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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーチスペースに含まれる複数のＰＤＣＣＨ候補のうちの一つに下り制御情報をマッピ
ングし、各ＰＤＣＣＨ候補は下り制御情報をマッピングするためのリソースであり、かつ
、１つの制御チャネル要素（ＣＣＥ）又は集約された複数のＣＣＥを含み、一つのＰＤＣ
ＣＨ候補に含まれる二つ以上のＣＣＥが周波数軸上で隣接して配置される局所配置におけ
る第１のアグリゲーションレベル値は、前記一つのＰＤＣＣＨ候補に含まれる二つ以上の
ＣＣＥが周波数軸上で分散して配置される分散配置における第２のアグリゲーションレベ
ル値よりも小さく、
　前記サーチスペースにマッピングされた前記下り制御情報を含む信号を送信する、
　送信方法。
【請求項２】
　前記分散配置のＰＤＣＣＨ候補を構成する複数のＣＣＥの各々は、前記局所配置のＰＤ
ＣＣＨ候補を構成するＣＣＥのいずれとも重複しない、
　請求項１に記載の送信方法。
【請求項３】
　前記サーチスペースは、前記局所配置されるＰＤＣＣＨ候補のみを含む、又は、前記分
散配置されるＰＤＣＣＨ候補を含む、
　請求項１または２に記載の送信方法。
【請求項４】
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　一つのサーチスペースが、前記局所配置されるＰＤＣＣＨ候補と前記分散配置されるＰ
ＤＣＣＨ候補とを含む、
　請求項１または２に記載の送信方法。
【請求項５】
　前記下り制御情報は、アップリンク許可及びダウンリンク割当情報を含む、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の送信方法。
【請求項６】
　前記サーチスペースは、ダウンリンクサブフレームのデータ領域に設定される、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の送信方法。
【請求項７】
　前記第１のアグリゲーションレベル値は１又は２であり、前記第２のアグリゲーション
レベル値は４又は８である、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の送信方法。
【請求項８】
　サーチスペースに含まれる複数のＰＤＣＣＨ候補のうちの一つに下り制御情報をマッピ
ングし、各ＰＤＣＣＨ候補は下り制御情報をマッピングするためのリソースであり、かつ
、１つの制御チャネル要素（ＣＣＥ）又は集約された複数のＣＣＥを含み、一つのＰＤＣ
ＣＨ候補に含まれる二つ以上のＣＣＥが周波数軸上で隣接して配置される局所配置におけ
る第１のアグリゲーションレベル値は、前記一つのＰＤＣＣＨ候補に含まれる二つ以上の
ＣＣＥが周波数軸上で分散して配置される分散配置における第２のアグリゲーションレベ
ル値よりも小さい、受信部と、
　前記サーチスペースにマッピングされた前記下り制御情報を含む信号を送信する送信部
と、
　を具備する送信装置。
【請求項９】
　前記分散配置のＰＤＣＣＨ候補を構成する複数のＣＣＥの各々は、前記局所配置のＰＤ
ＣＣＨ候補を構成するＣＣＥのいずれとも重複しない、
　請求項８に記載の送信装置。
【請求項１０】
　前記サーチスペースは、前記局所配置されるＰＤＣＣＨ候補のみを含む、又は、前記分
散配置されるＰＤＣＣＨ候補を含む、
　請求項８または９に記載の送信装置。
【請求項１１】
　一つのサーチスペースが、前記局所配置されるＰＤＣＣＨ候補と前記分散配置されるＰ
ＤＣＣＨ候補とを含む、
　請求項８または９に記載の送信装置。
【請求項１２】
　前記下り制御情報は、アップリンク許可及びダウンリンク割当情報を含む、
　請求項８から１１のいずれか一項に記載の送信装置。
【請求項１３】
　前記サーチスペースは、ダウンリンクサブフレームのデータ領域に設定される、
　請求項８から１２のいずれか一項に記載の送信装置。
【請求項１４】
　前記第１のアグリゲーションレベル値は１又は２であり、前記第２のアグリゲーション
レベル値は４又は８である、
　請求項８から１３のいずれか一項に記載の送信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ＯＦＤＭベースの移動通信システム中でアップリンクおよびダウンリンク許
可をシグナリングすることに関する。特に、本発明は、探索空間を構成するための方法お
よび装置、ならびに、アップリンク許可制御情報およびダウンリンク許可制御情報をシグ
ナリングするための探索空間チャネル構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代（３Ｇ）移動システム、例えば、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（
３ＧＰＰ）内で標準化されたユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）などは、広帯域
符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ（登録商標））無線アクセス技術に基づいていた。今日、
３Ｇシステムは、世界中で大規模に展開されつつある。この技術を、高速ダウンリンク・
パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）と、高速アップリンク・パケット・アクセス（ＨＳＵ
ＰＡ）とも呼ばれる拡張アップリンクとを導入することによって強化した後、ＵＭＴＳ標
準の進化における次の主要なステップは、ダウンリンクのための直交周波数分割多重化（
ＯＦＤＭ）と、アップリンクのためのシングル・キャリア周波数分割多重化アクセス（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）とを組み合わせることになった。このシステムは、将来の技術進化に対処
するように意図されたため、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）と名付けられ
た。
【０００３】
　ＬＴＥシステムは、低レイテンシかつ低コストで完全なＩＰベースの機能を提供する、
効率的なパケットベースの無線アクセスおよび無線アクセス・ネットワークを表す。詳細
なシステム要件は、非特許文献１（http://www.3gpp.org/から入手可能であり、参照によ
り本明細書に組み込まれる）に提供されている。ダウンリンクは、データ変調方式ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、および６４ＱＡＭをサポートすることになり、アップリンクは、ＢＰＳ
Ｋ、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、および１６ＱＡＭをサポートすることになる。
【０００４】
　ＬＴＥのネットワーク・アクセスは、１．２５～２０ＭＨｚの間の複数の定義されたチ
ャネル帯域幅を使用して、極めてフレキシブルになり、これは、ＵＭＴＳ地上無線アクセ
ス（ＵＴＲＡ）の固定５ＭＨｚチャネルとは対照的である。スペクトル効率はＵＴＲＡと
比較して４倍まで増加し、アーキテクチャおよびシグナリングの改善により、ラウンドト
リップ・レイテンシが低減する。多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術が、１セル当た
りのユーザを、３ＧＰＰの元々のＷＣＤＭＡ（登録商標）無線アクセス技術の１０倍にす
ることができるはずである。できるだけ多くの周波数帯域割振り構成に適合するために、
対（ｐａｉｒｅｄ）（周波数分割複信ＦＤＤ）と不対（ｕｎｐａｉｒｅｄ）（時分割複信
ＴＤＤ）との両方の帯域動作がサポートされる。ＬＴＥは、隣接チャネル中においても以
前の３ＧＰＰ無線技術と共存することができ、３ＧＰＰの全ての先行無線アクセス技術と
の間で呼をハンドオーバすることができる。
【０００５】
　図１に、ＬＴＥリリース８におけるコンポーネント・キャリアの構造を示す。３ＧＰＰ
　ＬＴＥリリース８のダウンリンク・コンポーネント・キャリアは、いわゆるサブフレー
ム１００中で時間周波数ドメインにおいて細分され、各サブフレームは、期間Ｔｓｌｏｔ

に対応する２つのダウンリンク・スロット１１０と１２０とに分割される。第１のダウン
リンク・スロットは、第１のＯＦＤＭシンボル（複数可）内に制御チャネル領域を含む。
各サブフレームは、時間ドメインにおける所与の数のＯＦＤＭシンボルからなり、各ＯＦ
ＤＭシンボルは、コンポーネント・キャリアの帯域幅全体に及ぶ。
【０００６】
　図２は、ＬＴＥリソースをさらに詳細に示す例である。特に、スケジューラによって割
り当てることのできるリソースの最小単位は、物理リソース・ブロック（ＰＲＢ）とも呼
ばれるリソース・ブロックである。ＰＲＢ２１０は、時間ドメインにおける
【０００７】
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【数１】

個の連続するＯＦＤＭシンボル、および、周波数ドメインにおける
【０００８】

【数２】

個の連続するサブキャリアとして定義される。実際には、ダウンリンク・リソースは、リ
ソース・ブロック対で割り当てられる。リソース・ブロック対は、２つのリソース・ブロ
ックからなる。リソース・ブロック対は、周波数ドメインにおける
【０００９】

【数３】

個の連続するサブキャリアと、時間ドメインにおけるサブフレームの
【００１０】
【数４】

個の変調シンボル全体とに及ぶ。
【００１１】
【数５】

は、６と７のいずれかとすることができ、その結果、合計１２または１４個のＯＦＤＭシ
ンボルとなる。したがって、物理リソース・ブロック２１０は、時間ドメインにおける１
スロットと周波数ドメインにおける１８０ｋＨｚとに対応する、
【００１２】

【数６】

個のリソース要素２２０からなる（ダウンリンク・リソース・グリッドに関するこれ以上
の詳細は、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、http://www.3gpp.org.で入手可
能な、非特許文献２に見ることができる）。
【００１３】
　ダウンリンクにおける物理リソース・ブロックの数
【００１４】



(5) JP 5865534 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

【数７】

は、セル中で構成されるダウンリンク送信帯域幅に依存し、ＬＴＥでは現在、６～１１０
個のＰＲＢの区間として定義されている。
【００１５】
　データは、仮想リソース・ブロックの対を用いて物理リソース・ブロック上にマッピン
グされる。仮想リソース・ブロックの対が、物理リソース・ブロックの対にマッピングさ
れる。ＬＴＥダウンリンクにおける物理リソース・ブロック上への仮想リソース・ブロッ
クのマッピングに従って、以下の２つのタイプの仮想リソース・ブロックが定義される。
【００１６】
　局所化された仮想リソース・ブロック（ＬＶＲＢ）
　分散された仮想リソース・ブロック（ＤＶＲＢ）
　局所化されたＶＲＢを使用する局所化送信モードでは、ｅＮＢは、どのリソース・ブロ
ックが何個使用されるかについて完全に制御することができ、この制御を使用して、通常
、スペクトル効率が大きくなるようなリソース・ブロックを選ぶべきである。ほとんどの
移動通信システムでは、その結果、隣接する物理リソース・ブロック、または隣接する物
理リソース・ブロックの複数のクラスタが単一のユーザ機器へ送信するためのものになる
。というのは、無線チャネルは周波数ドメインにおいてコヒーレントであり、このことは
、１つの物理リソース・ブロックが大きいスペクトル効率を提供するならば、隣接する物
理リソース・ブロックも同様に大きいスペクトル効率を提供する可能性が非常に高いこと
を含意するからである。分散されたＶＲＢを使用する分散送信モードでは、十分に大きい
スペクトル効率を提供する少なくともいくつかの物理リソース・ブロックをヒットするた
めに、同じＵＥへのデータを搬送する物理リソース・ブロックが周波数帯域全体に分散さ
れ、それにより周波数ダイバーシティを得る。
【００１７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８では、アップリンクおよびダウンリンクにおいて、１つの
コンポーネント・キャリアしかない。ダウンリンク制御シグナリングは基本的に、以下の
３つの物理チャネルによって搬送される。
【００１８】
　サブフレーム中の制御シグナリングに使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち制御
チャネル領域のサイズ）を示すための、物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル
（ＰＣＦＩＣＨ）
　アップリンク・データ送信に関連するダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送するための
、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チャネル（ＰＨＩＣＨ）
　ダウンリンク・スケジューリング割当ておよびアップリンク・スケジューリング割当て
を搬送するための、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
　ＰＣＦＩＣＨは、既知の事前定義済み変調符号化方式を使用して、ダウンリンク・サブ
フレームの制御シグナリング領域内の既知の位置から送られる。ユーザ機器は、サブフレ
ーム中の制御シグナリング領域のサイズに関する情報、例えばＯＦＤＭシンボルの数を得
るために、ＰＣＦＩＣＨを復号する。ユーザ機器（ＵＥ）がＰＣＦＩＣＨを復号すること
ができない場合、または誤ったＰＣＦＩＣＨ値を得た場合、ＵＥは、制御シグナリング領
域に含まれるＬ１／Ｌ２制御シグナリング（ＰＤＣＣＨ）を正しく復号できないことにな
り、その結果、制御シグナリング領域に含まれる全てのリソース割当てを失うことがある
。
【００１９】
　ＰＤＣＣＨは、制御情報、例えば、ダウンリンクまたはアップリンク・データ送信用の
リソースを割り振るためのスケジューリング許可を、搬送する。物理制御チャネルは、１
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つまたは複数の連続する制御チャネル要素（ＣＣＥ）の集約上で送信される。各ＣＣＥは
、いわゆるリソース要素グループ（ＲＥＧ）にグループ化されたリソース要素のセットに
対応する。制御チャネル要素は通常、９つのリソース要素グループに対応する。ＰＤＣＣ
Ｈ上のスケジューリング許可は、制御チャネル要素（ＣＣＥ）に基づいて定義される。リ
ソース要素グループは、リソース要素への制御チャネルのマッピングを定義するのに使用
される。各ＲＥＧは、同じＯＦＤＭシンボル内の基準信号を除いた、４つの連続するリソ
ース要素からなる。ＲＥＧは、１つのサブフレーム内の最初の１～４つのＯＦＤＭシンボ
ル中に存在する。ユーザ機器へのＰＤＣＣＨは、サブフレーム内のＰＣＦＩＣＨに従って
、最初の１つ、２つ、または３つのＯＦＤＭシンボル上で送信される。
【００２０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８（および後のリリース）において物理リソース上へのデー
タのマッピングで使用される別の論理的単位は、リソース・ブロック・グループ（ＲＢＧ
）である。リソース・ブロック・グループは、連続（周波数において）する物理リソース
・ブロックのセットである。ＲＢＧの概念は、受信ノード（例えばＵＥ）に割り振られた
リソースの位置を示すために特定のＲＢＧにアドレスすることを可能にし、このような指
示のためのオーバヘッドを最小限に抑え、それにより送信の制御オーバヘッド対データの
比率を低減する。ＲＢＧのサイズは現在、システム帯域幅、特に
【００２１】
【数８】

