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(57)【要約】
【課題】高速ダウンリンクパケットアクセス及び高速ア
ップリンクパケットアクセスをサポートする制御情報を
提供する方法及びシステムを提供する。
【解決手段】無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によ
って実行される方法は、アップリンクデータチャネルを
介してアップリンク制御情報およびアップリンクデータ
の組み合わせを送信するステップであって、前記アップ
リンク制御情報は、物理レイヤ制御情報を備える、ステ
ップと、前記アップリンクデータチャネルがアップリン
クデータを送信することに使用可能ではないという条件
で、アップリンク制御チャネルを介して前記アップリン
ク制御情報を送信するステップを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、
　前記方法は、
　アップリンクデータチャネルを介してアップリンク制御情報およびアップリンクデータ
の組み合わせを送信するステップであって、前記アップリンク制御情報は、物理レイヤ制
御情報を備える、ステップと、
　前記アップリンクデータチャネルがアップリンクデータを送信することに使用可能では
ないという条件で、アップリンク制御チャネルを介して前記アップリンク制御情報を送信
するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせを送信するステップは、
前記アップリンクデータチャネルについてのアップリンクリソース割り当てを利用するス
テップを備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ダウンリンク制御チャネルを介して、前記アップリンクデータチャネルについてのアッ
プリンクリソース割り当てを受信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　アップリンク制御チャネルを介してスケジューリング要求を送信するステップをさらに
備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンク制御情報は、複数の異なるタイプの制御情報を備えることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記物理レイヤ制御情報は、フィードバック情報を備えることを特徴とする請求項１乃
至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記物理レイヤ制御情報は、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を備えることを特徴
とする請求項１乃至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記物理レイヤ制御情報は、肯定応答および否定応答のいずれかを備えることを特徴と
する請求項１乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせは、前記アップリン
クデータチャネル上で送信するための前記アップリンクデータとともにピギーバックされ
る前記アップリンク制御情報を備えることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載
の方法。
【請求項１０】
　前記アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせは、前記アップリン
クデータと多重化される前記アップリンク制御情報を備えることを特徴とする請求項１乃
至８のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　送信機、受信機およびプロセッサを備える無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であっ
て、前記プロセッサは、
　アップリンクデータチャネルを介してアップリンク制御情報およびアップリンクデータ
の組み合わせを送信し、前記アップリンク制御情報は、物理レイヤ制御情報を備え、
　前記アップリンクデータチャネルがアップリンクデータを送信することに使用可能では
ないという条件で、アップリンク制御チャネルを介して前記アップリンク制御情報を送信
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する
　ように構成される
　ことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記送信機は、アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせを送信す
るために前記アップリンクデータチャネルについてのアップリンクリソース割り当てを利
用するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　前記受信機は、ダウンリンク制御チャネルを介して、前記アップリンクデータチャネル
についてのアップリンクリソース割り当てを受信するように構成されることを特徴とする
請求項１１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　前記送信機は、アップリンク制御チャネルを介してスケジューリング要求を送信するよ
うに構成されることを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記アップリンク制御情報は、複数の異なるタイプの制御情報を備えることを特徴とす
る請求項１１乃至１４のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記物理レイヤ制御情報は、フィードバック情報を備えることを特徴とする請求項１１
乃至１５のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記物理レイヤ制御情報は、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を備えることを特徴
とする請求項１１乃至１６のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記物理レイヤ制御情報は、肯定応答および否定応答のいずれかを備えることを特徴と
する請求項１１乃至１７のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
　前記アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせは、前記アップリン
クデータチャネル上で送信するための前記アップリンクデータとともにピギーバックされ
る前記アップリンク制御情報を備えることを特徴とする請求項１１乃至１８のいずれかに
