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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを基地局に送信するユーザ装置であっ
て、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成する受信判定部と、
　前記受信判定部において受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリング
で送信されたデータでなければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に
対応したインデックスの無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確認情報
が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、前記受信判定部において受信判定を行っ
たデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レイヤの
シグナリングにより特定された無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確
認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当てる制御情報多重部と、
　を有するユーザ装置。
【請求項２】
　チャネル品質情報を生成する制御情報生成部をさらに有し、
　前記制御情報多重部は、前記制御情報生成部において生成したチャネル品質情報を上り
リンク制御チャネルに含める場合、システム帯域の外側部分のリソースブロックに上りリ
ンク制御チャネルを配置させ、前記受信判定部において生成した送達確認情報を上りリン
ク制御チャネルに含める場合、システム帯域の外側部分のリソースブロックのうち、チャ
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ネル品質情報が含まれた上りリンク制御チャネルを配置させるべきリソースブロックとは
異なったリソースブロックに上りリンク制御チャネルを配置させる請求項１に記載のユー
ザ装置。
【請求項３】
　前記制御情報多重部は、前記受信判定部において生成した送達確認情報に対して、サイ
クリック・シフトさせたＣＡＺＡＣ系列と、ブロック拡散とを使用することによって、上
りリンク制御チャネルを生成することを特徴とする請求項１または２に記載のユーザ装置
。
【請求項４】
　前記制御情報多重部は、前記制御情報生成部において生成したチャネル品質情報に対し
て、サイクリック・シフトさせたＣＡＺＡＣ系列を使用することによって、上りリンク制
御チャネルを生成することを特徴とする請求項２に記載のユーザ装置。
【請求項５】
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを基地局に送信するユーザ装置におい
て使用される送信方法であって、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成するステップと、
　受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータでな
ければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に対応したインデックスの
無線リソースに、送達確認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、受信判定
を行ったデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レ
イヤのシグナリングにより特定された無線リソースに、送達確認情報が含まれた上りリン
ク制御チャネルを割り当てるステップと、
　を有する送信方法。
【請求項６】
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを送信するユーザ装置と、
　前記ユーザ装置からの上りリンク制御チャネルを受信する基地局とを備え、
　前記ユーザ装置は、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成する受信判定部と、
　前記受信判定部において受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリング
で送信されたデータでなければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に
対応したインデックスの無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確認情報
が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、前記受信判定部において受信判定を行っ
たデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レイヤの
シグナリングにより特定された無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確
認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当てる制御情報多重部と、