に応じて、１、２、３、または４に指定されている。ＬＴＥリリース８におけるＰＤＣＣ
ＨのＲＢＧマッピングに関するこれ以上の詳細は、http://www.3gpp.org/で自由に入手可
能であり参照により本明細書に組み込まれる、非特許文献３に見ることができる。
【００２２】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を使用して、ユーザ・データが移送され
る。ＰＤＳＣＨは、１つのサブフレーム内の、ＰＤＣＣＨの後の残りのＯＦＤＭシンボル
にマッピングされる。１つのＵＥに割り振られるＰＤＳＣＨリソースは、各サブフレーム
ごとのリソース・ブロック単位である。
【００２３】
　図３に、サブフレーム内でのＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨの例示的なマッピングを示す
。最初の２つのＯＦＤＭシンボルは、制御チャネル領域（ＰＤＣＣＨ領域）を形成し、Ｌ
１／Ｌ２制御シグナリングに使用される。残りの１２個のＯＦＤＭシンボルは、データ・
チャネル領域（ＰＤＳＣＨ領域）を形成し、データに使用される。全てのサブフレームの
リソース・ブロック対の内で、セル特有の基準信号、いわゆる共通基準信号（ＣＲＳ）が
、１つまたは複数のアンテナ・ポート０～３上で送信される。図３の例では、ＣＲＳは、
２つのアンテナ・ポートから送信される（Ｒ０およびＲ１）。
【００２４】
　さらに、サブフレームは、ＵＥ特有の基準信号、いわゆる、ＰＤＳＣＨを復調するため
にユーザ機器によって使用される復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）も含む。ＤＭ－ＲＳは、特
定のユーザ機器にＰＤＳＣＨが割り振られるリソース・ブロック内でのみ送信される。Ｄ
Ｍ－ＲＳを用いた多入力多出力（ＭＩＭＯ）をサポートするために、４つのＤＭ－ＲＳレ
イヤが定義されるが、このことは、多くても４レイヤのＭＩＭＯがサポートされることを
意味する。図３のこの例では、ＤＭ－ＲＳレイヤ１、２、３、および４が、ＭＩＭＯレイ
ヤ１、２、３、および４に対応する。
【００２５】
　ＬＴＥの重要な特徴の１つは、同期した単一周波数ネットワークを介して複数のセルか
らマルチキャストまたはブロードキャスト・データを送信できることであり、これは、マ
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ルチメディア・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ、ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）動
作として知られている。ＭＢＳＦＮ動作では、ＵＥは、複数のセルからの同期した信号を
受信して結合する。これを容易にするために、ＵＥは、ＭＢＳＦＮ基準信号に基づいて別
個のチャネル推定を実施する必要がある。ＭＢＳＦＮ基準信号と通常の基準信号を同じサ
ブフレーム中で混合しないようにするために、ＭＢＳＦＮサブフレームとして知られてい
るいくつかのサブフレームが、ＭＢＳＦＮ送信のために予約される。図４に、ＭＢＳＦＮ
サブフレームの構造を示す。ＯＦＤＭシンボルの最初の２つまでが、非ＭＢＳＦＮ送信の
ために予約され、残りのＯＦＤＭシンボルが、ＭＢＳＦＮ送信に使用される。最初の２つ
までのＯＦＤＭシンボル中で、アップリンク・リソース割当て用のＰＤＣＣＨ、およびＰ
ＨＩＣＨを送信することができ、セル特有の基準信号は、非ＭＢＳＦＮ送信サブフレーム
と同じである。１つのセル中の特定のパターンのＭＢＳＦＮサブフレームは、そのセルの
システム情報中でブロードキャストされる。ＭＢＳＦＮを受信することができないＵＥは
、最初の２つまでのＯＦＤＭシンボルを復号して、残りのＯＦＤＭシンボルは無視するこ
とになる。ＭＢＳＦＮサブフレーム構成は、１０ミリ秒と４０ミリ秒の両方の周期性をサ
ポートする。しかし、番号０、４、５、および９のサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレ
ームとして構成することはできない。図４は、ＭＢＳＦＮサブフレームのフォーマットを
示す。
【００２６】
　Ｌ１／Ｌ２制御シグナリング上で送られるＰＤＣＣＨ情報は、共有制御情報と個別制御
情報とに分けることができる。ＩＭＴアドバンストに関する周波数スペクトルが、２００
８年１１月に世界無線通信会議（ＷＲＣ－０７）で決定された。しかし、実際の利用可能
な周波数帯域幅は、地域または国ごとに異なる場合がある。３ＧＰＰによって標準化され
たＬＴＥの拡張は、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）と呼ばれ、リリース１０の主題と
して承認されている。ＬＴＥ－Ａリリース１０はキャリア・アグリゲーションを採用する
が、このキャリア・アグリゲーションによれば、より広い送信帯域幅、例えば１００ＭＨ
ｚまでの送信帯域幅をサポートするために、ＬＴＥリリース８で定義された２つ以上のコ
ンポーネント・キャリアが集約される。一般に、単一のコンポーネント・キャリアは帯域
幅２０ＭＨｚを超えないと仮定される。端末は、その能力に応じて、１つまたは複数のコ
ンポーネント・キャリア上で同時に受信および／または送信することができる。
【００２７】
　ＬＴＥ－Ａの別の重要な特徴は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ＡのＵＴＲＡＮアーキテクチャに
中継ノードを導入することによって、中継機能を提供することである。ＬＴＥ－Ａでは、
中継は、高データ・レートのカバレッジ、グループ・モビリティ、一時的ネットワーク展
開、セル・エッジ・スループットを改善するための、かつ／または新しいエリアでカバレ
ッジを提供するためのツールと見なされる。
【００２８】
　中継ノードは、ドナー・セルを介して無線アクセス・ネットワークにワイヤレス接続さ
れる。中継戦略に応じて、中継ノードは、ドナー・セルの一部であることもあり、または
別法として、それ自体のセルを制御することもある。中継ノードがドナー・セルの一部で
ある場合、中継ノードは、それ自体のセル識別を有さないが、それでもなお中継ＩＤを有
することがある。中継ノードがそれ自体のセルを制御する場合、中継ノードは１つまたは
複数のセルを制御し、中継によって制御される各セル中で、一意の物理レイヤ・セル識別
が提供される。少なくとも、「タイプ１」中継ノードが、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａの一部と
なる。「タイプ１」中継ノードは、以下を特徴とする中継ノードである。
【００２９】
　中継ノードは、ユーザ機器にとってはそれぞれがドナー・セルとは異なる別個のセルに
見えるようなセルを制御する。
【００３０】
　これらのセルは、ＬＴＥリリース８において定義されるようなそれ自体の物理セルＩＤ
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を有するべきであり、中継ノードは、それ自体の同期チャネルや基準シンボルなどを送信
するものとする。
【００３１】
　単一セル動作に関して、ＵＥは、スケジューリング情報およびＨＡＲＱフィードバック
を中継ノードから直接受け取り、その被制御情報（肯定応答、チャネル品質指示、スケジ
ューリング要求）を中継ノードに送るべきである。
【００３２】
　中継ノードは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ準拠のユーザ機器にとっては、後方互換性をサポート
するために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ準拠のｅＮｏｄｅＢに見えるべきである。
【００３３】
　中継ノードは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ準拠のユーザ機器にとっては、さらに性能向上を
可能にするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ｅＮｏｄｅＢとは異なるように見えるべきである
。
【００３４】
　図５に、中継ノードを使用する例示的な３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａネットワーク構造を示す
。ドナーｅＮｏｄｅＢ（ｄ－ｅＮＢ）５１０は、ユーザ機器ＵＥ１　５１５および中継ノ
ード（ＲＮ）５２０に直接サービスし、ＲＮ５２０はさらに、ＵＥ２　５２５にサービス
する。ドナーｅＮｏｄｅＢ５１０と中継ノード５２０との間のリンクは、通常、中継バッ
クホール・アップリンク／ダウンリンクと呼ばれる。中継ノード５２０と、中継ノードに
帰属するユーザ機器５２５（ｒ－ＵＥとしても示される）との間のリンクは、（中継）ア
クセス・リンクと呼ばれる。
【００３５】
　ドナーｅＮｏｄｅＢは、Ｌ１／Ｌ２制御およびデータを、マイクロユーザ機器ＵＥ１　
５１５に、また中継ノード５２０にも送信し、中継ノード５２０はさらに、このＬ１／Ｌ
２制御およびデータを中継ユーザ機器ＵＥ２　５２５に送信する。中継ノードは、送信動
作と受信動作とを同時に実施することのできない、いわゆる時間多重化モードで動作する
ことができる。特に、ｅＮｏｄｅＢ５１０から中継ノード５２０へのリンクが中継ノード
５２０からＵＥ２　５２５へのリンクと同じ周波数スペクトルで動作する場合、中継の送
信機がそれ自体の受信機に対する干渉を引き起こすため、ｅＮｏｄｅＢから中継ノードへ
の送信と中継ノードからＵＥへの送信を同じ周波数リソース上で同時に行うことは、送出
信号と入来信号との十分な分離がもたらされない限り、不可能であることがある。したが
って、中継ノード５２０がドナーｅＮｏｄｅＢ５１０に送信するとき、中継ノード５２０
は、中継ノードに帰属するＵＥ５２５から同時に受信することはできない。同様に、中継
ノード５２０がドナーｅＮｏｄｅＢからデータを受信するとき、中継ノード５２０は、中
継ノードに帰属するＵＥ５２５にデータを送信することはできない。したがって、中継バ
ックホール・リンクと中継アクセス・リンクとの間に、サブフレーム区分化がある。
【００３６】
　中継ノードのサポートに関して、３ＧＰＰでは現在、以下のように合意されている。
【００３７】
　ｅＮｏｄｅＢから中継へのダウンリンク・バックホール送信がその間に構成される、中
継バックホール・ダウンリンク・サブフレームは、半静的に割り当てられる。
【００３８】
　中継からｅＮｏｄｅＢへのアップリンク・バックホール送信がその間に構成される、中
継バックホール・アップリンク・サブフレームは、半静的に割り当てられるか、または、
中継バックホール・ダウンリンク・サブフレームからＨＡＲＱタイミングによって暗黙的
に導出される。
【００３９】
　中継バックホール・ダウンリンク・サブフレーム中では、中継ノードは、ドナーｅＮｏ
ｄｅＢに送信することになり、したがって、ｒ－ＵＥは、中継ノードからのどんなデータ
の受信も予想しないことになっている。中継ノードに帰属することを意識していないＵＥ
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（中継ノードが標準的なｅＮｏｄｅＢに見える、リリース８のＵＥなど）に対する後方互
換性をサポートするために、中継ノードは、バックホール・ダウンリンク・サブフレーム
をＭＢＳＦＮサブフレームとして構成する。
【００４０】
　以下では、例示のために、図５に示すネットワーク構成を仮定する。ドナーｅＮｏｄｅ
Ｂは、Ｌ１／Ｌ２制御およびデータを、マクロユーザ機器（ＵＥ１）５１５に、また中継
（中継ノード）５２０にも送信し、中継ノード５２０は、Ｌ１／Ｌ２制御およびデータを
中継ユーザ機器（ＵＥ２）５２５に送信する。さらに、中継ノードが時分割複信モードで
動作する、すなわち送信動作と受信動作とが同時に実施されないと仮定すると、図６に示
すような、非網羅的な経時的エンティティ挙動に到る。中継ノードが「送信」モードにあ
るときは常に、ＵＥ２は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルおよび物理ダウンリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）を受信する必要があり、中継ノードが「受信」モードにあるとき、すなわ
ちＮｏｄｅＢからＬ１／Ｌ２制御チャネルおよびＰＤＳＣＨを受信しているときは、中継
ノードはＵＥ２に送信することができず、したがってＵＥ２は、このようなサブフレーム
中では中継ノードからどんな情報も受信することができない。ＵＥ２が中継ノードに帰属
することをＵＥ２が意識していない場合（例えばリリース８のＵＥ）、中継ノード５２０
は、通常の（ｅ－）ＮｏｄｅＢとして挙動しなければならない。当業者には理解されるで
あろうが、中継ノードのない通信システム中では、どんなユーザ機器も常に、あらゆるサ
ブフレーム中に少なくともＬ１／Ｌ２制御信号があると仮定することができる。したがっ
て、中継ノードの下で動作するこのようなユーザ機器をサポートするために、中継ノード
は、全てのサブフレーム中で、このような予想される挙動を装うべきである。
【００４１】
　図３および４に示したように、各ダウンリンク・サブフレームは、制御チャネル領域と
データ領域との、２つの部分からなる。図７に、中継バックホール送信が行われる状況で
中継アクセス・リンク上のＭＢＳＦＮフレームを構成する例を示す。各サブフレームは、
