーチスペー
スに存在するサブフレームのためのリソース・エレメント・マッピングを想定する。状態
２はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム
・パターン２が０にセットされていることに対応し、この場合には移動局デバイスは、Ｃ
ＲＳがＳＳ１に存在するサブフレームのためのリソース・エレメント・マッピングおよび
ＣＲＳがＳＳ２に存在しないかまたは該ＣＲＳの存在が短縮されているサブフレームのた
めのリソース・エレメント・マッピングを想定する。状態３はＥＰＤＣＣＨサブフレーム
・パターン１が０にセットされＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が１にセットされ
ていることに対応し、この場合には移動局デバイスは、ＳＳ１においてＣＲＳが存在しな
いかまたは該ＣＲＳの存在が短縮されているサブフレームのためのリソース・エレメント
・マッピングおよびＳＳ２にＣＲＳが存在するサブフレームのためのリソース・エレメン
ト・マッピングを想定する。状態４はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１およびＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム・パターン２の両方が１にセットされていることに対応し、この場
合には移動局デバイスは、ＳＳ１およびＳＳ２の両方においてＣＲＳが存在しないかまた
は該ＣＲＳの存在が短縮されているサブフレームのためのリソース・エレメント・マッピ
ングを想定する。
【０２３８】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１、２、３および
４は上記のように同じ状態である。これらの状態の各々から引き出される準コロケーショ
ン・アサンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０２３９】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、該状態のう
ちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態４、など）は準コロケーション・ア
サンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩに対応
する。該状態のうちの残りのもの（例えば、状態２）は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作
に十分なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパ
ラメータを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セット
に対応する。
【０２４０】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。
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【０２４１】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション３
に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２４２】
　他の一例においては、移動局デバイスは４つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０２４３】
　図２７は、サブフレームのうちの幾つかがフレキシブルなサブフレームとして設定され
、どのサブフレームにおいて移動局デバイスが複数の異なるサーチスペースにおいてＥＰ
ＤＣＣＨを監視するように期待されるかを示すために基地局デバイスが複数のビットマッ
プを送信する例を示す。該図は、ＳＳ１におけるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨおよびＳＳ２
におけるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対応する２つのビットマップが送信される例を示す
。
【０２４４】
　フレキシブルなサブフレームは、前に説明されたように二重設定セット、アップリンク
－ダウンリンク設定１およびアップリンク－ダウンリンク設定２により定義される。該図
の例では、次のサブフレーム、すなわちサブフレーム＃３、サブフレーム＃４、サブフレ
ーム＃８、およびサブフレーム＃９、がフレキシブルとして設定される。移動局デバイス
は、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１がそれのために０にセットされているところ
のレガシー・サブフレーム内のＰＤＣＣＨ　ＳＳ１、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パター
ン１がそれのために１にセットされているところのレガシー・サブフレーム内の設定（Ａ
）を有するＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１、およびＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１がそれ
のために１にセットされているところのレガシー・サブフレーム内の設定（Ｂ）を有する
ＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように期待される。さらに、移動局デバイスは、ＥＰＤ
ＣＣＨサブフレーム・パターン２がそれのために０にセットされているところのサブフレ
ームにおいてＰＤＣＣＨ　ＳＳ２を監視するように期待される。移動局デバイスは、ＥＰ
ＤＣＣＨサブフレーム・パターン２がそれのために１にセットされていて、該移動局デバ
イスがアップリンク許可を持っていないところのサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨ　Ｓ
Ｓ２を監視するように期待される。
【０２４５】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、状態
１はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が０にセットされていることに対応し、この
場合、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように期待される。状態２はレガ
シー・サブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が１にセットされて
いることに対応し、移動局デバイスは設定（Ａ）の下でＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視する
ように期待される。状態３はフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレ
ーム・パターンが１にセットされることに対応し、移動局デバイスは設定（Ｂ）の下でＥ
ＰＤＣＣＨ　ＳＳ１を監視するように期待される。状態４はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・
パターン２が０にセットされているサブフレームに対応し、移動局デバイスはＰＤＣＣＨ
　ＳＳ２を監視するように期待される。状態５は、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン
２が１にセットされているサブフレームに対応し、移動局デバイスはＥＰＤＣＣＨ　ＳＳ
２を監視するように期待される。
【０２４６】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、状態１はＥＰＤＣＣＨ
サブフレーム・パターン１が１にセットされることに対応し、状態２はレガシー・サブフ
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レームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１が０にセットされることに対応し
、状態３はフレキシブルなサブフレームにおいてＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン１
が１にセットされることに対応し、状態４はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が０
にセットされることに対応し、状態５はＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン２が１にセ
ットされることに対応する。これらの状態の各々から引き出される準コロケーション・ア
サンプションは、システムの他の考慮事項に依存する。
【０２４７】
　一例においては、移動局デバイスはＰＱＩを１つだけ受信する。この場合、該状態のう
ちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態４、など）は準コロケーション・ア
サンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩに対応
する。該状態のうちの残りのもの（例えば状態２）は、非－ＣＲＳ／ＣＲＳ－短縮動作に
十分なまでにオーバーライドされる、リソース・エレメント・マッピングに関連するパラ
メータを除く全てのパラメータにおいて受信されたＰＱＩと同等のパラメータ・セットに
対応する。
【０２４８】
　他の一例においては、移動局デバイスは２つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。
【０２４９】
　他の一例においては、移動局デバイスは３つのＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態
のうちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション
・アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩの
うちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサン
プション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩ
に対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション３
に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２５０】
　他の一例においては、移動局デバイスは４つＰＱＩ値を受信する。この場合、該状態の
うちの幾つか（例えば状態１および状態３、または状態２、など）は準コロケーション・
