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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　中継ノードが、複数のレイヤ特有の検索空間を決定することと、ここにおいて、各レイ
ヤ特有の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応す
る、
　前記中継ノードのためのＰＤＣＣＨのために前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つま
たは複数の検索を実行することと
を備える、方法。
【請求項２】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複数
のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、基準信号を送信するために利用される複数
のアンテナポートのうちの１つに対応する、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　各アンテナポートは、復号基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを受信することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記中継ノードのための前記ＰＤＣＣＨは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを
利用して受信される、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定することと、ここにおいて、各レイヤ特有の検索空
間は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、
　前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信す
ることと
を備える、方法。
【請求項９】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複
数のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、複数のアンテナポートのうちの１つに対応
し、前記送信することは、前記複数のアンテナポートのうちの１つを利用して前記ＰＤＣ
ＣＨを送信することを備える、
請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　各アンテナポートは、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを送信することをさらに備える、
請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記送信することは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを利用して前記ＰＤＣＣ
Ｈを送信することを備える、
請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定するように構成された制御モジュールと、ここにお
いて、各レイヤ特有の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）
候補に対応する、
　中継ノードのためのＰＤＣＣＨのために前記レイヤ特有のうちの１つまたは複数の検索
空間の検索を実行するように構成された復号モジュールと
を備える、装置。
【請求項１６】
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　各レイヤ特有の検索空間は、共通検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複数
のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、基準信号を送信するために利用される複数
のアンテナポートのうちの１つに対応する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　各アンテナポートは、復号基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを受信するように構成された受信機モジュールをさらに備
える、
請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　前記中継ノードのための前記ＰＤＣＣＨは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを
利用して受信される、
請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定するように構成された制御モジュールと、ここにお
いて、各レイヤ特有の検索空間は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に
対応する、
　前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信す
るように構成された送信機モジュールと
を備える、装置。
【請求項２３】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複
数のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、複数のアンテナポートのうちの１つに対応
し、前記送信することは、前記複数のアンテナポートのうちの１つを利用して前記ＰＤＣ
ＣＨを送信することを備える、
請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　各アンテナポートは、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記送信機モジュールは、前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロ
ックを備える中継ノード特有の検索空間の半静的割り当てを送信することをさらに備える
、
請求項２２に記載の装置。
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【請求項２８】
　前記送信機モジュールは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを利用して前記ＰＤ
ＣＣＨを送信することを備える、
請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定するための手段と、ここにおいて、各レイヤ特有の
検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、
　中継ノードのためのＰＤＣＣＨのために前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つまたは
複数の検索を実行するための手段と
を備える、装置。
【請求項３０】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複数
のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、基準信号を送信するために利用される複数
のアンテナポートのうちの１つに対応する、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　各アンテナポートは、復号基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３４】
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを受信するための手段をさらに備える、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３５】
　前記中継ノードのための前記ＰＤＣＣＨは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを
利用して受信される、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定するための手段と、ここにおいて、各レイヤ特有の
検索空間は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、
　前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信す
るための手段と
を備える、装置。
【請求項３７】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複
数のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、複数のアンテナポートのうちの１つに対応
し、前記送信するための手段は、前記複数のアンテナポートのうちの１つを利用して前記
ＰＤＣＣＨを送信するための手段を備える、
請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
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　各アンテナポートは、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項３６に記載の装置。
【請求項４１】
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを送信するための手段をさらに備える、
請求項３６に記載の装置。
【請求項４２】
　前記送信するための手段は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを利用して前記Ｐ
ＤＣＣＨを送信するための手段を備える、
請求項３６に記載の装置。
【請求項４３】
　命令を備えるコンピュータプログラムであって、前記命令は、１つまたは複数のプロセ
ッサによって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定することと、ここにおいて、各レイヤ特有の検索空
間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、
　中継ノードのためのＰＤＣＣＨのために前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つまたは
複数の検索を実行することと
を行わせることが実行可能である、コンピュータプログラム。
【請求項４４】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複数
のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項４３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４５】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、基準信号を送信するために利用される複数
のアンテナポートのうちの１つに対応する、
請求項４３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４６】