制御データ部分７１０、７２０、およびデータ部分７３０、７４０を含む。ＭＢＳＦＮサ
ブフレーム中の第１のＯＦＤＭシンボル７２０は、中継ノード５２０によって、制御シン
ボルをｒ－ＵＥ５２５に送信するために使用される。サブフレームの残りの部分で、中継
ノードは、ドナーｅＮｏｄｅＢ５１０からデータ７４０を受信することができる。したが
って、同じサブフレーム中では、中継ノード５２０からｒ－ＵＥ５２５へのどんな送信も
あり得ない。ｒ－ＵＥは、最初の２つまでのＯＦＤＭ制御シンボルを受信し、サブフレー
ムの残りの部分は無視する。非ＭＢＳＦＮサブフレームは、中継ノード５２０からｒ－Ｕ
Ｅ５２５に送信され、制御シンボル７１０ならびにデータシンボル７３０がｒ－ＵＥ５２
５によって処理される。ＭＢＳＦＮサブフレームは、１０ミリ秒または４０ミリ秒ごとに
構成されてよい。したがって、中継バックホール・ダウンリンク・サブフレームもまた、
１０ミリ秒と４０ミリ秒の両方の構成をサポートする。ＭＢＳＦＮサブフレーム構成と同
様、中継バックホール・ダウンリンク・サブフレームは、＃０、＃４、＃５、および＃９
のサブフレームにおいては構成することができない。
【００４２】
　ＭＢＳＦＮサブフレームは中継ノードでダウンリンク・バックホールのダウンリンク・
サブフレームとして構成されるので、中継ノードは、ドナーｅＮｏｄｅＢからＰＤＣＣＨ
を受信することはできない。したがって、新しい物理制御チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）を
使用して、ダウンリンクおよびアップリンク・バックホール・データ用に半静的に割り当
てられたサブフレーム内で、動的にまたは「セミパーシステントに」リソースが割り当て
られる。ダウンリンク・バックホール・データは、新しい物理データ・チャネル（Ｒ－Ｐ
ＤＳＣＨ）上で送信され、アップリンク・バックホール・データは、新しい物理データ・
チャネル（Ｒ－ＰＵＳＣＨ）上で送信される。中継ノードへのＲ－ＰＤＣＣＨ（複数可）
は、サブフレームのＰＤＳＣＨ領域内のＲ－ＰＤＣＣＨ領域にマッピングされる。中継ノ
ードは、サブフレームのこの領域内でＲ－ＰＤＣＣＨを受信することを予想する。時間ド
メインでは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、構成されたダウンリンク・バックホール・サブフレ
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ームに及ぶ。周波数ドメインでは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ領域は、より高いレイヤのシグナリン
グによって中継ノードのために事前構成された、いくつかのリソース・ブロック上に存在
する。サブフレーム内のＲ－ＰＤＣＣＨ領域の設計および使用に関して、標準化において
以下の特性がこれまでに合意されている。
【００４３】
　Ｒ－ＰＤＣＣＨには、送信のためのＰＲＢが半静的に割り当てられる。さらに、これら
の半静的に割り当てられたＰＲＢ内でＲ－ＰＤＣＣＨ送信に現在使用されることになるリ
ソースのセットは、サブフレーム間で動的に変動することがある。
【００４４】
　動的に構成されるリソースは、バックホール・リンクに利用可能なＯＦＤＭシンボルの
完全なセットをカバーしてもよく、またはこれらのサブセットに制約されてもよい。
【００４５】
　半静的に割り当てられたＰＲＢ内の、Ｒ－ＰＤＣＣＨに使用されないリソースを使用し
て、Ｒ－ＰＤＳＣＨまたはＰＤＳＣＨを搬送することができる。
【００４６】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの場合、中継ノードは、制御信号をｒ－ＵＥに送信する。次い
で、同じサブフレーム内でドナーｅＮｏｄｅＢによって送信されたデータを中継ノードが
受信できるように、送信モードから受信モードに切り替えることが必要になる可能性があ
る。このギャップに加えて、ドナーｅＮｏｄｅＢと中継ノードとの間の信号の伝搬遅延を
考慮に入れなければならない。したがって、Ｒ－ＰＤＣＣＨはまず、中継ノードが受信す
るのがサブフレーム内で十分に遅いＯＦＤＭシンボルから、送信される。
【００４７】
　物理リソース上へのＲ－ＰＤＣＣＨのマッピングは、周波数分散方式と周波数局所化方
式のいずれかで実施することができる。
【００４８】
　限られた数のＰＲＢ内でＲ－ＰＤＣＣＨをインタリーブすることで、ダイバーシティ利
得を達成することができると同時に、浪費されるＰＲＢの数を制限することができる。
【００４９】
　非ＭＢＳＦＮサブフレーム中では、ＥＮｏｄｅＢによってＤＭ－ＲＳが構成されるとき
は、リリース１０のＤＭ－ＲＳが使用される。そうでない場合は、リリース８のＣＲＳが
使用される。ＭＢＳＦＮサブフレーム中では、リリース１０のＤＭ－ＲＳが使用される。
【００５０】
　Ｒ－ＰＤＣＣＨは、バックホール・リンクに対するダウンリンク許可またはアップリン
ク許可を割り当てるのに使用することができる。ダウンリンク許可探索空間およびアップ
リンク許可探索空間の境界は、サブフレームのスロット境界である。特に、ダウンリンク
許可は、サブフレームの第１のスロット中でのみ送信され、アップリンク許可は、第２の
スロット中でのみ送信される。
【００５１】
　ＤＭ－ＲＳを用いて復調するときは、インタリーブは適用されない。ＣＲＳを用いて復
調するときは、ＲＥＧレベルのインタリーブと、インタリーブなしの両方がサポートされ
る。
【００５２】
　以上の合意に基づき、Ｒ－ＰＤＣＣＨ探索空間の構成については、以下のように、基本
的に３つの異なるオプションがある。
【００５３】
　周波数において局所化された非インタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨ
　周波数において分散された非インタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨ
　ＲＥＧレベルのインタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨ
　ＲＥＧレベルのインタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨの場合は、リリース８のＰＤＣＣＨ探索
空間方式が、Ｒ－ＰＤＣＣＨのための半静的に構成されるＰＲＢ内で再使用されることに
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なる（いわゆるＲ－ＰＤＣＣＨ仮想帯域幅）。非インタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨの場合は
、帯域幅全体にわたり異なる集約レベルについてＰＤＣＣＨ候補の位置をランダム化する
リリース８のＰＤＣＣＨ探索空間の概念を理論的には適用することができるが、この概念
は、ｅＮｏｄｅＢによって自由に割り当てることのできる位置に候補が存在できるという
利益を促進することにはならない。これにより、制御チャネルの完全な周波数選択的スケ
ジューリング利益を利用することが不可能になる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００５４】
【非特許文献１】3GPP TR 25.913、「Requirements for evolved UTRA (E-UTRA) and evo
lved UTRAN (E-UTRAN)」、v8.0.0、2009年1月
【非特許文献２】3GPP TS 36.21.1、「Evolved universal terrestrial radio access (E
-UTRA); physical channels and modulations (Release 8)」、バージョン8.9.0、2009年
12月、セクション6.2
【非特許文献３】3GPP TS 36.213「Evolved Universal terrestrial Radio Access (E-UT
RA); Physical layer procedures」、v8.8.0、2009年9月、セクション7.1.6.1
【非特許文献４】3GPP TS 36.213「Evolved Universal terrestrial Radio Access (E-UT
RA); Physical layer procedures」、v8.8.0、2009年9月、セクション9.1.1
【非特許文献５】3GPP TS 36.213、「Evolved Universal terrestrial Radio Access (E-
UTRA); Physical layer procedures」、v8.8.0、2009年9月、セクション9.1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００５５】
　上記に鑑みて、本発明の目的は、共有チャネルに対するアップリンクおよびダウンリン
ク許可（または割当て）を含み得る制御情報を、受信側に、または特に中継ノードにシグ
ナリングすることができる探索空間を構成するための、効率的な方式を提供することであ
る。
【００５６】
　これは、独立請求項の特徴によって達成される。
【００５７】
　本発明の有利な実施形態は、従属請求項に従う。
【００５８】
　本発明の特定の手法は、より低い集約レベルの局所化された候補と、より高い集約レベ
ルの少なくとも１つの分散された候補とを含む、探索空間構成を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００５９】
　本発明の主たる一態様は、サーチスペースに含まれる複数のＰＤＣＣＨ候補のうちの一
つに下り制御情報をマッピングし、各ＰＤＣＣＨ候補は下り制御情報をマッピングするた
めのリソースであり、かつ、１つの制御チャネル要素（ＣＣＥ）又は集約された複数のＣ
ＣＥを含み、一つのＰＤＣＣＨ候補に含まれる二つ以上のＣＣＥが周波数軸上で隣接して
配置される局所配置における第１のアグリゲーションレベル値は、前記一つのＰＤＣＣＨ
候補に含まれる二つ以上のＣＣＥが周波数軸上で分散して配置される分散配置における第
２のアグリゲーションレベル値よりも小さく、前記サーチスペースにマッピングされた前
記下り制御情報を含む信号を送信する、送信方法である。
　本発明の一態様によれば、マルチキャリア通信システムにおけるサブフレーム内で制御
データを受信する方法が提供される。この方法は、受信ノードにおいて実施される以下の
ステップ、すなわち、物理リソース・ブロックに論理的に分割され複数の制御チャネル要
素を含むサブフレームを送信ノードから受信するステップと、サブフレームの事前定義済
み探索空間内で制御情報のブラインド検出を実施するステップとを含む。前記探索空間は
、ブラインド検出を実施するための候補に論理的に細分され、各候補は１つまたは複数の
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集約制御チャネル要素を含み、第１の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つ
の候補は、周波数において隣接して配置された制御チャネル要素からなり、第１の数より
も大きい第２の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つの候補は、周波数にお
いて少なくとも部分的に分散された制御チャネル要素からなる。
【００６０】
　本発明の別の態様によれば、マルチキャリア通信システムのサブフレーム内で少なくと
も１つの受信ノードへの制御情報を送信する方法が提供される。この方法は、送信ノード
において実施される以下のステップ、すなわち、サブフレーム中の事前定義済み探索空間
上に、受信ノードへの制御情報をマッピングするステップであって、受信ノードがブライ
ンド検出を実施しようとするリソースを探索空間が含み、前記探索空間がブラインド検出
のための候補に論理的に細分され、各候補が１つまたは複数の集約制御チャネル要素を含
み、第１の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つの候補が、周波数において
隣接して配置された制御チャネル要素からなり、第１の数よりも大きい第２の数の集約制
御チャネル要素を有する少なくとも１つの候補が、周波数において少なくとも部分的に分
散された制御チャネル要素からなる、ステップと、サブフレームを少なくとも１つの受信
ノードに送信するステップとを含む。
【００６１】
　本発明の別の態様によれば、マルチキャリア通信システムのサブフレーム内で制御情報
を受信するための受信装置が提供される。この装置は、複数の制御チャネル要素を含むサ
ブフレームを送信ノードから受信するための受信ユニットと、サブフレームの事前定義済
み探索空間内で制御情報のブラインド検出を実施するための検出ユニットとを備え、前記
探索空間は、ブラインド検出が実施されることになる候補に論理的に細分され、各候補は
１つまたは複数の集約制御チャネル要素を含み、第１の数の集約制御チャネル要素を有す
る少なくとも１つの候補は、周波数において隣接して配置された制御チャネル要素からな
り、第１の数よりも大きい第２の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つの候
補は、周波数において少なくとも部分的に分散された制御チャネル要素からなる。
【００６２】
　本発明の別の態様によれば、マルチキャリア通信システムのサブフレーム内で少なくと
