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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおいて、端末がネットワークノードから肯定／否定の受信確認（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）信号を受信する方法であって、
　資源ブロック（ＲＢ）割り当て情報を有する、アップリンク資源割り当てに関する制御
情報を前記ネットワークノードから受信することと、
　前記ＲＢ割り当て情報が示す１つまたは複数のＲＢを用いて２つのデータブロックを前
記ネットワークノードに送信することと、
　前記２つのデータブロックのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を前記ネットワークノードから受信
することと、を有し、
　前記２つのデータブロックのうちの１つのブロックに対応する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号の資源インデックスは、β×ＩRBを用いて特定され、
　前記２つのデータブロックのうちの他のブロックに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に関
する資源インデックスは、α＋β×ＩRBを用いて特定され、
　αは０以外の定数であり、βは定数であり、ＩRBは前記１つまたは複数のＲＢに対応す
る１つまたは複数のＲＢインデックスのうち最も小さいＲＢインデックスである、方法。
【請求項２】
　前記アップリンク資源割り当てに関する制御情報は、少なくとも１つの制御チャネル要
素（ＣＣＥ）を介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、サブフレームの制御信号領域を介して受信され、
　前記制御信号領域は、前記サブフレーム内でデータ領域と時分割多重化される、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　移動通信システムにおいて、ネットワークノードが端末に肯定／否定の受信確認（ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ）信号を送信する方法であって、
　資源ブロック（ＲＢ）割り当て情報を有する、アップリンク資源割り当てに関する制御
情報を前記端末に送信することと、
　前記ＲＢ割り当て情報が示す１つまたは複数のＲＢを用いて２つのデータブロックを前
記端末から受信することと、
　前記２つのデータブロックのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を前記端末に送信することと、を有
し、
　前記２つのデータブロックのうちの１つのブロックに対応する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号の資源インデックスは、β×ＩRBを用いて特定され、
　前記２つのデータブロックのうちの他のブロックに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に関
する資源インデックスは、α＋β×ＩRBを用いて特定され、
　αは０以外の定数であり、βは定数であり、ＩRBは前記１つまたは複数のＲＢに対応す
る１つまたは複数のＲＢインデックスのうち最も小さいＲＢインデックスである、方法。
【請求項５】
　前記アップリンク資源割り当てに関する制御情報は、少なくとも１つの制御チャネル要
素（ＣＣＥ）を介して送信される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、サブフレームの制御信号領域を介して送信され、
　前記制御信号領域は、前記サブフレーム内でデータ領域と時分割多重化される、請求項
４に記載の方法。
【請求項７】
　移動通信システムにおいて、ネットワークノードから肯定／否定の受信確認（ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ）信号を受信する装置であって、
　資源ブロック（ＲＢ）割り当て情報を有する、アップリンク資源割り当てに関する制御
情報を前記ネットワークノードから受信する手段と、
　前記ＲＢ割り当て情報が示す１つまたは複数のＲＢを用いて２つのデータブロックを前
記ネットワークノードに送信する手段と、
　前記２つのデータブロックのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を前記ネットワークノードから受信
する手段と、を有し、
　前記２つのデータブロックのうちの１つのブロックに対応する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号の資源インデックスは、β×ＩRBを用いて特定され、
　前記２つのデータブロックのうちの他のブロックに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に関
する資源インデックスは、α＋β×ＩRBを用いて特定され、
　αは０以外の定数であり、βは定数であり、ＩRBは前記１つまたは複数のＲＢに対応す
る１つまたは複数のＲＢインデックスのうち最も小さいＲＢインデックスである、装置。
【請求項８】
　前記アップリンク資源割り当てに関する制御情報は、少なくとも１つの制御チャネル要
素（ＣＣＥ）を介して受信される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、サブフレームの制御信号領域を介して受信され、
　前記制御信号領域は、前記サブフレーム内でデータ領域と時分割多重化される、請求項
７に記載の装置。
【請求項１０】
　移動通信システムにおいて、端末に肯定／否定の受信確認（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）信号を
送信する装置であって、
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　資源ブロック（ＲＢ）割り当て情報を有する、アップリンク資源割り当てに関する制御
情報を前記端末に送信する手段と、
　前記ＲＢ割り当て情報が示す１つまたは複数のＲＢを用いて２つのデータブロックを前
記端末から受信する手段と、
　前記２つのデータブロックのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を前記端末に送信する手段と、を有
し、
　前記２つのデータブロックのうちの１つのブロックに対応する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号の資源インデックスは、β×ＩRBを用いて特定され、
　前記２つのデータブロックのうちの他のブロックに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に関
する資源インデックスは、α＋β×ＩRBを用いて特定され、
　αは０以外の定数であり、βは定数であり、ＩRBは前記１つまたは複数のＲＢに対応す
る１つまたは複数のＲＢインデックスのうち最も小さいＲＢインデックスである、装置。
【請求項１１】
　前記アップリンク資源割り当てに関する制御情報は、少なくとも１つの制御チャネル要
素（ＣＣＥ）を介して送信される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、サブフレームの制御信号領域を介して送信され、
　前記制御信号領域は、前記サブフレーム内でデータ領域と時分割多重化される、請求項
１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関するものである。より具体的には、移動通信システム
における受信確認のための受信確認（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）信号の送受信に関するもので、
特に、受信確認信号の送受信に使用される資源情報を送信する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、多重搬送波通信システムにおいて、基地局は、ダウンリンクを通して各端末
に送信するデータを制御し、端末がアップリンクを通して基地局に送信するデータも制御
する。基地局は、ダウンリンク／アップリンクのデータ送信を制御するために各端末に制
御情報を送信する。このような制御情報は、ダウンリンクの資源の一部分を通して端末に
送信される。
【０００３】
　上述したように、基地局でダウンリンク／アップリンクのデータ送信を制御することを
スケジューリングと称することができ、制限された無線資源を多数の端末または多数のサ
ービスのために制御することを無線資源スケジューリングと称することができる。このよ
うな無線資源スケジューリングは、データ送信に使用される実際の単位資源を通して行わ
れる。この場合、基地局でのスケジューリング単位資源と、実際のデータ送信に使用され
る物理的単位資源とは同一のものとみなすことができる。
【０００４】
　図１は、多重搬送波システムにおける無線資源の利用の一例を示す。
【０００５】
　図１を参照すれば、ダウンリンク及びアップリンクのそれぞれの無線資源、すなわち、
時間－周波数資源がデータ送信のために使用されることを確認することができる。そして
、ダウンリンク無線資源の場合、データのみならず、上述したダウンリンク／アップリン
クのデータ送信を制御するための制御情報送信のために一部の無線資源が使用されること
を確認することができる。
【０００６】
　端末は、ダウンリンク無線資源を通して送信される基地局の制御情報を受信し、ダウン
リンク無線資源を通して端末に送信されるデータの無線資源情報などを獲得し、ダウンリ
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ンクデータを受信することができる。また、端末は、ダウンリンク無線資源を通して送信
される基地局の制御情報を受信し、アップリンク無線資源を通して端末が基地局に送信す
るデータの無線資源情報などを獲得し、アップリンクデータを送信することができる。図
１には示していないが、アップリンク無線資源を通して、各端末は、チャネル状態、デー
タ受信状態、端末の状態などを基地局に知らせることのできる制御情報を送信することも
できる。
【０００７】
　基地局から端末に送信されるダウンリンクまたは端末から基地局に送信されるアップリ
ンクを通して送信されたデータが正常に受信されたかどうかを、各受信側で受信確認（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）信号を送信することによって送信側に知らせることができる。
【０００８】
　より具体的には、データ通信の信頼性を高めるために、受信側は、データを正常に受信
した場合に肯定の受信確認信号（ＡＣＫ：Ｐｏｓｉｔｉｖｅ－Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ）を送信側に送信し、データを正常に受信していない場合に否定の受信確認信号（
ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ－Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信する。
【０００９】
　このようなＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号自体もダウンリンクまたはアップリンクを通して送信
されるので、物理的な周波数および時間資源を占める。基地局がダウンリンクを通して送
信したデータに対して端末がアップリンクを通してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信した場合
、基地局は、そのデータに対して端末がＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する資源の位置を知
っていなければならない。一方、基地局がＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信したときには、端
末が、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する資源の位置を知っていなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したような背景技術において、本発明は、移動通信システムにおける受信確認のた
めのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信方法を提供することを目的とする。また、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ送信に使用される資源情報を決定する方法を提供することを目的とする。さらに、移
動通信システムでＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信に使用される資源情報を知らせる方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した目的を達成するための本発明の一実施様態に係る通信システムで受信確認信号
を受信する方法は、参照信号情報とデータの送信に割り当てられた資源ブロックに対応す