　各アンテナポートは、復号基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項４５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４７】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項４３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４８】
　前記命令は、
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを受信するための命令をさらに備える、
請求項４３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４９】
　前記中継ノードのための前記ＰＤＣＣＨは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを
利用して受信される、
請求項４３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５０】
　命令を備えるコンピュータプログラムであって、前記命令は、１つまたは複数のプロセ
ッサによって、
　複数のレイヤ特有の検索空間を決定することと、ここにおいて、各レイヤ特有の検索空
間は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、
　前記レイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信す
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ることと
を行わせることが実行可能である、コンピュータプログラム。
【請求項５１】
　各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード特有の検索空間からの複
数のＰＤＣＣＨ候補に対応する、
請求項５０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５２】
　前記複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、複数のアンテナポートのうちの１つに対応
し、前記送信することは、前記複数のアンテナポートのうちの１つを利用して前記ＰＤＣ
ＣＨを送信することを備える、
請求項５０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５３】
　各アンテナポートは、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを備える、
請求項５２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５４】
　前記複数のＰＤＣＣＨ候補は、４４個以下の復号候補を備える、
請求項５０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５５】
　前記命令は、
　前記中継ノードに対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを送信するための命令をさらに備える、
請求項５０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５６】
　前記送信するための命令は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを利用して前記Ｐ
ＤＣＣＨを送信するための命令を備える、
請求項５０に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に
組み込まれ２０１０年５月５日に出願された「リバース物理ダウンリンク制御チャネルの
ための拡張された検索空間（Expanded Search Space for Reverse Physical Downlink Co
ntrol Channel）」と題された米国仮特許出願６１／３３１，７９７号の利益を主張する
。
【技術分野】
【０００２】
　開示のある態様は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、特に、電気通信ネットワ
ーク内の中継器のための制御チャネルをシグナリングするための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプのコン
テンツを提供するために広く開発されてきた。これらのシステムは、（例えば、帯域幅、
送信電力等のような）利用可能なシステムリソースを共有することにより、複数のユーザ
との通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。このような多元接続
システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム等を
含む。
【０００４】
　通常、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時



(7) JP 5536278 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信を
介して１つまたは複数の基地局と通信することができる。順方向リンク（すなわちダウン
リンク）は、基地局から端末への通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわちアップリン
ク）は、端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力
（ＳＩＳＯ）システム、多入力単一出力（ＭＩＳＯ）システム、または多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）システム等によって確立されうる。
【０００５】
　従来の携帯電話ネットワーク基地局を補うために、追加の基地局は、移動ユニットによ
り多くのロバストなワイヤレスカバレージを提供するために展開されうる。例えば、ワイ
ヤレス中継局および小さなカバレージの基地局（例えば、一般にアクセスポイント基地局
、ホームノードＢ、フェムトアクセスポイント、またはフェムトセルと称される）は、イ
ンクリメンタルな容量増大、より豊富なユーザ経験および室内のカバレージのために展開
されうる。一般に、このような小さなカバレージの基地局は、ＤＳＬルータあるいはケー
ブルモデムを介して、インターネットおよびモバイルオペレータのネットワークに接続さ
れる。これら他のタイプの基地局が従来の基地局（例えば、マクロ基地局）とは異なる方
法で従来の携帯電話ネットワーク（例えば、バックホール）に追加されうるように、これ
ら他のタイプの基地局およびそれらに関連するユーザ機器を管理する有効な技術に対して
ニーズがある。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、中継
ノードが、複数のレイヤ特有の検索空間を決定することを含む。各レイヤ特有の検索空間
は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。方法は、中継
ノードのためのＰＤＣＣＨのためにレイヤ特有の検索空間のうちの１つまたは複数の検索
を実行することをさらに含む。
【０００７】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、複数
のレイヤ特有の検索空間を決定することを含む。各レイヤ特有の検索空間は複数の物理ダ
ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。方法は、レイヤ特有の検索空間
におけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信することをさらに含む。
【０００８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信に対する装置を提供する。装置は、一般に、複数
のレイヤ特有の検索空間を決定するように構成された制御モジュールを含み、各レイヤ特
有の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。
装置は、中継ノードのためのＰＤＣＣＨのためにレイヤ特有の検索空間のうちの１つまた
は複数の検索を実行するように構成された復号モジュールをさらに含む。
【０００９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、複数
のレイヤ特有の検索空間を決定するように構成された制御モジュールを含み、各レイヤ特
有の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。
装置は、レイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信
するように構成された送信機モジュールをさらに含む。
【００１０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、複数
のレイヤ特有の検索空間を決定するための手段を含み、各レイヤ特有の検索空間は、複数
の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。装置は、中継ノードの
ためのＰＤＣＣＨのためにレイヤ特有の検索空間のうちの１つまたは複数の検索を実行す
るための手段をさらに含む。
【００１１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、複数
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のレイヤ特有の検索空間を決定するための手段を含み、各レイヤ特有の検索空間は、複数
の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。装置は、レイヤ特有の
検索空間のうちの１つにおけるＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信のための手段をさらに
含む。
【００１２】
　本開示のある態様は、その上に記憶された命令を有するコンピュータ可読媒体を備える
コンピュータプログラム製品を提供する。１つまたは複数のプロセッサによって実行可能
な命令は、一般に、中継ノードが、複数のレイヤ特有の検索空間を決定し、ここにおいて
、各レイヤ空間検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に
対応する、中継ノードに対するＰＤＣＣＨのためのレイヤ特有の検索空間のうちの１つま
たは複数の検索を実行するためのものである。
【００１３】
　本開示のある態様は、その上に記憶された命令を有するコンピュータ可読媒体を備える
コンピュータプログラム製品を提供する。１つまたは複数のプロセッサによって実行可能
な命令は、一般に、複数のレイヤ特有の検索空間を決定し、ここにおいて、各レイヤ特有
の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する、レ
イヤ特有の検索空間のうちの１つにおいてＰＤＣＣＨを、中継ノードに、送信するための