記載のＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　前記アップリンク制御情報およびアップリンクデータの組み合わせは、前記アップリン
クデータと多重化される前記アップリンク制御情報を備えることを特徴とする請求項１１
乃至１８のいずれかに記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、高速ダウンリンク及
び高速アップリンクをサポートする制御情報を提供する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のリリース５と６はそれぞれ、ダ
ウンリンク及びアップリンクでの高速伝送のために、ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡを規定し
ている。ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡの動作のために、ノードＢが、複数のユーザ装置（Ｕ
Ｅ）に無線リソースを配分し、ＵＥにいくつかの物理チャネルを用意する。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡには、２つのダウンリンク物理チャネルと１つのアップリンク物理チャネル
がある。ダウンリンク物理チャネルには、ＨＳ－ＳＣＣＨ（High Speed Shared Control 
Channel）とＨＳ－ＰＤＳＣＨ（High Speed Physical Downlink Shared Channel）が含ま
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れる。アップリンク物理チャネルには、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（High Speed Dedicated Physi
cal Control Channel）が含まれる。
【０００４】
　ＨＳ－ＳＣＣＨは、ダウンリンクＨＳＤＰＡ制御情報を伝達する。ダウンリンクＨＳＤ
ＰＡ制御情報は、チャネル化コードセット、変調スキーム、トランスポートブロックサイ
ズ、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）プロセス情報、冗長度及びコンステレーシ
ョンバージョン、新データ表示、並びにＵＥアイデンティティ（ＩＤ）を含む。ＵＥは、
無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングによって、セルの最大４つのＨＳ－ＳＣＣＨに
割り当てられる。ＵＥは、ＨＳＤＰＡ用の制御情報を受信する前に、配分されたＨＳ－Ｓ
ＣＣＨのすべてをモニタする必要がある。
【０００５】
　ＨＳ－ＰＤＳＣＨは、ダウンリンクＨＳＤＰＡデータパケットを運ぶ。ＨＳ－ＰＤＳＣ
Ｈの処理（例えば、周期的冗長検査（ＣＲＣ）及びＨ－ＡＲＱ処理）に基づき、ＵＥは、
ＨＳ－ＤＰＣＣＨを介してノードＢに肯定応答（ＡＣＫ）信号または否定応答（ＮＡＣＫ
）信号を送信する。ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、チャネル品質表示（ＣＱＩ）も伝達する。
【０００６】
　ＨＳＵＰＡには、３つのダウンリンク物理チャネルと２つのアップリンク物理チャネル
がある。ダウンリンク物理チャネルは、Ｅ－ＡＧＣＨ（E-DCH（Enhanced Dedicated Chan
nel） Absolute Grant Channel）と、Ｅ－ＲＧＣＨ（E-DCH Relative Grant Channel）と
、Ｅ－ＨＩＣＨ（E-DCH H-ARQ Indicator Channel）を含む。アップリンク物理チャネル
は、Ｅ－ＤＰＤＣＨ（E-DCH Dedicated Physical Data Channel）と、Ｅ－ＤＰＣＣＨ（E
-DCH Dedicated Physical Control Channel）を含む。
【０００７】
　Ｅ－ＡＧＣＨは、アップリンクＥ－ＤＣＨ絶対伝送速度（すなわち、Ｅ－ＤＰＤＣＨと
ＤＰＣＣＨ（Dedicated Physical Control Channel）との最大電力比）を伝達する。Ｅ－
ＡＧＣＨのチャネル化コードは、各ＵＥに別々に伝えられる。Ｅ－ＲＧＣＨは、アップリ
ンクＥ－ＤＣＨ相対伝送速度を伝達する。Ｅ－ＨＩＣＨは、Ｅ－ＤＣＨ　Ｈ－ＡＲＱ確認
応答表示（すなわち、ＡＣＫまたはＮＡＣＫ）を伝達する。Ｅ－ＤＰＤＣＨは、アップリ
ンクＨＳＵＰＡデータパケットを運ぶ。Ｅ－ＤＰＣＣＨは、ＴＦＣＩ（Transport Format
 Combination Index）情報、ＲＳＮ（Retransmission Sequence Number）及びハッピービ
ットを伝達する。
【０００８】
　以下の表１と表２はそれぞれ、ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡのダウンリンクで送信される
制御情報を要約し、以下の表３と表４はそれぞれ、ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡのアップリ
ンクで送信される制御情報を要約する。
【０００９】
【表１】

【００１０】
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【表２】

【００１１】

【表３】

【００１２】
【表４】
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【発明の概要】
【００１３】
　本発明は、高速データ伝送をサポートする制御情報を提供する方法及びシステムに関す
る。ノードＢが、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）に、少なくとも１つのダウンリン
ク制御チャネル及び少なくとも１つのアップリンク制御チャネルを割り当てる。ダウンリ
ンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネルは、ダウンリンクデータ伝送とアップリ
ンクデータ伝送の両方に関する制御情報を伝達するために用意される。ＨＳＤＰＡ及びＨ
ＳＵＰＡ用の従来の制御チャネルは、アップリンク及びダウンリンク用の制御チャネルの
縮減セットに複合される。ノードＢとＷＴＲＵは、ダウンリンク制御チャネル及びアップ
リンク制御チャネルの縮減セットによって、制御情報を通信する。ダウンリンク制御チャ
ネル及びアップリンク制御チャネルの縮減セットによって伝送された制御情報に基づき、
ＷＴＲＵは、ダウンリンクデータの受信とアップリンクデータの送信を行い、ノードＢは
、アップリンクデータの受信とダウンリンクデータの送信を行う。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明によって構成されたシステムのブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による制御パケット及びデータパケットの伝送プロセス例の