　を有する通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ装置、基地局及び上りリンク制御チャネル構成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）やＨＳＤＰＡ（High Speed
 Downlink Packet Access）の後継となる通信方式、すなわち、ＬＴＥ（Long Term Evolu
tion）が標準化団体３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）により検討されて
いる。この中で、上りリンクについては、シングルキャリア方式（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Sing
le-Carrier Frequency Division Multiple Access）が検討されている（例えば、非特許
文献１参照）。
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【０００３】
　ＬＴＥにおける上りリンク通信チャネルの構成例を図１に示す。図１に示すように、シ
ステム帯域は複数の周波数ブロックに分割される。周波数ブロックは、リソースブロック
とも呼ばれ、帯域を割り当てるときの最小単位である。また、時間領域は、サブフレーム
と呼ばれる送信単位に分割されている。サブフレームは、更に２つのスロットに分割され
る。
【０００４】
　この上りリンク通信チャネルには、上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical U
plink Shared Channel）と上りリンク制御チャネルＡ及びＢ（ＰＵＣＣＨ：Physical Upl
ink Control Channel）とが用いられる。上りリンク共有チャネルでは、ユーザデータが
伝送される。上りリンク制御チャネルＡ及びＢでは、適応変復調・符号化（ＡＭＣ：Adap
tive Modulation and Coding）に用いるためのチャネル品質情報（ＣＱＩ：Channel Qual
ity Indicator）、下りリンク共有チャネルに対する送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）
、又はユーザ装置でユーザデータが発生したときに基地局にスケジューリングを要求する
ためのスケジューリング要求情報のような制御情報が伝送される。なお、上りリンク制御
チャネルは、１サブフレーム内の２つのスロット間でマッピングされる位置が異なる（周
波数ホッピングが行われる）（例えば、非特許文献２参照）。
【非特許文献１】3GPP TR25.814(V7.0.0),"Physical Layer Aspects for Evolved UTRA",
 June 2006
【非特許文献２】R1-070100, CDMA-Based Multiplexing Method for Multiple ACK/NACK 
and CQI in E-UTRA Uplink, January 2007
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように、上りリンク制御チャネルには、チャネル品質情報（ＣＱＩ）、送達確認
情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、スケジューリング要求情報が多重される。上りリンク制御チ
ャネルで送信する制御情報は、トラヒック量の増大と共に大きくなり、１つの周波数ブロ
ックでは送ることができなくなる可能性がある。このときに、上りリンク制御チャネルと
上りリンク共有チャネルとをシステム帯域に効率的に割り当てなければ、無線リソースに
無駄が生じる。
【０００６】
　また、チャネル品質情報（ＣＱＩ）、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、スケジュー
リング要求情報を上りリンク共有チャネルに効率的に多重しなければ、上りリンク共有チ
ャネルに確保された無線リソースが効率的に使用できなくなるばかりでなく、上りリンク
共有チャネルの処理が複雑になる。
【０００７】
　本発明は、上記の課題のうち少なくとも１つを解決するためになされたものであり、上
りリンク制御チャネルに制御情報を効率的に多重し、無線リソースを効率的に使用するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のユーザ装置は、
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを基地局に送信するユーザ装置であっ
て、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成する受信判定部と、
　前記受信判定部において受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリング
で送信されたデータでなければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に
対応したインデックスの無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確認情報