ものである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本開示の上述した特徴が、より詳細に理解される方式で、簡潔に要約された上記具体的
な記載が、態様に対する参照によってなされている。そして、それらの幾つかは、添付図
面で例示されている。しかしながら、この記載は、その他の等しく有効な態様に対しても
当てはまるので、添付図面は、本開示のある典型的な態様のみを示しており、この範囲を
限定するものとして考慮されないことが注目されるべきである。
【図１】図１は、多元接続ワイヤレス通信システムを説明する。
【図２】図２は、ワイヤレス通信システムのブロック図である。
【図３】図３は、中継器を有する例示的なワイヤレス通信システムを説明する。
【図４】図４は、本明細書に表わされた、実施することができるワイヤレス通信システム
の例示のモジュールを説明するブロック図である。
【図５】図５は、開示のある態様に従う中継器制御チャネルのための無線構造の例示を説
明する。
【図６】図６は、開示のある態様に従う中継器制御チャネルのための無線構造の例示を説
明する。
【図７】図７は、開示のある態様に従う中継器制御チャネルのための無線構造の例示を説
明する。
【図８】図８は、本開示のある態様に従う制御情報を送信するために基地局によって実行
されうる例示の動作を説明する。
【図９】図９は、本開示のある態様に従う制御情報を検出するために中継ノードによって
実行されうる例示の動作を説明する。
【発明の実施するための形態】
【００１５】
　中継することは、高いデータレートのカバレージ、グループモビリティ、一時的なネッ
トワーク展開、およびセルエッジのスループットを改善する、および／または新規エリア
のカバレージを提供するツールとして、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのような、ワイヤレス
システムが考慮された。中継ノードは、ワイヤレス端末またはユーザ機器（ＵＥ）にサー
ビスを提供するドナー基地局を介して無線アクセスネットワークにワイヤレスに接続され
うる。本開示のある態様は、中継ノードとドナー基地局との間のワイヤレス通信において
制御チャネルを管理するための装置および技術を提供する。中継ノードとドナー基地局と
の間の通信を調整するために、ドナー基地局は、エリア内の中継ノードおよび他の通信装
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置に周期的な間隔で制御情報および／または基準信号を送信するおよび／またはブロード
キャストする。中継ノードは、中継ノードに関する制御情報を包含する送信を検出するた
めに、「検索空間（search space）」と称される、無線リソースのセットをモニタする。
【００１６】
　一般に、「共通の検索空間（common search space）」は、エリア内のすべて中継ノー
ドおよび／またはＵＥによってモニタされ、ページング情報、システム情報、ランダムア
クセスプロシージャなどのような情報を含みうる。さらに、中継ノードは、ビームフォー
ミングを可能にするチャネル推定値のような、中継ノードのために個々に構成された制御
情報のための、「中継ノード特有の検索空間（relay node-specific search space）」と
称される、中継ノードのために明確に割り当てられた無線リソースのセットをモニタしう
る。しかしながら、中継ノードは、制御情報を受信する一方で、１つのリンク上に接続さ
れた複数のＵＥおよび別のリンク上のドナー基地局と同時に通信するチャレンジに直面す
る。
【００１７】
　従って、本開示のある態様は、リレー制御情報のための二次元検索空間を利用するため
の技術を提供する。中継ノードは、複数のアンテナポートのうちのどれがリレー制御情報
の送信のために使用されるか決定するためにブラインド復号を実行しうる。ある態様に従
って、複数のレイヤ特有の検索空間のうちの少なくとも１つを備える、中継物理ダウンリ
ンク制御チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ：Relay Physical Downlink Control Channel）空間
が、定義されうる。ここで、各レイヤ特有の検索空間は、Ｒ－ＰＤＣＣＨを送信するため
に使用される複数のアンテナポートの各々に対応し、各レイヤ特有の検索空間は、共通検
索空間および１つまたは複数の中継器特有の検索空間を備える。
【００１８】
　本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク
、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）ネットワーク等のような様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用
される。「システム」、「ネットワーク」という用語は、しばしば置換可能に使用される
。ＣＤＭＡネットワークは、例えば、ユニバーサルテレストリアル無線接続（ＵＴＲＡ）
、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
－ＣＤＭＡ）および低チップレート（ＬＣＲ）を含んでいる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ
－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネッ
トワークは、例えばグローバル・システム・フォー・モバイル通信（ＧＳＭ（登録商標）
）のような無線技術を実現しうる。ＯＦＤＭＡネットワークは、エボルブドＵＴＲＡ（Ｅ
－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６、ＩＥＥＥ　８０２．１６、ＩＥＥＥ　８０２．
２０、フラッシュＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術を実現することができる。
ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケー
ション・システム（ＵＭＴＳ）の一部である。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳ
Ｍ、ＵＭＴＳ、およびＬＴＥは、「第３世代パートナシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）
と命名された組織からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パート
ナシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と命名された組織からの文書に記載されている
。これらさまざまな無線技術および規格は、当該技術分野において知られている。明瞭さ
のために、これら技術のある態様は、以下において、ＬＴＥについて記載されており、Ｌ
ＴＥ用語が以下の説明の多くで使用される。
【００１９】
　シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、単一のキャリア変調およ
び周波数領域等値化を利用する技術である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと同
じ性能、および実質的に同じ全体的な複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、固有の単
一キャリア構造のため、低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ
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は、送信電力効率の観点において、低ＰＡＰＲがモバイル端末に大いに有益となるアップ
リンク通信において、特に大きな注目を集めた。それは現在、３ＧＰＰロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄにおけるアップリンク
多元接続スキームのための動作前提である。
【００２０】
　図１を参照して、１つの態様に従う多重アクセスワイヤレス通信システムが説明される
。アクセスポイント１００（ＡＰ）は、１つはアンテナ１０４、１０６を含み、他のもの
はアンテナ１０８、１１０を含み、さらに他のものはアンテナ１１２、１１４を含む複数
のアンテナグループを含む。図１では、各アンテナグループについて２本のアンテナしか
示されていない。しかしながら、各アンテナグループについて、それより多くまたはそれ
より少ないアンテナが利用されうる。アクセス端末１１６（ＡＴ）は、アンテナ１１２お
よびアンテナ１１４と通信しており、アンテナ１１２、１１４は、順方向リンク１２０で
アクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方向リンク１１８でアクセス端末１１６から情報
を受信する。アクセス端末１２２は、アンテナ１０６、１０８と通信しており、アンテナ
１０６、１０８は、順方向リンク１２６でアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方向リ
ンク１２４でアクセス端末１２２から情報を受信する。ＦＤＤシステムでは、通信リンク
１１８、１２０、１２４、１２６は、通信のために、異なる周波数を使用しうる。例えば
、順方向リンク１２０は、逆方向リンク１１８によって使用されるものとは異なる周波数
を使用することができる。
【００２１】
　通信するように設計された領域および／またはアンテナの各々のグループは、しばしば
、アクセスポイントのセクタと称される。図１に示される態様では、各アンテナグループ
は、アクセスポイント１００によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末と通信
するように設計される。
【００２２】
　順方向リンク１２０、１２６による通信では、アクセスポイント１００の送信アンテナ
は、別のアクセス端末１１６、１２２の順方向リンクの信号対雑音比（ＳＮＲ）を改善す
るために、ビームフォーミングを利用する。さらに、そのカバレージにわたってランダム
に散在するアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを用いるアクセスポイント
は、その全てのアクセス端末へ単一のアンテナによって送信するアクセスポイントよりも
、近隣のセル内のアクセス端末に対して少ない干渉をもたらす。
【００２３】
　ある態様に従って、ＡＴ１１６は、Ｕｕインターフェースのような無線インターフェー
スによってＡＰ１００と通信していうる。さらに、追加のＡＰ１００は、Ｘ２として知ら
れるインターフェースによって互いに相互接続され、Ｓ１インターフェースによって、エ
ンハンスドパケットコア（ＥＰＣ）ノードのような、ネットワークノードに相互接続され
うる。
【００２４】
　アクセスポイント（ＡＰ）は、端末との通信のために使用される固定局であり、基地局
、ノードＢ、エボルブドノードＢ（ｅＮＢ）、ｅＮｏｄｅＢ、あるいはその他のある専門
用語でも称されうる。アクセス端末はまた、移動局、モバイル端末（ＭＳ）、ユーザ機器
（ＵＥ）、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレス端末、あるいはその他のいくつかの用語
で称されうる。
【００２５】
　図２は、ＭＩＭＯシステム２００における（アクセスポイントとしても知られている）