も１つの受信ノードへの制御情報を送信するための送信装置が提供される。この装置は、
受信ノードがブラインド検出を実施することになるリソースを含む、サブフレーム中の事
前定義済み探索空間上に、受信ノードへの制御情報をマッピングするためのマッピング・
ユニットであって、前記探索空間がブラインド検出のための候補に論理的に細分され、各
候補が１つまたは複数の集約制御チャネル要素を含み、第１の数の集約制御チャネル要素
を有する少なくとも１つの候補が、周波数において隣接して配置された制御チャネル要素
からなり、第１の数よりも大きい第２の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１
つの候補が、周波数において少なくとも部分的に分散された制御チャネル要素からなる、
マッピング・ユニットと、サブフレームを少なくとも１つの受信ノードに送信するための
送信ユニットとを備える。
【００６３】
　したがって、局所化された候補が構成される場合でも、より高い集約レベルの候補につ
いては、フェーディング・ディップ（ｆａｄｉｎｇ　ｄｉｐ）に対する頑強性および回復
力が増大する。言い換えれば、本発明は、周波数ドメインにおいて、より高い集約レベル
の候補のうちの少なくとも１つを、少なくとも部分的に分散させることを提案する。ここ
で、用語「分散させる」とは、周波数において連続的に隣接する物理リソース・ブロック
上に全てがマッピングされるわけではない制御チャネル要素上に、候補をマッピングする
ことを指す。したがって、候補の制御チャネル要素の少なくとも２つの部分を、少なくと
も１つの他の物理リソース・ブロックが分離する。
【００６４】
　第１の数の集約制御チャネル要素が１つまたは２つであり、第２の数の集約制御チャネ
ル要素が４つまたは８つであることが有利である。好ましくは、第２の数の集約制御チャ
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ネル要素を有する１つの候補が、単一制御チャネル要素にわたって分散され、かつ／また
は、８つの集約制御チャネル要素を有する候補が、２制御チャネル要素のサイズの各部分
にわたって分散され、部分は一般に、２つ以上の連続的に隣接する物理リソース・ブロッ
クに類似する。これらの特定の数は、集約レベル１、２、４、および８を現在サポートす
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムに関して、特に有利である。これらの数を選択すれば、集
約レベル２の局所化が可能になり、集約レベル４および／または８の少なくとも１つの候
補が分散され、これにより、これらの分散された候補の検出頑強性が増大する。しかし、
本発明はこれらの数に限定されない。展開されるシステムに応じて、３、５、６などの集
約レベルをサポートすることもできる。一般に、候補が分散されることになる集約レベル
の選択は、候補が定義される周波数帯域と、予想されるフェーディング特性とを考慮して
実施することができる。
【００６５】
　本発明の一実施形態によれば、制御チャネル要素は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに
おいて定義される制御チャネル要素（ＣＣＥ）に対応する。本発明の別の実施形態によれ
ば、制御チャネル要素は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの物理リソース・ブロックに対
応する。しかし、本発明はこれに限定されず、本発明の制御チャネル要素は、時間／周波
数ドメインにおいて定義される任意のリソースとすることができる。
【００６６】
　第２の数の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つの候補が、周波数において隣
接する物理リソース・ブロック上にマッピングされ（すなわち局所化方式で）、第２の数
の集約制御チャネル要素を有する少なくとも１つの他の候補が、周波数において分散され
た物理リソース・ブロック上にマッピングされることが有利である。フェーディングなら
びに／または雑音および干渉特性が周波数ドメインにおいて一様であり、したがって隣接
する物理リソース・ブロックのチャネル特性がよく似ている確率が非常に高い場合は、局
所化方式が採用されるのが有利である。ほとんどの態様では、最も重要なチャネル特性は
、信号フェーディングおよび伝搬、雑音、干渉、ならびに／または周波数シフトによる、
振幅および位相の変化を含む。したがって、チャネル特性がよくわかっていれば、最良の
チャネル・リソース（複数可）を選択的に使用することによって、局所化方式を用いてチ
ャネル容量を非常に効率的に利用することができる。反対に、このような知識がなければ
、または知識が不正確であれば、チャネル状態のよい少なくともいくつかのリソースをヒ
ットするのを試みるために（すなわちいくぶんランダムなやり方で）、分散されたチャネ
ル・リソースを使用するのが有益である。
【００６７】
　好ましくは、第２の数の集約制御チャネル要素を有する候補を周波数において分散させ
ることは、第３の数の制御チャネル要素を有する部分上に前記候補をマッピングすること
によって実施され、これらの部分はさらに、分散方式で周波数にマッピングされる。すな
わち、少なくとも１つの物理リソース・ブロックによって相互から分離される。第３の数
は、第２の数よりも小さい。特に、候補の制御チャネル要素は、周波数における、第２の
数よりも小さい集約レベルの候補の位置に対応する部分に分散されてよい。例えば、集約
レベル４または８の候補が複数の部分に分散されてよく、部分は、２つの隣接する物理リ
ソース・ブロックにマッピングされる制御チャネル要素からなり、少なくとも１つのこの
ような部分は、それ自体で、集約レベル２の候補を構成することになり、または、このよ
うな各部分が、集約レベル２の候補を構成することにすらなる。しかし、これらの部分の
分散は、より低いレベルの候補の位置にわたって実施する必要はない。周波数における任
意の制御チャネル要素位置をとることができる。同じ位置を使用することは、候補をでき
るだけ少ない物理リソース・ブロック中にパックして、それにより、共有データ・チャネ
ル送信に使用できない物理リソース・ブロックの量を最小限に抑える利益を有する。異な
る位置を使用することは、異なる集約レベルの異なる候補の送信を、相互に影響を及ぼさ
ずに可能にする利益を有する。すなわち、より低い集約レベルの候補の送信がより高い集
約レベルの候補の送信をブロックせず、またその逆でもある。これらの部分を周波数ドメ
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インにおいて相互からできる限り遠くに、かつ／または他の候補からできる限り遠くに分
散させて、より高いダイバーシティを達成することが有利である。
【００６８】
　別法として、候補は、周波数において少なくとも１つの物理リソース・ブロックによっ
て相互から分離された物理リソース・ブロックにマッピングされる複数の単一制御チャネ
ル要素に分散されてもよい。
【００６９】
　第１の受信ノードに対する、第２の数の集約制御チャネル要素を有する分散された候補
の位置は、第２の受信ノードに対する、第２の数の集約制御チャネル要素を有する分散さ
れた候補の位置とは異なることが有利である。これにより、受信ノード個別のシグナリン
グのためのリソースをブロックすることなく効率的なマッピングが可能になる。
【００７０】
　本発明の一実施形態によれば、隣接周波数上で局所化されたより大きい数の集約制御チ
ャネル要素を有する候補は、周波数において、より小さい数の集約制御チャネル要素を有
する候補と重複せずに位置する。このような構成は、ブロッキングのない効率的なリソー
ス利用を可能にするので、特に有利である。このことは、例えば、レベル１の候補の割当
てがレベル２の候補の割当てをブロックするのではなく、両方の候補を同じまたは異なる
受信ノードに割り当てることができることを意味する。
【００７１】
　特に、本発明の一実施形態によれば、制御チャネル要素は物理リソース・ブロック上に
マッピングされ、第４の数の物理リソース・ブロックはリソース・ブロック・グループを
形成し、候補は、リソース・ブロック・グループの物理リソース・ブロックに含まれる制
御チャネル要素にマッピングされる。より小さい数の制御チャネル要素を有する候補は、
局所化され、リソース・ブロック・グループの最初の物理リソース・ブロックから始まる
ように、隣接（周波数において）する物理リソース・ブロック上にマッピングされる。よ
り大きい数の集約制御チャネル要素を有する候補は、局所化され、リソース・ブロック・
グループの最後の物理リソース・ブロックで終わるように、隣接する物理リソース・ブロ
ック上にマッピングされる。リソース・ブロック・グループのサイズを超える数の集約制
御チャネル要素を有する候補の場合、候補は、第１のリソース・ブロック・グループを完
全に満たし、隣接する第２のリソース・ブロック・グループを少なくとも部分的に満たす
。このようなマッピングは、異なる集約レベルの候補の重複を回避する可能性が高く、し
たがってリソース利用の点で効率的である。第４の数は、例えば２、３、または４とする
ことができる。しかし、一般に、任意の他の数もサポートすることができる。第４の数が
１に等しいことは、物理リソース・ブロックが単独でリソース・ブロック・グループに対
応することを意味する。
【００７２】
　別法として、異なる集約レベルを有する候補の重複を回避するために、隣接する物理リ
ソース・ブロック上で局所化されてマッピングされるより大きい数の集約制御チャネル要
素を有する候補は、周波数において、より小さい数の集約制御チャネル要素を有する候補
の位置に対してシフトした物理リソース・ブロック中に位置し、より小さい集約の候補は
それぞれ、隣接する物理リソース・ブロック上に局所化されてマッピングされる。特に、
シフトは、候補が重複しないように十分であり、例えば、より小さい数の集約制御チャネ
ル要素のサイズであってよい。このことは、より高いレベルの候補が、より低いレベルの
候補の次の物理リソース・ブロック中で開始することを意味する。
【００７３】
　好ましくは、受信ノードは中継ノードであり、送信ノードは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（－Ａ
）ベースのシステムにおけるドナーｅＮｏｄｅＢであり、物理ダウンリンク制御チャネル
は、時間ドメインにおける物理リソース・ブロック・インタリーブのない、Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈである。しかし、別法としてまたは追加で、通常の移動端末が、局所化された制御情報
の送信からの利益を得るために、受信ノードとしての働きをしてもよい。
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【００７４】
　本発明の別の実施形態によれば、種々の受信ノードのより高いレベルの候補が、重複し
ない位置に分散される。第１の数の集約物理リソース・ブロックを有する局所化された候
補の位置は、第１の受信ノードと第２の受信ノードとで同一であってよい。
【００７５】
　本発明の別の態様によれば、コンピュータ可読プログラム・コードが組み入れられたコ
ンピュータ可読媒体を含むコンピュータ・プログラム製品が提供される。プログラム・コ
ードは、本発明を実施するように適合される。
【００７６】
　本発明の上記および他の目的および特徴は、添付の図面と共に提供する後続の記述およ
び好ましい実施形態から、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８で定義される、ダウンリンク・コンポーネント・キ
ャリア上のサブフレームの一般構造を示す概略図である。
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８で定義される、サブフレームの２つのダウンリンク
・スロットのうちの１つの例示的なダウンリンク・コンポーネント・キャリアを示す概略
図である。
【図３】３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａリリース１０で定義さ
れる、非ＭＢＳＦＮサブフレームとその物理リソース・ブロック対との構造を示す概略図
である。
【図４】３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８および３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａリリース１０で定義さ
れる、ＭＢＳＦＮサブフレームとその物理リソース・ブロック対との構造を示す概略図で
ある。
【図５】ドナーｅＮｏｄｅＢ、中継ノード、および２つのユーザ機器を含む例示的なネッ
トワーク構成の概略図である。
【図６】送信モードおよび受信モードにおける動作に関する、図３のドナーｅＮｏｄｅＢ
、中継ノード、および２つのユーザ機器の例示的な挙動を示す概略図である。
【図７】３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａリリース１０で使用される中継バックホール・ダウンリン
ク・サブフレーム構成の構造の例を示す概略図である。
【図８】様々な集約レベルの候補を含むアップリンクおよびダウンリンク許可のための局
所化探索空間の例を示す概略図である。
【図９】様々な集約レベルの候補を含むアップリンクおよびダウンリンク許可のための分