が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、前記受信判定部において受信判定を行っ
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たデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レイヤの
シグナリングにより特定された無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確
認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当てる制御情報多重部と、
　を有することを特徴の１つとする。
【０００９】
　本発明の送信方法は、
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを基地局に送信するユーザ装置におい
て使用される送信方法であって、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成するステップと、
　受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータでな
ければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に対応したインデックスの
無線リソースに、送達確認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、受信判定
を行ったデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レ
イヤのシグナリングにより特定された無線リソースに、送達確認情報が含まれた上りリン
ク制御チャネルを割り当てるステップと、
　を有することを特徴の１つとする。
【００１０】
　本発明の通信システムは、
　シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルを送信するユーザ装置と、
　前記ユーザ装置からの上りリンク制御チャネルを受信する基地局とを備え、
　前記ユーザ装置は、
　前記基地局から送信されたデータに対する受信判定を行い、この受信判定結果を送達確
認情報として生成する受信判定部と、
　前記受信判定部において受信判定を行ったデータがパーシステント・スケジューリング
で送信されたデータでなければ、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に
対応したインデックスの無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確認情報
が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当て、前記受信判定部において受信判定を行っ
たデータがパーシステント・スケジューリングで送信されたデータであれば、高レイヤの
シグナリングにより特定された無線リソースに、前記受信判定部において生成した送達確
認情報が含まれた上りリンク制御チャネルを割り当てる制御情報多重部と、
　を有することを特徴の１つとする。

【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施例によれば、上りリンク制御チャネルに制御情報を効率的に多重し、無線
リソースを効率的に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施例について、図面を参照して以下に説明する。
【００１３】
　＜上りリンク通信チャネルの構成例＞
　図２及び図３を参照して、上りリンク通信チャネルの構成について説明する。図２は、
本発明の実施例に係る上りリンク制御チャネルへの制御情報の多重法を示す概念図であり
、図３は、上りリンク通信チャネルの構成例である。
【００１４】
　上りリンク制御チャネルに多重される制御情報には、チャネル品質情報（ＣＱＩ）、送
達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、スケジューリング要求情報及びパーシステント・スケ
ジューリングで送信されたデータに対する送達確認情報が含まれる。なお、ＭＩＭＯ（Mu
ltiple Input Multiple Output）伝送を行うときのアンテナ本数（ランク）や重み付け（
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プリコーディングベクトル）等の品質情報も広義のチャネル品質情報に含まれる。これら
の制御情報は、高レイヤのシグナリングを使用してユーザ個別に無線リソースを付与する
必要のある制御情報と、ユーザ共有の無線リソースを使用することができる制御情報とに
分類される。
【００１５】
　基地局でスケジューリングされてユーザ装置に送信された下りデータに対する送達確認
情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、下りリンク制御チャネルの無線リソース番号と一対一に対
応したインデックスを有するため、ユーザ共有の無線リソースを使用することができる。