フロー図である。
【図３】本発明の別の実施形態による制御パケット及びデータパケットの伝送プロセス例
のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本明細書で言及する場合、「ＷＴＲＵ」という用語は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動機（
ＳＴＡ）、固定加入者ユニットもしくは移動加入者ユニット、ページャ、または無線環境
で動作可能な他の任意の種類の機器も含むが、それに限定されない。本明細書で言及する
場合、「ノードＢ」という用語は、基地局、ｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセス
ポイント（ＡＰ）または無線環境にある他の任意の種類のインタフェース機器も含むが、
それに限定されない。
【００１６】
　本発明の機能は、集積回路（ＩＣ）に組み入れられてもよいし、多数の相互接続構成要
素を備える回路で構成されてもよい。
【００１７】
　現在の３ＧＰＰ規格には、ＨＳＤＰＡ及びＨＳＵＰＡの動作をサポートするために、４
つのダウンリンク制御チャネルと２つのアップリンク制御チャネルがある。本発明によれ
ば、従来の２つのアップリンク制御チャネルは、少なくとも１つのアップリンク制御チャ
ネルに複合され（combine）、従来の４つのダウンリンク制御チャネルは、少なくとも１
つのダウンリンク制御チャネルに複合される。高速アップリンク及び高速ダウンリンクの
ために使用されるこれらの制御チャネルに加えて、関連した個別制御チャネルで送られる
情報（例えば、アップリンクＤＰＣＣＨ及びダウンリンクＤＰＣＣＨの送信電力制御（Ｔ
ＰＣ））も複合し得る。
【００１８】
　図１は、本発明によって構成された無線通信システム１００のブロック図である。シス
テム１００は、ノードＢ１０２及びＷＴＲＵ１０４を含む。ノードＢ１０２とＷＴＲＵ１
０４の間に、アップリンク制御チャネル１１２、ダウンリンク制御チャネル１１４、ダウ
ンリンクデータチャネル１１６、及びアップリンクデータチャネル１１８が確立される。
チャネル１１２～１１８は、好ましくはノードＢ１０２または無線ネットワークコントロ
ーラ（ＲＮＣ）によって、ＷＴＲＵ１０４に配分される。チャネル１１２～１１８は、周
波数、時間、電力、アンテナ及びコードの少なくとも１つの組み合わせによって規定され
てもよい。あるアンテナとある電力は、あるユーザへの伝送に使用されてもよく、異なる
アンテナと異なる電力のセットは、別のユーザへの伝送に使用されてもよい。従って、複
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数のチャネルが、異なるアンテナと異なる電力を使用して、同じ周波数と同じコードで同
時に利用可能であってもよい。ノードＢ１０２は、ＷＴＲＵ１０４を、１つ以上のダウン
リンク制御チャネル及び１つ以上のアップリンク制御チャネル、並びに１つ以上のダウン
リンクデータチャネル及び１つ以上のアップリンクデータチャネルで送受信するように構
成してもよい。
【００１９】
　ＷＴＲＵ１０４は、ダウンリンク制御チャネル１１４をリッスンし、ダウンリンクデー
タチャネル、アップリンク制御チャネル及びアップリンクデータチャネルについての制御
情報を得る。一旦ＷＴＲＵ１０４にアップリンク制御チャネル１１２及びダウンリンクデ
ータチャネル１１６が設定されると、ＷＴＲＵ１０４は、割り当てられたダウンリンクデ
ータチャネル１１６、アップリンク制御チャネル１１２及びアップリンクデータチャネル
１１８で、データの受信あるいは制御情報及びデータ情報の送信を行う。
【００２０】
　制御情報には、スケジューリング情報、パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィ
ードバック情報を含んでもよい。パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィードバッ
ク情報は、送信時間間隔（ＴＴＩ）ごとに送信する必要がある。スケジューリング情報は
、ＴＴＩごとに送信してもよいし、必要に応じて送信してもよい。
【００２１】
　パケット解読情報は、変調スキーム、符号化レート及びパケットサイズを含んでもよい
。変調スキーム、符号化レート及びパケットサイズに関する情報は、無線伝送の１つのパ
ラメータに複合してもよい。
【００２２】
　受信プロセス情報には、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、新データ表示、冗長度バージョン、
パケットシーケンス番号及び送信機のステータス情報を含んでもよい。Ｈ－ＡＲＱプロセ
スＩＤは、非同期Ｈ－ＡＲＱだけに必要であり、同期Ｈ－ＡＲＱには必要ない。冗長度バ
ージョンは、新しいデータを示すためにも使用してもよい。パケットシーケンス番号は、
送信機のＨ－ＡＲＱプロセス内のパケットのシーケンス番号を示す。これは、再送及び前
に失敗した伝送をソフトまたはハード合成するのに役立つパラメータである。ステータス
情報は、Ｈ－ＡＲＱ支援ＡＲＱ動作（H-ARQ assisted ARQ operation）で使用してもよく
、そこでは、Ｈ－ＡＲＱと一緒に、進行中の伝送ステータスを表すフィードバック情報を
報告してもよい。
【００２３】
　フィードバック情報には、Ｈ－ＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、制御チャネルのＣＱＩ、デ
ータチャネルのＣＱＩ、パケットシーケンス番号、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、受信機のス
テータス情報、送信ダイバーシティ情報（送信ダイバーシティをサポートする位相情報及
び振幅情報）、及び電力制御情報を含んでもよい。
【００２４】
　スケジューリング情報は、スケジューリング要求またはスケジューリング応答である。
スケジューリング応答は、ノードＢ１０２からＷＴＲＵ１０４へ送信され、スケジューリ
ング要求は、ＷＴＲＵ１０４からノードＢ１０２へ送信される。スケジューリング応答は
、副ダウンリンク制御チャネルへのリソース割り当て（適用可能な場合）、ダウンリンク
データチャネル１１６へのリソース割り当て、アップリンク制御チャネル１１２へのリソ
ース割り当て、アップリンクデータチャネル１１８へのリソース割り当て、及び必要な場
合アップリンクタイミング調整の少なくとも１つを含んでもよい。副ダウンリンク制御チ
ャネルは、ポイントツーポイントサービスに関して１つのＷＴＲＵ１０４への個別制御チ
ャネルであり、ポイントツーマルチポイントサービスの場合は多分いくつかのＷＴＲＵへ
の個別制御チャネルである。ＷＴＲＵ１０４は、副制御チャネルを示すリソース割り当て
に続いて、チャネルをリッスンし復号化する。ＷＴＲＵ１０４は、アップリンクスロット
で正しく送信するためにフレーム配列タイミングを必要とする。ＷＴＲＵ１０４のクロッ
クは時間とともにドリフトし、伝搬遅延は移動によって変化するので、ＷＴＲＵ１０４は