る資源ブロックインデックスとを受信し、前記参照信号情報及び前記資源ブロックインデ
ックスを用いて受信確認信号資源情報を確認し、前記受信確認信号資源情報を用いて前記
データの受信確認信号を受信することを含む。
【００１２】
　前記資源ブロックインデックスは、前記データのための複数の資源ブロックに対する資
源ブロックインデックスのうち最も小さい資源ブロックインデックスであってもよい。
【００１３】
　前記参照信号情報は、特定のシークエンスに対する循環シフト値であってもよい。ここ
で、前記特定のシークエンスと前記循環シフト値によって循環シフトしたシークエンスは
、互いに直交するか、もしくは互いに良好な相互相関特性を有することが望ましい。
【００１４】
　前記参照信号は、複数の参照信号を含む参照信号セットから割り当てられる（選択され
る）。
【００１５】
　前記データに割り当てられる資源ブロックの数は、前記移動通信システムに適用される
ランク値より大きいかそれと同じである。
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【００１６】
　本発明の他の実施様態に係る通信システムで受信確認信号を受信する方法は、送信デー
タに対する制御チャネルの送信に割り当てられる資源ブロックインデックスにマッピング
された前記送信データの受信確認信号資源インデックスを確認し、前記受信確認信号資源
インデックスに対応する資源ブロックを通して前記制御チャネルと関連したデータの受信
確認信号を受信することを含み、前記受信確認信号資源インデックスの少なくとも一つは
複数の資源ブロックインデックスに繰り返しマッピングされる（すなわち、重複マッピン
グされる）ことを特徴とする。
【００１７】
　前記受信確認信号資源インデックスは、所定の受信確認信号資源インデックスセット単
位で前記複数の資源ブロックインデックスに繰り返しマッピングされてもよい。
【００１８】
　前記受信確認信号資源インデックスセット内の受信確認信号資源インデックスは、互い
に異なるマッピング規則で繰り返しマッピングされてもよい。
【００１９】
　前記受信確認信号資源インデックスセット内の受信確認信号資源インデックスは、重複
マッピング時に、実際の送信に使用される受信確認信号資源の衝突を避けるように繰り返
しマッピングされることが望ましい。
【００２０】
　前記資源ブロックインデックスは、前記制御情報に割り当てられる複数の資源ブロック
に対する資源ブロックインデックスのうち最も小さい資源ブロックインデックスであって
もよい。
【００２１】
　本発明の更に他の実施様態に係る通信システムで受信確認信号を受信する方法は、送信
データに対する制御情報に割り当てられる資源ブロックインデックスにマッピングされた
前記送信データの受信確認信号資源インデックスを確認し、前記受信確認信号資源インデ
ックスによって前記送信データの受信確認信号を受信することを含み、少なくとも一つの
前記資源ブロックインデックスに対して、同一の受信確認信号資源インデックスが繰り返
しマッピングされることを特徴とする。
【００２２】
　前記受信確認信号資源インデックスの前記少なくとも一つには複数の資源ブロックイン
デックスがマッピングされ、前記複数の資源ブロックインデックス別に互いに異なるマッ
ピング規則でマッピングされることが望ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明で開示する移動通信システムでの受信確認信号の送信方法を適用することによっ
て、受信確認信号の資源情報を効率的に獲得することができる。さらに、受信確認信号の
送信のための資源をより効率的に用いることができる。
【００２４】
　また、移動通信システムでの受信確認信号の送信のための資源割り当てを容易に行うこ
とができる。また、別途の受信確認信号の送受信のための資源情報を送信しないことによ
って、制御情報量を減少させることもできる。
【００２５】
　また、ＭＩＭＯ技法が適用される通信システムでも、受信確認信号を送信するための資
源を容易に拡張することができる。さらに、受信確認信号を通してデータ通信の信頼性を
高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】多重搬送波システムにおける無線資源の利用の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明するため
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の図である。
【図３】本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明するた
めの図である。
【図４】本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明するた
めの図である。
【図５】本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明するた
めの図である。
【図６】本発明の更に他の実施例として、仮想単位資源の順序によってＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスを決定する方法を説明するための図である。
【図７】ＭＩＭＯを使用したときの資源を説明するための図である。
【図８】ＭＩＭＯ方式が適用される多重搬送波システムで各コードワードがＭＩＭＯシス
テムの送信アンテナに伝達される一般的な過程を示す図である。
【図９】ＭＩＭＯ方式が適用される多重搬送波システムでコードワードに該当するデータ
が各送信アンテナポートに連結される一例を示す図である。
【図１０】ＭＩＭＯ方式が適用される多重搬送波システムでコードワードに該当するデー
タが各送信アンテナポートに連結される他の例を示す図である。
【図１１】本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる方
法を説明するための図である。
【図１２】本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる方
法を説明するための図である。
【図１３】本発明の更に他の実施例が望ましくない形で適用される場合を説明するための
図である。
【図１４】本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる方
法を説明するための図である。
【図１５】本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる方
法を説明するための図である。
【図１６】本発明の更に他の実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法の一例
を説明するための図である。
【図１７】本発明の更に他の実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法の一例
を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る好適な各実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００２８】
　種々の端末が資源を共同で使用して送／受信できるように、基地局は、スケジューリン
グを通して各端末の使用する無線資源を決定し、これを端末に知らせることができる。こ
のとき、仮想単位資源という論理的資源概念によって、基地局は、データを送／受信する
資源を制御することができる。このような論理的資源である仮想単位資源は、物理的資源
と特定の規則によって１対１に対応している。
【００２９】
　すなわち、以下の本発明の各実施例は、無線資源スケジューリングをデータ送信に使用
される実際の単位資源を用いて行うのでなく、基地局で間接的に仮想単位資源を用いてス
ケジューリングを行うことを特徴とする。この場合、基地局でのスケジューリングに用い
られる仮想の単位資源と実際の物理的単位資源との間に一定の関係が与えられ、基地局が
仮想単位資源に基づいて無線資源をスケジューリングする。このスケジューリングを反映
して、送信データは、実際の物理的単位資源にマッピングされて受信側に送信される。
【００３０】
　上述したように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号もアップリンク／ダウンリンクの特定の資源を
通して送信されるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送信される各資源を知ることによって、
受信側はＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信することができる。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が
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送信される各資源を知ることによって、データの送信側でも、アップリンク／ダウンリン
クを通して送信したデータと該当のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を関連づけることができる。
【００３１】
　例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信するために、送信側では、送信データに割り当て
られる仮想単位資源または送信データに対する制御情報に割り当てられる仮想単位資源に
対する情報によって送信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信する資源情報を類推する。
そして、送信側は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信する資源情報を用いて送信データのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ信号を受信することができる。
【００３２】
　データの受信側でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する方法も上記と類似している。すなわ
ち、受信側は、送信データに割り当てられる仮想単位資源または送信データに対する制御
情報に割り当てられる仮想単位資源に対する情報によって送信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号を送信する資源情報を類推し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する資源情報を用いて送
信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信することができる。
【００３３】
　さらに、送信データまたは前記送信データに対する制御情報に仮想単位資源セット、す
なわち、複数の仮想単位資源が割り当てられるが、この場合、仮想単位資源セットに含ま
れた複数の仮想単位資源のうち一つの仮想単位資源を通してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信
する資源情報を確認し、これを用いて前記送信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信する
ことができる。
【００３４】
　以下では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号がアップリンク／ダウンリンクの特定の単位資源を通
して送信され、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送信される各単位資源に対して資源番号を割り当
てて用いると仮定する。そして、アップリンク／ダウンリンクを通してＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号が送信される各単位資源に対して割り当てられる資源番号を、ＡＣＫ／ＮＡＣＫイン
デックスと称する。この場合、基地局や端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを用いて
、データ受信側ではＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信し、データ送信側ではいずれのデータに
対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号であるかを確認することができる。
【００３５】
　第１の実施例－ＶＲＢ利用
　上述した仮想単位資源の一つとして仮想資源ブロック（ＶＲＢ：Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を挙げることができる。ＶＲＢは、データ送信のための仮想
的な単位資源である。ＶＲＢは、複数の資源要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅ
ｎｔ）を含むように構成される。実際の物理的な単位資源を物理資源ブロック（ＰＲＢ：
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）というとすると、一般的に一つのＶ
ＲＢが含むＲＥの個数は一つのＰＲＢが含むＲＥの個数と同じであり、実際のデータ送信
で、一つのＶＲＢは、一つのＰＲＢにマッピングされたり、複数のＰＲＢの一部領域にマ
ッピングされたりする。一つのＶＲＢを一つのＰＲＢにマッピングする場合、以下でＶＲ