アサンプション１に通じ、該準コロケーション・アサンプションは受信されたＰＱＩのう
ちの１つに対応する。他の幾つかの状態（例えば状態４）は準コロケーション・アサンプ
ション２に通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩに
対応する。他の幾つかの状態（例えば状態２）は準コロケーション・アサンプション３に
通じ、該準コロケーション・アサンプションは他の１つの受信されたＰＱＩに対応する。
他の幾つかの状態（例えば状態５）は準コロケーション・アサンプション４に通じ、該準
コロケーション・アサンプションは他の受信されたＰＱＩに対応する。
【０２５１】
　他の一例においては、移動局デバイスは５つのＰＱＩ値を受信し、各状態は異なる準コ
ロケーション・アサンプションに通じる。
【０２５２】
　図２８は、ｅＣＳＳ　ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットの明示的インジケーションのため
に使用され得る情報エレメントの例を示す。特に、該情報エレメントはＥＰＤＣＣＨ－Ｃ
ｏｎｆｉｇ－ｒ１２とラベリングされている。
【０２５３】
　ＳｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎＣｏｎｆｉｇ－ｒ１２は４０個のサブフレームのため
のビットマップを含み、どのサブフレームがｅＰＤＣＣＨ動作のために設定されるかを示
す。



(51) JP 2016-529745 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

【０２５４】
　ＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１２は、サブフレームの第１スロット内の同じセル上の、
任意のｅＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされたＰＤＳＣ
Ｈのための先頭のＯＦＤＭシンボルを示す。このフィールドは、送信モード１～９で設定
された移動局デバイスのために設定され得る。移動局デバイスの設定は、移動局デバイス
が設定されるときにパラメータＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１２の値により決定される。
移動局デバイスがより高位の層のパラメータＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１２で設定され
るならば、サブフレーム内の第１スロット内のインデックスｌＥＰＤＣＣＨＳｔａｒｔに
より与えられるＥＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされた
ＰＤＳＣＨのための先頭のＯＦＤＭシンボルは、該より高位の層のパラメータから決定さ
れる。値０、１、２、および３は、１０リソース・ブロックより大きいダウンリンク帯域
幅に適用可能である。値０、２、３、および４は、その他に適用可能である。そうでなけ
れば、移動局デバイスは該設定をリリースし、ＰＣＦＩＣＨにより示されるＣＦＩ（ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ（制御フォーマット・インジケータ））
値からｅＰＤＣＣＨおよびｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされたＰＤＳＣＨの先頭
のＯＦＤＭシンボルを引き出す。
【０２５５】
　さらに、移動局デバイスが所与のサブフレーム設定で設定されるならば、ＥＰＤＣＣＨ
および／またはｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされるＰＤＳＣＨのための先頭のＯ
ＦＤＭシンボルは、上で説明されたようにサブフレーム設定、例えばアップリンク－ダウ
ンリンク設定および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレーム・パターン、により示されるサブ
フレームのタイプ、に依存して決定される。
【０２５６】
　ＥＰＤＣＣＨ－ＳｅｔＣｏｎｆｉｇ－ｒ１２は、ｅＵＳＳまたはｅＣＳＳのために専用
されるｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットの設定情報を含む。ＳｅｔＣｏｎｆｉｇＩｄ－ｒ１
２は、該セットのアイデンティティであって、もしｅＣＳＳが別のｅＰＤＣＣＨ－セット
において設定されるならば０、１、またはそれ以上に初期化される。例えば、ｅＵＳＳは
セット０および１で送信され、ｅＣＳＳはセット２で送信される。Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎＴｙｐｅ－ｒ１１は、送信がローカライズされているか分散されているかを示す。Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅＢｌｏｃｋＡｓｓｉｇｎｍｅｎｔ－ｒ１２は、ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セ
ットのために使用されるＰＲＢの情報を含む。ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットは、ｎｕｍ
ｂｅｒＰＲＢ－Ｐａｉｒｓ－ｒ１２により示されるように、２個、４個、８個、またはそ
れ以上のＰＲＢにわたり得る。該ＰＲＢの位置は組み合わせインデックスであるｒｅｓｏ