散探索空間、ならびに分散マッピングの場合の仮想リソース・ブロックと物理リソース・
ブロックとの間の関係の例を示す概略図である。
【図１０】本発明の一実施形態による、サイズ４のリソース・ブロック・グループで集約
レベル１、２、および４の候補をマッピングする例を示す概略図である。
【図１１】候補がそれぞれのＲＢＧの終わりと整合された、種々のＲＧＢサイズの探索空
間の例を示す概略図である。
【図１２】可能な場合にいくつかの候補がＲＢＧの始まりに対してシフトされた、種々の
ＲＧＢサイズの探索空間の例を示す概略図である。
【図１３】候補がそれぞれのグループの始まりおよび終わりに整合された、種々のＲＧＢ
サイズの探索空間の例を示す概略図である。
【図１４】本発明の一実施形態による方法の動作を示すフローチャートである。
【図１５】２つの中継ノードとドナーｅＮｏｄｅＢとを含むネットワークを示す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
　以下の段落では、本発明の様々な実施形態について述べる。単に例示の目的で、実施形
態のほとんどは、上記の背景技術セクションで論じた３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）お
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よびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）移動通信システムに従うＯＦＤＭダウンリンク無線アク
セス方式との関係で概説する。本発明は、例えば前述の３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）
およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）移動通信システムなどの移動通信システムとの関連で
使用されるのが有利な場合があるが、本発明はこの特定の例示的な通信ネットワーク中で
の使用に限定されないことに留意されたい。本明細書に述べる本発明の態様はとりわけ、
３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ（リリース１０）通信システム中で中継ノードやＵＥなどの受信側
への割当ておよび許可を主に搬送するアップリンクおよびダウンリンク制御情報（Ｒ－Ｐ
ＤＣＣＨ）のための探索空間を定義すること、ならびに、Ｒ－ＰＤＣＣＨデータがダウン
リンク探索空間（特に個々のリソース・ブロックおよびそれらのリソース・ブロック・グ
ループ）にマッピングされる点で効果的なリソース利用を提供することのために、使用す
ることができる。上記の背景技術セクションで提供した説明は、本明細書に述べる、主と
して３ＧＰＰ　ＬＴＥ（リリース８）およびＬＴＥ－Ａ（リリース１０）特有の例示的な
実施形態をよりよく理解することを意図したものであり、移動通信ネットワークにおける
プロセスおよび機能に関して述べる具体的な実装形態に本発明を限定するものとして理解
すべきではない。具体的には、静止したｅＮｏｄｅＢと静止した中継ノードとの間など、
通信ネットワークの２つの非移動ノード間の通信に適用することができる。
【００７９】
　一般に、本発明は、より低い集約レベルの局所化された候補と、より高い集約レベルの
少なくとも１つの分散された候補とを含む探索空間構成を提供する。
【００８０】
　特に、通信システムのサブフレーム内で少なくとも１つの受信ノードへの制御情報を搬
送するためのチャネル構造は、次のとおりである。サブフレーム内の探索空間は、複数の
制御チャネル要素によって形成される。探索空間は、少なくとも１つの受信ノードによる
ブラインド復号のための候補に論理的に細分される。各候補は、１つまたは複数の集約制
御チャネル要素を含み、少なくとも１つの候補は、第１の数の集約制御チャネル要素を有
し、これらの制御チャネル要素は、周波数ドメインにおいて相互に隣接してまたは非常に
近接して送信される。別の少なくとも１つの候補は、第１の数よりも大きい第２の数の集
約制御チャネルを有し、周波数において少なくとも部分的に分散された制御チャネル要素
からなり、分散のレベルは、好ましくは、周波数ドメインにおけるおよそ２よりも多い送
信単位である。送信単位は、例えば、ＰＲＢまたは制御チャネル要素である。ここで、分
散レベルは、２つの候補部分の間の距離を意味する。
【００８１】
　このような探索空間は、チャネルの品質が急変動することがあり信号が突然のフェーデ
ィング・ディップを被ることがある通信システムで、またはチャネルが周波数ドメインに
おいて選択的だがチャネルに関する知識が不正確である場合に、特に有利である。これは
、複数のキャリアを使用する移動および／または静的ノードを含むワイヤレス・システム
に、特に当てはまる。この一例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥベースのシステムであり、本発明は
このようなシステム中で容易に採用することができる。しかし、本発明はこのような種類
のシステムに限定されず、複数のキャリアを含む任意の通信システム中で本発明を使用し
て、ブラインド復号すべき任意の情報のための探索空間を構成することができる。ブライ
ンド復号すべき情報は、典型的には、ノードがさらに他の共有または個別制御リソースに
アクセスするのを可能にする、制御情報である。
【００８２】
　これらの点から見て、受信ノードは、このようなマルチキャリア通信システム中で制御
情報を受信できる任意のノードとすることができる。例えば、受信ノードは、移動または
固定である場合のあるユーザ端末とすることができる。このようなユーザ端末は、必ずし
もそうとは限らないが、他の端末のための中継ノードとしての働きをすることができる。
別法として、受信ノードは、別個の中継ノードとすることができる。このような中継ノー
ドは、固定である場合もあり（例えば基地局のカバレッジを増大させるために）、または
移動である場合もある。しかし、受信ノードはまた、基地局や他のネットワーク・ノード
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など、他の任意のノードとすることができる。同様に、送信ノードは、任意のネットワー
ク・ノード、例えば基地局もしくは中継ノード、またはユーザ端末とすることができる。
ＬＴＥのコンテキストでは、本発明の有利な一実施形態において、送信ノードはｅＮｏｄ
ｅＢ、特にドナーｅＮｏｄｅＢであり、受信端末は中継ノードである。この実施形態は、
Ｒ－ＰＤＣＣＨのための探索空間が今のところまだ標準化されていないので、特に有利で
ある。しかし、本発明の別の実施形態では、送信ノードは中継ノードとすることができ、
受信ノードはユーザ機器とすることができ、またはこの逆とすることができる。また、送
信ノードと受信ノードの両方が、中継ノードまたはユーザ端末であってもよい。
【００８３】
　制御情報に関しては、これは、受信ノードに向けた任意の制御情報とすることができる
。特に、制御情報は、受信端末によるデータ送信または受信のための、個別または共有の
さらなるリソースの位置を示すことができる。特に、制御情報は、ダウンリンクまたはア
ップリンク許可を含んでよい。別法として、制御情報は、電力制御のためのコマンド、ま
たは、チャネル・サウンディング信号の発信や通信チャネルもしくはサービスの非アクテ
ィブ化など、何らかの受信側アクションをトリガするためのコマンドを含んでよい。
【００８４】
　一般に、探索空間は、ブラインド復号のための候補からなる。候補とは、このコンテキ
ストでは、物理システム・リソースのサブセットである。制御情報を送信するための基本
的なリソース要素は、制御チャネル要素である。各候補は、１つの制御チャネル要素、ま
たはより多くの集約制御チャネル要素を含んでよい。制御チャネル要素は、特定の周波数
範囲（マルチキャリア・システムの１つまたは複数のキャリア）に対応してよく、事前定
義済みの継続時間を有してよい。ここで、制御チャネル要素は、制御情報の送信のために
アドレス可能な、最も小さい物理リソース部分を表す。ＬＴＥのコンテキストでは、制御
チャネル要素は、例えばＣＣＥまたは物理リソース・ブロックとすることができ、図３の
共通基準シンボル（ＣＲＳ）または復調基準シンボル（ＤＭ－ＲＳ）を搬送するリソース
要素によって例示的に示されるような、基準シンボルなどの必須信号によって占められる
リソース要素は例外である可能性がある。制御チャネル要素はさらに、図４に示すように
、スロット内のＯＦＤＭシンボルのサブセットのみを含んでもよく、この場合、第１のス
ロットの第２の部分のみが、制御チャネル要素の搬送に使用可能である。
【００８５】
　本発明による探索空間は、局所化された候補と分散された候補との両方を含むように構
成される。局所化された候補は、その制御チャネル要素が周波数ドメインにおいて相互に
隣接して連続的に位置する候補である。分散された候補は、局所化されない。すなわち、
これらの候補の制御チャネル要素は、周波数ドメインにおいて、同じ候補に属さない少な
くとも１つの制御チャネル要素によって相互から分離されて位置する。候補の制御チャネ
ル要素は、隣接しない単一制御チャネル要素（周波数において少なくとも１つの物理リソ
ース・ブロックによって相互から分離された）にわたって分散されてよい。候補はまた、
部分的に分散されてもよく、これは候補が、複数の隣接する制御チャネル要素の各部分に
細分され、これらの部分はさらに周波数において分散されることを意味する。これらの部
分は、そうである必要はないが同じサイズとすることができる。
【００８６】
　移動通信システムが地球規模で展開されることは、可能な最も広いカバレッジを提供し
高モビリティの端末をサポートするという要件をもたらした。これを容易にするために、
中継ノードの概念が標準化された。アクセス・リンク（端末との間のリンク）と中継（バ
ックホール）リンク（ｅＮｏｄｅＢなどのネットワーク・ノードとの間のリンク）とに共
通の周波数帯域で動作する中継ノードは、コスト削減を含めた利点をもたらし、より容易
に展開することができる。しかし前述のように、このような中継ノードは通常、時分割モ
ードで動作し、これは、このような中継ノードが、中継アクセス・リンク上とバックホー
ル・リンク上で同時にデータを交換することはできないことを意味する。したがって、中
継ノードのリソースは、ネットワーク・ノードとの間、および端末との間で、データ送信
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および／または受信のために共有されなければならない。
【００８７】
　本発明の例示的な一実施形態によれば、リソース割当てを搬送するチャネル、特に、バ
ックホール・リンク上のおよびバックホール・リンクへのリソース割当てのシグナリング
を搬送するチャネルのための、探索空間が提供される。探索空間は、時間および周波数リ
ソースに関して定義された物理リソースを含み、これらの物理リソースは、アップリンク
および／またはダウンリンク許可を搬送し、通常は中継ノードによってネットワーク・ノ
ードから受信される。このような探索空間の構成は、再構成可能であることが有利であり
、このことは、探索空間の位置を設定して、この位置をネットワーク・ノードから中継ノ
ードにシグナリングすることができることを意味する。システムを効率的に維持するため
に、このようなシグナリングは、好ましくは、できるだけ低い帯域幅を必要とすべきであ
る。
【００８８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、リソースは、物理リソース・ブロック（ＰＲＢ）で割り振るこ
とができる。いくつかの制御チャネルの場合は、より一層小さいリソース部分を割り振る
ことができる。例えば、サブフレーム内のＰＤＣＣＨ制御チャネル領域は、制御チャネル
要素（ＣＣＥ）のセットからなる。ＰＤＣＣＨは、１、２、４、または８個のＣＣＥを集
約することができる。同様に、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、集約レベル１、２、４、および８をお
そらくサポートするであろう。集約は、ＣＣＥにわたるかまたは物理リソース・ブロック
にわたる場合がある。以下では、物理リソース・ブロックの集約について例を述べる。し
かし、これらの例は全て、物理リソースの単位としてのＣＣＥの集約にも適用可能である
。
【００８９】
　各中継ノードは、あらゆる非ＤＲＸサブフレーム中で、制御情報を求めて任意の集約レ
ベルのＲ－ＰＤＣＣＨ候補のセットを監視する。監視とは、監視される全てのフォーマッ
トに従ってセット中の各Ｒ－ＰＤＣＣＨを復号しようと試みること、すなわちブラインド
復号を意味する。ブラインド復号は、http://www.3gpp.org/で自由に入手可能であり参照
により本明細書に組み込まれる、非特許文献４に、ＰＤＣＣＨを受信するＵＥについて記
述されている。ＵＥ特有のＰＤＣＣＨに関する現在の仕様によれば、探索空間は、集約レ
ベル１および２の候補を６つ、ならびに集約レベル４および８の候補を２つ含むことがで
きる。候補の数はまた、端末が実施しなければならないブラインド復号の回数も指定する
。
【００９０】
　図８に、同様の構成を仮定して、Ｒ－ＰＤＣＣＨの局所化探索空間構成の例を示す。
【００９１】
　したがって、Ｒ－ＰＤＣＣＨ集約レベルＬのＲ－ＰＤＣＣＨ探索空間は、仮想リソース
・ブロック（ＶＲＢ）インデックスのセット｛ｎＬ，１，ｎＬ，２，．．．，ｎＬ，Ｍ（