ＢがＰＲＢに取り替えられて説明されてもよいことは当然である。
【００３６】
　基地局から特定の端末へのダウンリンクデータ送信、または特定の端末から基地局への
アップリンクデータ送信に対するスケジューリングは、一つのサブフレーム内で一つまた
は複数のＶＲＢを通して行われる。このとき、基地局は、特定の端末にダウンリンクデー
タを送信するときに、基地局がいずれのダウンリンクＶＲＢを通してデータを送信するか
をその端末に知らせる。また、特定の端末がアップリンクデータを送信できるように、基
地局は、いずれのアップリンクＶＲＢを通してデータを送信可能であるかをその端末に知
らせる。
【００３７】
　本実施例では、多重搬送波基盤のシステムでデータ受信側が受信したデータに対するＡ
ＣＫ信号とＮＡＣＫ信号を送信するとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送信される正確な資源
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位置に関する情報を獲得または送信する方法の一例としてＶＲＢ情報を用いる方法を開示
する。
【００３８】
　図２は、本発明の一実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明するた
めの図である。
【００３９】
　以下、ＶＲＢの位置またはＶＲＢに割り当てられる資源番号をＶＲＢインデックスと称
する。本実施例によれば、送信側が、送信データを一つ以上のＶＲＢに割り当てて送信す
る場合、ＶＲＢインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとの間に関係を与えること
によって、受信側は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送／受信される資源に関する情報を獲得す
ることができる。
【００４０】
　図２を参照すれば、ＶＲＢインデックスのそれぞれにＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスが
割り当てられる例を確認することができる。ＶＲＢインデックスごとにＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスが割り当てられ、受信側は、データ送受信のために割り当てられるＶＲＢの
ＶＲＢインデックスによってＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを確認し、これによって、該
当のデータに対してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源情報を獲得す
ることができる。
【００４１】
　図２に示すように、一つの端末に対するデータが複数個のＶＲＢに割り当てられて送信
される。１個のデータに対しては１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号送信を必要とするので、複
数個のＶＲＢにデータが割り当てられて送信された場合、データが割り当てられた各ＶＲ
ＢのＶＲＢインデックスのうち１個を選定し、選定したＶＲＢインデックスに対応するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫインデックスに対する資源を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信すること
ができる。例えば、種々のＶＲＢに割り当てられて送信されたデータに対するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号は、データが割り当てられた各ＶＲＢのうち最も小さいＶＲＢインデックスを
選定し、それに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを使用して送信することができる
。
【００４２】
　第２の実施例－ＣＣＥ利用
　上述した仮想単位資源の一つとして制御チャネル要素（ＣＣＥ：Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を挙げることができる。
【００４３】
　送信時間区間単位であるサブフレーム内のｎ個のＯＦＤＭシンボルを使用して制御チャ
ネル情報が送信されるとき、各ＣＣＥを物理的領域の資源要素にマッピングして送信する
。ＣＣＥは、一つの端末の複数の制御情報を送信するためのエンティティであり、ＣＣＥ
を通して送信される制御情報の量は、任意の既に定義された符号化率と変調技法で定義さ
れる。任意の変調技法が定義された状態で任意の端末に対して任意の受信品質を目標とす
る符号化率を提供するために、該当する制御情報が一つ以上のＣＣＥを通して送信される
。
【００４４】
　基地局がダウンリンクを通してデータを送信したり、端末からデータを受信したりする
とき、データ情報が割り当てられた資源の位置やデータ情報に対する付加的な情報を端末
に知らせるために、各端末に送信される制御情報は、１個または複数個のＣＣＥを通して
端末に送信される。それぞれのＣＣＥは、ダウンリンクの時間－周波数上の資源にマッピ
ングされる。ＣＣＥは、各ダウンリンク／アップリンクのデータ送信のための制御情報の
最小単位資源とみなすことができる。
【００４５】
　この制御情報を用いて端末が基地局からデータを受けるとき、いずれのＶＲＢ資源を通
してデータを受けるかを知ることができ、端末が基地局にデータを送信するときには、ア
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ップリンクのいずれのＶＲＢ資源を使用して送信が可能であるかを知ることができる。
【００４６】
　ＣＣＥは、上述したＶＲＢの概念と類似した論理的資源であるので、連続したＣＣＥセ
ットを通していずれか一つの制御情報を送信するとしても、実質的な物理的資源上では不
連続的な資源を通して送信が可能である。このような論理的／物理的資源間の関係はシス
テム上で予め定めることができる。
【００４７】
　ＣＣＥは、ダウンリンクデータのための制御情報とアップリンクデータのための制御情
報に対してそれぞれ異なるように定義される。すなわち、ダウンリンクのための制御情報
とアップリンクのための制御情報の大きさが異なるので、ＣＣＥは、ダウンリンク／アッ
プリンクのそれぞれに対して独立的に定義される。
【００４８】
　ダウンリンクを通してデータが送信される場合には、制御情報がＣＣＥまたはＣＣＥセ
ットを通して送信され、データを受信する該当の端末に、データが送信されるＶＲＢまた
はＶＲＢセットに対する情報と他の付加的な制御情報を知らせる。このような制御情報を
受けた端末は、データを受信し、受信確認のためにアップリンクを通してＡＣＫまたはＮ
ＡＣＫを基地局に送信するようになる。
【００４９】
　アップリンクデータ送信の場合には、制御情報がＣＣＥまたはＣＣＥセットを通して送
信され、端末が使用可能なアップリンクＶＲＢ情報を知らせる。このような制御情報をダ
ウンリンクを通して受信した端末は、アップリンクＶＲＢ情報を使用してデータを送信す
る。このとき、データを受信した基地局は、ダウンリンクを通してデータを受信したか否
かを端末に知らせるためにダウンリンクを通してＡＣＫまたはＮＡＣＫを送信する。
【００５０】
　本実施例では、多重搬送波基盤のシステムでデータ受信側が受信したデータに対するＡ
ＣＫ信号とＮＡＣＫ信号を送信するとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信される正確な資源位置
に対する情報を獲得または送信する方法の一例としてＣＣＥ情報を用いる方法を開示する
。
【００５１】
　図３は、本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明する
ための図である。
【００５２】
　以下、ＣＣＥの位置またはＣＣＥに割り当てられる資源番号をＣＣＥインデックスと称
する。本実施例によれば、送信データに対する制御情報が一つ以上のＣＣＥに割り当てら
れて送信されると、ＣＣＥインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとの間に関係が
与えられて、受信側は、送信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の資源に関する情報を獲得す
ることができる。
【００５３】
　図３を参照すれば、ＣＣＥインデックスのそれぞれにＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスが
割り当てられる例を確認することができる。ＣＣＥインデックスごとにＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスが割り当てられ、受信側は、制御情報の送受信のために割り当てられるＣＣ
ＥのＣＣＥインデックスを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを獲得することができる
。ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを用いて、該当の制御情報に対応するデータに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源情報を知ることができる。
【００５４】
　図３に示すように、一つの端末またはデータに対する制御情報が複数個のＣＣＥに割り
当てられて送信される。一般的に、制御情報は多様な位置にある端末に送信され、１個以
上のＣＣＥを含むＣＣＥセットに割り当てられた制御情報は、混在してダウンリンクを通
して送信される。ところが、１個の制御情報が複数個のＣＣＥを含むＣＣＥセットを通し
て送信されるときには、制御情報が占有している複数個のＣＣＥインデックスのうち１個
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を選択し、それに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを活用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号が送信される。例えば、制御情報が占めているＣＣＥインデックスの最も小さいＣＣＥ
インデックスに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを活用して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を送受信することができる。
【００５５】
　図３の実施例では、ダウンリンクデータの観点で見ると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデック
ス１、４、５、８、９、１２を使用し、アップリンクデータの観点で見ると、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫインデックス３、１１を使用するので、基地局は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の衝突な
しにＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信することができる。
【００５６】
　図４は、本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明する
ための図である。
【００５７】
　ダウンリンクとアップリンクに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は独立的に送信されるので
、ＣＣＥインデックスの個数だけＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を確保しておく必要はない。例え
ば、各ＣＣＥインデックスと１対１にＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを対応させ、それに
対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を予め割り当てる場合、ほとんどの状況では割り当てられ
たＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源が全部使用されずに浪費される。
【００５８】
　したがって、それぞれのＣＣＥインデックスに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス
を重複して使用すれば、より効率的にＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を運営することができる。す
なわち、１個のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを複数のＣＣＥインデックスに重複して割
り当てることができる。このとき、重複するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス、すなわち、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源が他の制御情報に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源として使用されない