ｕｒｃｅＢｌｏｃｋＡｓｓｉｇｎｍｅｎｔ－ｒ１２として与えられる。ｅＰＤＣＣＨ－Ｐ
ＲＢ－セットのＤＭＲＳスクランブリング・シーケンスはｄｍｒｓ－Ｓｃｒａｍｂｌｉｎ
ｇＳｅｑｕｅｎｃｅＩｎｔ－ｒ１２により与えられる。ＰＵＣＣＨにおけるＨＡＲＱレス
ポンスのためのスタート・オフセットはｐｕｃｃｈ－ＲｅｓｏｕｒｃｅＳｔａｒｔＯｆｆ
ｓｅｔ－ｒ１１において与えられる。
【０２５７】
　Ｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２は、送信モード１０
またはそれ以上で設定される移動局デバイスのために設定される。より高位の層のパラメ
ータにより示されるパラメータ・セットＲｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉ
ｓｔＩｄ－ｒ１２は、ＥＰＤＣＣＨリソース・エレメント・マッピングおよびＥＰＤＣＣ
Ｈアンテナ・ポート準コロケーションのために決定される。該パラメータ・セットはｃｒ
ｓ－ＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ、ｃｒｓ－ＦｒｅｑＳｈｉｆｔ、ｍｂｓｆｎ－Ｓｕｂｆｒａｍ
ｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ、ｃｓｉ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＺＰＩｄ、ｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒ
ｔ、および／またはｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄを含む。ＥＰＤＣＣ
Ｈ　ＲＥマッピングのためのＣＲＳ位置は、パラメータｃｒｓ－ＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ、
ｃｒｓ－ＦｒｅｑＳｈｉｆｔ、およびｍｂｓｆｎ－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓ
ｔにより示される。ＥＰＤＣＣＨ　ＲＥマッピングのためのＣＳＩ－ＲＳ位置は、パラメ
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ータｃｓｉ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＺＰＩｄにより示される。ＥＰＤＣＣＨおよび／または
ｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされるＰＤＳＣＨのための先頭のＯＦＤＭシンボル
は、パラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔにより示される。パラメータｑｃｌ－ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄは、ＰＤＳＣＨアンテナ・ポートと準コロケートされるＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースを示す。該パラメータｃｒｓ－ＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔの値は１、２、４
、または０であり得る。
【０２５８】
　もしパラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔの値が｛１，２，３，４｝に属するならば、Ｅ
ＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングされるＰＤＳＣＨのため
の先頭のＯＦＤＭシンボルは、パラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔに基づいて決定される
。そうでなければ、ＥＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨによりスケジューリングさ
れるＰＤＳＣＨのための先頭のＯＦＤＭシンボルは、サブフレーム内のＰＣＦＩＣＨによ
り示されるＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ（制御フォーマ
ット・インジケータ））値に基づいて決定される。
【０２５９】
　さらに、もし移動局デバイスがサブフレーム設定（例えばサブフレーム・タイプ・イン
ジケーション、アップリンク－ダウンリンク設定および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム・パターン）で設定されるならば、ＥＰＤＣＣＨおよび／またはｅＰＤＣＣＨによりス
ケジューリングされるＰＤＳＣＨのためのＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、または先頭のＯＦＤＭ
シンボルに関してリソース・エレメント・マッピング・アサンプションは、サブフレーム
設定により示されるサブフレームのタイプに依存して決定され得る。
【０２６０】
　ＥＰＤＣＣＨのためのアンテナ・ポート準コロケーションの例が説明される。
【０２６１】
　所与のサービング・セルについて、もしＵＥが送信モード１～９に従ってＰＤＳＣＨデ
ータ送信を受信するようにより高位の層のシグナリングを介して設定され、かつＵＥがＥ
ＰＤＣＣＨを監視するように設定されているならば、ＵＥは、サービング・セルのアンテ