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、ノードＢ１０２からのフィードバックに基づき、そのクロックを調整する必要がある。
この情報は、ノードＢ１０２が指定範囲外の受信を検出するときはいつも送信される。
【００２５】
　従来の３ＧＰＰ規格では、無線リソースは、ＨＳＤＰＡに対してはＴＴＩごとに、ＨＳ
ＵＰＡに対しては無期限に割り当てられる。無線リソースの割り当てに融通性をもたらす
ために、継続期間フィールドを付加し、各リソース割り当てが、物理リソース割り当て情
報及び物理リソース割り当てが有効である期間を示す継続期間を含んでもよい。継続期間
は、ＷＴＲＵ１０４へのあるＴＴＩの継続的な割り当てであってもよいし、リソースの一
定時間の周期的割り当てであってもよい。例えば、継続期間フィールドは、「ｎ」ＴＴＩ
で示されてもよく、ここで「ｎ」は１から無限の値を有してもよい。「１」の値は、リソ
ースが１つのＴＴＩに割り当てられることを示し、「無限」の値はリソースの無限の割り
当てを示す。リソースが無限の期間割り当てられる場合、ＷＴＲＵ１０４は、リソースの
解放について明示的に通知される。
【００２６】
　スケジューリング応答は、ダウンリンク制御チャネル１１４で別々に送信されてもよい
。あるいは、スケジューリング応答は、パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィー
ドバック情報の少なくとも１つを持つ信号パケットに多重されてもよい。あるいは、スケ
ジューリング応答は、データパケットに便乗して（piggyback）ダウンリンクデータチャ
ネル１１６で送信されてもよい。
【００２７】
　あるいは、２つの個別のダウンリンク制御チャネルが、ＷＴＲＵ１０４に割り当てられ
てもよく（すなわち、主（primary）ダウンリンク制御チャネル及び副（secondary）ダウ
ンリンク制御チャネル）、スケジューリング応答は、主ダウンリンク制御チャネルを介し
て送信されてもよく、他の制御情報（すなわち、パケット解読情報、受信プロセス情報、
タイミング調整及びフィードバック情報）は、副ダウンリンク制御チャネルを介して送信
されてもよい。主ダウンリンク制御チャネルを複数のＷＴＲＵで共用し、副ダウンリンク
制御チャネルをポイントツーポイントサービスに関しては１つのＷＴＲＵで専用し、ポイ
ントツーマルチポイントサービスに関してはＷＴＲＵのセットで専用することが好ましい
。主ダウンリンク制御チャネルは、全ＷＴＲＵがリッスンしている共通制御チャネルであ
る。副制御チャネルは、特定の主制御チャネルでアドレス指定された特定のＷＴＲＵだけ
がリッスンする個別制御チャネルである。
【００２８】
　スケジューリング要求は、各サービスタイプもしくは各データフローに対するバッファ
使用率と、関連サービス品質（ＱｏＳ）要件と、各サービスに対する最初のパケットのキ
ューの時間と、ＷＴＲＵ電力ヘッドルーム（すなわち、要求されたアップリンクリソース
チャネルに対して利用可能な電力）などの情報の全部または一部を有してもよい。スケジ
ューリング要求は、アップリンク制御チャネル１１２で別々に送信されてもよいし、他の
制御情報に便乗してアップリンク制御チャネル１１２で送信されてもよいし、アップリン
クデータに便乗してアップリンクデータチャネル１１８で送信されてもよいし、アップリ
ンクデータチャネル１１８で個別のパケットによって送信されてもよいし、またランダム
アクセスチャネル（ＲＡＣＨ）（図１に示さず）を介して送信されてもよい。好ましくは
、アクティブ送信中に（すなわち、アップリンク制御チャネル１１２が存在する）、スケ
ジューリング要求は、他の制御情報に便乗してアップリンク制御チャネル１１２で送信さ
れる。アップリンク制御チャネル１１２がない場合、スケジューリング要求は、ＲＡＣＨ
で送信されるのが好ましい。
【００２９】
　アップリンク制御チャネル１１２及びダウンリンク制御チャネル１１４での制御情報の
送信に関して、全制御情報を所与のＴＴＩで送信する必要はないので、制御情報は２つの
部分に分割されてもよい。制御情報は、特殊ビットを有して、制御チャネルがダウンリン
ク制御情報だけを有するかそれともアップリンク制御情報だけを有するか、並びに制御チ
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ャネルがフィードバック情報を有するかそれとも他の制御情報を有するかを示してもよい
。特殊ビットは、制御チャネルがブロードキャスト情報、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（ＭＢＭＳ）、周期的サービスに関する永続的スケジューリ
ング情報、ページング情報またはＷＴＲＵのグループに関する制御情報を含むかどうかも
示してもよい。
【００３０】
　ノードＢ１０２からＷＴＲＵ１０４へのアップリンク制御情報は、送信フィードバック
情報を有してもよい。ＷＴＲＵ１０４からノードＢ１０２へのダウンリンク制御情報は、
フィードバック情報だけを有する。ＷＴＲＵ１０４からノードＢ１０２へのアップリンク
制御情報は、パケット解読情報、受信プロセス情報及びスケジューリング要求（必要な場
合）を有する。ノードＢ１０２からＷＴＲＵ１０４へのダウンリンク制御情報は、解読情
報、受信プロセス情報及びスケジュール応答（必要な場合）を有する。
【００３１】
　好ましい実施形態では、全制御情報を含むただ１つのパケットが使用されてもよい。あ
るいは、複数のパケットが使用されてもよい。ただ１つのパケットは、ダウンリンクとア
ップリンクの両方で必要なダウンリンク制御情報とアップリンク制御情報のすべてを収容
する。制御パケットは、解読情報、受信プロセス情報、フィードバック情報及びスケジュ
ーリング情報（すなわち、スケジューリング要求またはスケジューリング応答）を収容す
る。アクティブ情報要素を示すために、何らかの表示が制御パケットに含まれてもよい。
【００３２】
　ダウンリンク制御チャネル１１４及びアップリンク制御チャネル１１２は、全ＷＴＲＵ
に対する共用チャネルでもよいし、ただ１つのＷＴＲＵまたはＷＴＲＵのグループに割り
当てられる個別チャネルでもよい。アップリンク制御チャネル１１２は、複数のＷＴＲＵ
間で衝突が起こり得ることから、共用チャネルではないことが好ましい。
【００３３】
　アップリンク制御チャネル１１２は、アクティブアップリンクデータ転送中及び／また
はアクティブダウンリンクデータ転送中にだけ、ＷＴＲＵ１０４に割り当てられてもよい
（すなわち、必要に応じて）。あるいは、アップリンク制御チャネル１１２は、休止状態
でさえＷＴＲＵ１０４に割り当てられてもよい。ダウンリンク制御チャネルとアップリン
ク制御チャネルの設定に関する４つの代替案を表５に要約する。方法３と方法４が、好ま
しい代替案である。
【００３４】
【表５】

【００３５】
　ダウンリンク制御チャネルが１つで、ＴＴＩ毎にリソース割り当てを行うシステム動作
例について、図２を参照して説明する。図２は、本発明の一実施形態による制御パケット
及びデータパケットの伝送に関する例示のプロセス２００のフロー図である。ＷＴＲＵは