ようにすることが望ましい。
【００５９】
　図４に示すように、ＣＣＥインデックス（９、１０、１１、１２）にマッピングされる
ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは、ＣＣＥインデックス（１、２、３、４）にマッピング
されたＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス（１、２、３、４）を重複して使用することができ
る。図４の実施例では、ダウンリンクデータの観点で見ると、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデッ
クス１、４、５、８、２、３を使用し、アップリンクデータの観点で見ると、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫインデックス３、４を使用するので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを重複して割
り当てるとしても、基地局は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の衝突なしにＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号
を送信することができる。
【００６０】
　以下、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス、すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の重複割り当
て方法の一例をより具体的に説明する。
【００６１】
　図５は、本発明の他の実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法を説明する
ための図である。
【００６２】
　本実施例では、重複マッピングされるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとして、最大個数
の仮想単位資源を含む仮想単位資源セットに含まれた複数の仮想単位資源情報にマッピン
グされたＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを使用する。このとき、同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスがマッピングされる仮想単位資源セットは、互いに異なるマッピング規則で
マッピングされることが望ましい。
【００６３】
　最も大きいＣＣＥセットに含まれる制御情報にマッピングされるＡＣＫ／ＮＡＣＫイン
デックスを、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスグループ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　Ｉｎｄｅｘ　
Ｇｒｏｕｐ:ＡＮＩＧ）と称することができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを各ＣＣ
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Ｅインデックスに重複して対応させるとき、ＡＮＩＧ単位で対応させることができる。こ
のとき、重複するＡＮＩＧ内のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスのＣＣＥマッピングは、互
いに異なる組み合わせを使用することが望ましい。すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデッ
クスをＣＣＥインデックスとマッピングするとき、最も大きいＣＣＥの単位で対応させ、
一つのＡＮＩＧ内で互いに異なるＣＣＥインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスと
を対応順序を変えて対応させることができる。
【００６４】
　このように、複数個のＣＣＥインデックスのセットにマッピングされるＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋインデックスを異なるＣＣＥに再びマッピングするが、このとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫイ
ンデックスがマッピングされる順序を変えてマッピングすると、複数個のＣＣＥを通して
送信される制御情報が一つ以上送信されるとき、ＣＣＥインデックスを用いたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ資源割り当てをより効率的に行うことができる。
【００６５】
　図５に示すように、最も大きいＣＣＥセットを４個のＣＣＥインデックス１、２、３、
４を含むＣＣＥセットと仮定したとき、ＣＣＥインデックス（１、２、３、４）とＣＣＥ
インデックス（９、１０、１１、１２）に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは（１
、２、３、４）である。ただし、ＣＣＥインデックス（９、１０、１１、１２）に対応し
たＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスの順序は、１、２、３、４でなく、異なる組み合わせの
２、１、４、３である。
【００６６】
　ＣＣＥごとに全て異なるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを割り当てる場合、１２個のＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ資源が必要であることに比べて、図５に示した方法でＡＣＫ／ＮＡＣＫイ
ンデックス（１、２、３、４）をＣＣＥインデックスに重複して割り当てることによって
、８個のＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源のみを用いて各リンクにＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する
ことができる。
【００６７】
　また、アップリンク受信確認信号を受信する資源情報とダウンリンク受信確認信号を受
信する資源情報とは、互いに独立的にマッピングすることができる。図５に示したものは
、アップリンクまたはダウンリンクのいずれかに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを
設定したものとみなすことができる。すなわち、図５のように、同一のＣＣＥにアップリ
ンクＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとを独
立的に設定することも可能である。
【００６８】
　また、実際に多重搬送波システムで送信可能なＣＣＥの個数が多いとしても、必ずＣＣ
Ｅの個数だけ制御情報を送信する必要はない。これは、システム上で一度に送信可能な制
御情報を制限するとしても、システムの全般的なスループットが大いに低下しないためで
ある。したがって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの資源も、多重搬送波システムで送信可能なＣＣＥ
の個数だけ割り当てず、一度に送信される制御情報の個数だけ割り当てることもできる。
【００６９】
　第３の実施例－順序利用
　以下、本発明の更に他の実施例として、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源情報として一つのサブフ
レーム内における送信データまたは送信データに対する制御情報の仮想単位資源の順序情
報を用いる方法を説明する。
【００７０】
　この方法の一例は、一つのサブフレーム内のＶＲＢのうち該当する端末のデータが含ま
れるＶＲＢの順序とＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとを対応させる方式である。したがっ
て、端末は、制御情報またはデータが送信されるＶＲＢを通してデータが送信される複数
のデータ（または制御情報）のうち順序で何番目にあるかを確認し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫイ
ンデックスを獲得することができる。
【００７１】
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　また、他の例として、一つのサブフレーム内の複数のＣＣＥのうちの制御情報の順序と
ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとを対応させる方式を使用することもできる。すなわち、
アップリンク／ダウンリンクのデータ送／受信のための制御情報が端末に送信されたとき
、端末は、自体に送信された制御情報が、全体のアップリンク／ダウンリンク制御情報の
うち順序で何番目にあるかを確認し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを獲得することがで
きる。
【００７２】
　このような実施例を効果的に行うためには、一つのサブフレーム内で基地局が送信可能
な制御情報の数を基地局と端末とが共有し、制御情報は、ＣＣＥ資源を多く占める順に整
列されたり、ＣＣＥ資源を少なく占める順に整列されたりしていることが望ましい。
【００７３】
　図６は、本発明の更に他の実施例として、仮想単位資源の順序を用いてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋインデックスを決定する方法を説明するための図である。
【００７４】
　以下、本発明の本実施例において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源情報として一つのサブフレー
ム内における送信データまたは送信データに対する制御情報の仮想単位資源の順序情報を
用いる方法を説明する。
【００７５】
　この方法の一例は、一つのサブフレーム内のＶＲＢのうち該当する端末のデータが含ま
れるＶＲＢの順序とＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとを対応させる方式である。したがっ
て、端末は、制御情報またはデータが送信されるＶＲＢを通してデータが送信される複数
のデータのうち順序で何番目にあるかを確認し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを獲得す
ることができる。
【００７６】
　また、他の例として、一つのサブフレーム内の複数のＣＣＥのうちの制御情報の順序と
ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとを対応させる方式を使用することもできる。すなわち、
アップリンク／ダウンリンクのデータ送／受信のための制御情報が端末に送信されたとき
、端末は、自体に送信された制御情報が、全体のアップリンク／ダウンリンク制御情報の
うち順序で何番目にあるかを確認し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを獲得することがで
きる。
【００７７】
　このような実施例を効果的に行うためには、一つのサブフレーム内で基地局が送信可能
な制御情報の数を基地局と端末とが共有し、制御情報は、ＣＣＥ資源を多く占める順に整
列されたり、ＣＣＥ資源を少なく占める順に整列されたりしていることが望ましい。
【００７８】
　図６を参照すれば、１２個のＣＣＥがダウンリンクで存在し、一つの時点で、４個のＣ
ＣＥを占める制御情報が１個送信され、２個のＣＣＥを占める制御情報が３個送信され、
１個のＣＣＥを占める制御情報が１個送信されたと仮定したときのＣＣＥの割り当ての様
子とＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスとの対応関係の一例を確認することができる。このと
き、各制御情報は、ＣＣＥ資源を多く占める順に整列されている。
【００７９】
　図６の実施例で、端末１が受ける制御情報は、ＣＣＥインデックス９番および１０番に
対応するＣＣＥ２個の大きさを有する制御情報である。端末１は、制御情報の大きさが大
きい順にＣＣＥ上に制御情報が送信されたことを知っており、４個の大きさを有する制御
情報が１個あり、２個の大きさを有する制御情報が３個あるという事実を知っている。し
たがって、自体が受信した制御情報が、全体に送信された５個の制御情報のうち４番目の
制御情報であることを知ることができる。その結果、端末１が受けた制御情報が制御する
データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号送信は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス４に該当す
るＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を使用することを確認することができる。
【００８０】



(13) JP 5313930 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　第４の実施例－直接送信
　以下、本発明の更に他の実施例として、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源情報が送信データまたは