ナ・ポート０～３、１０７～１１０がドップラー・シフト、ドップラー・スプレッド、平
均遅延および遅延スプレッドに関して準コロケートされると想定することができる。
【０２６２】
　所与のサービング・セルについて、もしＵＥが送信モード１０に従ってＰＤＳＣＨデー
タ送信を受信するようにより高位の層のシグナリングを介して設定され、かつＵＥがＥＰ
ＤＣＣＨを監視するように設定され、かつＵＥが準コロケーション・タイプ－Ａに従って
ＰＤＳＣＨを復号するようにより高位の層により設定されているならば、各ＥＰＤＣＣＨ
－ＰＲＢ－セットについてＵＥは、サービング・セルのアンテナ・ポート０～３、１０７
～１１０がドップラー・シフト、ドップラー・スプレッド、平均遅延、および遅延スプレ
ッドに関して準コロケートされると想定することができる。
【０２６３】
　所与のサービング・セルについて、もしＵＥが送信モード１０に従ってＰＤＳＣＨデー
タ送信を受信するようにより高位の層のシグナリングを介して設定され、かつＵＥがＥＰ
ＤＣＣＨを監視するように設定され、かつＵＥが準コロケーション・タイプ－Ｂに従って
ＰＤＳＣＨを復号するようにより高位の層により設定されているならば、各ＥＰＤＣＣＨ
－ＰＲＢ－セットについてＵＥは、より高位の層のパラメータｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－Ｃ
ｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄ－ｒ１１に対応するアンテナ・ポート１５～２２およびアンテナ・
ポート１０７～１１０がドップラー・シフト、ドップラー・スプレッド、平均遅延、およ
び遅延スプレッドに関して準コロケートされると想定することができる。
【０２６４】
　さらに、もし移動局デバイスがサブフレーム設定（例えばサブフレーム・タイプ・イン
ジケーション、アップリンク－ダウンリンク設定および／またはＥＰＤＣＣＨサブフレー
ム・パターン）で設定されるならば、準コロケーション・アサンプションは、該サブフレ
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ーム設定により示されるサブフレームに依存して決定され得る。
【０２６５】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプションおよび準コロケーション・アサン
プションは、より高位の層のパラメータＲｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉ
ｓｔＩｄ－ｒ１２により示されるパラメータ・セットに依存して決定され得る。例えば、
数個のより高位の層のパラメータＲｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩ
ｄ－ｒ１２が設定されるとき、リソース・エレメント・マッピングおよび準コロケーショ
ンのための各アサンプションは各パラメータＲｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－Ｃｏｎｆｉｇ
ＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２と関連付けられる。例えば、１つのより高位の層のパラメータＲｅ
－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２が設定されるとき、リソー
ス・エレメント・マッピングおよび準コロケーションのための各アサンプションは該パラ
メータＲｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２および他のパラ
メータと関連付けられる。
【０２６６】
　リソース・エレメント・マッピング・アサンプション・フローチャートに従って、リソ
ース・エレメント・マッピングは、状態“ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｔｙｐｅ”（レガシー（状
態１）またはフレキシブル（状態２））に従って行われる。リソース・エレメント・マッ
ピングは、レガシー・ダウンリンク送信のために設定されたサブフレーム内のｒｅ－Ｍａ
ｐｐｉｎｇＱＣＬＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２により示されるパラメータ・セット
を用いて行われる（リソース・エレメント・マッピング・アサンプション１）。リソース
・エレメント・マッピングは、ＣＲＳに関連するパラメータを除いて、フレキシブルなサ
ブフレームとして設定されたサブフレーム内のｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬＣｏｎｆｉｇ
ＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２により示されるパラメータ・セットを用いて行われる。フレキシブ
ルなサブフレームにおいて、基地局デバイスおよび移動局はＣＲＳが存在しないと想定す
ることができ、従ってリソース・エレメント・マッピングはＣＲＳの周りでは行われない
（リソース・エレメント・マッピング・アサンプションＢ）。
【０２６７】
　あるいは、フレキシブルなサブフレームはＣＲＳを用いてあるいはＣＲＳ無しで構築さ
れ得る。フレキシブルなサブフレーム内のＣＲＳの存在は、暗黙におよび／または明示的
に信号される。この場合、移動局デバイスは、状態“フレキシブルなサブフレームのＣＲ
Ｓ設定”に基づいてリソース・エレメント・マッピングを行う。