、ダウンリンク制御チャネル１１４をリッスンしている（ステップ２０２）。一旦ＷＴＲ
Ｕ１０４が、ノードＢ１０２からダウンリンク制御チャネル１１４で自装置宛の制御情報
を取得すると、ＷＴＲＵ１０４は、スケジューリング情報（例えば、ダウンリンクデータ
チャネル、アップリンク制御チャネル及びアップリンクデータチャネルに対するリソース
割り当て）、パケット解読情報、及び受信プロセス情報（例えば、符号化レート、変調ス
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キーム、パケットサイズ、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、冗長度バージョンなど）を取得する
。制御パケットは、フィードバック情報（すなわち、前のアップリンクデータパケットの
Ｈ－ＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩ）も含んでもよい。ＷＴＲＵ１０４は、スケジ
ューリング情報を受信し、ダウンリンクデータチャネル１１６、アップリンク制御チャネ
ル１１２及びアップリンクデータチャネル１１８を設定する（ステップ２０４）。
【００３６】
　ノードＢ１０２は、ダウンリンクデータチャネル１１６を介してＷＴＲＵ１０４にデー
タパケットを送信する（ステップ２０６）。ＷＴＲＵ１０４は、ダウンリンクデータチャ
ネル１１６でダウンリンクデータパケットを受信し、ダウンリンク制御チャネル１１４を
介して制御パケットで受信したパケット解読情報及び受信プロセス情報に基づき、データ
パケットを復号化し処理する（ステップ２０８）。
【００３７】
　ＷＴＲＵ１０４は、ダウンリンクデータパケットに、フィードバック情報（すなわち、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を収容する制御パケットで応答する（ステップ２１０）。必要な場合
、ＷＴＲＵ１０４は、アップリンク送信に関するスケジューリング要求、パケット解読情
報及び受信プロセス情報（すなわち、符号化レート、変調スキーム、パケットサイズ、Ｈ
－ＡＲＱプロセスＩＤ、冗長度バージョンなど）も送信してもよく、続いてアップリンク
データパケットを送信してもよい（ステップ２１０、２１２）。ノードＢ１０２は、アッ
プリンク制御チャネルを介して受信した制御パケット内の制御情報を使用して、ＷＴＲＵ
１０４からアップリンクデータパケットを受信し処理する（ステップ２１４）。
【００３８】
　主ダウンリンク制御チャネル、副ダウンリンク制御チャネル及び継続期間ベースのリソ
ース割り当てを有するシステム動作例について、図３を参照して説明する。図３は、本発
明の別の実施形態による制御パケット及びデータパケットの伝送の例示のプロセス３００
のフロー図である。２つのダウンリンク制御チャネル（すなわち、主ダウンリンク制御チ
ャネル及び副ダウンリンク制御チャネル）がある。主制御チャネル（共通制御チャネルと
呼ばれてもよい）については、各ＷＴＲＵ１０４が知っており、モニタする。各ＷＴＲＵ
１０４は、主チャネルでノードＢ１０２から自装置宛の制御情報を受信する。ノードＢ１
０２は、主ダウンリンク制御チャネルでスケジューリング情報を送信する（ステップ３０
２）。スケジューリング情報は、副ダウンリンク制御チャネル、ダウンリンクデータチャ
ネル、アップリンク制御チャネル及びアップリンクデータチャネルに対するリソース割り
当てを含む。副ダウンリンク制御チャネルは、ＷＴＲＵ１０４宛の個別制御チャネルであ
る。スケジューリング情報の受信時、ＷＴＲＵ１０４は、副ダウンリンク制御チャネル、
ダウンリンクデータチャネル、アップリンク制御チャネル及びアップリンクデータチャネ
ルを設定する（ステップ３０４）。
【００３９】
　ノードＢ１０２は、副ダウンリンク制御チャネルで制御情報（すなわち、符号化レート
、変調スキーム、パケットサイズ、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、冗長度バージョンなどのパ
ケット関連情報）を送信する（ステップ３０６）。ノードＢ１０２は、副ダウンリンク制
御チャネルでフィードバック情報（すなわち、前のアップリンクデータパケットのＡＣＫ
／ＮＡＣＫ及びＣＱＩ）を送信してもよい。次いでノードＢ１０２は、ダウンリンクデー
タチャネルを介してＷＴＲＵ１０４にデータパケットを送信する（ステップ３０８）。Ｗ
ＴＲＵ１０４は、副ダウンリンク制御チャネルで受信した制御情報に基づき、データパケ
ットを復号化し処理する（ステップ３１０）。ＷＴＲＵ１０４は、アップリンク制御チャ
ネルを介してデータパケットに対するフィードバック情報（すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
）を収容する制御パケットを送信する（ステップ３１２）。必要な場合、ＷＴＲＵ１０４
は、アップリンク制御チャネルを介して、フィードバックと一緒にアップリンク送信のた
めのスケジューリング要求及びパケット関連情報を送信してもよい。次いでＷＴＲＵ１０
４は、アップリンクデータチャネルを介してアップリンクデータパケットを送信してもよ
い（ステップ３１４）。ノードＢ１０２は、アップリンク制御チャネルを介して受信した
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制御情報に基づき、アップリンクデータパケットを受信し、復号化し、処理する（ステッ
プ３１６）。主制御チャネルが、指定の期間、副制御チャネル及びデータ伝送チャネルを
配分する場合、ＷＴＲＵ１０４は、継続的に（すなわち、各ＴＴＩ）または周期的に（す
なわち、複数のＴＴＩにまたがる受信パターンに従って）、配分期間中に配分されたチャ
ネルを受信する。
【００４０】
　アクティブＨ－ＡＲＱプロセスに対するＨ－ＡＲＱ制御パケットは、必要に応じて送信
されてもよい。Ｈ－ＡＲＱ情報（Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、新データ表示及び冗長度バー
ジョンなど）が次のパケット（例えば、次のデータパケットのヘッダ）に含まれる場合、
ＴＴＩごとにスケジューリング情報を送信する必要はない。スケジューリング情報のため
のダウンリンク制御パケットは、リソース配分、変調スキームまたはパケットサイズに変
更がある場合だけ送信される。
【００４１】
　制御情報は、データパケットに便乗してもよい。制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ
、スケジューリング応答、またはスケジューリング要求など）は、データパケットのデー
タに便乗してもよい。このことは、アップリンクＨ－ＡＲＱプロセスもダウンリンクＨ－
ＡＲＱプロセスもアクティブであるとき、特に役に立つ。ダウンリンクデータパケットは
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ及びスケジューリング応答を運んでもよい。アップリンクデ