送信データに対する制御情報に含まれて送信される方法を説明する。
【００８１】
　この方法は、基地局がデータ送受信に対する制御情報を端末に送信するとき、データま
たは制御情報内に、該当のデータが使用するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを知らせる情
報を含ませる方法である。例えば、制御情報内にＮANビットを追加し、該当のデータ情報
に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを知らせることができる。この方法を用いると、
基地局は、全てのデータが使用するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を直接的に制御することができ
る。したがって、基地局は、状況によってＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信に使用する資源の量を柔
軟に変化させることができる。
【００８２】
　図７は、ＭＩＭＯ技法を使用したときの資源を説明するための図である。
【００８３】
　ＭＩＭＯ技法を適用すると、同一の周波数、時間の資源上における空間領域のダイバー
シティを用いてデータを送信することができる。すなわち、同一の時間－周波数資源を互
いに異なるデータが共有する。一般的に、ＭＩＭＯ技法を使用するシステムでは、プリコ
ーディングという空間多重化技法を使用する。
【００８４】
　ＭＩＭＯシステムでデータが送信されるときには、データ情報ブロックは復号化された
コードワードに変換される。したがって、１個のコードワードは１個のデータ情報ブロッ
クとみなすことができる。このようなコードワードは仮想のアンテナレイヤに対応し、プ
リコーディングを通して、このようなアンテナレイヤは実際の送信アンテナポートに対応
する。
【００８５】
　図８は、ＭＩＭＯ方式が適用される多重搬送波システムで各コードワードがＭＩＭＯシ
ステムの送信アンテナに伝達される一般的な過程を示す図である。
【００８６】
　図８のように、一般的に、ＭＩＭＯ多重搬送波システムにおいて、コードワード－レイ
ヤマッピングモジュール８１を通して、それぞれのコードワード８０は特定のレイヤ８２
に対応する。コードワードの個数ＮCとレイヤの個数ＮLは同一でないことがある。コード
ワードをレイヤに対応させる方法は、プリコーディングでいずれのプリコーディング行列
を使用するかによって異なる。このとき、レイヤの個数をランクと称することができる。
【００８７】
　ランクは、全周波数帯域で同一ではないが、一般的に、ダウンリンクでは、一つの特定
の端末に送信されるデータの全ての周波数領域は同じランク値を有し、アップリンクでは
、端末が送信するデータの全ての周波数領域で使用するランク値も同一である。ダウンリ
ンクでは、基地局が複数個の端末のためのデータを送信するので、全周波数帯域で使用さ
れるランク値の変化が激しくなりうる。
【００８８】
　プリコーディングを行うためのプリコーディングモジュール８３は、ＮTｘＮLのプリコ
ーディング行列で表すことができ、このプリコーディング行列は、ＮLの長さを有するＮT

個の列ベクトルで表現される。結局、それぞれのコードワードが使用する１個または複数
のプリコーディング列ベクトルによって、各コードワードがいずれのレイヤにマッピング
されるかを決定することができる。
【００８９】
　図９は、ＭＩＭＯ技法が適用される多重搬送波システムでコードワードに対応するデー
タが各送信アンテナポートに連結される一例を示す。そして、図１０は、ＭＩＭＯ技法が
適用される多重搬送波システムでコードワードに対応するデータが各送信アンテナポート
に連結される他の例を示す。
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【００９０】
　上述したＭＩＭＯ技法が多重搬送波システムで適用されると、周波数及び時間資源にお
けるＭＩＭＯ技法によるランクに比例して空間資源を効果的に増加させることができる。
そのため、これに比例して、送信されるデータの量も増加するという長所があるが、それ
に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源も増加する。すなわち、データをＭＩＭＯ技法で送信し
て増加したデータ量によって増加したＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、反対方向のリンクを通し
て送信しなければならない。しかし、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は必ずしもＭＩＭＯ技術を使
用して送信されないので、必要なＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源が多くなると多重搬送波システム
の効率が低下する可能性がある。
【００９１】
　上述したＭＩＭＯを使用するシステムでは、ＶＲＢまたはＣＣＥを通してマッピング可
能なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスの数が、送信可能なデータの数に比べて制限されうる
。例えば、本発明の第１の実施例で開示した方法を使用してＶＲＢインデックスとＡＣＫ
／ＮＡＣＫインデックスとをマッピングすると仮定する。ＭＩＭＯシステムで同一の時間
－周波数を使用するとしても、空間資源を分けて使用すると、送信可能なコードワードの
個数は２個以上である。ところが、ＶＲＢインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス
とをマッピングさせたので、表現可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスの数は送信可能な
データの数より小さくなる。これは、ＣＣＥインデックスとＡＣＫ／ＮＡＣＫインデック
スとをマッピングさせる方法を使用したときにも生じる現象である。
【００９２】
　また、上述したように、ＭＩＭＯ技法を使用するシステムでは、複数のコードワードが
送信される。このとき、無線チャネル環境によって同一の時間－周波数資源に送信される
コードワードの個数を変更することができる。したがって、複数のコードワードを送信す
るときと１個のコードワードを送信するときのＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の関連性が不明にな
りうる。
【００９３】
　以下の各実施例では、ＭＩＭＯ技法を使用するシステムでＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送受
信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の固有番号であるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを端末が
得られる方法を提示する。もちろん、本実施例に係る方法は、ＭＩＭＯシステムに限定さ
れて使用されるわけではない。
【００９４】
　第５の実施例－オフセット（ｏｆｆｓｅｔ）利用
　本実施例によれば、送信データに割り当てられる仮想単位資源または前記送信データに
対する制御情報に割り当てられる仮想単位資源に対する情報と追加情報との組み合わせに
、送信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスをマッピングすることができる。例えば、
多重搬送波通信システムでＭＩＭＯ技法を適用する場合、可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデ
ックスの数は送信可能なデータの数より小さいが、追加情報を組み合わせることによって
ＶＲＢまたはＣＣＥを通してマッピング可能な制限されたＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス
の数を拡張することができる。
【００９５】
　本実施例に係るＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する方法は、次の通りである。Ｍ
ＩＭＯが考慮されない上述した各実施例では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを仮想単位
資源に対する情報、例えば、ＶＲＢインデックスまたはＣＣＥインデックスにマッピング
し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス情報を伝達した。以下の本実施例では、追加情報とし
てオフセットインデックスを用いる方法を開示する。すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデ
ックスは、ＶＲＢインデックスまたはＣＣＥインデックスとオフセットインデックスとの
組み合わせで求めることができる。
【００９６】
　この場合、オフセットインデックスの情報は、基地局で複数個のコードワードが送信さ
れるときに端末に知らせることもでき、追加の情報送信なしに基地局と端末とが共有する
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情報を用いることもでき、データ送受信前に、基地局と端末との間、すなわち、システム
上で予め定めることもできる。また、オフセットインデックス値としては、負の値（－）
も可能である。
【００９７】
　下記の数式１及び数式２は、ＶＲＢインデックス及びＣＣＥインデックスのそれぞれと
オフセットインデックスとの組み合わせによってＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定す
る方法の一例を示す。
【００９８】
　［数式１］
　ＩACK/NACK　＝　Ｉoffset　＋　ＩVRB、　ＩVRB＝０，１，２，…，ＮVRB－１
【００９９】
　［数式２］
　ＩACK/NACK　＝　Ｉoffset　＋　ＩCCE、　ＩCCE＝０，１，２，…，ＮCCE－１
【０１００】
　数式１において、ＩVRBはＶＲＢインデックスを表し、数式２において、ＩCCEはＣＣＥ
インデックスを表す。ＩVRB及びＩCCEは、０からそれぞれＮVRB－１及びＮCCE－１までの
整数値をとりうる。このとき、ＮVRBはＩVRBの全個数を表し、ＮCCEはＩCCEの全個数を表
す。特に、一つのデータまたは制御情報に多数のＶＲＢまたはＣＣＥが割り当てられる場
合、最も小さいＶＲＢインデックスまたはＣＣＥインデックスになると仮定する。そして
、数式１及び数式２において、Ｉoffsetはオフセットインデックスを表し、ＩACK/NACKは
ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを表す。
【０１０１】
　送受信側は、基地局からオフセットインデックスがＩoffsetであるという情報を受信す
るか、もしくはこの情報を予め設定された約束によって知っていると仮定する。そうする
と、ＩACK/NACKは、数式１に示すように、ＩVRBとＩoffsetの和に決定することができる
。また、ＩACK/NACKは、数式２に示すように、ＩCCEとＩoffsetの和に決定することがで
きる。図１１及び図１２は、本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを
追加的に用いる方法を説明するための図である。
【０１０２】
　図１１及び図１２は、それぞれダウンリンク及びアップリンク送信と関連したものであ
る点で異なるだけで、本実施例を適用するにおいては同一であるので一緒に説明する。図
１１及び図１２において、横軸は資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）
インデックスを表し、縦軸はコードワードインデックスを表す。
【０１０３】
　このとき、図１１及び図１２において、Ｒ値は、ＩVRBまたはＩCCEであり、本実施例で
は、ＶＲＢインデックスと１対１の関係を有している。また、図１１及び図１２において
、Ｏ値はＩoffsetであり、ＩACK/NACKは、上述した数式１または数式２によると、ＲとＯ
の和で表すことができる。
【０１０４】
　端末１（ＵＥ１）の場合、オフセットインデックスＩoffsetは０であり、ＩVRBまたは
ＩCCEは０であるので、ＩACK/NACKも０であることを確認することができる。そして、端
末２の場合、Ｉoffsetは０であり、ＩVRBまたはＩCCEは１であるので、ＩACK/NACKは１で
あることを確認することができる。そして、端末３の場合、Ｉoffsetは１であり、ＩVRB

またはＩCCEは１であるので、ＩACK/NACKは２であることを確認することができる。
【０１０５】
　残りの端末４～１１に対してもＩoffsetとＩVRBまたはＩCCEを知ることができるので、
これを用いてＩACK/NACKを類推することができる。
【０１０６】
　このような方法で、基地局がＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを割り当てることによって
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送受信するときには、各端末から送信されるデータに重複するＡ
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ＣＫ／ＮＡＣＫインデックスが割り当てられないことが望ましい。