送信機システム２１０および（アクセス端末としても知られている）受信機システム２５
０の態様のブロック図である。送信機システム２１０では、多くのデータストリームのた
めのトラフィックデータが、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１
４に提供される。
【００２６】
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　１つの態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを通じて送信される
。ＴＸデータプロセッサ２１４は、データストリームのために選択された特定の符号化ス
キームに基づいてフォーマットし、符号化し、インターリーブして、符号化されたデータ
を提供する。
【００２７】
　各々のデータストリームの符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を用いてパイロットデ
ータと多重化されうる。パイロットデータは、一般に、既知の方式で処理される既知のデ
ータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用されう
る。各データストリームに関する多重化されたパイロットおよび符号化されたデータは、
データストリームのために選択された特定の変調スキーム（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ
、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（例えば、シンボルマップ）され、変
調シンボルが提供される。各データストリームのデータレート、符号化、および変調は、
プロセッサ２３０によって実行される命令群によって決定されうる。
【００２８】
　すべてのデータストリームの変調シンボルは、（例えば、ＯＦＤＭのための）変調シン
ボルを処理するＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０に提供される。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ２２０は、その後、ＮＴ個の変調シンボルストリームを、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）
１９２２ａ乃至１９２２ｔへ提供する。ある態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０
は、データストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるアンテナへ、ビー
ムフォーミング重みを適用する。
【００２９】
　各々の送信機２２２は、１つまたは複数のアナログ信号を提供するために、それぞれの
シンボルストリームを受信して処理し、さらには、ＭＩＭＯチャネルを通じた送信に適切
な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタ、およ
びアップコンバート）する。送信機２２２ａ乃至２２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、そ
の後、ＮＴ個のアンテナ２２４ａ乃至２２４ｔからそれぞれ送信される。
【００３０】
　受信機システム２５０では、送信された変調信号がＮＲ個のアンテナ２５２ａ乃至２５
２ｒによって受信され、各々のアンテナ２５２からの受信信号が、それぞれの受信機（Ｒ
ＣＶＲ）２５４ａ乃至２５４ｒへ提供される。各々の受信機２５４は、受信したそれぞれ
の信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート）し、この調整された
信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受
信された」シンボルストリームを提供する。
【００３１】
　ＲＸデータプロセッサ２６０は、ＮＲ個の受信機２５４からＮＲ個のシンボルストリー
ムを受信し、受信されたこれらシンボルストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて
処理して、ＮＴ個の「検出された」シンボルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッ
サ２６０は、その後、検出された各々のシンボルストリームを復調し、デインターリーブ
し、復号して、そのデータストリームのためのトラフィックデータを復元する。ＲＸデー
タプロセッサ２６０による処理は、送信機システム２１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセ
ッサ２２０およびＴＸデータプロセッサ２１４によって実行されるものと相補的である。
【００３２】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信されたデータストリームに
関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンクメッセージは、多くのデータス
トリームのトラフィックデータをデータソース２３６から受け取るＴＸデータプロセッサ
２３８によって処理され、変調器２８０によって変調され、送信機２５４ａ乃至２５４ｒ
によって調整され、基地局２１０へ送り戻される。
【００３３】
　送信機システム２１０では、受信機システム２５０からの変調信号が、アンテナ２２４
によって受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって復調され、Ｒ
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Ｘデータプロセッサ２４２によって処理されて、受信機システム２５０によって送信され
た逆方向リンクメッセージを抽出する。さらに、プロセッサ２３０は、ビームフォーミン
グ重みを決定するためにどのプレコーディング行列を使用するかを決定するために、この
抽出されたメッセージを処理する。
【００３４】
　本開示のある態様に従って、送信機システム２１０および受信機システム２５０は、本
明細書に記述されるように、中継器を有するワイヤレス通信ネットワークにおいて動作す
る追加の構成要素を含みうる。特に、送信機システム２１０は、ドナー基地局として構成
され、受信機システム２５０は、図３に示されるような中継ノードとして構成されうる。
ある態様に従って、プロセッサ２７０は、複数のレイヤ特有の検索空間を決定するように
構成される。ここで、各レイヤ特有の検索空間は、複数の物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）候補に対応する。ある態様に従って、各レイヤ特有の検索空間は、例えば
、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０によって処理されるように、１つまたは複数の空間レ
イヤに対応する。ある態様に従って、ＲＸデータプロセッサ２６０は、１つまたは複数の
ＰＤＣＣＨ候補をブラインドに復号することによって中継ノードのためのＰＤＣＣＨのた
めに１つまたは複数のレイヤ特有の検索空間の検索を実行するように構成されうる。
【００３５】
　ある態様に従って、論理チャネルは、制御チャネルおよびトラフィックチャネルに分類
される。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするためのＤＬチャ
ネルであるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）と、ページング情報を転送するＤ
Ｌチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）と、マルチメディアブロードキャ
ストおよびマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）スケジューリングおよび１つまたはいく
つかのＭＴＣＨのための制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイン
トＤＬチャネルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）とを備える。一般に、こ
のチャネルは、ＲＲＣ接続を確立した後、ＭＢＭＳ（注：旧ＭＣＣＨ＋ＭＳＣＨ）を受信
するＵＥによってのみ使用される。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）は、専用制御情報を送
信するポイントツーポイント双方向チャネルであり、ＲＲＣ接続を有するＵＥによって使
用される。１つの態様では、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のために１
つのＵＥに専用の、ポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネ
ル（ＤＴＣＨ）を備える。マルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）は、トラフ
ィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントＤＬチャネルを備える。
【００３６】
　ある態様に従って、トランスポートチャネルがＤＬとＵＬとに分類される。ＤＬトラン
スポートチャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）と、ダウンリンク共用データ
チャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ）と、ページングチャネル（ＰＣＨ）とを備える。ＰＣＨは、
セル全体にわたってブロードキャストされ、他の制御／トラフィックチャネルに使用する
ことができるＰＨＹリソースにマップされることによって、ＵＥの省電力をサポートする
（ＤＲＸサイクルが、ネットワークによってＵＥへ示されうる）。ＵＬトランスポートチ
ャネルは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ）、アッ
プリンク共有データチャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ）、および複数のＰＨＹチャネルを備える
。ＰＨＹチャネルは、ＤＬチャネルとＵＬチャネルとのセットを備える。
【００３７】
　ＤＬ　ＰＨＹチャネルは、　
共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）と、　
同期チャネル（ＳＣＨ）と、　
共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）と、　
共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣＣＨ）と、　
マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、　
共有ＵＬ割当チャネル（ＳＵＡＣＨ）と、　
肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）と、　
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ＤＬ物理共有データチャネル（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ）と、　