ータパケットは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ及びスケジューリング要求を運んでもよい。
【００４２】
　あるいは、２つのアップリンク制御チャネル（すなわち、主アップリンク制御チャネル
及び副アップリンク制御チャネル）が用意されてもよい。主アップリンク制御チャネルは
、リソース要求を送信するために使用され、副制御チャネルは、パケット解読情報、受信
プロセス情報及びフィードバック情報を送信するために使用される。
【００４３】
　ダウンリンクリソース配分は、暗黙のうちにアップリンクリソース配分を意味してもよ
い。例えば、ＷＴＲＵ１０４にダウンリンクでＨＳＤＰＡ用のリソースが割り当てられる
とき、アップリンクで特定のリソースがデータ及び／または制御（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、小
データパケット及びアップリンク送信用のスケジューリング要求など）の送信に割り当て
られることを暗黙のうちに意味してもよい。アップリンクデータチャネル及びアップリン
ク制御チャネルは、ダウンリンクデータチャネルまたはダウンリンク制御チャネルから時
間または周波数の固定オフセットを有してもよく、ＷＴＲＵ１０４は、固定オフセットに
基づきアップリンクチャネルを設定してもよい。
【００４４】
　ノードＢ１０２は、アップリンク送信用の送信電力、パケットサイズ、変調スキーム、
符号化レート及びＨ－ＡＲＱプロセスに関して決定をしてもよい。この場合、アップリン
クデータパケット用の制御情報は、ノードＢ１０２からダウンリンク制御チャネルを介し
てＷＴＲＵ１０４に送信される。
【００４５】
　ＷＴＲＵ１０４は、ダウンリンク制御チャネルをモニタするよう要求される。時分割多
重（ＴＤＭ）システムの場合、ＷＴＲＵ１０４は、ＷＴＲＵ１０４に割り当てられていな
いタイムスロット中スリープしてもよく、割り当てられたタイムスロット中は制御チャネ
ルをリッスンするためにウェイクアップしてもよい。
【実施例１】
【００４６】
　１．ＷＴＲＵ及びノードＢを含む無線通信システムにおいて、高速ダウンリンク及び高
速アップリンクをサポートする制御情報を提供する方法。
【００４７】
　２．ダウンリンク伝送とアップリンク伝送の両方に関するダウンリンク制御情報を伝達
するために、ノードＢがＷＴＲＵに少なくとも１つのダウンリンク制御チャネルを割り当
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てるステップを含む実施形態１の方法。
【００４８】
　３．ダウンリンク伝送とアップリンク伝送の両方に関するアップリンク制御情報を伝達
するために、ノードＢがＷＴＲＵに少なくとも１つのアップリンク制御チャネルを割り当
てるステップを含む実施形態１乃至２のいずれかの方法。
【００４９】
　４．ノードＢとＷＴＲＵが、ダウンリンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネル
を介して、それぞれダウンリンク制御情報及びアップリンク制御情報を通信するステップ
を含む実施形態３の方法。
【００５０】
　５．ＷＴＲＵが、ダウンリンク制御情報に基づきダウンリンクデータを受信するステッ
プを含む実施形態４の方法。
【００５１】
　６．ＷＴＲＵが、アップリンク制御情報に基づきアップリンクデータを送信するステッ
プを含む実施形態４乃至５のいずれかの方法。
【００５２】
　７．ノードＢが、アップリンク制御情報に基づきアップリンクデータを受信するステッ
プを含む実施形態４乃至６のいずれかの方法。
【００５３】
　８．ノードＢが、ダウンリンク制御情報に基づきダウンリンクデータを送信するステッ
プを含む実施形態４乃至７のいずれかの方法。
【００５４】
　９．ダウンリンク制御情報及びアップリンク制御情報は、パケット解読情報、受信プロ
セス情報及びフィードバック情報の少なくとも１つを含む実施形態４乃至８のいずれかの
方法。
【００５５】
　１０．ダウンリンク制御情報及びアップリンク制御情報は、スケジューリング情報を含
む実施形態４乃至９のいずれかの方法。
【００５６】
　１１．スケジューリング情報は、スケジューリング要求情報及びスケジューリング応答
情報を含む実施形態１０の方法。
【００５７】
　１２．スケジューリング情報を、パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィードバ
ック情報の少なくとも１つと多重化する実施形態１０乃至１１のいずれかの方法。
【００５８】
　１３．ダウンリンク制御チャネルは、主ダウンリンク制御チャネル及び副ダウンリンク
制御チャネルを含む実施形態２乃至１２のいずれかの方法。
【００５９】
　１４．主ダウンリンク制御チャネルは全ＷＴＲＵに対する共用制御チャネルであり、副
制御チャネルは少なくとも１つのＷＴＲＵに対する個別制御チャネルである実施形態１３
の方法。
【００６０】
　１５．スケジューリング情報を、主ダウンリンク制御チャネルを介して伝送し、パケッ
ト解読情報、受信プロセス情報及びフィードバック情報を、副ダウンリンク制御チャネル
を介して伝送する実施形態１３乃至１４のいずれかの方法。
【００６１】
　１６．パケット解読情報、受信プロセス情報、フィードバック情報及びスケジューリン
グ情報の少なくとも１つが、データパケットに便乗する実施形態９乃至１５のいずれかの
方法。
【００６２】
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　１７．スケジューリング情報をＴＴＩごとに提供する実施形態１０乃至１６のいずれか
の方法。
【００６３】
　１８．スケジューリング情報を必要に応じて提供する実施形態１０乃至１７のいずれか
の方法。
【００６４】
　１９．スケジューリング情報は、リソース割り当て及び継続期間を含み、当該継続期間
は、リソース割り当てが有効である期間を示す実施形態１０乃至１８のいずれかの方法。
【００６５】
　２０．ノードＢからＷＴＲＵに送信するスケジューリング情報は、ダウンリンクデータ
チャネルへのリソース割り当て、アップリンクデータチャネルへのリソース割り当て、ア
ップリンク制御チャネルへのリソース割り当て、及びタイミング調整情報の少なくとも１
つを含む実施形態１０乃至１９のいずれかの方法。
【００６６】
　２１．タイミング調整情報を個別のパケットによって伝送する実施形態２０の方法。
【００６７】
　２２．パケット解読情報は、変調スキーム、符号化レート及びパケットサイズの少なく
とも１つを含む実施形態９乃至２１のいずれかの方法。
【００６８】
　２３．受信プロセス情報は、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、新データ表示、冗長度バージョ
ン、パケットシーケンス番号及びステータス情報の少なくとも１つを含む実施形態９乃至
２２のいずれかの方法。
【００６９】
　２４．フィードバック情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ表示、ＣＱＩ、パケットシーケンス番