【０１０７】
　また、この場合、送信データに割り当てられる仮想単位資源の数は、前記通信システム
に適用されるＭＩＭＯ通信方式によるランク値より大きいかそれと同じであることが望ま
しい。なぜなら、送信データに割り当てられるＶＲＢまたはＣＣＥの数だけ、同時に送信
される各データに割り当てられるＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源またはインデックスを容易に拡張
できるためである。
【０１０８】
　例えば、送信データに割り当てられるＶＲＢまたはＣＣＥの数が４である場合、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫインデックスは、４個のうち一つのみを使用しても充分であるので、残りの３
個を同一の時間に送信される各データに対して使用することができる。すなわち、ＶＲＢ
またはＣＣＥの数が４である場合、４個のデータまでは同時に送信されるとしても、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫインデックスが重ならずに容易に決定される。
【０１０９】
　図１３は、本発明の更に他の実施例が望ましくない形で適用される場合を説明するため
の図である。
【０１１０】
　上述したように、基地局がスケジューリングするとき、同一のフレーム内で同一のリン
ク上（ダウンリンクまたはアップリンク）で重複するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスが割
り当てられないように、データに対するＩoffsetを送ることが望ましい。
【０１１１】
　図１３に示すように、Ｉoffsetを決定し、これによってＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス
が決定される場合、同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスが互いに異なる端末に割り当て
られ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信に衝突が発生しうる。
【０１１２】
　図１３において、端末３の場合、Ｉoffsetは０であり、ＩVRBまたはＩCCEは５であるの
で、ＩACK/NACKは５であることを確認することができる。そして、端末７の場合、Ｉoffs

etは１であり、ＩVRBまたはＩCCEは４であるので、ＩACK/NACKは５であることを確認する
ことができる。すなわち、端末３と端末７が確認するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは互
いに同一であるので、同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源を通してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信
する。したがって、端末３と端末７のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は互いに衝突するようになる
。
【０１１３】
　この方法で、より詳細にはオフセットインデックスを直接的に知らせずに、端末にオフ
セットインデックス情報を伝達することができる。すなわち、端末からデータを送信する
ときに使用する制御情報、チャネル情報、システム情報、端末情報などとオフセットイン
デックス値との間の対応関係を設定し、これらからオフセットインデックス値を類推する
ようにし、端末にオフセットインデックス情報を伝達することができる。以下、追加情報
としてオフセットインデックスを用いる実施形態において、オフセットインデックス値を
類推できるようにオフセットインデックス値を決定する方法を説明する。
【０１１４】
　まず、オフセットインデックスを決定する方法の一実施例として、オフセットインデッ
クスはパイロット信号に対応する値に決定することができる。ここで、パイロット信号と
は、変調されないスペクトル拡散信号であり、端末が同期化または基地局情報を容易に獲
得するように助ける信号を意味する。これは、適用される通信システムによって参照信号
（ＲＳ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）であることがある。
【０１１５】
　この場合、アップリンクでデータを送信するとき、Ｉoffsetを直接的に知らせずに、端
末にＩoffset情報を提供することができる。すなわち、Ｉoffset値と端末からデータを送
信するときに使用するパイロット信号との対応関係を設定し、基地局が端末からアップリ
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ンクを通してデータを送信するときに使用するパイロット信号を端末に知らせることによ
って、同時にパイロット信号に対応するＩoffsetを獲得できるようにする。
【０１１６】
　多重搬送波通信システムにおいて、パイロット信号は、一つ以上のパイロット信号を含
んでなるパイロット信号セットで構成され、このようなパイロット信号セット内の各パイ
ロット信号から選択的に使用される。このようなパイロット信号セットの情報は、別々に
送信されることもある。しかし、送受信側の間のパイロット信号セット、これに含まれる
各パイロット信号、これらから選択されるパイロット信号または選択時に適用されるホッ
ピング（ｈｏｐｐｉｎｇ）規則などは、システム上で予め定めて用いることもできる。す
なわち、受信側でパイロット信号を受信するとき、このパイロット信号を用いてパイロッ
ト信号セット及びホッピング規則などを知ることもできる。
【０１１７】
　例えば、上述したパイロット信号は一つのシークエンスとして構成され、このとき、デ
ータと一緒に送信されるパイロット信号は、一つのデータ当たり２回使用されると仮定す
る。時間ｔ＝０でパイロット信号セット内のパイロット信号シークエンス１番を使用し、
時間ｔ＝１ではパイロット信号シークエンス２番を使用するホッピング規則が適用される
場合、次のデータ送信に対するｔ＝３では再びパイロット信号シークエンス１番を使用す
ることができる。以下では、パイロット信号セットとは別途に、このように一つの端末ま
たはデータに適用されるホッピング規則によってホッピング範囲に含まれる各パイロット
信号をパイロット信号サブセットと称する。すなわち、パイロット信号セット内には複数
のパイロット信号サブセットが含まれる。
【０１１８】
　ここで、オフセットインデックス値は、このパイロット信号として使用可能な全てのシ
ークエンスごとに対応関係を与えて決定することもできる。すなわち、各パイロット信号
に与えられるインデックスをＩRSとすると、オフセットインデックスは、ＩRSを用いてＩ

offset＝ＩRSのように決定することができる。
【０１１９】
　また、オフセットインデックス値は、上述したように、データを送信するときに使用す
るパイロット信号が一つ以上であり、このような一つ以上のパイロット信号がパイロット
信号セット内で可変的である場合、上述したパイロット信号セット情報またはパイロット
信号サブセット情報を用いて決定することができる。詳細には、複数のパイロット信号サ
ブセットに全て同一のオフセットインデックス値が与えられることもある。例えば、端末
機がデータ送信のために使用するパイロット信号サブセットに与えられるインデックスを
ＩRSとすると、オフセットインデックスは、ＩRSを用いてＩoffset＝ＩRSのように決定す
ることができる。
【０１２０】
　他の方法でオフセットインデックスを決定するために、ＩRS以外の割り当てられた資源
ブロック情報を用いることもできる。
【０１２１】
　［数式３］
　Ｉoffset　＝　ＩRS　ｍｏｄ　ＮARB

【０１２２】
　数式３において、Ｉoffsetはオフセットインデックスを表し、ＩRSはパイロット信号ま
たはパイロット信号サブセットインデックスを表し、ＮARBは、端末がデータ送受信のた
めに基地局から割り当てを受けた資源ブロックまたは単位資源の数を表す。すなわち、数
式３によると、端末がデータ送信のために割り当てを受けた資源ブロックの個数でパイロ
ット信号サブセットインデックスをモジュロ（Ｍｏｄｕｌｏ）演算した結果値をオフセッ
トインデックス値として決定する。そして、このように決定されるオフセットインデック
ス値を用いて、例えば、数式１または数式２に適用して最終的なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデ
ックスを決定／類推することができる。
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【０１２３】
　複数個の端末がＭＵ－ＭＩＭＯ方式を適用することによって空間的な多重化を行うため
には、各端末が互いに異なるパイロット信号を使用することが望ましい。このように互い
に異なるパイロット信号を端末が使用しようとする場合、基地局がこのようなパイロット
信号情報を知らせる。一例として、上述したように、端末は、データの割り当てとともに
送信される、データが送信される資源ブロック数情報ＮARBとパイロット信号サブセット
情報ＩRSを用いて得られる使用するパイロット信号情報を用いてＩoffset及びＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫインデックス情報を獲得することができる。
【０１２４】
　また、互いに異なるパイロット信号は、互いに異なるシークエンスとして構成される。
例えば、パイロット信号シークエンスがＣＡＺＡＣシークエンスの基礎シークエンスとそ
の基礎シークエンスの循環シフトとの組み合わせで生成される場合、オフセットインデッ
クスＩoffset値は、循環シフト値または循環シフトの時間による変化パターンを考慮して
決定することができる。
【０１２５】
　図１４は、本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる
方法を説明するための図である。
【０１２６】
　図１４では、一実施例として、横軸にＶＲＢが全１２個存在することを表し、縦軸に端
末が使用可能なパイロット信号サブセットが全７個存在することを表す。ここで、端末の
各データに複数のパイロット信号が使用され、このようなパイロット信号はパイロット信
号サブセットで構成され、各パイロット信号サブセットにはインデックスが割り当てられ
ると仮定する。
【０１２７】
　このとき、端末３は、ＶＲＢインデックス６から９までの全４個の単位資源、すなわち
、４個の資源ブロックの割り当てを受け、これと同様に、端末４、端末２及び端末５が端
末３番と同一のＶＲＢ資源の割り当てを受ける。すなわち、ＩVRBは６になり、ＮARBは４
になる。そして、それぞれの端末は、互いに異なるパイロット信号サブセットの割り当て
を受ける。各端末は、ＶＲＢインデックスとパイロット信号サブセットインデックスを用
いてＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定することができる。
【０１２８】
　例えば、数式１及び数式３を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する場合を説
明する。端末３の場合、数式３を用いて決定されるオフセットインデックスの値は０（＝
０％４）になるので、数式１を用いて決定されるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは６にな
る。そして、同一の方法で、端末４の場合、オフセットインデックスの値は２になるので
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは８になり、端末２の場合、オフセットインデックスの
値は１になるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは７になり、端末５の場合、オフセッ
トインデックスの値は２になるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは８になる。
【０１２９】
　このとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の衝突をなくすためには、Ｎ個の端末を空間的に多重
化するために少なくともＮ個のＶＲＢ資源を割り当てることが望ましい。また、本実施例
の場合、パイロット信号サブセットのインデックスを端末データに割り当てられる資源ブ
ロック数でモジュロ演算した値でオフセット値を決定するので、基地局は、モジュロ演算
結果であるオフセットインデックス値が他の使用者のものと同一にならないようにスケジ
ューリングすることが望ましい。
【０１３０】
　図１４に示す実施例において、端末３、端末４、端末２に対してはそれぞれＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫインデックス６、８、７を使用し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の衝突なしにシステムが
運営される。しかし、端末４と端末５が互いに異なるパイロット信号サブセットを使用し
ているにもかかわらず、モジュロ演算結果であるオフセット値が同一であり、結局、同一
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のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスに決定されるので、このようにスケジューリングされる