ＵＬ電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）と、　
ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）と、　
負荷インジケータチャネル（ＬＩＣＨ）と　
を備える。
【００３８】
　ＵＬ　ＰＨＹチャネルは、　
物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と、　
チャネル品質インジケータチャネル（ＣＱＩＣＨ）と、　
肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）と、　
アンテナサブセットインジケータチャネル（ＡＳＩＣＨ）と、　
共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ）と、　
ＵＬ物理共有データチャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）と、　
ブロードキャストパイロットチャネル（ＢＰＩＣＨ）と　
を備える。
【００３９】
　本書の目的のために、以下の略語を適用する。
【００４０】
ＡＣＫ　　　　　肯定応答　
ＡＭ　　　　　　肯定応答されたモード　
ＡＭＤ　　　　　肯定応答されたモードデータ　
ＡＲＱ　　　　　自動繰り返し要求　
ＢＣＣＨ　　　　ブロードキャスト制御チャネル　
ＢＣＨ　　　　　ブロードキャストチャネル　
ＢＷ　　　　　　帯域幅　
Ｃ－　　　　　　制御－　
ＣＢ　　　　　　競合ベースの　
ＣＣＥ　　　　　制御チャネル要素　
ＣＣＣＨ　　　　共通制御チャネル　
ＣＣＨ　　　　　制御チャネル　
ＣＣＴｒＣＨ　　コード化された複合トランスポートチャネル　
ＣＤＭ　　　　　符号分割多重　
ＣＦ　　　　　　競合のない　
ＣＰ　　　　　　サイクリックプレフィックス　
ＣＱＩ　　　　　チャネル品質インジケータ　
ＣＲＣ　　　　　サイクリック冗長チェック　
ＣＲＳ　　　　　共通基準信号　
ＣＴＣＨ　　　　共通トラフィックチャネル　
ＤＣＣＨ　　　　専用制御チャネル　
ＤＣＨ　　　　　専用チャネル　
ＤＣＩ　　　　　ダウンリンク制御情報　
ＤＬ　　　　　　ダウンリンク　
ＤＲＳ　　　　　専用基準信号　
ＤＳＣＨ　　　　ダウンリンク共有チャネル　
ＤＳＰ　　　　　デジタル信号プロセッサ　
ＤＴＣＨ　　　　専用トラフィックチャネル　
Ｅ－ＣＩＤ　　　エンハンスドセル識別　
ＥＰＳ　　　　　エボルブドパケット通信　
ＦＡＣＨ　　　　順方向リンクアクセスチャネル　
ＦＤＤ　　　　　周波数分割複信　
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ＦＤＭ　　　　　周波数分割多重　
ＦＳＴＤ　　　　周波数切替え送信ダイバーシティ　
ＨＡＲＱ　　　　ハイブリッド自動繰り返し／要求　
ＨＷ　　　　　　ハードウェア　
ＩＣ　　　　　　干渉キャンセル　
Ｌ１　　　　　　レイヤ１（物理レイヤ）　
Ｌ２　　　　　　レイヤ２（データリンクレイヤ）　
Ｌ３　　　　　　レイヤ３（ネットワークレイヤ）　
ＬＩ　　　　　　長さインジケータ　
ＬＬＲ　　　　　Ｌｏｇ－尤度比　
ＬＳＢ　　　　　最下位ビット　
ＭＡＣ　　　　　媒体アクセス制御　
ＭＢＭＳ　　　　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス　
ＭＣＣＨ　　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイント制御チャネル　
ＭＭＳＥ　　　　最小平均二乗誤差　
ＭＲＷ　　　　　移動受信ウィンドウ　
ＭＳＢ　　　　　最上位ビット　
ＭＳＣＨ　　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイントスケジューリングチャネル　
ＭＴＣＨ　　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイントトラフィックチャネル　
ＮＡＣＫ　　　　否定応答　
ＰＡ　　　　　　電力増幅器　
ＰＢＣＨ　　　　物理ブロードキャストチャネル　
ＰＣＣＨ　　　　ページング制御チャネル　
ＰＣＨ　　　　　ページングチャネル　
ＰＣＩ　　　　　物理セル識別子　
ＰＤＣＣＨ　　　物理ダウンリンク制御チャネル　
ＰＤＵ　　　　　プロトコルデータ単位　
ＰＨＩＣＨ　　　物理ＨＡＲＱインジケータチャネル　
ＰＨＹ　　　　　物理レイヤ　
ＰｈｙＣＨ　　　物理チャネル　
ＰＭＩ　　　　　プレコーディング行列インジケータ　
ＰＲＡＣＨ　　　物理ランダムアクセスチャネル　
ＰＳＳ　　　　　プライマリ同期信号　
ＰＵＣＣＨ　　　物理アップリンク制御チャネル　
ＰＵＳＣＨ　　　物理アップリンク共有チャネル　
ＱｏＳ　　　　　サービス品質　
ＲＡＣＨ　　　　ランダムアクセスチャンネル　
ＲＢ　　　　　　リソースブロック　
ＲＬＣ　　　　　無線リンク制御　
ＲＲＣ　　　　　無線リソース制御　
ＲＥ　　　　　　リソース要素　
ＲＩ　　　　　　ランクインジケータ　
ＲＮＴＩ　　　　無線ネットワーク仮識別子　
ＲＳ　　　　　　基準信号　
ＲＴＴ　　　　　ラウンドトリップ時間　
Ｒｘ　　　　　　受信　
ＳＡＰ　　　　　サービスアクセスポイント　
ＳＤＵ　　　　　サービスデータ単位　
ＳＦＢＣ　　　　空間周波数ブロックコード　
ＳＨＣＣＨ　　　共有チャネル制御チャネル　
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ＳＩＮＲ　　　　信号対干渉およびノイズ比　
ＳＮ　　　　　　シーケンス番号　
ＳＲ　　　　　　スケジューリングリクエスト　
ＳＲＳ　　　　　サウンディング基準信号　
ＳＳＳ　　　　　セカンダリ同期信号　
ＳＵ－ＭＩＭＯ　シングルユーザ多入力多出力
ＳＵＦＩ　　　　スーパーフィールド　
ＳＷ　　　　　　ソフトウェア　
ＴＡ　　　　　　タイミングアドバンス　
ＴＣＨ　　　　　トラフィックチャネル　
ＴＤＤ　　　　　時分割複信　
ＴＤＭ　　　　　時分割多重　
ＴＦＩ　　　　　トランスポートフォーマットインジケータ　
ＴＰＣ　　　　　送信電力制御　
ＴＴＩ　　　　　送信時間間隔　
Ｔｘ　　　　　　送信　
Ｕ－　　　　　　ユーザ－　
ＵＥ　　　　　　ユーザ機器　
ＵＬ　　　　　　アップリンク　
ＵＭ　　　　　　否定応答されたモード　
ＵＭＤ　　　　　否定応答されたモードデータ　
ＵＭＴＳ　　　　ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム　
ＵＴＲＡ　　　　ＵＭＴＳテレストリアル無線アクセス　
ＵＴＲＡＮ　　　ＵＭＴＳテレストリアル無線アクセスネットワーク　
ＶＯＩＰ　　　　ボイスオーバーインターネットプロトコル　
ＭＢＳＦＮ　　　マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク　
ＭＣＨ　　　　　マルチキャストチャネル　
ＤＬ－ＳＣＨ　　ダウンリンク共有チャネル　
ＰＤＣＣＨ　　　物理ダウンリンク制御チャネル　
ＰＤＳＣＨ　　　ダウンリンク共有チャネル　
【００４１】
Ｒ－ＰＤＣＣＨのための拡張された検索空間　
　以上で記述されるように、ワイヤレス通信システムは、ワイヤレス端末にサービスを提
供するためにドナー基地局に関連した中継ノードを備えうる。以上で記述されるように、
中継ノードは、ドナー基地局を介して無線アクセスネットワークに接続されうる。中継ノ
ードは、ドナー基地局を通じて複数のＵＥへのサービスを提供することによって所与の地
理的エリアのカバレージを補い拡張するために使用されうる。
【００４２】
　図３は、本開示のある態様が実施されうる例示のワイヤレスシステム３００を説明する
。説明されるように、システム３００は、中継ノード３０６（中継アクセスポイント、中
継基地局、またはＲｅＮＢとしても知られている）を介してＵＥ３０４と通信するドナー
基地局３０２（ドナーセル、ドナーアクセスポイント（ＡＰ）、ドナーＢＳ、ドナーｅＮ
ｏｄｅＢ、またはＤｅＮＢとして知られている）を含む。中継ノード３０６は、バックホ
ールリンク３０８を介してドナーＢＳ３０２と通信し、アクセスリンク３１０を介してＵ
Ｅ　３０４と通信しうる。言いかえれば、中継ノード３０６は、バックホールリンク３０
８を通じてドナーＢＳ３０２からダウンリンクメッセージを受信し、アクセスリンク３１
０を通じてＵＥ３０４へのこれらのメッセージを中継しうる。同様に、中継ノード３０６
は、アクセスリンク３１０を通じてＵＥ３０４からアップリンクメッセージを受信し、バ
ックホールリンク３０８を通じてドナーＢＳ３０２へのこれらのメッセージを中継しうる
。
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【００４３】
　ある態様に従って、バックホールリンク３０８は、バックホール３０８のような、ネッ
トワークから中継器へのリンクがドナー基地局によって定義されたドナーセル内の直接の
ネットワークからＵＥへのリンクと同じ帯域を共有する、「帯域内（inband）」接続であ
りうる。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８互換のＵＥは、この場合においてドナーに接続することがで
きる。ある態様に従って、バックホールリンクは、ネットワークから中継器へのリンクが
ドナーセル内の直接ネットワークからＵＥへのリンクのような同じ帯域で動作しない、「
帯域外」接続でありうる。
【００４４】
　ある態様に従って、中継ノード３０６は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄと互換性のある「
タイプ１」中継ノードでありうる。タイプ１中継ノードは、以下の特徴で一般に特徴付け
られた、帯域内中継ノードである：タイプ１中継ノードは、セルを制御する。その各々は
、ドナーセルとは異なる別のセルとしてＵＥに見える。セルは、（ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８に
定義されるように）自身の物理セルＩＤを有し、中継ノードは、それ自身の同期チャネル
、基準シンボル、および他の制御情報を送信しうる。単一セル動作のコンテキストにおい
て、ＵＥは、中継ノードから直接スケジューリング情報およびハイブリッド自動再送要求
（ＨＡＲＱ）フィードバックを受信し、ＵＥは、中継ノードにその制御チャネル（例えば
ＳＲ、ＣＱＩ、ＡＣＫ）を送りうる。Ｒｅｌ－８のＵＥに対して、タイプ１中継ノードは
、Ｒｅｌ－８のｅＮｏｄｅＢとして見えうる（つまり、タイプ１中継ノードは、後方互換
性を有しうる）。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ互換のＵＥに対して、タイプ１中継ノードは
、さらなるパフォーマンス強化を可能にし、許容するためにＲｅｌ－８のｅＮｏｄｅＢと
は異なって見えうる。
【００４５】
　ある態様に従って、帯域内中継するために、バックホールリンク３０８（つまり、ｅＮ
ｏｄｅＢから中継器へのリンク）は、アクセスリンク３１０（つまり、中継器からＵＥへ
のリンク）と同じ周波数で動作しうる。中継器の送信機が中継器自身の受信機で干渉を引
き起こしうるという事実により、同じ周波数リソース上のｅＮｏｄｅＢから中継器へのお
よび中継器からＵＥへの同時送信は、実現可能ではないかもしれない。例えば、中継ノー
ド３０６は、従来のＰＤＣＣＨ期間の間にＵＥ３０４へ自身の基準信号を送信しなければ