号、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、ステータス情報、送信ダイバーシティ情報及び電力制御情
報の少なくとも１つを含む実施形態９乃至２３のいずれかの方法。
【００７０】
　２５．ダウンリンク制御情報とアップリンク制御情報とを、個別の制御チャネルを通じ
て別々に送信する実施形態３乃至２４のいずれかの方法。
【００７１】
　２６．ダウンリンク制御情報とアップリンク制御情報とを、１つの制御チャネルを介し
て同時に送信する実施形態３乃至２４のいずれかの方法。
【００７２】
　２７．ダウンリンク制御チャネルを、ダウンリンクに関してアクティブデータ転送があ
るときだけＷＴＲＵに割り当て、アップリンク制御チャネルを、アップリンクに関してア
クティブデータ転送があるときだけＷＴＲＵに割り当てる実施形態３乃至２６のいずれか
の方法。
【００７３】
　２８．ダウンリンク制御チャネルを、ダウンリンクに関してアクティブデータ転送がな
いにもかかわらずＷＴＲＵに割り当て、アップリンク制御チャネルを、アップリンクに関
してアクティブデータ転送がないにもかかわらずＷＴＲＵに割り当てる実施形態３乃至２
６のいずれかの方法。
【００７４】
　２９．ダウンリンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネルの少なくとも１つは、
共用チャネルである実施形態３乃至２８のいずれかの方法。
【００７５】
　３０．ダウンリンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネルの少なくとも１つは、
個別チャネルである実施形態３乃至２８のいずれかの方法。
【００７６】
　３１．ノードＢが送信するスケジューリング応答情報は、アップリンク送信に対するリ
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ソース割り当てを含む実施形態１１乃至３０のいずれかの方法。
【００７７】
　３２．無線通信システムは、ＴＤＤシステムである実施形態１乃至３１のいずれかの方
法。
【００７８】
　３３．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵに割り当てられていないタイムスロット中スリープする実
施形態３２の方法。
【００７９】
　３４．ノードＢからＷＴＲＵに送信するスケジューリング情報は、ダウンリンクリソー
ス割り当てを含み、アップリンクリソース割り当ては、ダウンリンクリソース割り当てか
ら暗示的に得られる実施形態１０乃至３３のいずれかの方法。
【００８０】
　３５．アップリンク制御チャネルは、主アップリンク制御チャネル及び副アップリンク
制御チャネルを含む実施形態３乃至３４のいずれかの方法。
【００８１】
　３６．スケジューリング情報を、主アップリンク制御チャネルを介して伝送し、パケッ
ト解読情報、受信プロセス情報及びフィードバック情報を、副アップリンク制御チャネル
を介して伝送する実施形態３５の方法。
【００８２】
　３７．ダウンリンク制御チャネルは、制御情報の種類を特定するための表示ビットを含
む実施形態２乃至３６のいずれかの方法。
【００８３】
　３８．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンク制御情報だけを有する
ことを特定する実施形態３７の方法。
【００８４】
　３９．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがアップリンク制御情報だけを有する
ことを特定する実施形態３７の方法。
【００８５】
　４０．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがブロードキャスト情報を有すること
を特定する実施形態３７の方法。
【００８６】
　４１．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがＭＢＭＳ制御情報を有することを特
定する実施形態３７の方法。
【００８７】
　４２．表示ビットは、制御チャネルが永続的スケジューリング情報を有することを特定
する実施形態３７の方法。
【００８８】
　４３．表示ビットは、制御チャネルがページング情報を有することを特定する実施形態
３７の方法。
【００８９】
　４４．高速ダウンリンク及び高速アップリンクをサポートする制御情報を提供する無線
通信システム。
【００９０】
　４５．ＷＴＲＵに少なくとも１つのダウンリンク制御チャネルを割り当てるように構成
されたノードＢを備える実施形態４４のシステム。
【００９１】
　４６．ダウンリンク制御チャネルが、ダウンリンクとアップリンクの両方に関するダウ
ンリンク制御情報を伝達するために用意される実施形態４５のシステム。
【００９２】
　４７．ノードＢが、ＷＴＲＵに少なくとも１つのアップリンク制御チャネルを割り当て
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る実施形態４４乃至４６のいずれかのシステム。
【００９３】
　４８．ダウンリンクとアップリンクの両方に関するアップリンク制御情報を伝達するた
めに、アップリンク制御チャネルを用意する実施形態４７のシステム。
【００９４】
　４９．ノードＢが、ダウンリンク制御チャネルを介してＷＴＲＵにダウンリンク制御情
報を送信し、アップリンク制御情報及びダウンリンク制御情報に基づき、それぞれアップ
リンクデータ受信及びダウンリンクデータ送信の少なくとも１つを実行する実施形態４７
乃至４８のいずれかのシステム。
【００９５】
　５０．ＷＴＲＵが、アップリンク制御チャネルを介してノードＢにアップリンク制御情
報を送信し、ダウンリンク制御情報及びアップリンク制御情報に基づき、それぞれダウン
リンクデータ受信及びアップリンクデータ送信の少なくとも１つを実行するように構成さ
れた実施形態４７乃至４８のいずれかのシステム。
【００９６】
　５１．制御情報は、パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィードバック情報の少
なくとも１つを含む実施形態４６乃至５０のいずれかのシステム。
【００９７】
　５２．制御情報は、スケジューリング情報を含む実施形態４６乃至５１のいずれかのシ
ステム。
【００９８】
　５３．スケジューリング情報は、スケジューリング要求情報及びスケジューリング応答
情報を含む実施形態５２のシステム。
【００９９】
　５４．スケジューリング情報を、パケット解読情報、受信プロセス情報及びフィードバ
ック情報の少なくとも１つと多重化する実施形態５２乃至５３のいずれかのシステム。
【０１００】
　５５．ダウンリンク制御チャネルは、主ダウンリンク制御チャネル及び副ダウンリンク
制御チャネルを含む実施形態４５乃至５４のいずれかのシステム。
【０１０１】
　５６．主ダウンリンク制御チャネルは全ＷＴＲＵに対する共用制御チャネルであり、副
制御チャネルは少なくとも１つのＷＴＲＵに対する個別制御チャネルである実施形態５５