Ｌ）｝およびＲ－ＰＤＣＣＨリソース割振りタイプ（分散または局所化ＶＲＢマッピング
）によって構成される。構成は、例えばＲＲＣシグナリングによってシグナリングするこ
とができる。ダウンリンク許可とアップリンク許可をそれぞれ搬送する第１と第２の両方
のスロットに、同じ構成を適用可能である。このような局所化された探索空間の場合、Ｖ
ＲＢのインデックスは、ＰＲＢのインデックスと等しい。したがって、Ｌ個の連続するＰ
ＲＢが、有効なＲ－ＰＤＣＣＨ候補を構成する。各集約レベルの各候補の開始位置が、ド
ナーｅＮｏｄｅＢから中継ノードにシグナリングされる。ＰＤＣＣＨ構成（例えば、http
://www.3gpp.org/で入手可能であり参照により本明細書に組み込まれる、非特許文献５を
参照されたい）と同様、図８では、集約レベル１および２については６つの候補、集約レ
ベル４については２つの候補を仮定している。また、各集約レベルの候補のインデックス
が、異なるハッチングで示されている。
【００９２】
　図９に、ＶＲＢからＰＲＢへのマッピングがリリース８のＤＶＲＢマッピングの規則に
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従うと仮定して、Ｒ－ＰＤＣＣＨの分散探索空間構成の例を示す。ここでは、各集約レベ
ル（ＡＬ）ごとに、上段はＶＲＢを示し、下段は対応するＰＲＢを示す。
【００９３】
　図８に示す局所化探索空間中では、隣接するＰＲＢが集約される。しかし、このような
局所化は、ＰＲＢがフェーディング・ディップにある場合、または、特により高い集約レ
ベルに対して干渉がかなり増大する場合、または、送信ノードにおいてチャネルの知識が
不正確である場合には、有害である。これは、集約レベル４や８などの高い集約レベルが
各集約レベルにつき２つの候補しか有さないからである。これらの候補は、全ての候補が
悪いチャネル条件に面している確率がより高いので、悪いチャネル条件の影響をより受け
る。したがって、中継ノードがドナーｅＮｏｄｅＢへの接続を失う可能性すらあり、一方
でその結果、中継ノードに帰属する端末が、ネットワークへのその接続を失う可能性があ
る。局所化探索空間のみの場合は種々の集約レベルの全ての候補が局所化方式でマッピン
グされるので、集約レベル４や８など、特により高い集約レベルについては、フェーディ
ング・ディップまたは不正確なチャネル知識に対する頑強性が低減する。
【００９４】
　さらに、図８でわかるように、集約レベル１、２、および４の候補の開始位置は重複す
る。このことは、集約レベル１のＲ－ＰＤＣＣＨにＰＲＢ＃０が使用される場合、別の中
継ノードのための集約レベル２のＲ－ＰＤＣＣＨにはＰＲＢ＃０および＃１を使用するこ
とができないことを意味する。一般に、復調にＣＲＳを使用する非インタリーブドＲ－Ｐ
ＤＣＣＨの場合は、Ｒ－ＰＤＣＣＨによって占められるリソース・ブロック・グループ（
ＲＢＧ）の数を削減するために、１つのＲＢＧ内でＲ－ＰＤＣＣＨを割り振る方がよい。
しかし、種々の集約レベルの候補が重複するせいで、ＣＲＳ非インタリーブドＲ－ＰＤＣ
ＣＨの場合に、Ｒ－ＰＤＣＣＨによって占められるＲＢＧの数を削減するために複数のＲ
－ＰＤＣＣＨを１つのＲＢＧ中で効率的に割り振ることができない。
【００９５】
　フェーディングまたは不正確なチャネル知識に対するより高い頑強性をもたらすために
、本発明によれば、構成される局所化探索空間の場合に、より大きい（最も大きい）集約
サイズのブラインド復号候補の少なくとも一部が、より低いレベルの集約サイズの候補に
わたって分散される。より低いレベルの集約サイズは、レベル１および／または２である
ことが好ましい。分散は、レベル１および／または２について実施することができる。他
のサイズの候補が使用可能にされるいくつかのシステムでは、分散は、３または４または
５など、任意の集約レベルの候補にわたって実施することができる。
【００９６】
　図１０では、最後の３つの列に、集約レベル４（ＡＬ４として示す）の候補のマッピン
グの例を示す。したがって、集約レベル４の最初の２つの候補は、周波数ドメインにおい
て局所化され、リソース・ブロック・グループ＃１およびリソース・ブロック・グループ
＃４にマッピングされる。第３の候補１０４０は、集約レベル１の候補にわたって分散さ
れる。この場合、第３の候補は、リソース・ブロック・グループ＃１、＃２、＃４、およ
び＃６それぞれの、第１の物理リソース・ブロック中に分散される。第４の候補１０３０
は、集約レベル２の候補にわたって分散される。特に、第４の候補は、２つの物理リソー
ス・ブロックの各部分に分かれて、リソース・ブロック・グループ＃１およびリソース・
ブロック・グループ＃５の終わりに位置する。このように、図１０の探索空間は、集約レ
ベル４の第３および第４の候補によって形成される、探索空間の分散部分１０２０を含む
。探索空間はさらに、集約レベル４の第１および第２の候補と、集約レベル２の６つの候
補と、集約レベル１の別の６つの候補とによって形成される、局所化部分１０１０を含む
。
【００９７】
　図１０における第３および第４の候補を分散させる方式は、例に過ぎないことに留意さ
れたい。レベル４の第３の候補は、別法として、他のレベル１の候補にわたって、例えば
ＲＢＧ＃３またはＲＢＧ＃３の第１の物理リソース・ブロックにわたって分散されてもよ
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い。
【００９８】
　別法として、分散は必ずしも、より低い集約レベルの候補にわたって実施しなければな
らないわけではない。一般に、レベル４の第３の候補は、ＲＢＧの任意の物理リソース・
ブロック（制御チャネル要素）にわたって、さらにはＲＢＧ定義にかかわらず、分散させ
ることができる。より高いレベルの候補を分散させることは、周波数選択性フェーディン
グに対するより高い頑強性をもたらす。したがって、より高いレベルの候補を、相互から
できる限り離れた物理リソース・ブロックに分散させることが、特に有利である。
【００９９】
　同様に、図１０におけるレベル４の第４の候補の２ＰＲＢの大きさの部分は、６つのＲ
ＢＧのうちの任意のＲＢＧに分散させることができる。特に、これらの部分は、ＲＢＧ＃
１とＲＢＧ＃６、またはＲＧＢ＃２とＲＧＢ＃６、またはいずれか他のＲＢＧ＃の組合せ
に配置することができる。しかし、これらの部分が相互から離れているほど、これらの部
分の少なくとも一方がフェーディングにない確率が高い。また、同じ集約レベルの、かつ
同じ受信ノードに対する、異なる候補を、できる限り異なる周波数上にマッピングするこ
とも有利である。レベル４の第４の候補はまた、レベル２の候補位置にわたってマッピン
グする必要はない。第４の候補の各部分を、それぞれのグループの第２および第３の物理
リソース・ブロックにマッピングすることによっても、同様の効果を達成することができ
る。これらの部分はまた、最初の２つの物理リソース・ブロックにマッピングしてもよい
。
【０１００】
　このように、図１０は、より低い集約レベル候補（レベル１、レベル２候補）が局所化
され、より高い集約レベル候補（レベル４）が局所化および分散された、探索空間の例を
示す。しかし、本発明はこれに限定されず、別法として、より高い集約レベルの全ての候
補が分散されてもよい。別法として、単一の局所化されたレベル４候補と３つの分散され
たレベル４候補、またはこの逆を利用してもよい。
【０１０１】
　探索空間の特定の構成は、予想または仮定されるチャネル特性など、特定の展開シナリ
オに関して設計されるべきであることが有利であり、チャネル特性はさらに、受信側から
のチャネル状態フィードバックに依存する可能性がある。チャネル特性は、送信／受信ノ
ードが移動か静的か、それらの距離および位置などに依存するであろう。チャネル特性は
さらに、使用される周波数帯域にも依存するであろう。当業者には理解されるであろうが
、異なる展開シナリオおよびシステムでは、他の特定の構成がより適することがある。
【０１０２】
　本発明は、制御情報のブラインド復号のための探索空間の構成を提供する。本発明の一
実施形態によれば、このような探索空間は、通信システムの仕様において固定的に定義さ
れる。本発明の別の実施形態によれば、探索空間は、静的に構成可能であり、通信システ
ムのブロードキャスト制御チャネル（複数可）に関するシステム情報内で受信することが
できる。本発明のさらに別の実施形態によれば、探索空間構成は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにお
ける無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコル・シグナリングなど、より高いレイヤのシグ
ナリングによって半静的に設定することができる。別法として、探索空間は、サブフレー
ムについて動的に構成することができる。
【０１０３】
　より高い集約レベルのいくつかの候補の分散とは別に、図１０はまた、本発明の別の有
利な実施形態による、より低い集約レベルの候補の局所化マッピングも示している。した
がって、異なる集約レベルの候補の重複が回避される。図１０では、これは、集約レベル
１（ＡＬ１として示す）および２（ＡＬ２として示す）に例示されている。特に、集約レ
ベル１の例示的な６つの候補は、各リソース・ブロック・グループの最初の物理リソース
・ブロック中、すなわち物理リソース・ブロック０、４、８、１２、１６、および２０中
に配置される。集約レベル２の例示的な６つの候補もまた、各リソース・ブロック・グル
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ープ中に配置される。しかし、集約レベル１の候補との重複を回避するために、集約レベ
ル２の候補は、各リソース・ブロック・グループの最後の２つの物理リソース・ブロック
上にマッピングされる。このように集約レベル１および集約レベル２の候補をリソース・
ブロック・グループ上にマッピングすることで、探索空間をより効率的かつよりフレキシ
ブルに定義することが可能になる。図８に関して述べた例とは対照的に、図１０の集約レ
ベル２と集約レベル１の候補は、同じリソース・ブロック・グループにマッピングされて
いてもなお、異なる受信ノード（例えば中継ノード）に割り振ることができる。
【０１０４】
　図１０の例全体は、局所化と分散の両方がなされた探索空間を例示する。特に、集約レ
ベル１および２の候補は局所化され、集約レベル４の候補は分散および局所化される。図
１０は、集約レベル４の候補を分散させる可能性を例示するに過ぎないことに留意された
い。他の組合せも可能であり、例えば、集約レベル４の全ての候補が、単一物理リソース
・ブロックに、または複数のリソース・ブロックの各部分に分散されてもよい。別法とし
て、集約レベル４の候補が２つしかなく、このうちの一方のみが、例えば集約レベル２の
候補にわたって分散されることもあり得る。
【０１０５】
　図１０では、異なる集約レベルの候補が、できるだけ少ない重複で、同じリソース・ブ
ロック・グループ上にマッピングされる。３ＧＰＰ　ＬＴＥバックホール・リンクのコン
テキストでは、集約レベル１と２のＲ－ＰＤＣＣＨ候補は、１つのリソース・ブロック・
グループ内の異なる物理リソース・ブロック上にマッピングされる。この例では、リソー
ス・ブロック・グループのサイズは、４つの物理リソース・ブロックに等しい。１つのリ
ソース・ブロック・グループ内で、集約レベル１のＲ－ＰＤＣＣＨを、集約レベル２のＲ
－ＰＤＣＣＨと多重化することができる。これは、複数の中継ノードが同じ探索空間を共
有し、これらの中継ノードに対してＣＲＳ非インタリーブドＲ－ＰＤＣＣＨが構成される
ときに、特に有用である。
【０１０６】
　本発明のこの実施形態による探索空間は、いくつかの利益をもたらす。この概念によれ
ば、より高い集約レベルの候補が分散され、より低い集約レベルの候補が局所化されると
いった、局所化集約と分散集約との間の動的な切替えが可能である。このことは、チャネ
ルが急に劣化した場合に接続を失うのを回避する助けとなり、受信側が初期帰属手続きに
フォールバックするのを防止する（例えば、異なる物理リソース・ブロックを占めるよう
に探索空間を再構成することができることにより、または、図８に示すような分散モード
方法に変更することができることにより）。これは、バックホール・リンクの効率の向上
、および、中継ノードに帰属する端末に対するよりよいサービスにつながる。さらに、集
約レベル４および８の候補の頑強性が増大する。このことは、より高い集約レベルの候補
の数がより少ない方式では、特に重要である。というのは、そのような場合は、このよう
な候補がフェーディング・ディップにある確率がいくぶん高いからである。加えて、異な
る集約レベルの候補間の重複を回避することにより、局所化されたより小さい集約サイズ
のブラインド復号候補間のブロッキングが防止され、物理リソース上への制御チャネルの
より効率的なマッピングがもたらされる。前述の探索空間構成はまた、異なる集約レベル
の候補を同じリソース・ブロック・グループ上にコンパクトにマッピングするので、探索
空間およびＲ－ＰＤＣＣＨ割振りによって占められるリソース・ブロック・グループの数
を最小限に抑える特性も維持する。
【０１０７】
　図１１、１２、１３に、候補と、集約によってこれらの候補を構成する制御チャネル要
素と、物理リソース・ブロックおよびＲＢＧサイズに関するこれらの候補の位置とを説明
するための例を示す。全般的に、第１列は集約レベル１の候補を示し、その下の列は集約
レベル２の候補を示し、その下の列は集約レベル４の候補を示し、その後に続く２つの列
は集約レベル８の候補を示す。交互の白と灰色の背景によって、異なるＲＢＧを示す。
【０１０８】