と、端末３と端末５のＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対して衝突が予想される。
【０１３１】
　本発明の更に他の実施例として、複数のパイロット信号またはパイロット信号サブセッ
トを一つ以上のグループで構成し、パイロット信号グループ情報を用いる。例えば、パイ
ロット信号セット内のパイロット信号またはパイロット信号サブセットをＮRSG個のグル
ープに分けて、分けられた各グループにインデックスを割り当てて、オフセットインデッ
クスまたはＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定するのに用いることができる。パイロッ
ト信号グループは１個以上になりうるし、このパイロット信号グループ情報は基地局によ
って端末に送信されることもある。
【０１３２】
　下記の数式４及び数式５は、パイロット信号グループ情報を用いてオフセットインデッ
クスを決定する例をそれぞれ表す。
【０１３３】
　［数式４］
　Ｉoffset　＝　ＩRS　ｍｏｄ　ＮARB　＋　ＩRSG

【０１３４】
　［数式５］
　Ｉoffset　＝　ＩRS　ｍｏｄ　ＮARB　＋　Ｇ（ＩRS）
【０１３５】
　数式４及び数式５において、Ｉoffset、ＩRSおよびＮARBが、それぞれ、オフセットイ
ンデックス、パイロット信号またはパイロット信号サブセットインデックス、ならびに、
端末がデータ送受信のために基地局から割り当てを受けた資源ブロックまたは単位資源の
数をそれぞれ表すことは、数式３の場合と同一である。そして、ＩRSGは、上述したパイ
ロット信号グループに対するインデックスを表す。
【０１３６】
　また、数式５において、関数Ｇ（）は、パイロット信号グループインデックスを決定す
る関数である。例えば、パイロット信号グループインデックス情報は、パイロット信号ま
たはパイロット信号サブセットインデックスから類推することができ、このとき、関数Ｇ
（）は、パイロット信号またはパイロット信号サブセットインデックスからパイロット信
号グループインデックスを類推する関数を表したものである。
【０１３７】
　具体的な実施例として、パイロット信号セット内に全８個のパイロット信号サブセット
があり、４個のパイロット信号サブセットが含まれるように各パイロット信号グループが
構成されると仮定する。すなわち、この場合、全２個のパイロット信号グループが構成さ
れる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の個数がＶＲＢの個数の２倍であるとき、一つのパイロット
信号グループのインデックスＩRSGは０になり、他のパイロット信号グループのインデッ
クスはＶＲＢの全個数になるように決定することができる。このようにすることによって
、システム上でＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の個数をＶＲＢの個数より大きく割り当てることが
できる。
【０１３８】
　図１５は、本発明の更に他の実施例によってオフセットインデックスを追加的に用いる
方法を説明するための図である。
【０１３９】
　図１５においては、一実施例として、上述した図１４のように、横軸にＶＲＢが全１２
個存在することを表し、縦軸に端末が使用可能なパイロット信号サブセットが全７個存在
することを表す。ここで、端末の各データに複数のパイロット信号が使用され、このよう
なパイロット信号はパイロット信号サブセットで構成され、各パイロット信号サブセット
にはインデックスが割り当てられると仮定する。
【０１４０】
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　そして、図１５の場合、全７個のパイロット信号サブセットが２個のパイロット信号グ
ループで構成され、パイロット信号グループ１にはパイロット信号サブセットインデック
ス０から３までのパイロット信号サブセットが含まれ、パイロット信号グループ２にはパ
イロット信号サブセットインデックス４から６までのパイロット信号サブセットが含まれ
ると仮定する。この場合、パイロット信号グループ１とパイロット信号グループ２には、
それぞれ０とＶＲＢの全個数である１２のインデックスが割り当てられる。すなわち、図
１５を参照すれば、端末３、２、４は、パイロット信号グループ１のパイロット信号グル
ープインデックス０に決定され、端末５は、パイロット信号グループ２のパイロット信号
グループインデックス１２に決定される。
【０１４１】
　このとき、端末３は、ＶＲＢインデックス６から８までの全３個の単位資源、すなわち
、３個の資源ブロックの割り当てを受け、これと同様に、端末４、端末２及び端末５が端
末３と同一のＶＲＢ資源の割り当てを受ける。すなわち、ＩVRBは６になり、ＮARBは３に
なる。そして、各端末は、互いに異なるパイロット信号サブセットの割り当てを受ける。
各端末は、ＶＲＢインデックス、パイロット信号サブセットインデックス及び上述したパ
イロット信号グループインデックスを通してＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定するこ
とができる。
【０１４２】
　例えば、数式１及び数式４を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する場合を説
明する。端末３の場合、数式４を用いて決定されるオフセットインデックスの値は０（＝
０％４＋０）になるので、数式１を通して決定されるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは６
になる。そして、これと同一の方法で、端末２の場合、オフセットインデックスの値は１
になるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは７になり、端末４の場合、オフセットイン
デックスの値は２になるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは８になり、端末５の場合
、オフセットインデックスの値は１２（＝６％３＋１２）になるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスは１８になる。アップリンクで一つの端末から送信される複数のコードワー
ドあるいは複数の端末から送信される複数のコードワードが同一の時間周波数領域で多重
化されて基地局で受信されるように、複数の端末あるいは複数のアンテナに対するチャネ
ル情報を得るべきである。パイロット信号は、各端末またはアンテナに対するチャネル情
報を知らせるために使用される。パイロット信号は、互いに直交するか、あるいは互いに
良好な相互相関特性を有することが望ましい。したがって、ＭＩＭＯ技法を使用して端末
がデータをアップリンクで送信するときには、端末が使用するパイロット信号を予め基地
局に知らせる。
【０１４３】
　したがって、本実施例では、データが送信される周波数領域で種々の端末が使用する各
パイロット信号とＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定するのに影響を与えるオフセット
インデックスとの間に関係を与えて用いる方法を提案する。上述したように、パイロット
信号値は、端末またはアンテナ別に異なる値になるので、オフセットインデックス値に用
いると効果的である。例えば、各端末またはアンテナに割り当てられるパイロット信号に
番号を与える場合、その値をＩoffsetに決定することができる。
【０１４４】
　オフセットインデックスを決定する方法の他の実施例として、オフセットインデックス
は、同一の時間－周波数資源を使用して複数のアンテナを通して送信されるデータに対応
するコードワードに関する情報に対応する値に決定することができる。
【０１４５】
　ＳＵ－ＭＩＭＯ方式でデータを送信するときには、データ送信のために使用されたプリ
コーディング行列を知らせる。したがって、端末では、使用されたプリコーディング行列
情報を通して各データコードワードに対するコードワードインデックスを類推することが
でき、コードワードインデックスをオフセットインデックスとして使用可能である。この
場合、基地局が別にＩoffset値を端末に送信しなくても、コードワードインデックスから
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Ｉoffset値を知ることができる。
【０１４６】
　また、ダウンリンクのＭＵ－ＭＩＭＯでは、端末は、少なくともデータ送信のために使
用されたプリコーディング行列の列ベクトルを知ることができる。すなわち、基地局と端
末との間で使用するプリコーディング行列が予め定められている場合、このプリコーディ
ング行列の列ベクトルがプリコーディング行列の何番目の列ベクトルであるかを知ること
ができる。したがって、各データのコードワードに対するコードワードインデックスを類
推することができ、コードワードインデックスをオフセットインデックスとして使用可能
である。この場合も、ＳＵ－ＭＩＭＯ方式の場合と同様に、基地局が別にＩoffset値を端
末に送信しなくても、コードワードインデックスからＩoffset値を知ることができる。
【０１４７】
　ＭＩＭＯ技法を使用してデータを送信するシステムでコードワードインデックスを使用
してＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する場合、本実施例では、基地局が端末にデー
タを割り当てるときの制御情報としてコードワードの順序に対応する信号を送信し、各デ
ータのコードワードインデックスを獲得することができる。
【０１４８】
　ＭＩＭＯ方式で使用されたプリコーディング行列を基地局と端末が互いに知っており、
コードワードとレイヤとの間の対応関係が予め固定的に設定されている場合、複数のデー
タにそれぞれ対応しているコードワードの順序をコードワード列ベクトルの順序と同一に
定めることができる。すなわち、コードワードインデックスは、ＭＩＭＯ技法においてコ
ードワードがプリコーディングされ、実際に物理的送信アンテナに送信される場合、コー
ドワードがレイヤにマッピングされる前の各データシンボルの列ベクトルの順序の番号を
表すことができる。
【０１４９】
　端末が基地局で使用されたプリコーディング行列を知っておらず、プリコーディング行
列の一部分であるプリコーディング列ベクトルのみを知っている場合、基地局が、追加的
にプリコーディング列ベクトルがプリコーディング行列の何番目の列ベクトルであるかを
知らせたり、該当するデータのコードワードインデックス自体を知らせたりすることによ
って、端末は、該当するデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信することができる。
【０１５０】
　また、データに適用されたプリコーディング列ベクトルがプリコーディング行列の何番
目のプリコーディング列ベクトルであるかを知ることができれば、該当のデータが何番目
のレイヤに該当するかを知ることができる。そうすると、予め定められたコードワードと
レイヤとの関係によって何番目のコードワードに該当するデータであるかを知ることがで
き、これからコードワードインデックスを得ることができる。
【０１５１】
　以下、本発明の更に他の実施例によってＶＲＢインデックスとコードワードインデック
スとの組み合わせを使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する方法を説明する。
【０１５２】
　多重搬送波ＭＩＭＯシステムで、コードワードとレイヤとの間の関係が固定されている
と仮定する。数式６は、このような仮定下で適用可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決
定方法の一例を表す。
【０１５３】
　［数式６］
　ＩACK/NACK　＝　α・ＩCodeword　＋　β・ＩVRB

【０１５４】
　数式６において、ＩACK/NACKは、それぞれの使用可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送受信
される物理的資源の固有番号であるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを表し、ＩCodewordは
、データが送信されるコードワードの番号を割り当てたときの各コードワードの番号であ
るコードワードインデックスを表し、ＩVRBは、データが送信可能な全てのＶＲＢに番号
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を割り当てたものをＶＲＢインデックスと仮定したとき、実際に一つのコードワードに該
当するデータが送信されるＶＲＢのセットのうち特定の規則によって選定されたＶＲＢイ
ンデックスに対応する番号を表す。例えば、一つのコードワードに対応するデータを送信
可能な各ＶＲＢに対応するＶＲＢインデックスのうち、データが占めている複数個のＶＲ
Ｂのうち最も小さいＶＲＢインデックスをＩVRBとしてもよい。また、αとβは任意の常
数である。
【０１５５】
　本実施例において、より詳細には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のためにＶＲＢインデックス
のＮCodeword倍の個数の資源が割り当てられ、同一の時間周波数領域にコードワードを最