のシステム。
【０１０２】
　５７．スケジューリング情報を、主ダウンリンク制御チャネルを介して伝送し、パケッ
ト解読情報、受信プロセス情報及びフィードバック情報を、副ダウンリンク制御チャネル
を介して伝送する実施形態５５乃至５６のいずれかのシステム。
【０１０３】
　５８．パケット解読情報、受信プロセス情報、フィードバック情報及びスケジューリン
グ情報の少なくとも１つが、データパケットに便乗する実施形態５１乃至５７のいずれか
のシステム。
【０１０４】
　５９．スケジューリング情報をＴＴＩごとに提供する実施形態５２乃至５８のいずれか
のシステム。
【０１０５】
　６０．スケジューリング情報を必要に応じて提供する実施形態５２乃至５８のいずれか
のシステム。
【０１０６】
　６１．スケジューリング情報は、リソース割り当て及び継続期間を含み、当該継続期間
は、リソース割り当てが有効である期間を示す実施形態５２乃至６０のいずれかのシステ
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ム。
【０１０７】
　６２．ノードＢからＷＴＲＵに送信するスケジューリング応答情報は、ダウンリンクデ
ータチャネルへのリソース割り当て、アップリンクデータチャネルへのリソース割り当て
、アップリンク制御チャネルへのリソース割り当て、及びタイミング調整情報の少なくと
も１つを含む実施形態５３乃至６１のいずれかのシステム。
【０１０８】
　６３．タイミング調整情報を個別のパケットによって伝送する実施形態６２のシステム
。
【０１０９】
　６４．パケット解読情報は、変調スキーム、符号化レート及びパケットサイズの少なく
とも１つを含む実施形態５１乃至６３のいずれかのシステム。
【０１１０】
　６５．受信プロセス情報は、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、新データ表示、冗長度バージョ
ン、パケットシーケンス番号及びステータス情報の少なくとも１つを含む実施形態５１乃
至６４のいずれかのシステム。
【０１１１】
　６６．フィードバック情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ表示、ＣＱＩ、パケットシーケンス番
号、Ｈ－ＡＲＱプロセスＩＤ、ステータス情報、送信ダイバーシティ情報及び電力制御情
報の少なくとも１つを含む実施形態５１乃至６５のいずれかのシステム。
【０１１２】
　６７．ダウンリンク制御情報とアップリンク制御情報とを、個別の制御チャネルを通じ
て別々に送信する実施形態４７乃至６６のいずれかのシステム。
【０１１３】
　６８．ダウンリンク制御情報とアップリンク制御情報とを、１つの制御チャネルを介し
て同時に送信する実施形態４７乃至６６のいずれかのシステム。
【０１１４】
　６９．ダウンリンク制御チャネルを、ダウンリンクに関してアクティブデータ転送があ
るときだけＷＴＲＵに割り当て、アップリンク制御チャネルを、アップリンクに関してア
クティブデータ転送があるときだけＷＴＲＵに割り当てる実施形態４７乃至６８のいずれ
かのシステム。
【０１１５】
　７０．ダウンリンク制御チャネルを、ダウンリンクに関してアクティブデータ転送がな
いにもかかわらずＷＴＲＵに割り当て、アップリンク制御チャネルを、アップリンクに関
してアクティブデータ転送がないにもかかわらずＷＴＲＵに割り当てる実施形態４７乃至
６８のいずれかのシステム。
【０１１６】
　７１．ダウンリンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネルの少なくとも１つは、
共用チャネルである実施形態４７乃至７０のいずれかのシステム。
【０１１７】
　７２．ダウンリンク制御チャネル及びアップリンク制御チャネルの少なくとも１つは、
個別チャネルである実施形態４７乃至７０のいずれかのシステム。
【０１１８】
　７３．ノードＢが送信するスケジューリング応答情報は、アップリンク送信に対するリ
ソース割り当てを含む実施形態５３乃至７２のいずれかのシステム。
【０１１９】
　７４．無線通信システムは、ＴＤＤシステムである実施形態４４乃至７３のいずれかの
システム。
【０１２０】
　７５．ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵに割り当てられていないタイムスロット中スリープする実
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施形態７４のシステム。
【０１２１】
　７６．ノードＢからＷＴＲＵに送信するスケジューリング情報は、ダウンリンクリソー
ス割り当てを含み、アップリンクリソース割り当ては、ダウンリンクリソース割り当てか
ら暗示的に得られる実施形態５２乃至７５のいずれかのシステム。
【０１２２】
　７７．アップリンク制御チャネルは、主アップリンク制御チャネル及び副アップリンク
制御チャネルを含む実施形態４７乃至７６のいずれかのシステム。
【０１２３】
　７８．スケジューリング情報を、主アップリンク制御チャネルを介して伝送し、パケッ
ト解読情報、受信プロセス情報及びフィードバック情報を、副アップリンク制御チャネル
を介して伝送する実施形態７７のシステム。
【０１２４】
　７９．ダウンリンク制御チャネルは、制御情報の種類を特定するための表示ビットを有
する実施形態４５乃至７８のいずれかのシステム。
【０１２５】
　８０．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンク制御情報だけを有する
ことを特定する実施形態７９のシステム。
【０１２６】
　８１．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがアップリンク制御情報だけを有する
ことを特定する実施形態７９のシステム。
【０１２７】
　８２．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルがブロードキャスト情報を有すること
を特定する実施形態７９のシステム。
【０１２８】
　８３．表示ビットは、ダウンリンク制御チャネルが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（ＭＢＭＳ）制御情報を有することを特定する実施形態７９のシ
ステム。
【０１２９】
　８４．表示ビットは、制御チャネルが永続的スケジューリング情報を有することを特定
する実施形態７９のシステム。
【０１３０】
　８５．表示ビットは、制御チャネルがページング情報を有することを特定する実施形態
７９のシステム。
【０１３１】
　本発明の機能及び構成要素について、特定の組み合わせによる好ましい実施形態で記述
したが、各機能または各構成要素は、好ましい実施形態の他の機能及び他の構成要素なし
に単独で使用されてもよいし、本発明の他の機能及び他の構成要素の有無にかかわらずに
種々の組み合わせで使用されてもよい。
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