(22) JP 5865534 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

　図１１に、種々のサイズのリソース・ブロック・グループの場合に本発明を実施する他
の例を示す。特に、図１１の部分（ａ）は、リソース・ブロック・グループのサイズが２
物理リソース・ブロックに等しく、集約レベル１、２、４、および８の候補がそれらの物
理リソース・ブロックにマッピングされる例を示す。集約レベル１の候補（例えば第１の
候補１１０１など）は、各グループ中の最初の各物理リソース・ブロック上にマッピング
される。集約レベル１の候補は６つある。集約レベル２の６つの候補もまた、各リソース
・ブロック・グループにマッピングされ、それにより、これらの候補は実際、集約レベル
１の候補と重複する。しかし、６つのリソース・ブロック・グループしか必要としないコ
ンパクトなマッピングを達成することができる。ＬＴＥのコンテキストでは、サイズ２の
ＲＢＧの場合の構成可能なＰＲＢ数は、１１～２６個の間のＰＲＢである。サイズ３のＲ
ＢＧの場合は、２７～６３個のＰＲＢがある。サイズ４のＲＢＧの場合は、６４～１１０
個のＰＲＢがある。可能な構成に関するこれ以上の詳細は、すでに上述した、非特許文献
３に見ることができる。
【０１０９】
　集約レベル４の２つの候補は、最初の４つのリソース・ブロック・グループ上にマッピ
ングされ、各候補は２つのリソース・ブロック・グループをカバーする。最後に、集約レ
ベル８の２つの候補は、次のようにマッピングされる。すなわち、第１の候補は局所化方
式でマッピングされ、第２の候補は分散方式でマッピングされる。特に、集約レベル８の
第１の候補は、最初の４つのリソース・ブロック・グループをカバーする。集約レベル８
の第２の候補は、４物理リソース・ブロックの各部分にわたって分散される。この例では
、第１の部分は、最初の２つのリソース・ブロック・グループをカバーし、第２の部分は
、最後のリソース・ブロック・グループ５および６をカバーする。図１１、１２、および
１３では、中に候補番号が書かれた破線の楕円として、候補を示す。楕円のサイズは、局
所化された候補については、候補の集約レベルに対応する。分散された候補については、
楕円は候補の各部分を示し、これらの部分は水平の線で接続される。例えば、図１１（ａ
）は、下段の集約レベル８の第２の候補が２つの部分（それぞれ４制御チャネル要素のサ
イズ）を集約し、これらの部分が共に４ＰＲＢ離れて分散されるのを示す。
【０１１０】
　図１１の部分（ｂ）には、リソース・ブロック・グループのサイズが３物理レイヤ・ブ
ロックである例を示す。特に、集約レベル１の候補は、６つの各リソース・ブロック・グ
ループの最初の物理リソース・ブロック上にマッピングされる。集約レベル２の候補は、
各リソース・ブロック・グループの最後の２つの物理リソース・ブロックにマッピングさ
れる。わかるように、このようなマッピングにより、集約レベル１の候補は、集約レベル
２の候補と重複しない。集約レベル４の２つの候補は、リソース・ブロック・グループ自
体よりも大きく、したがって、隣接する２つのリソース・グループにまたがってマッピン
グされる。特に、集約レベル４の第１の候補１１０２は、第１のリソース・ブロック・グ
ループの最後の物理リソース・ブロック上と、第２のリソース・ブロック・グループの全
ての物理リソース・ブロック上とにマッピングされる。集約レベル４の第２の候補も同様
に、次の利用可能なリソース・ブロック・グループ＃３および＃４上にマッピングされる
。集約レベル８の第１の候補も局所化され、レベル４の候補のマッピングと同様に、すな
わち、第１の可能なリソース・ブロック・グループ＃３の終わりに整合させることによっ
て、マッピングされる。レベル８候補はサイズ３のＲＢＧを３つ必要とするので、ＲＢＧ
＃３が第１の可能なリソース・ブロック・グループであり、ＲＢＧ＃３の最後のＰＲＢへ
の整合が実施される。この場合、集約レベル８の第１の候補は、リソース・ブロック・グ
ループ１、２、および３上にマッピングされ、リソース・ブロック・グループ３の最後と
整合される。集約レベル８の第２の候補は、分散される。分散は、集約レベル２の候補に
わたって実施される。特に、レベル８の候補の分散された２ＰＲＢの長さの各部分の位置
は、集約レベル２の第１、第２、第５、および第６の候補の各位置上にマッピングされる
。
【０１１１】
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　図１１の部分（ｃ）は、探索空間がサイズ４のリソース・ブロック・グループ上にマッ
ピングされる例である。図１１の部分（ａ）および（ｂ）に関して述べた前の例と同様、
集約レベル１の候補は、各リソース・ブロック・グループ中の最初の物理リソース・ブロ
ックにマッピングされる。集約レベル２の候補（第１の候補１１０３など）は、各リソー
ス・ブロック・グループの最後の２つの物理リソース・ブロックにマッピングされる。こ
れらはＲＢＧの最後のＰＲＢで終わる。集約レベル４の２つの候補は、局所化され、第１
の利用可能なリソース・ブロック・グループ、すなわちそれぞれリソース・ブロック・グ
ループ＃１およびリソース・ブロック・グループ＃２上にマッピングされる。集約レベル
８の１つの候補は、局所化され、第１の利用可能なリソース・ブロック・グループ上にマ
ッピングされてグループの最後に整合される。したがって、この候補は、リソース・ブロ
ック・グループ＃１および＃２をカバーする。集約レベル８の第２の候補は、集約レベル
２の候補にわたって分散される。第２の候補の、分散された２ＰＲＢの大きさの各部分は
、リソース・ブロック・グループ＃１、＃２、＃５、および＃６の最後の２つの物理リソ
ース・ブロック上に位置する。
【０１１２】
　このように、図１１は、集約レベル１の候補が各リソース・ブロック・グループの最初
の物理リソース・ブロック中に位置する実施形態を示す。集約レベル１よりも高い集約レ
ベルの候補は、リソース・ブロック・グループの終わりと整合される。物理リソース・ブ
ロック・グループが、局所化される候補のサイズよりも小さい場合（例えば、集約レベル
４の候補について図１１の部分（ａ）および（ｂ）を参照されたい）、候補は、複数のリ
ソース・ブロック・グループをカバーすることになる。このような場合、候補は、カバー
される隣接グループのうちの最後グループの終わりに整合される。集約レベル８の１つの
候補は、分散される。分散される候補の各部分もまた、リソース・ブロック・グループの
終わりに整合される。すなわち、これらの部分は、レベル２の候補にわたって分散される
。
【０１１３】
　図１０との関連ですでに上に強調したように、図１１は、例示的な探索空間を提供する
に過ぎない。この例では、集約レベル１の６つの候補、集約レベル２の６つの候補、集約
レベル４および８についてはそれぞれ２つの候補を採用する。これは、例えばＬＴＥで使
用される、典型的な構成である。しかし、本発明はこれに限定されない。集約レベルごと
の候補の数は、システムの要件に従って選択することができる。さらに、候補に割り振ら
れる基本リソースは、制御チャネル要素であってもよく、制御チャネル要素は、物理リソ
ース・ブロックよりも小さいものとすることができる。この場合、制御チャネル要素の集
約が実施される。本発明は、制御チャネル要素にも等しく適用することができる。さらに
、基本リソース（物理リソース・ブロックまたは制御チャネル要素）は、必ずしも、物理
リソース・ブロックのグループ、または対応する制御チャネル要素のグループにグループ
化されなければならないわけではない。本発明の特定の手法、すなわち、より低い集約レ
ベルの集中化された候補とより高いレベルの分散された候補とを含む制御空間は、こうし
たどんなリソース・グループ化にも関係なく適用可能である。同様に、異なるレベルの候
補間の重複を低減するための構成は、基礎をなすどんなリソース・ブロック・グループ化
もなしに適用することができる。
【０１１４】
　図１２に、ＲＢＧサイズ２（ａ）、３（ｂ）、および４（ｃ）について、本発明の代替
の一実施形態を示す。したがって、集約レベル１の候補（ＲＢＧサイズ２が採用されると
きの第１の候補１２０１など）は、図１１に関して述べた例と同様にマッピングされる。
すなわち、これらの候補は、各リソース・ブロック・グループの最初の物理リソース・ブ
ロック上にマッピングされる。集約レベル２の候補は、可能なら、集約レベル１の候補が
マッピングされた物理リソース・ブロックに続く物理リソース・ブロックから始まるよう
にマッピングされる（ＲＢＧサイズ４の場合、レベル２の第１の候補１２０３を参照され
たい）。これはまた、ＲＢＧの始まりから１ＰＲＢのシフトに対応する。この例では、集
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約レベル４の候補も、前の例と同様に、すなわち、それらの終わりをそれぞれのリソース
・ブロック・グループの終わりに整合させることによって、マッピングされる（レベル４
の第１の候補１２０２を参照されたい）。図１２では、１ＰＲＢのシフトが例示されてい
る。しかし、本発明はこれに限定されず、より高い集約レベルの候補は、リソース・ブロ
ック・グループの始まりから、または別の集約レベルの候補に対して、２つ以上の物理リ
ソース・ブロック分シフトされてもよい。
【０１１５】
　このような探索空間は、サイズ２および３のＲＢＧについては、図１１の例に関して述
べた探索空間と違わない。しかし、サイズ４のリソース・ブロック・グループ中の集約レ
ベル２の候補については、違いを見ることができる（図の部分（ｃ））。シフトは、ＲＢ
Ｇの始まりに対して定義することができる。別法として、シフトは、他の集約レベルの候
補に対して、例えば最も近いより低い集約レベルに対して、定義することができる。
【０１１６】
　別の実施形態は、図１３に示すような本発明による探索空間に関係するものである。し
たがって、集約レベル４の２つの候補が、異なるように整合される。レベル４の第１の候
補１３０２は、ＲＢＧの第１のＰＲＢと整合され、第２の候補１３０３は、ＲＢＧの最後
の利用可能なＰＲＢと整合される。この構成により、ブロックされるレベル１およびレベ
ル２の候補の数のバランスをとることができる。特に、図１３は、前の例と同様、集約レ
ベル１の候補（レベル１の第１の候補１３０１を参照されたい）が、各リソース・ブロッ
ク・グループの最初の物理リソース・ブロックにマッピングされ、集約レベル２の候補（
レベル２の第１の候補１３０４を参照されたい）が、各リソース・ブロック・グループの
最後の２つのリソース・ブロックにマッピングされるのを示す。同じより高い集約レベル
の、異なる候補を、異なるように整合させることができる。リソース・ブロック・グルー
プの始まりと終わりへの整合とは別に、ＲＢＧの始まりと終わりに対して定義されたシフ
トを適用することもできる。別法として、他の集約レベルの候補に対するシフトを適用す
ることもできる。シフトは、同じ集約レベルの候補ごとに異なってよい。
【０１１７】
　図１１、１２、および１３に関して述べた例では、より高い集約レベルの１つの候補が
局所化され、同じレベルの１つの候補が分散される場合を示した。例示した、局所化およ
び分散される集約レベルは、レベル８であった。しかし、本発明はこれに限定されない。
複数の中継ノード（受信ノード）が同じ探索空間リソースを共有するのをよりよくサポー
トするために、より高い集約レベルについて、複数の分散される候補をサポートすること