ならないので、この従来のＰＤＣＣＨ期間の間にドナー基地局３０２から制御情報を受信
するのが困難でありうる。そのため、バックホールリンク３０８上の中継器トラフィック
の帯域内バックホーリングを許容するために、時間－周波数ドメイン内のいくつかのリソ
ースは、バックホールリンク３０８のために取って置き、それぞれの中継ノード３０６上
のアクセスリンク３１０のために使用されえない。ある態様に従って、中継ノード３０６
は、後述されるように、バックホールリンク３０８のための制御チャネルがドナー基地局
３０２から中継ノード３０６にダウンリンクデータ送信のために予約された時間－周波数
ドメイン内で中継ノード３０６によって受信されるような、半二重通信のために構成され
うる。
【００４６】
　ある態様に従って、中継ノード３０６は、半二重通信のためのリソース分配の一般原理
に従って構成されうる。第１に、ダウンリンクバックホールおよびダウンリンクアクセス
リンク（つまり、ｅＮｏｄｅＢから中継器へのダウンリンクバックホールおよび中継器か
らＵＥへのダウンリンクアクセスリンク）は、単一の周波数帯域において時分割多重化さ
れうる。言いかえれば、ダウンリンクバックホールおよびダウンリンクアクセスリンクの
うちの１つだけがいつでもありうる。第２に、アップリンクバックホールおよびアップリ
ンクアクセスリンク（つまり、中継器からｅＮｏｄｅＢへのアップリンクバックホールお
よびＵＥから中継器へのアップリンクアクセスリンク）もまた、単一の周波数帯域におい
て時分割多重化されうる。言いかえれば、アップリンクバックホールおよびアップリンク
アクセスのうちの１つだけがいつでもアクティブでありうる。
【００４７】
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　ダウンリンクおよびアップリンクバックホールの送信は、本明細書に記述されるある態
様に従って無線リソースを利用して送信されうる。例えば、中継ノードでは、アクセスリ
ンクダウンリンクサブフレームの境界は、中継ノード送信および／または受信スイッチン
グを許容する起こりうる調節にもかかわらず、バックホールリンクダウンリンクサブフレ
ームの境界と一致しうる。ある態様に従って、ダウンバックホール伝送が生じる間の、ダ
ウンリンクバックホールサブフレームのセットは、半静的に割り当てられうる。アップリ
ンクバックホール送信が生じる間の、アップリンクバックホールサブフレームのセットは
、ＨＡＲＱタイミング関係を使用してダウンリンクバックホールサブフレームから半静的
に割り当てられる、または暗に導き出されうる。
【００４８】
　ある態様に従って、（中継物理ダウンリンク制御チャネル（Relay Physical Downlink 
Control Channel）、または「Ｒ－ＰＤＣＣＨ」と本明細書で称される）物理制御チャネ
ルは、（中継物理ダウンリンク共有チャネル、または「Ｒ－ＰＤＳＣＨ」のような物理チ
ャネルに対応する）ダウンリンクバックホールデータに対して、半静的に割り当てられた
サブフレーム内で、リソースを動的にまたは「半持続的に」割り当てるように使用されう
る。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、同じおよび／または１つまたは複数の後のサ
ブフレーム内のダウンリンクリソースを割り当てうる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈは、さらに、中継物理アップリンク共有チャネル（Relay Physical Uplink Shared Cha
nnel）、「Ｒ－ＰＵＳＣＨ」のような物理チャネルに対応する）アップリンクバックホー
ルデータに対して動的に、または「半持続的に」割り当てるように使用されうる。ある態
様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、１つまたは複数の後のサブフレーム内のアップリンクリ
ソースを割り当てうる。
【００４９】
　ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信のために半静的に割り当てられた物理リソース
ブロック（ＰＲＢ）内で、リソースのサブセットは、各Ｒ－ＰＤＣＣＨのために使用され
うる。上述の半静的に割り当てられたＰＲＢの内のＲ－ＰＤＣＣＨ送信のために使用され
たリソースの実際の全セットは、サブフレームの間で動的に変更しうる。これらのリソー
スは、バックホールリンクに対して利用可能なＯＦＤＭシンボルのフルセットに対応する
、またはこれらのＯＦＤＭシンボルのサブセットに抑制されうる。上述の半静的に割り当
てられたＰＲＢの内のＲ－ＰＤＣＣＨのために使用されないリソースは、Ｒ－ＰＤＳＣＨ
またはＰＤＳＣＨを搬送するために使用されうる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨは
、中継器がそれを受信するように、十分に遅いサブフレーム内のＯＦＤＭシンボルから送
信され始められうる。Ｒ－ＰＤＳＣＨおよびＲ－ＰＤＣＣＨは、同じＰＲＢ、またはさら
に以下で記述されるような個々のＰＲＢの内で送信されうる。
【００５０】
　ある態様に従って、詳細なＲ－ＰＤＣＣＨ送信機処理（つまりチャネルコーディング、
インターリービング、多重化など）は、可能な範囲にＬＴＥ　Ｒｅｌ－８の機能性を再度
使用しうるが、中継ノードのプロパティの考慮することによってある不必要なプロシージ
ャまたは帯域幅を占めるプロシージャの除去を許容しうる。ある態様に従って、バックホ
ールリンクのための「検索空間」アプローチは、半静的に構成される（そして、全システ
ム帯域幅を潜在的に含む）ことができる共通の検索空間を利用して、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８
から適合されたものである。さらに、中継ノード特有の検索空間は、中継ノードによって
暗黙的にまたは明示的に知られているように構成されうる。
【００５１】
　図４は、制御チャネル送信のための検索空間をモニタすることに対する本明細書に記述
された動作を実行することができる例示のワイヤレスシステム４００を説明する。説明さ
れるように、ワイヤレスシステム４００は、複数のＵＥ４０２、中継ノード４１０、ドナ
ー基地局４２０、少なくとも１つのネットワークノード４３０を有するワイヤレス通信ネ
ットワークを表わす。ある態様に従って、ネットワークノード４３０は、複数ＵＥ４０２
の少なくとも１つのためのモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management 
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Entity）あるいはサービング／ＰＤＮゲートウェイ（Ｓ－Ｐ　ＧＷ：Serving/PDN Gatewa
y）、または中継ノード４１０のためのＭＭＥのようなエボルブドパケットコア（ＥＰＣ
：Evolved Packet Core）ネットワークの１つまたは複数のネットワークコンポーネント
一部を表わす。ある態様に従って、ドナー基地局４２０の１つまたは複数のモジュールは
、中継ノード４１０のためのＳ／Ｐ　ＧＷモジュールとして利用されうる。ここで、Ｓ／
Ｐ　ＧＷモジュールは、ドナー基地局４２０と一緒に配置される。
【００５２】
　ある態様に従って、ドナー基地局は、リソース割り当て、ビームフォーミングのための
チャネル推定などのような中継ノード４１０のための制御情報を備える制御チャネルを生
成するように構成される制御モジュール４２４を含みうる。図４において、制御チャネル
は、Ｒ－ＰＤＣＣＨメッセージとして表される。説明されるように、制御モジュール４２
４は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）スキームを利用するダウンリンク送信のためのＲ－
ＰＤＣＣＨメッセージを符号化するように構成された符号化モジュール４２６へＲ－ＰＤ
ＣＣＨメッセージを提供する。説明されるように、符号化モジュール４２６は、中継ノー
ド４１０に対する送信のための送信機モジュール４２８へ符号化ダウンリンク（ＤＬ）送
信を提供する。ある態様に従って、送信機モジュール４２８は、ＳＤＭＡ送信スキームを
利用するダウンリンク送信を送信しうる。ある態様に従って、送信機モジュール４２８は
、複数のアンテナポートのうちの１つを利用するＲ－ＰＤＣＣＨを有するダウンリンク送
信を送信しうる。
【００５３】
　ある態様に従って、中継ノード４１０は、ドナー基地局４２０からダウンリンク送信を
受信するように構成された受信機モジュール４１８を含む。説明されるように、受信機モ
ジュール４１８は、Ｒ－ＰＤＣＣＨメッセージを検出するためにダウンリンク送信を復号
するように構成された、復号モジュール４１６へダウンリンク送信を提供する。説明され
るように、復号モジュール４１６は、アップリンクバックホールデータ送信のためのリソ
ースのアップリンク許可のような制御情報を決定するためにＲ－ＰＤＣＣＨを処理するよ
うに構成された制御モジュール４１４へ検出されたＲ－ＰＤＣＣＨメッセージを提供する
。制御モジュール４１４は、アップリンクバックホールデータ送信（つまりＲ－ＰＵＳＣ
Ｈ）を生成するためにＲ－ＰＤＣＣＨを利用しうる。説明されるように、制御モジュール
４１４は、Ｒ－ＰＤＣＣＨを介して割り当てられたリソースを利用するドナー基地局への
送信のために送信機モジュール４１２へＲ－ＰＵＳＣＨを提供する。ある態様に従って、
制御モジュール４１４は、さらに受信機モジュール４１８によって受信されたダウンリン
クバックホールデータ送信のためのダウンリンク許可を決定するためにＲ－ＰＤＣＣＨを
処理しうる。
【００５４】
　ある態様に従って、「ピュア周波数分割多重（ＦＤＭ）」設計および「ハイブリッドＦ
ＤＭおよび時分割多重（ＴＤＭ）」設計のような、送信内のＲ－ＰＤＣＣＨの配置のため
の様々なスキームが考慮されうる。
【００５５】
　図５は、ピュアＦＤＭ送信スキーム５００を説明する。ここでリソースブロックの限ら
れた数は、もっぱらＲ－ＰＤＣＣＨ（および、もしサポートされていれば、おそらく中継
器物理ＨＡＲＱインジケータチャネル、またはＲ－ＰＨＩＣＨ）を送信するために割り当
てられうる。説明されるように、周波数領域５０４のリソースのセットは、第１のタイム
スロット５０６および第２のタイムスロット５０８を備える時間ドメインにわたってＲ－
ＰＤＣＣＨの送信に割り当てられる。ある態様に従って、ピュアＦＤＭスキーム５００は
、通常のＰＤＳＣＨおよび中継器のＲ－ＰＤＳＣＨ送信５１２から中継器の制御域（つま
りＲ－ＰＤＣＣＨ５１０）を分離する。これは、多重化を容易にし、スケジューリング複
雑性を最小化する。説明されるように、単一のＲ－ＰＤＣＣＨ５１０は、周波数および干
渉ダイバーシティを達成するために限られた数のＲＢにわたってインターリーブされうる
。
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【００５６】
　図６は、ハイブリッドＦＤＭ－ＴＤＭ送信スキーム６００を説明する。ここで、Ｒ－Ｐ
ＤＣＣＨ６１０は、周波数領域６０４からのＲＢのサブセット上で送信されうる。ある態
様に従って、それらのＲＢの中で、第１のタイムスロット６０６内からのシンボルのみが
Ｒ－ＰＤＣＣＨの送信のためのものである。説明されるように、残りのＲＢは、中継器の
Ｒ－ＰＤＳＣＨデータ送信６１２を送信するために利用されうる。
【００５７】
　図７は、本開示のある態様に従うＲ－ＰＤＣＣＨ　７１０を送信するピュアＦＤＭ送信