すなわち、下りデータの無線リソースが決まった時点で、この送達確認情報（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）の無線リソースも一意に決まる。従って、基地局は、ユーザ個別に無線リソース
を確保する必要なく、ユーザ共有で使用する所定量の無線リソースを予め決めておけばよ
い。ユーザ共有で使用される無線リソースで送達確認情報を受信すると、基地局は、何の
下りデータに対する送達確認情報であるかを一意に導くことができる。
【００１６】
　一方、チャネル品質情報（ＣＱＩ）及びスケジューリング要求情報は、下りリンク制御
チャネルとの対応関係がないため、基地局は高レイヤのシグナリング等を用いて、ユーザ
個別に無線リソースを付与し、この無線リソースの位置を高レイヤのシグナリング等でユ
ーザ装置に通知する必要がある。また、ユーザ装置に対するデータ送受信のために定期的
な無線リソースを付与するパーシステント・スケジューリングを用いる場合にも、パーシ
ステント・スケジューリングで送信されたデータに対する送達確認情報は、下りリンク制
御チャネルとの対応関係がないため、基地局はユーザ個別に無線リソースを付与し、この
無線リソースの位置を高レイヤのシグナリング等でユーザ装置に通知する必要がある。
【００１７】
　上りリンク制御チャネルの無線リソースを効率的に使用するため、これらの制御情報を
上りリンク制御チャネルに多重するときに、図２に示すように、ユーザ共有で使用される
無線リソースをシステム帯域の端から割り当てる。送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は
下りデータ量によって決まるため、下りデータで送信可能な情報量に基づいて予め固定的
に割り当ててもよい。次に、他の制御チャネル（チャネル品質情報、スケジューリング要
求情報及びパーシステント・スケジューリングで送信されたデータに対する送達確認情報
）の無線リソースを送達確認情報用の無線リソースに隣接して割り当てる。このように割
り当てることで、上りリンク制御チャネルの無線リソースが効率的に使用可能になると共
に、基地局において上りリンク制御情報の処理が容易になる。
【００１８】
　更に、上りリンク制御チャネルの無線リソース量に上限を設けてもよい。例えば、上り
リンク制御チャネルの無線リソースの使用量が上限を超えないように、基地局は下りデー
タのスケジューリングを行う。このように上りリンク制御チャネルの無線リソース量に上
限を設けることで、ユーザ装置に割り当てる制御ビット数を小さくすることができる。
【００１９】
　次に、上記のように制御情報が多重された上りリンク制御チャネルを上りリンク通信チ
ャネルに割り当てる方法について、図３を参照して説明する。
【００２０】
　データ量の増大に伴う送達確認情報の増大、周波数ブロック毎の詳細なチャネル品質情
報の報告、及びユーザ装置からのデータ送信量の増大に伴うスケジューリング要求の増大
により、制御情報のトラヒック量が増大する。この場合に、システム帯域の両端に位置す
る周波数ブロックＡ及びＢだけでは、全ての制御情報を送信できなくなる可能性がある。
この場合に、周波数ブロックＡ及びＢに隣接する次の周波数ブロックＣ及びＤを上りリン
ク制御チャネルに割り当てる。このように、システム帯域の端から順に上りリンク制御チ
ャネルに割り当てることで、中央部分の連続した周波数ブロックを上りリンク共有チャネ
ルに割り当てることができる。１つのユーザデータを連続した周波数ブロックに割り当て
ることで、オーバーヘッドを小さくすることができるため、上りリンク制御チャネルをシ
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ステム帯域の端から割り当てることにより、無線リソースが効率的に使用可能になる。
【００２１】
　なお、上りリンク制御チャネルの無線リソース量に上限を設けることは、上りリンク制
御チャネルに使用される周波数ブロック数に上限を設けることに相当する。
【００２２】
　図２及び図３のように上りリンク制御チャネルを構成することにより、上りリンク制御
チャネルに制御情報を効率的に多重し、無線リソースを効率的に使用することが可能にな
る。
【００２３】
　上りリンク制御チャネルへの制御情報の具体的な多重法について、図４及び図５を参照
して説明する。
【００２４】
　上記のように、基地局でスケジューリングされてユーザ装置に送信された下りデータに
対する送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、下りリンク制御チャネルの無線リソース番
号と一対一に対応したインデックスを有する。図４に示すようにインデックス＃１～＃９
に対応する送達確認情報を多重するときに、ユーザ装置は、符号領域で送達確認情報を多
重することができる。具体的には、送達確認情報をＣＡＺＡＣ系列で表すと仮定すると、
ＣＡＺＡＣ系列をブロック拡散することにより、１つのＣＡＺＡＣ系列を用いて所定数の
符号を直交化することができる。例えば１２０°の位相回転を与える場合には、１つのＣ
ＡＺＡＣ系列で３種類の符号を直交化することができる。また、ＣＡＺＡＣ系列をサイク
リック・シフト（巡回シフト）することにより、１つのＣＡＺＡＣ系列を用いて更に所定
数（例えば６種類）の符号を直交化することができる。このように、ＣＡＺＡＣ系列を用
いることで、１つの周波数ブロックに複数の送達確認情報を多重することができる。
【００２５】
　図２を参照して説明したように、送達確認情報を上りリンク制御チャネルに割り当てた