ができる。さらに、集約レベル４の任意の候補が分散されてもよい。図１１、１２、およ
び１３では、レベル１の候補が、常にＲＢＧ中の最初の制御チャネル要素／リソース・ブ
ロック上にマッピングされるのを示した。しかし、レベル１の候補はまた、ＲＢＧ中の最
後の制御チャネル要素／リソース・ブロックにマッピングされてもよい。そのような場合
、レベル２の候補は、ＲＢＧ中の最初のＰＲＢで開始してよい。
【０１１８】
　複数の中継ノードのサポートに関して、本発明の別の実施形態によれば、１つの受信ノ
ードの、より高い集約レベルの分散された候補の位置は、別の受信ノードの、同じレベル
の分散された候補の位置とは異なる（特に、直交する）。これは、例えば受信ノードＩＤ
に応じて実施することができる。
【０１１９】
　例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８（および後のリリース）によれば、ＵＥは、通常
動作中に、いわゆるＣ－ＲＮＴＩによって識別される。Ｃ－ＲＮＴＩは基本的に、１６ビ
ットで表される値である。したがって、本発明における中継ノードＩＤ、または一般に受
信側ＩＤを、同様のまたは同じ識別子によって識別できると仮定することができる。単純
な一例では、このような識別子のビットの１つまたは複数は、より高い集約レベルの候補
（複数可）の位置がシフトされるかどうか、および／または、物理リソース・ブロックで
どれくらいシフトされるかを、決定する。例えば、中継ノードＩＤの最下位ビットは、こ
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のような候補（複数可）が１物理リソース・ブロック分シフトされる（ビット＝１）か、
シフトされない（ビット＝０）かに使用される。
【０１２０】
　最も高い集約レベルは、このようにして分散されることが好ましい。より小さい数の集
約物理リソース・ブロックを有する局所化された候補の位置は、第１の受信ノードと第２
の受信ノードとで同一であることが有利である。例えば、複数の受信ノードに対して、集
約レベル１および２の候補は、同じ位置上にマッピングされてよく、集約レベル４および
／または８の候補は、直交に分散される（すなわちこれらの候補の位置は異なる）。
【０１２１】
　より高い集約レベルによってより低い集約レベルがブロックされること、およびその逆
を低減するために、本発明の別の実施形態によれば、より高い集約レベルの候補は、制御
チャネル要素からなり、少なくとも第１の制御チャネル要素の位置は、第１のより低い集
約レベルの候補の制御チャネル要素の位置と同一であり、少なくとも第２の制御チャネル
要素の位置は、第２のより低い集約レベルの候補の制御チャネル要素の位置と同一である
。第１のより低い集約レベルのサイズは、第２のより低い集約レベルのサイズとは異なり
、これらのサイズは両方とも、より高い集約レベルの集約レベル・サイズよりも小さい。
例えば、より高い集約レベルの候補はＡＬ８の候補であり、この候補の第１の制御チャネ
ル要素は、集約レベル１の候補の位置にマッピングされ、この候補の第２の制御チャネル
要素の位置は、集約レベル２の候補の制御チャネル要素のいずれかの位置にマッピングさ
れる。さらに他の例では、より高い集約レベルの候補はＡＬ８の候補であり、この候補の
第１の制御チャネル要素は、集約レベル１の１つの候補の位置にマッピングされ、この候
補の第２および第３の制御チャネル要素の位置は、集約レベル２の１つの候補の位置にマ
ッピングされる。
【０１２２】
　集約レベルのブロッキングを低減するために、別の実施形態によれば、分散集約の制御
チャネル要素は、ＲＢＧ中のＰＲＢにマッピングされ、少なくとも１つのＰＲＢは、より
低いレベルの集約候補に属するどんな制御チャネル要素にも使用されない。例えば、図１
３（ｃ）によれば、サイズ４の各ＲＢＧ内の第２のＰＲＢは、集約レベル１および２のた
めの制御チャネル要素によって使用されることはないことがわかる。したがって、このよ
うな４つのＰＲＢを使用して、集約レベル４および／または８の分散された候補を形成す
ることができる。このようなＰＲＢを使用してまた、集約レベル８の分散された候補を形
成することもできる。このようにして、より低い集約レベル（複数可）の候補によってす
でに部分的に占められているＲＢＧ内で残っているＰＲＢを、より高い集約レベル（複数
可）の候補にさらに利用することができる。
【０１２３】
　前述のマッピング規則に従うときに配慮され得る１つの問題は、リソース・ブロックで
表されるシステム帯域幅が、定義されたＲＢＧサイズの整数倍でない場合に、システム帯
域幅の一方の端で半端なＲＢＧが存在する場合があることである。あるいは、小さいＲＢ
Ｇサイズの場合には特に、ＲＢＧサイズが集約レベルよりも小さいことが起こり得る。し
たがって、Ｒ－ＰＤＣＣＨ候補をＲＢＧ上にマッピングするとき、これらのことを考慮に
入れるべきである。例えば、図１１（ｂ）では、レベル４の第１の候補を、第１のＲＢＧ
の第３のＰＲＢ上で終わるようにマッピングすることができない。というのは、そうした
場合、候補の第１の制御チャネル要素は使用可能ＰＲＢにマッピングすることができない
からである。最も単純な解決法は、半端なＲＢＧがブラインド復号のための候補または制
御チャネル要素を搬送できることを不可にすることである。別の解決法は、前述の規則に
より候補の始まりまたは終わりが利用可能ＰＲＢの外にあることになる場合に、全ての制
御チャネル要素をＰＲＢ上にマッピングできるようにそれぞれの候補がシフトされること
である。したがって、例えば図１１（ｂ）では、規則に対する例外は、レベル４の第１の
候補が第３のＰＲＢで開始して第６のＰＲＢで終了するのではなく、その代わりに第１の
ＰＲＢで開始して第４のＰＲＢで終了するものとすることができる。
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【０１２４】
　本発明の有利な一実施形態によれば、受信ノードは中継ノードであり、送信ノードはｅ
ＮｏｄｅＢであり、制御情報は、前述のように構成されたＲ－ＰＤＣＣＨ探索空間を介し
て通信されるアップリンク／ダウンリンク許可である。図１４に、このような受信ノード
および送信ノードによって実施されるステップを示す。
【０１２５】
　図１４で、実線は本発明の一実施形態を表すが、この実施形態では、送信ノードが、受
信ノードによって復号されることになる制御情報を、探索空間上にマッピングする（１４
３０）。ここで、探索空間は、上記の例のいずれかに従って構成される。特に、サブフレ
ームがリソース単位に細分され、探索空間を定義する候補のセットから制御情報がブライ
ンド復号される。候補は、制御チャネル要素または物理リソース・ブロックなど、複数の
リソース単位を集約することができる。周波数ドメインにおける探索空間は、局所化され
た候補と分散された候補とを含む。特に、周波数において、より低い集約レベルの候補は
局所化され、より高い集約レベルの候補は分散される。送信側は、特定の受信ノードに対
する候補上に制御情報をマッピングし、これを相応に送信する（１４４０）。受信ノード
は、構成された探索空間の候補をブラインド復号し（１４８０）、復号した候補から制御
情報を得る（１４８０）。制御情報はさらに、その目的に従って処理される。
【０１２６】
　前述のように、探索空間は一般に、固定的、静的、半静的、または動的に構成すること
ができる。図１４中の破線は本発明の一実施形態を示すが、この実施形態によれば、送信
ノードはまず、探索空間構成（すなわち、特定の受信ノードによって監視されることにな
る、制御情報および／または候補を搬送する制御チャネルのマッピングに利用可能なリソ
ース）を選択する（１４１０）。次いで、選択された構成は、受信ノードにシグナリング
される（１４２０）。受信ノードは、探索空間構成の指示を受信し（１４５０）、監視（
ブラインド復号）すべき探索空間を相応に設定する（１４６０）。一般に、受信ノードが
送信ノードの代わりに探索空間を構成することもできる。
【０１２７】
　特に、上に論じたＬＴＥ実施形態に鑑みれば、送信ノードはドナーｅＮｏｄｅＢ５１０
とすることができ、受信ノードは中継ノード５２０である。監視するために特定の中継ノ
ードに割り当てられる候補の点から見た探索空間構成は、動的に実施することができる。
Ｒ－ＰＤＣＣＨを搬送するのに利用可能なリソースの点から見た探索空間構成は、半静的
に（例えばＲＲＣによって）構成されるかまたは固定的とすることができる。
【０１２８】
　図１５に、同じドナーｅＮｏｄｅＢによってサービスされる２つの中継ノードを含む例
示的なネットワークを示す。本発明は、探索空間がリソースを種々の中継ノードに効率的
に割り当てることができるので、より多くの中継ノードがある場合に特に有利である。
【０１２９】
　しかし、本発明、および探索空間を構成する上記の実施形態は、ユーザ機器など、他の
ノードにも等しく適用可能である。
【０１３０】
　要約すると、本発明は、マルチキャリア通信システムにおけるブラインド復号のために
探索空間内で制御情報を提供することに関する。特に、制御情報は、通信システムのサブ
フレーム内で搬送され、サブフレームは、複数の制御チャネル要素を含む。制御チャネル
要素を、ブラインド復号のための候補に集約することができる。候補中の制御チャネル要
素の数は、集約レベルと呼ばれる。本発明によれば、より低い集約レベルの候補は局所化
され、これは１つの候補の制御チャネル要素が、周波数ドメインにおいて相互に隣接して
位置することを意味する。より高い集約レベル（複数可）のいくつかの候補は、周波数に
おいて分散される。
【０１３１】
　さらに、本発明の様々な実施形態はまた、プロセッサによって実行されるソフトウェア
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・モジュールを用いて、またはハードウェア中で直接に、実現することができる。ソフト
ウェア・モジュールとハードウェア実装の組合せもまた可能である。ソフトウェア・モジ
ュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えばＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、レジスタ、ハード・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど
に記憶することができる。
【０１３２】
　実施形態のほとんどは、通信システムの３ＧＰＰベースのアーキテクチャとの関係で概
説した。また、以上のセクションで使用した用語は主に、３ＧＰＰ用語に関係する。しか
し、３ＧＰＰベースのアーキテクチャに関する用語および様々な実施形態の記述は、本発
明の原理および発想をそのようなシステムのみに限定するものとはしない。また、上記の
背景技術セクションで提供した詳細な説明は、本明細書に述べる、主として３ＧＰＰ特有
の例示的な実施形態をよりよく理解することを意図したものであり、移動通信ネットワー
クにおけるプロセスおよび機能に関して述べる具体的な実装形態に本発明を限定するもの
として理解すべきではない。しかし、本明細書で提案する概念およびサブフレーム構造は
、背景技術セクションで述べたアーキテクチャにおいて容易に適用することができる。さ
らに、本発明の概念はまた、３ＧＰＰによって現在論じられているＬＴＥ－Ａ　ＲＡＮに
おいても容易に使用することができる。
 

【図１】 【図２】
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