【０２６８】
　準コロケーションに関連するパラメータｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ－ｒ１１のリザーブさ
れるビットは、シンボル０でスタートするために’ｎ０’として定義される。このパラメ
ータは、全ての送信モードをカバーするためにｓｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１２を補完す
る。
【０２６９】
　他の一例においては、ｅＣＳＳに関連する設定は、レガシーＥＰＤＣＣＨ－Ｃｏｎｆｉ
ｇ－ｒ１１への付加として与えられる。その場合、ＳｔａｒｔＳｙｍｂｏｌ－ｒ１１は値
０で初期化されることができない。特別のセットＥＰＤＣＣＨ－ｅＣＳＳ－ｓｅｔＣｏｎ
ｆｉｇ－ｒ１２が定義され、ここでｅＣＳＳに関連するパラメータが与えられる。ＯＦＤ
Ｍシンボル０の使用を示す特別のパラメータが、付加されたｅＣＳＳパラメータ・セット
において定義される。その場合、移動局デバイスは該シンボル０からｅＵＳＳも監視する
。
【０２７０】
　あるいは、ｓｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎＣｏｎｆｉｇ－ｒ１２は、２つのｓｕｂｆ
ｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ－ｒ１１エレメントを含むように設定され得る。その第１のエレ
メントは、移動局デバイスによるマークされているサブフレーム内のｅＵＳＳの監視を設
定するために使用される。第２のエレメントは、移動局デバイスによるマークされている
サブフレーム内のｅＣＳＳの監視を設定するために使用される。
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【０２７１】
　本発明の他の一実施態様では、エレメントｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－Ｃｏｎｆｉｇ
ＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２は２つの準コロケーション・インデックスを含む。
【０２７２】
　ｅＣＳＳが設定されているレガシー・サブフレームについては（状態１）、リソース・
エレメント・マッピングは、第１ｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－
ｒ１２インデックスにより与えられるパラメータ・セットに従って行われる（リソース・
エレメント・マッピング・アサンプション１）。ｅＣＳＳが設定されているフレキシブル
なサブフレームについては（状態２）、リソース・エレメント・マッピングは、第２ｒｅ
－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１２により与えられるパラメータ・
セットに従って行われる（リソース・エレメント・マッピング・アサンプション２）。
【０２７３】
　準コロケーション・アサンプション・フローチャートに従って、準コロケーションがタ
イプＡとして定義される場合、ＣＲＳアンテナ・ポート（０～３）およびＤＭＲＳアンテ
ナ・ポート（１０７～１１０）は準コロケートされると見なされ得る。
【０２７４】
　準コロケーションがタイプＢとして定義される場合には、準コロケーションはサブフレ
ーム・タイプ（状態）に依存する。レガシー・サブフレームにおいては（状態１）、第１
ｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１２により参照されるパラメー
タ・セット内のパラメータｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄに対応するＣ
ＳＩ－ＲＳアンテナ・ポート（１５～２２）は、ＤＭＲＳアンテナ・ポートと準コロケー
トされると見なされ得る（準コロケーション・アサンプション１）。フレキシブルなサブ
フレームにおいては（状態２）、第２ｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓ
ｔ－ｒ１２により参照されるパラメータ・セット内のパラメータｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－
ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄに対応するＣＳＩ－ＲＳアンテナ・ポートは、ＤＭＲＳアンテナ
・ポートと準コロケートされると見なされ得る（準コロケーション・アサンプション２）
。
【０２７５】
　本発明の他の一実施態様では、複数の、対にされたｓｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ－
ｒ１１およびｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２が送信さ
れる。例えば、１つの対は、それのためにｅＰＤＣＣＨがＱＣＬアサンプション（リソー
ス・エレメント・マッピングを含む）の下で送信されるところのサブフレームを示して送
信されることができ、他の１つの対は、その中でｅＰＤＣＣＨが異なるＱＣＬアサンプシ
ョンの下で送信されるところの異なるサブフレームを指して送信されることができる。
【０２７６】
　この場合はＴＭ１０だけのために利用可能にされ得るが、その代わりに、この場合は、
サブフレーム・マッピングおよび準コロケーション・パラメータ・セット（これはリソー