後に、ユーザ個別に無線リソースを付与する必要のある制御情報を、上りリンク制御チャ
ネルの残りの無線リソースに割り当てる。このときも、図５に示すように、ユーザ個別に
無線リソースを付与する必要のある制御情報を符号領域で多重する。符号領域で１つの周
波数ブロックに多重可能な無線リソースを使い終えたときに、次の周波数ブロックを使用
する。ＣＱＩ情報、スケジューリング要求情報、パーシステント・スケジューリングで送
信されたデータに対する送達確認情報は、高レイヤのシグナリングにより無線リソースの
位置が特定されるため、どのような順序で多重されてもよい。
【００２６】
　なお、基地局でスケジューリングされた下りデータが存在しないときには、これに対応
する送達確認情報も存在しない。すなわち、この送達確認情報の無線リソースに空きが生
じる。この場合には、空きの無線リソースに他の制御情報（ユーザ個別に無線リソースを
付与する必要のある制御情報）を割り当ててもよい。
【００２７】
　＜ユーザ装置の構成＞
　次に、図６を参照して、本発明の実施例に係るユーザ装置１０の構成について説明する
。
【００２８】
　ユーザ装置１０は、制御情報生成部１０１と、制御情報多重部１０３と、下りデータ受
信部１０５とを有する。
【００２９】
　制御情報生成部１０１は、ユーザ個別に割り当てられた無線リソースで送信する制御情
報を生成する。例えば、制御情報生成部１０１は、チャネル品質情報（ＭＩＭＯ伝送を行
うときの品質情報も含む）、スケジューリング要求情報、パーシステント・スケジューリ
ングで送信されたデータに対する送達確認情報を生成する。
【００３０】
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　下りデータ受信部１０５は、基地局からスケジューリングにより送信されたデータを受
信する。このデータが正しく受信されている場合には、肯定応答（ＡＣＫ）を生成し、デ
ータに誤りがある場合には、否定応答（ＮＡＣＫ）を生成する。
【００３１】
　制御情報多重部１０３は、下りデータ受信部１０５で生成された送達確認情報（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）をシステム帯域の端に位置する無線リソースに割り当てる。この送達確認情
報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、システム帯域の端に位置する無線リソースのうち、下りデー
タの無線リソース番号に対応した位置に割り当てられる。次に、ユーザ個別に割り当てら
れた無線リソースで送信される制御情報を隣接する無線リソースに割り当てる。この制御
情報は、送達確認情報に割り当てられた無線リソースに隣接する無線リソースのうち、基
地局から高レイヤのシグナリングで指定された位置に割り当てられる。このように、制御
情報多重部１０３は、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）と他の制御情報とを上りリンク
制御チャネルに多重する。なお、上りリンク制御チャネルの情報量が１つの周波数ブロッ
クで送信可能な情報量を超えるときには、システム帯域の端から順に周波数ブロックが使
用される。上りリンク制御チャネルに多重された制御情報は、基地局に送信される。
【００３２】
　なお、図６では、本発明の実施例を説明するために個別の構成要素を用いてユーザ装置
を表しているが、これらの構成要素を組み合わせたものが、１つのハードウェア又はソフ
トウェアで実現されてもよい。また、これらの構成要素のうち１つが、複数のハードウェ
ア又はソフトウェアで実現されてもよい。
【００３３】
　＜基地局の構成＞
　次に、図７を参照して、本発明の実施例に係る基地局２０の構成について説明する。
【００３４】
　基地局２０は、制御チャネル割り当て部２０１と、制御情報分離部２０３と、制御情報
受信部２０５と、ユーザ個別制御チャネル情報生成部２０７と、ユーザ共通制御チャネル
生成部２０９と、制御チャネル情報多重部２１１とを有する。
【００３５】
　制御チャネル割り当て部２０１は、上りリンク制御チャネルに割り当てる制御情報の無
線リソースを決定する。基地局でスケジューリングした下りデータに対して移動局から送
達確認情報を受信するときの無線リソースは、上りリンク制御チャネルの端に割り当てら
れる。この送達確認情報のための無線リソースは、予め決められた所定量に設定されても
よい。また、チャネル品質情報、スケジューリング要求情報、パーシステント・スケジュ
ーリングで送信したデータに対する送達確認情報については、上記の送達確認情報のため
の無線リソースに隣接する無線リソースを割り当てる。この無線リソースのうち、どの位
置に実際に制御情報を割り当てたかという割り当て情報は、以下に説明するユーザ個別制
御チャネル情報生成部２０７及び制御チャネル情報多重部２１１を介して、高レイヤのシ
グナリングによってユーザ装置に通知される。
【００３６】
　制御情報分離部２０３は、制御チャネル割り当て部２０１での割り当て情報に基づいて
、制御情報を分離する。スケジューリングによりユーザ装置に送信した下りデータに対す
る送達確認情報は、システム帯域の端に位置する無線リソースの中から、下りリンク制御
チャネルの無線リソース番号から特定される。また、他の制御情報は、高レイヤのシグナ
リングによってユーザ装置に通知した位置から特定される。これらの制御情報は、制御情