大ＮCodeword個まで送信することができる。そして、ＶＲＢインデックスＩVRBの個数が
ＮVRBであるとしたとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは、以下の数式７または数式８
で決定することができる。
【０１５６】
　［数式７］
　ＩACK/NACK　＝　ＮVRB・ＩCodeword　＋　ＩVRB、
　　ＩCodeword＝０，１，２，…，ＮCodeword－１、　ＩVRB＝０，１，２，…，ＮVRB－
１
【０１５７】
　［数式８］
　ＩACK/NACK　＝　ＩCodeword　＋　ＮCodeword・ＩVRB、
　　ＩCodeword＝０，１，２，…，ＮCodeword－１、　ＩVRB＝０，１，２，…，ＮVRB－
１
【０１５８】
　上述した数式６～数式８において、ＩVRBは、必ずしもＶＲＢインデックスと１対１の
対応関係を有する必要はない。
【０１５９】
　また、ＭＩＭＯを使用して送信される一つのコードワードに対するデータを少なくとも
Ｍ個のＶＲＢを含むセットの単位で送信する場合、ＩVRBは、Ｍ個のＶＲＢのセットと１
対１で対応することができる。すなわち、最大２個のコードワードを送信可能なＭＩＭＯ
システムで２個のＶＲＢを含むセットを基本単位にしてデータを割り当てると、２個のＶ
ＲＢのセットごとに１個の番号ＩVRBを割り当てて、各コードワードを示す番号であるＩC

odewordを使用して各コードワードに対するデータに利用するＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源に対
するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定することができる。
【０１６０】
　以下、本発明の更に他の実施例によってＣＣＥインデックスとコードワードインデック
スとの組み合わせを使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを決定する方法を説明する。
【０１６１】
　多重搬送波ＭＩＭＯシステムで、コードワードとレイヤとの間の関係が固定されている
と仮定する。数式９は、このような仮定の下で適用可能なＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス
決定方法の一例を表す。
【０１６２】
　［数式９］
　ＩACK/NACK　＝　α・ＩCodeword　＋　β・ＩCCE

【０１６３】
　数式９において、ＩACK/NACK、ＩCodewordおよびＩCCEは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデッ
クス、コードワードインデックスおよびＣＣＥインデックスをそれぞれ表す。特に、ＩCC

Eは、送信データの物理的資源位置を指示する制御情報が占有している１個以上のＣＣＥ
セットのうちの一つになりうる。制御情報が多数のＣＣＥを通して送信されると、多数の
ＣＣＥのうち特定の規則によって選定されたＣＣＥのインデックスに対応する番号がＩCC

Eになる。例えば、１個の制御情報が占有している１個以上のＣＣＥに対応するＣＣＥイ
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ンデックスのうち最も小さいＣＣＥインデックスをＩCCEとすることができる。数式９に
おいて、αとβは、数式６の場合と同様に任意の常数になりうる。
【０１６４】
　本実施例でも、ＶＲＢインデックスを用いた場合と同様に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のた
めにＣＣＥインデックスのＮCodeword倍の個数の資源が割り当てられ、同一の時間周波数
領域にコードワードを最大ＮCodeword個まで送信することができる。そして、ＣＣＥイン
デックスＩCCEの個数がＮCCEであるとしたとき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは、以下
の数式１０または数式１１で決定することができる。
【０１６５】
　［数式１０］
　ＩACK/NACK　＝　ＮCCE・ＩCodeword　＋　ＩCCE、
　　ＩCodeword＝０，１，２，…，ＮCodeword－１、　ＩCCE＝０，１，２，…，ＮCCE－
１
【０１６６】
　［数式１１］
　ＩACK/NACK　＝　ＩCodeword　＋　ＮCodeword・ＩCCE、
　　ＩCodeword＝０，１，２，…，ＮCodeword－１、　ＩCCE＝０，１，２，…，ＮCCE－
１
【０１６７】
　数式１０及び数式１１に対する説明は、数式６～数式８に対する説明と同様であるので
省略する。
【０１６８】
　本発明の更に他の実施例として、上述した追加情報は、前記送信データに割り当てられ
る仮想単位資源及び前記送信データに対する制御情報に割り当てられる仮想単位資源のう
ち少なくとも一つによって変更されうる。
【０１６９】
　例えば、追加情報の一例であるＩoffset値をデータが送信されたＶＲＢのＶＲＢインデ
ックスによって異なるように解析し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスを得ることができる
。これを、以下の数式１２のように表すことができる。
【０１７０】
　［数式１２］
　ＩACK/NACK　＝　Ｏ（Ｉoffset）　＋　ＩVRB、　ＩVRB＝０，１，２，…，ＮVRB－１
【０１７１】
　数式１２において、関数Ｏ（）は、Ｉoffset値をデータが送信されたＶＲＢのＶＲＢイ
ンデックスによって異なるように解析するための関数とみなすことができ、関数Ｏ（）は
、基地局と端末との間で予め定めることができる。
【０１７２】
　例えば、各コードワードによって送信されたデータが占めている全てのＶＲＢに関する
ＶＲＢインデックスの配列のうち最も小さいＶＲＢインデックスを配列の各ＶＲＢインデ
ックスから減算し、この減算したＶＲＢインデックスの配列に含まれる各ＶＲＢインデッ
クスをＶＲＢ差分インデックスという。また、Ｉoffset値としてコードワードインデック
スを使用すると仮定する。このとき、関数Ｏ（）の入力は、このＶＲＢ差分インデックス
の配列で何番目の値であるかを指示し、関数Ｏ（）の出力は、ＶＲＢ差分インデックスの
配列内の値のうち入力値が指示する値になりうる。ここで、ＩVRBは、上述した各実施例
の場合と同様に、各コードワードが送信された各ＶＲＢのＶＲＢインデックスのうち最も
小さいＶＲＢインデックスを表す。
【０１７３】
　このときにＭＩＭＯ方式によって多重化される各コードワードが送信されるＶＲＢの個
数が、ＭＩＭＯによる多重化に適用されるランク値以上になるように常に制限しておくと
、ＭＩＭＯ送信によって複数のコードワードが同一の周波数－時間領域を通して送信され
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るとしても、これに必要なＡＣＫ／ＮＡＣＫ資源の量は、ＭＩＭＯ方式が適用されない場
合と比較して増加しなくなる。
【０１７４】
　ここで、Ｉoffset値が、上述したコードワードインデックスを用いる方法だけでなく、
数式３～数式５を参照して説明したパイロット信号を用いる方法を含む多様な方法で決定
されうることは当然である。
【０１７５】
　図１６及び図１７を参照して、ＶＲＢインデックスによってオフセットインデックス値
を変更する実施例を説明する。
【０１７６】
　図１６は、本発明の更に他の実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法の一
例を説明するための図である。
【０１７７】
　図１６では、互いに異なる端末に１個のコードワードが送信され、各コードワードはＶ
ＲＢインデックス２、４、５、７によって送信され、オフセットインデックスはコードワ
ードインデックスと同一であると仮定する実施例を示す。このとき、全ての端末でのＩVR

B値は２になる。
【０１７８】
　関数Ｏ（）が、上述したようにＶＲＢ差分インデックスに対応する値を出力する関数で
あると仮定する。まず、ＶＲＢインデックス２、４、５、７から最も小さいＶＲＢインデ
ックス（２）を引いて、ＶＲＢ差分インデックスを算出する。その結果、ＶＲＢ差分イン
デックスはそれぞれ０、２、３、５になる。したがって、オフセットインデックス値が０
であると、Ｏ（Ｉoffset）値は０になり、オフセットインデックス値が１であると、Ｏ（
Ｉoffset）値は２になり、オフセットインデックス値が２であると、Ｏ（Ｉoffset）値は
３になり、オフセットインデックス値が３であると、Ｏ（Ｉoffset）値は５になる。
【０１７９】
　したがって、数式１２を参照すれば、端末１のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは７（＝
５＋２）になり、端末２のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは５（＝３＋２）になり、端末
３のＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは４（＝２＋２）になり、端末４のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
インデックスは２（＝０＋２）になる。
【０１８０】
　図１７は、本発明の更に他の実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックス決定方法の一
例を説明するための図である。
【０１８１】
　図１７では、互いに異なる端末に２個のコードワードが送信され、端末１にはデータが
ＶＲＢインデックス２、５、７によって送信され、端末２にはデータがＶＲＢインデック
ス３及び８によって送信される。また、オフセットインデックスは、コードワードインデ
ックスと同一であると仮定する。このとき、端末１のＩVRB値は２になり、端末２のＩVRB

値は３になる。
【０１８２】
　関数Ｏ（）が、上述したようにＶＲＢ差分インデックスに対応する値を出力する関数で
あると仮定する。まず、端末１のＶＲＢインデックス２、５、７から最も小さいＶＲＢイ
ンデックス（２）を引いて、ＶＲＢ差分インデックスを算出する。その結果、端末１のＶ
ＲＢ差分インデックスはそれぞれ０、３、５になる。そして、これと同様に、端末２のＶ
ＲＢインデックス３、８から最も小さいＶＲＢインデックス（３）を引いて、ＶＲＢ差分
インデックスを算出する。その結果、端末２のＶＲＢ差分インデックスはそれぞれ０、５
になる。
【０１８３】
　したがって、数式１２を参照すれば、端末１の場合、コードワードインデックス０に対
するデータに該当するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは２（＝０＋２）になり、コードワ
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＋２）になる。端末２の場合、コードワードインデックス０に対するデータに該当するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは３（＝０＋３）になり、コードワードインデックス１に対
するデータに該当するＡＣＫ／ＮＡＣＫインデックスは８（＝５＋３）になる。
【０１８４】
　本発明の各実施例は、基地局と端末との間のデータ送受信関係を中心に説明してきた。
ここで、基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノードとしての意味を
有する。本発明で基地局によって行われると説明された特定の動作は、場合によっては基
地局の上位ノードによって行われることもある。すなわち、基地局を含む多数のネットワ
ークノードからなるネットワークで端末との通信のために行われる多様な動作が、基地局
または基地局以外の他のネットワークノードによって行われることは自明である。‘基地
局'は、固定局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイントなどの用
語に置き換えてもよい。また、‘端末'は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユー
ザ装置）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：移動局）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：移動加入者局）などの用語に置き換えてもよい。
【０１８５】
　本発明は、本発明の技術的思想及び必須的特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態に
具体化されうることが当業者にとって自明である。したがって、上記の詳細な説明は、全
ての面で制限的に解析されてはならなく、例示的なものとして考慮されるべきである。本
発明の範囲は、添付した特許請求の範囲の合理的解析によって決定されるべきであり、本
発明の等価的範囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
　本発明は、移動通信システム、セルラ移動通信システム及びセルラ多重搬送波システム
などに適用される。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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