スキーム７００を説明する。図５において説明された送信スキームに類似するので、ＰＲ
Ｂのセットは、第１のタイムスロット７０６および第２のタイムスロット７０８にわたっ
てＲ－ＰＤＣＣＨ７１０の送信のための周波数領域７０４の全域に割り当てられうる。し
かしながら、説明されるように、中継ノードのためのダウンリンク（ＤＬ）許可７１２を
備えるＲ－ＰＤＣＣＨは、第１のスロット７０６において送信され、アップリンク（ＵＬ
）許可を備えるＲ－ＰＤＣＣＨは、第２のスロット７０８において送信される。同じＰＲ
Ｂペアにおける許可が同じ中継ノードに関連する、あるいは関連しえないことに注意され
たい。
【００５８】
　ある態様に従って、送信スキームが提供されうる。ここで、ＤＬ許可７１２は、タイミ
ング目的のためにサブフレームの第１のタイムスロット７０６において常に送信される。
ある態様に従って、ＤＬ許可が所与のＰＲＢペアの第１のＰＲＢにおいて送信される場合
、ＵＬ許可は、ＰＲＢペアの第２のＰＲＢにおいて送信されうる。他の場合には、ＵＬ許
可は、ＰＲＢペアの第１または第２のＰＲＢのいずれかにおいて送信されうる。ある態様
に従って、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）の送信の場合において、ＰＲＢペアにおけるＤＬ
許可およびＵＬ許可は、同じ中継ノードに関連しうる。言いかえれば、そのようなＰＲＢ
ペアでリソース要素（ＲＥ）は、異なる中継ノードのために全く使用されえない。ある態
様に従って、共通基準信号（ＣＲＳ）送信の場合において、ＰＲＢペアにおけるＤＬ許可
およびＵＬ許可は、同じ中継ノードのためである、または異なる中継ノードのためであり
うる。
【００５９】
　一般に、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８において、各ＵＥは、共通の検索空間とＵＥ特有の検索空
間との両方をモニタする。従って、各ＵＥは、ＵＥに対する制御チャネルを検出するため
に共通の検索空間およびＵＥ特有の検索の多数の送信を復号することを試みうる。ＵＥが
サブフレームで復号することを試みなければならないＰＤＣＣＨ候補の数は、以下のテー
ブル１で与えられる。
【表１】

【００６０】
　説明されるように、共通の検索空間で６候補まで（つまり、ＣＣＥアグリゲーションレ
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ベル４に対して４つ、およびアグリゲーションレベル８に対して２つ）あり、ＵＥ特有の
検索空間で１６候補まで（つまり、レベル１に対して６つ、レベル２に対して６つ、レベ
ル４に対して２つ、およびレベル８に対して２つ）ある。
【００６１】
　各ＵＥは、９つの送信モードのうちの１つで動作するために、無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）を介して構成されうる。各送信モードの下で、各ＵＥは、２つの異なるＰＤＣＣＨサ
イズをモニタするように構成されうる。結果として、仮説検出の数は：　
　　　　　　　　（６＋１６）＊２＝４４　　　　　　　（１）　
である。
【００６２】
　各ＵＥが２つの無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）（例えば、セルＲＮＴＩ、ま
たはＣ－ＲＮＴＩ、および半永続的スケジューリングＣ－ＲＮＴＩ、またはＳＰＳ　Ｃ－
ＲＮＴＩのようなものである）を割り当てられうることにさらに注意されたい。ＵＥ特有
の検索空間の決定は、１つのＲＮＴＩ（例えばＣ－ＲＮＴＩ）のみに基づき、検索空間は
、サブフレームからサブフレームへ変更しうる。より明確さのために、アグリゲーション
レベルＬを備えたＵＥ特有の検索空間のＰＤＣＣＨ候補ｍに対応するＣＣＥは、以下の式
によって与えられうる。　　
【数１】

【００６３】
ここで、Ｙｋは、以下の、ｉ＝０，・・・Ｌ－１，ｍ＝０，・・・，Ｍ（Ｌ）－１で定義
される。Ｍ（Ｌ）は、テーブル１で定義された所与の検索領域においてモニタするＰＤＣ
ＣＨ候補の数であり、変数Ｙｋは、　
　　　　　　　　　Yk = (A・Yk-1) mod D　　　　　　　　（３）
　によって定義される。ここで、Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０，Ａ＝３９８２７，Ｄ＝６５５
３７，　
【数２】

【００６４】
，ｎｓは、０，１，・・・，１９から値ｓをとる無線フレーム内のスロット番号であり、
ｎＲＮＴＩは、１つの固有ＲＮＴＩ値に対応する。
【００６５】
　ある態様に従って、異なるＵＥのための検索空間がオーバラップするまたはしないよう
に、ＵＥ特有の検索空間が構成されうる。ある態様に従って、所与のＵＥのための検索空
間は、様々なサブフレームにわたって変化し、１０サブフレーム毎（つまり１０ｍｓ毎）
に繰り返しうる。ある態様に従って、異なるアグリゲーションレベルのための検索空間は
、ツリー構造に従うことができる、すなわち、アグリゲーションレベルＬのためのＣＣＥ
は、Ｌの整数値倍数で常に開始することができる。
【００６６】
　一般に、以上で議論されるように、Ｒ－ＰＤＣＣＨのために利用されたＰＲＢは、半静
的に構成されうる。ある態様に従って、中継ノードは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ割り当てに対する
いくつかのＰＲＢ（つまり、検索空間）をモニタするように構成されうる。中継ノードの
ための検索空間は、中継ノード特有の検索空間と同様に共通の検索空間を備えうる。中継
ノードは、潜在的なＤＬおよびＵＬ割り当てを探すためにブラインドＰＤＣＣＨ復号を実
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行するように構成されうる。
【００６７】
　従って、メカニズムは、例えば、ＤＭ－ＲＳがＲ－ＰＤＣＣＨ復調のために利用される
場合のケースに対して、Ｒ－ＰＤＣＣＨ検索空間を拡張して使用されうることを本明細書
で提供される。理解を容易にするために、ある例示は、所与の中継ノードのためのＲ－Ｐ
ＤＣＣＨが１つのレイヤ（つまり、所与の中継ノードに対して全く空間多重化しない）を
使用して送信されるという仮定で説明されうるが、２つ以上の空間レイヤがＲ－ＰＤＣＣ
Ｈのために利用されるケースに、本開示のある態様が拡張されうることが理解される。
【００６８】
　図８は、本開示のある態様に従うバックホールリンクにわたって制御チャネルをシグナ
リングすることに対する例示の動作８００を説明する。例示の動作８００は、ドナー基地
局によって実行されるように記述されているが、例示の動作８００が本開示のある態様に
従って構成された他の適切な装置によって実行されうることが意図される。例えば、例示
の動作８００は、アクセスリンク（つまりｅＮｏｄｅＢあるいは中継ノードとＵＥとの間
のリンク）のためにシグナルされた制御チャネルに適用可能でありうる。
【００６９】
　例示の動作８００は、８０２で開始する。ここでドナー基地局は、複数のレイヤ特有の
検索空間を決定する。各レイヤ特有の検索空間は複数の物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）候補に対応しうる。ある態様に従って、複数のレイヤ特有の検索空間の各々
は、基準信号を送信するために利用される複数のアンテナポートのうちの１つに対応する
。アンテナポートは、データ信号をワイヤレスに送信するために利用される複数の物理ア
ンテナ要素の組み合わせ、あるいは単一の物理アンテナを指しうる。ある態様に従って、
アンテナポートは、ＤＭ－ＲＳ送信のためのポートを備えうる。さらに以下で記述される
ように、ドナー基地局は、複数のアンテナポートのうちの１つだけ（つまり、空間多重化
されていないアンテナポート）が中継ノードに制御チャネルを送信するために利用される
ように構成されうる。そのため、中継器のためのＰＤＣＣＨ（つまりＲ－ＰＤＣＣＨ）、
複数のレイヤ特有の検索空間のうちの１つにおいて見出されうる。
【００７０】
　ある態様に従って、各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード特有
の検索空間から複数のＰＤＣＣＨ候補にさらに対応しうる。共通の検索空間は、モニタす
るドナー基地局のセルにおけるすべてのＵＥまたは中継ノードに対して指定された複数の
ＰＲＢを含みうる。中継ノード特有の検索空間は、中継ノードのための受信制御情報を受
信するためにモニタする所与の中継ノードに対して指定された複数のＰＲＢを表わしうる
。ある態様に従って、ドナー基地局は、ドナー基地局からのＲ－ＰＤＣＣＨのためにモニ
タする中継ノードに対して指定された複数のＰＲＢを備える中継ノード特有の検索空間の
半静的割り当てを送信しうる。共通の検索空間および中継ノード特有の検索空間が重複し
うることに注意されたい。
【００７１】
　８０４で、ドナー基地局は、中継ノードに、レイヤ特有の検索空間のうちの１つのＰＤ
ＣＣＨを送信する。ある態様に従って、ドナー基地局は、中継ノードのためのＰＤＣＣＨ
（つまりＲ－ＰＤＣＣＨ）を送信する。上記されるように、ある態様に従って、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨは、複数の空間レイヤに対応する複数のアンテナポートのうちの１つを利用する中
継ノードに送信されていうる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、所与のアンテナポ
ートのための無線チャネルに対応するチャネル推定値（および基準信号）を備える。
【００７２】
　ある態様に従って、ドナー基地局がＤＭ－ＲＳベースの復調のためのＰＤＣＣＨを中継
ノードに送信する場合には、あるプレコーディングは、バックホール送信に適用されうる
。１つのＤＭ－ＲＳポートだけがワイヤレスシステムにおいて各中継ノードのためのＲ－
ＰＤＣＣＨをサポートするために必要でありうる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨの
ための空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）動作をもたらす、１つのＰＲＢペアにおける複数の
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中継ノードをサポートすることが可能でありうることを理解されたい。ある態様に従って
、ＳＤＭＡスキームの異なる中継ノードは、異なるＤＭ－ＲＳポートを使用しうる。
【００７３】
　図９は、本開示のある態様に従って、中継ノードの動作のために例示の動作９００を説
明する。例示の動作９００は、９０２で開始する。ここで、中継ノードは、複数のレイヤ
特有の検索空間を決定し、各レイヤ特有の検索空間は、複数のＲ－ＰＤＣＣＨ候補に対応
する。ある態様に従って、各レイヤ特有の検索空間は、共通の検索空間および中継ノード
特有の検索空間からの複数のＲ－ＰＤＣＣＨ候補に対応しうる。ある態様に従って、中継
ノードは、中継器に対して指定された複数の物理リソースブロックを備える中継ノード特
有の検索空間の半静的割り当てを受信しうる。
【００７４】
　９０４で、中継ノードは、中継ノードのためのＰＤＣＣＨのためにレイヤ特有の検索空
間検索のうちの１つまたは複数の検索を実行しうる。ある態様に従って、中継ノードは、
受信された送信信号のレイヤ特有の検索空間のうちの１つにおけるＲ－ＰＤＣＣＨ候補の
少なくとも１つを復号することを試みることによって検索を実行しうる。Ｒ－ＰＤＣＣＨ
候補を復号することが失敗した場合、中継ノードは、レイヤ特有の検索空間および／また