報受信部２０５でユーザ毎に処理される。例えば、送達確認情報は、データの再送に使用
され、チャネル品質情報又はスケジューリング要求情報は、スケジューリングに利用され
る。
【００３７】
　ユーザ個別制御チャネル情報生成部２０７は、制御チャネル割り当て部２０１でユーザ
個別に割り当てた無線リソースの割り当て情報を、高レイヤのシグナリングによってユー
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ザ装置に通知するための制御チャネル情報を生成する。
【００３８】
　ユーザ共通制御チャネル情報生成部２０９は、スケジューリングした下りデータに対し
て移動局から送達確認情報を受信するときに使用される無線リソースを、ユーザ装置に通
知するための制御チャネル情報を生成する。なお、この無線リソースは、ユーザに共通で
使用される。
【００３９】
　制御チャネル情報多重部２１１は、ユーザ個別制御チャネル情報生成部２０７で生成さ
れた制御チャネル情報とユーザ共通制御チャネル情報生成部２０９で生成された制御チャ
ネル情報とを多重する。これらの制御チャネル情報は、上りリンク制御チャネル割り当て
情報として各ユーザ装置に送信される。
【００４０】
　なお、図７では、本発明の実施例を説明するために個別の構成要素を用いて基地局を表
しているが、これらの構成要素を組み合わせたものが、１つのハードウェア又はソフトウ
ェアで実現されてもよい。例えば、制御情報受信部２０５又はユーザ個別制御チャネル情
報生成部２０７は、１つのハードウェアで実現されてもよい。また、これらの構成要素の
うち１つが、複数のハードウェア又はソフトウェアで実現されてもよい。
【００４１】
　＜上りリンク制御情報の送信方法＞
　次に、図８を参照して、本発明の実施例に係る上りリンク制御情報の送信方法について
説明する。
【００４２】
　まず、基地局（ＮｏｄｅＢ）は、上りリンク制御チャネルの無線リソースの割り当てを
決定する（ステップＳ１０１）。具体的には、システムの端に位置する無線リソースを送
達確認情報のために確保し、この無線リソースに隣接する無線リソースを他の制御情報（
ＣＱＩ等）のために確保する。ここで、ユーザ装置が上りリンク制御チャネルでどの無線
リソースを使用するかについての情報が生成され、上りリンク制御チャネル割り当て情報
としてユーザ装置（ＵＥ）に送信される（ステップＳ１０３）。
【００４３】
　基地局で下りデータが発生したときに（ステップＳ１０５）、基地局は下りデータをス
ケジューリングし（ステップＳ１０７）、下りデータの無線リソースの位置を下りリンク
制御チャネルで送信すると共に、下りデータを送信する（ステップＳ１０９）。
【００４４】
　ユーザ装置は、下りデータが正しく受信されているか否かを判定する（ステップＳ１１
１）。この判定結果（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、上りリンク制御チャネル割り当て情報で指
定されたシステム帯域の端に多重される。また、他の制御情報（ＣＱＩ等）は、上りリン
ク制御チャネル割り当て情報で指定された位置に多重される（ステップＳ１１３）。ユー
ザ装置は、送達確認情報及び他の制御情報（ＣＱＩ等）を上りリンク制御チャネルで基地
局に送信する（ステップＳ１１５）。
【００４５】
　基地局は、各ユーザ装置から受信した上りリンク制御チャネルから、それぞれの制御情
報を分離し、制御情報に応じて、再送又はスケジューリングを行う（Ｓ１１７）。
【００４６】
　このように、本発明の実施例によれば、上りリンク制御チャネルに制御情報を効率的に
多重し、無線リソースを効率的に使用することができる。なお、上記では本発明の好適な
実施例について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の
範囲内において種々の変更及び応用が可能である。例えば、本発明はＬＴＥに従った移動
通信システムに限定されることなく、シングルキャリア方式で上りリンク制御チャネルが
伝送される如何なる移動通信システムにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００４７】
【図１】ＬＴＥにおける上りリンク通信チャネルの構成例
【図２】本発明の実施例に係る上りリンク制御チャネルへの制御情報の多重法を示す概念
図
【図３】本発明の実施例に係る上りリンク通信チャネルの構成例
【図４】送達確認情報の符号領域における多重法を示す図
【図５】本発明の実施例に係る上りリンク制御チャネルへの制御情報の多重法を詳細に示
す図
【図６】本発明の実施例に係るユーザ装置の構成図
【図７】本発明の実施例に係る基地局の構成図
【図８】本発明の実施例に係る上りリンク制御情報の送信方法を示すフローチャート
【符号の説明】
【００４８】
　１０　ユーザ装置
　１０１　制御情報生成部
　１０３　制御情報多重部
　１０５　下りデータ受信部
　２０　基地局
　２０１　制御チャネル割り当て部
　２０３　制御情報分離部
　２０５　制御情報受信部
　２０７　ユーザ個別制御チャネル情報生成部
　２０９　ユーザ共通制御チャネル情報生成部
　２１１　制御チャネル情報多重部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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