ス・エレメント・マッピング・パラメータを含む）の設定ペアリングにテコ入れするため
に全ての送信モードのために利用可能にされ得る。
【０２７７】
　準コロケーションがタイプＡとして定義される場合、ＣＲＳアンテナ・ポートおよびＤ
ＭＲＳアンテナ・ポートは、準コロケートされると見なされ得る。準コロケーションがタ
イプＢとして定義される場合、ｓｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ－ｒ１１およびｒｅ－Ｍ
ａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２の各対について、ｒｅ－Ｍａｐ
ｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１２により参照されるパラメータ・セット内
のパラメータｑｃｌ－ＣＳＩ－ＲＳ－ＣｏｎｆｉｇＮＺＰＩｄに対応するＣＳＩ－ＲＳは
、ＤＭＲＳポートと準コロケートされると見なされ得る。
【０２７８】
　この場合、状態クローズは、選択されたｓｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ－ｒ１１およ
びｒｅ－ＭａｐｐｉｎｇＱＣＬ－ＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔＩｄ－ｒ１２の対である。この場
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合、状態の数は２に制限されず、リソース・エレメント・マッピング／準コロケーション
・アサンプションの対と同数の状態がある。
【０２７９】
　前の例のいずれにおいても、ｅＣＳＳはｅＵＳＳのｅＰＤＣＣＨ－セットとは別のｅＰ
ＤＣＣＨ－セットにおいて設定され得る。移動局デバイスは、ｅＵＳＳのために定義され
たｅＰＤＣＣＨ－セットにおいてはｅＵＳＳについて監視し、ｅＣＳＳのために定義され
たｅＰＤＣＣＨ－セットにおいてはｅＣＳＳについて監視する。
【０２８０】
　あるいは、ｅＣＳＳは、ｅＵＳＳのために定義されたｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットの
うちのいずれかまたは全てに含まれ得る。移動局デバイスは、ｅＵＳＳおよびｅＣＳＳに
ついて全てのｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットを監視する。
【０２８１】
　あるいは、ｅＣＳＳはｅＰＤＣＣＨ－セットのうちの１つのためにだけ設定され得る。
移動局デバイスは、全てのｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットにおいてｅＵＳＳを監視し、設
定されたｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットにおいてｅＣＳＳを監視する。
【０２８２】
　あるいは、ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのうちの１つのＥＣＣＥをｅＣＳＳおよびｅ
ＵＳＳ動作のために分割することができる。例えば、ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セット０の
ＥＣＣＥの第１半分はｅＣＳＳのために設定され、該ＥＣＣＥの第２半分はｅＵＳＳのた
めに設定される。
【０２８３】
　あるいは、基地局デバイスは所与の順序に従ってＥＣＣＥを割り当て、ｅＣＳＳに対応
するＥＣＣＥをｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのＥＣＣＥの第１半分に割り当て、ｅＵＳ
Ｓに対応するＥＣＣＥをｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのＥＣＣＥの第２半分に割り当て
る。移動局デバイスは、各連結レベルについてｅＣＳＳの第１の可能なインスタンスを監
視し、もしその試みが失敗したならばオプションのうちの残りのもののブラインド復号を
飛び越す。
【０２８４】
　本発明の他の一実施態様では、ｅＣＳＳは複数のｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セット間に分
散される。全てのｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットが同じサイズを有する。例えば、ｅＣＳ
Ｓは各ｅＰＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのＥＣＣＥの第１半分を占有し、ｅＵＳＳは各ｅＰ
ＤＣＣＨ－ＰＲＢ－セットのＥＣＣＥの第２半分を占有する。
【０２８５】
　先の例では、フレキシブルなサブフレームの方向は、移動局デバイスによって暗黙に決
定されると考えられる。移動局デバイスがそれについてアップリンク許可を持っていると
ころのフレキシブルなサブフレームはアップリンク・サブフレームと考えられ、監視は行
われない。そうでなければ、移動局デバイスは、フレキシブルなサブフレームがアップリ
ンクであるのかダウンリンクであるのか知ることができず、従って適切なサーチスペース
を監視する。これは一例であり、適用され得る唯一の動作方法ではない。他の１つの場合
には、基地局デバイスはフレキシブルなサブフレームの方向を示すＲＲＣ設定メッセージ
を送信する。他の１つの場合には、この情報は各サブフレームについてＰＤＣＣＨで、例
えば共通メッセージで、送信される。