は共通の検索空間と中継ノード特有の検索空間とにおける他のＲ－ＰＤＣＣＨ候補を選択
し、中継ノードのための制御チャネルが検出されるまでＲ－ＰＤＣＣＨ候補を「ブライン
ドに復号（blindly decode）」し続ける。
【００７５】
　ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨ復号候補の総量は、複数のレイヤ特有の検索空間に
分配されうる。例えば、ＰＤＣＣＨ候補の２分の１（例えば２２）は、第１のアンテナポ
ートに対応する第１のレイヤ特有の検索空間の中にあり、残りのＲ－ＰＤＣＣＨ候補（例
えば２２）は、第１のアンテナポートに対応する第２のレイヤ特有の検索空間の中にあり
うる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨ復号候補の数は、衝突の可能性および／または
ブロッキングを低減するために選択された所定の量でありうる。Ｒ－ＰＤＣＣＨ復号候補
の数は、Ｒ－ＰＤＣＣＨの復号複雑度（decoding complexity）を制御するためにさらに
制限されうる。ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨ復号候補の数は、最大のブラインド復
号（つまり４４個の復号候補以下）に対するＬＴＥ　Ｒｅｌ－８要求を満たすために選択
されうる。
【００７６】
　ある態様に従って、複数のレイヤ特有の検索空間の各々は、中継ノードに基準信号を送
信するために利用された複数のアンテナポートのうちの１つに対応する。例えば、アンテ
ナポートは、ＤＭ－ＲＳポートを備えうる。ある態様に従って、中継ノードは、レイヤ特
有の検索空間に対応するＤＭ－ＲＳポートを備えたビームフォーミングを可能にする基準
信号を検出するために、所与のレイヤ特有の検索空間におけるＲ－ＰＤＣＣＨ復号候補を
ブラインドに復号しうる。ＤＭ－ＲＳポートは、ＵＥが各候補レイヤ特有の検索空間の他
の信頼できるチャネル推定値を取得することができるようにするために互いにおよびデー
タと直交して多重化されうる。
【００７７】
　ある態様に従って、ＤＭ－ＲＳベースのＲ－ＰＤＣＣＨ復調に対して、中継ノードは、
どのＤＭ－ＲＳポートがＲ－ＰＤＣＣＨ送信のために使用されているのかドナー基地局に
よって示されうる。そのため、中継ノードは、どのＤＭ－ＲＳポートがＲ－ＰＤＣＣＨ送
信のために使用されているか決定するためにブライド復号を実行しうる。言いかえれば、
これは、Ｒ－ＰＤＣＣＨ検索空間に別の次元を効率的に導入する。従って、Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ検索空間は、Ｒ－ＰＤＣＣＨが複数のＤＭ－ＲＳポートのうちの１つを利用することに
よって送信される、第１のポートと、各レイヤに対して、共通の検索空間および／または
中継ノード特有の検索空間からの複数のＲ－ＰＤＣＣＨ復号候補がある、第２のポートと
を備えうる。
【００７８】
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　ある態様に従って、本明細書に記述されるような二次元のＲ－ＰＤＣＣＨ検索空間は、
ドナー基地局がＲ－ＰＤＣＣＨをスケジューリングする追加の柔軟性を有利に提供する。
ある態様に従って、Ｒ－ＰＤＣＣＨ復号複雑度を制御するために、Ｒ－ＰＤＣＣＨのため
のブラインド復号の総数は、Ｒ－ＰＤＣＣＨブラインド復号の数（例えば、ＬＴＥ　Ｒｅ
ｌ－８にあるように４４個）に対する上限の要求を満しうる。ある態様に従って、Ｒ－Ｐ
ＤＣＣＨがアクセスリンク（つまり基地局／中継ノードとＵＥとの間のリンク）のために
利用される場合、本明細書に記述されるようなメカニズムがさらに適用可能でありうるこ
とを理解されたい。従って、本明細書に記述された技術は、ビームフォーミングを可能に
するＵＥのためのＤＭ－ＲＳのＳＤＭＡシグナリングを許可することにまで拡張されうる
。
【００７９】
　開示された処理におけるステップの具体的な順序または階層は、典型的なアプローチの
例であることが理解される。設計選択に基づいて、これら処理におけるステップの具体的
な順序または階層は、本開示のスコープ内であることを保ちながら、再構成されうること
が理解される。方法の請求項は、さまざまなステップの要素を、サンプル順で示しており
、示された具体的な順序または階層に限定されないことが意味される。
【００８０】
　上述した方法のさまざまな動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の適切な
手段によって実行されうる。これら手段は、限定される訳ではないが、回路、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェア構成要素およ
び／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含みうる。例えば、送信の
ための手段は、図２に描写された受信機システム２５０（例えば、アクセス端末）の送信
機ユニット２５４、または図２に示される送信機システム２１０（例えば、アクセスポイ
ント）の送信機ユニット２２２のような送信機を備えうる。受信するための手段は、図２
に描写された受信機システム２５０の受信機ユニット２５４、または図２に示される送信
機システム２１０の受信機ユニット２２２のような受信機を備えうる。決定するための手
段および／または実行するための手段は、図２で説明された受信機システム２５０のプロ
セッサ２７０およびＲＸデータプロセッサあるいは送信機システム２１０のプロセッサ２
３０のような１つまたは複数のプロセッサを含みうる、処理システムを備えうる。これら
の手段は、図４の送信機モジュール４１２、４２８、受信機モジュール４１８、４２２、
制御モジュール４１４、４２４、復号モジュール４１６、および符号化モジュール４２６
の任意の適切な組み合わせをさらに備えうる。
【００８１】
　当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れか
を用いて表されうることを理解するであろう。例えば、上記説明を通じて参照されうるデ
ータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流
、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組み合
わせによって表現されうる。
【００８２】
　当業者であればさらに、本明細書で開示された態様に関連して記載された例示的なさま
ざまな論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的なハー
ドウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれら両方の組み合わせとして実現され
ることを認識するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明す
るために、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップ
が、それらの機能の観点から一般的に記載された。それら機能がハードウェアとしてまた
はソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課
せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定のアプリケーションおのおのに
応じて変化する方式で、上述した機能を実現することができる。しかしながら、この適用
判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００８３】
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　本明細書で開示された態様に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ
）あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトラ
ンジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または上述された機能を
実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎
用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代わりに、従来技術によるプロセッ
サ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは順序回路を用いることも可能である
。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプ
ロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロプロセッサ、またはその他任意
のこのような構成であるコンピューティングデバイスの組み合わせとして実現されうる。
【００８４】
　本明細書で開示された態様に関して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、
ハードウェアにおいて直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール
によって、あるいはこれら２つの組み合わせによって直接具体化されうる。ソフトウェア
モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、Ｅ
ＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リムーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。典型
的な記憶媒体は、この記憶媒体から情報を読み取ったり、この記憶媒体に情報を書き込む
ことができるプロセッサのようなプロセッサに接続される。あるいは、この記憶媒体は、
プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、ＡＳＩＣ内に存在しうる。
ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在しうる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユー
ザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
【００８５】
　開示された態様の上記説明は、いかなる当業者であっても、本開示を製造または使用で
きるように適用される。これらの態様へのさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであ
って、本明細書で定義された一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく
、他の態様に適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された態様に限定され
るものではなく、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲に
相当することが意図されている。
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