【０２８６】
　本発明に従って基地局デバイスおよび移動局デバイスにおいて操作されるプログラムは
、本発明の上記実施態様の機能を実現するためにＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（中央処理装置））等を制御するためのプログラム（コンピュータを
機能させるプログラム）であり得る。これらのデバイスにおいて処理される情報は、該情
報の処理中ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（ランダム・アクセス・
メモリ））に一時的に格納され、その後フラッシュＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ（読み出し専用メモリ））またはＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ（ハー
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ド・ディスク・ドライブ））などの種々のＲＯＭに格納され、必要に応じてＣＰＵにより
読み出され、訂正され、あるいは書き込まれる。
【０２８７】
　上記実施態様に従う移動局デバイスおよび基地局デバイスの一部はコンピュータによっ
て実装され得る。その場合、この制御機能を実行するためのプログラムはコンピュータ可
読記録媒体に記録されることができ、コンピュータ・システムは該記録媒体に記録されて
いるプログラムを読み出して実行させられ得る。
【０２８８】
　ここで、“コンピュータ・システム”は、移動局デバイスまたは基地局デバイスの各々
に含まれるコンピュータ・システムであり、ＯＳおよび周辺デバイスなどのハードウェア
を含む。“コンピュータ可読記録媒体”は、フレキシブル・ディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、もしくはＣＤ－ＲＯＭなどの携帯可能な媒体、または該コンピュータ・システム
に含まれるハード・ディスクなどの記憶装置である。
【０２８９】
　さらに、“コンピュータ可読記録媒体”は、インターネットなどのネットワークを介し
てプログラムを送信するために使用される通信回線または電話回線などの通信回線などの
、短時間の間プログラムを動的に保持する物体、ならびにこの場合にはサーバまたはクラ
イアントとして役立つコンピュータ・システムにおける揮発性メモリなどの、一定期間に
わたってプログラムを保持する物体をも含み得る。さらに、上記のプログラムは、上記機
能のうちの幾つかを実行することができ、あるいは上記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組み合わせることによって実装され得る。
【０２９０】
　さらに、上記の実施態様における移動局デバイスおよび基地局デバイスの一部または全
体は、典型的には集積回路であるＬＳＩとして、またはチップ・セットとして、実現され
得る。移動局デバイスおよび基地局デバイスの個々の機能ブロックは個別にチップに形成
されることができ、あるいは該機能ブロックのうちの幾つかまたは全ては１つのチップに
集積化されることができる。集積回路を形成するための方法は、ＬＳＩに限定されず、専
用回路または汎用プロセッサにより実現され得る。半導体技術の進歩がＬＳＩに取って代
わる集積化技術を作り出す場合、その技術による集積回路が使用され得る。
【０２９１】
　本発明の幾つかの実施態様が図面を参照して詳しく記載されたけれども、具体的な設定
は上で記載された設定に限定されず、本発明の要旨から逸脱することなく種々のデザイン
改変等が行われ得る。
【符号の説明】
【０２９２】
　１　基地局デバイス
　２　移動局デバイス
　３　ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ
　４　ダウンリンク・データ送信
　５　物理アップリンク制御チャネル
　１０１　より高位の層の処理ユニット
　１０１１　無線リソース管理ユニット
　１０１３　サブフレーム設定ユニット
　１０１５　スケジューリング・ユニット
　１０１７　ＣＳＩレポート管理ユニット
　１０３　制御ユニット
　１０５　受信ユニット
　１０５１　復号ユニット
　１０５３　復調ユニット
　１０５５　多重分離ユニット
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　１０５７　無線受信ユニット
　１０５９　チャネル推定ユニット
　１０７　送信ユニット
　１０７１　符号化ユニット
　１０７３　変調ユニット
　１０７５　多重化ユニット
　１０７７　無線送信ユニット
　１０７９　アップリンク基準信号生成ユニット
　１０９　アンテナ・ユニット
　３０１　より高位の層の処理ユニット
　３０１１　無線リソース管理ユニット
　３０１３　サブフレーム設定ユニット
　３０１５　スケジューリング・ユニット
　３０１７　ＣＳＩレポート管理ユニット
　３０３　制御ユニット
　３０５　受信ユニット
　３０５１　復号ユニット
　３０５３　復調ユニット
　３０５５　多重分離ユニット
　３０５７　無線受信ユニット
　３０５９　チャネル推定ユニット
　３０７　送信ユニット
　３０７１　符号化ユニット
　３０７３　変調ユニット
　３０７５　多重化ユニット
　３０７７　無線送信ユニット
　３０７９　アップリンク基準信号生成ユニット
　３０９　アンテナ・ユニット
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