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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重搬送波システムにおいて制御情報を送信する方法であって、前記方法は、複数のダ
ウンリンクコンポーネント搬送波（ＤＬ　ＣＣ）及び少なくとも一つのアップリンクコン
ポーネント搬送波（ＵＬ　ＣＣ）を設定するユーザ機器（ＵＥ）により実行され、
　前記方法は、
　前記複数のダウンリンク（ＤＬ）コンポーネント搬送波（ＣＣ）に対する少なくとも一
つのチャネル状態情報を、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して送信す
るために使われる一つのアップリンク（ＵＬ）ＣＣを決定することと、
　前記ＰＵＣＣＨの送信に使われるリソースを決定することと、
　基地局に前記少なくとも一つのチャネル状態情報を前記一つのＵＬ　ＣＣの前記ＰＵＣ
ＣＨ上に周期的に送信することと
　を含み、
　前記少なくとも一つのチャネル状態情報は、第１のＤＬ　ＣＣに対する第１のチャネル
状態情報及び第２のＤＬ　ＣＣに対する第２のチャネル状態情報のうちの一つを含み、
　前記第１のチャネル状態情報は第１の周期で送信され、前記第２のチャネル状態情報は
第２の周期で送信される、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一つのチャネル状態情報は、前記複数のＤＬ　ＣＣのうちの一つのＤＬ
　ＣＣに対するＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含む
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、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基地局から前記ＣＱＩの周期を受信することをさらに含み、前記ＣＱＩは、前記Ｐ
ＵＣＣＨ上に周期的に送信される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＰＵＣＣＨの送信に使われるリソースは、ＢＳから受信した情報により決定される
、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の周期は、前記第１の周期の倍数である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　複数のダウンリンクコンポーネント搬送波（ＤＬ　ＣＣ）及び少なくとも一つのアップ
リンクコンポーネント搬送波（ＵＬ　ＣＣ）を設定し、かつ、多重搬送波システムにおい
てチャネル状態情報を送信する移動局であって、
　前記移動局は、
　無線信号を送信及び受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部と、
　前記ＲＦ部と結合されるプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　前記複数のダウンリンク（ＤＬ）コンポーネント搬送波（ＣＣ）に対する少なくとも一
つのチャネル状態情報を、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を介して送信す
るために使われる一つのアップリンク（ＵＬ）ＣＣを決定することと、
　前記ＰＵＣＣＨの送信に使われるリソースを決定することと、
　基地局に前記少なくとも一つのチャネル状態情報を前記一つのＵＬ　ＣＣの前記ＰＵＣ
ＣＨ上に周期的に送信することと
　を実行するように構成され、
　前記少なくとも一つのチャネル状態情報は、第１のＤＬ　ＣＣに対する第１のチャネル
状態情報及び第２のＤＬ　ＣＣに対する第２のチャネル状態情報のうちの一つを含み、
　前記第１のチャネル状態情報は第１の周期で送信され、前記第２のチャネル状態情報は
第２の周期で送信される、移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける制御情報の送信
方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、音声やデータなどのような多様な種類の通信サービスを提供する
ために広範囲に展開されている。無線通信システムの目的は、複数のユーザが位置と移動
性に関係なしに信頼可能な(ｒｅｌｉａｂｌｅ)通信をすることができるようにすることで
ある。しかし、無線チャネル(ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ)は、パスロス(ｐａｔ
ｈ　ｌｏｓｓ)、雑音(ｎｏｉｓｅ)、多重経路(ｍｕｌｔｉｐａｔｈ)によるフェーディン
グ(ｆａｄｉｎｇ)現象、シンボル間干渉(ＩＳＩ；ｉｎｔｅｒｓｙｍｂｏｌ　ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ)または端末の移動性によるドップラー効果(Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｅｆｆｅｃ
ｔ)などのような非理想的な特性がある。従って、無線チャネルの非理想的特性を克服し
、無線通信の信頼度(ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ)を高めるために多様な技術が開発されてい
る。
【０００３】
　信頼可能な高速のデータサービスをサポートするための技術としてＭＩＭＯ(ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ)がある。ＭＩＭＯ技術は、多
重送信アンテナと多重受信アンテナを使用してデータの送受信効率を向上させる。ＭＩＭ
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Ｏ技術には空間多重化(ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)、送信ダイバーシテ
ィ(ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ)、ビーム形成(ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ)など
がある。受信アンテナ数と送信アンテナ数によるＭＩＭＯチャネル行列は、複数の独立チ
ャネルに分解されることができる。各々の独立チャネルは、レイヤ(ｌａｙｅｒ)またはス
トリーム(ｓｔｒｅａｍ)という。レイヤの個数はランク(ｒａｎｋ)という。
【０００４】
　一般的、に無線通信システムは、可用な無線リソースを共有して多重ユーザとの通信を
サポートすることができる多重接続(ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ)システムである。
無線リソースの例としては、時間、周波数、コード、送信パワーなどがある。多重接続シ
ステムの例としては、ＴＤＭＡ(ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃ
ｃｅｓｓ)システム、ＣＤＭＡ(ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ)システム、ＦＤＭＡ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　ａｃｃｅｓｓ)システム、ＯＦＤＭＡ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ)システム、ＳＣ-ＦＤＭＡ(ｓｉｎｇ
ｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａ
ｃｃｅｓｓ)システムなどがある。ＴＤＭＡシステムでは時間、ＦＤＭＡシステムでは周
波数、ＣＤＭＡシステムではコード、ＯＦＤＭＡシステムでは副搬送波(ｓｕｂｃａｒｒ
ｉｅｒ)及び時間が無線リソースである。
【０００５】
　ＳＣ-ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡと略同一な複雑性を有しながら、シングル搬送波特性(ｓ
ｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ)により低いＰＡＰＲ(ｐｅａｋ-ｔｏ-ａ
ｖｅｒａｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ)を有する。低いＰＡＰＲは、送信パワー効率側
面で端末に有益であるため、ＳＣ-ＦＤＭＡは、３ＧＰＰ(３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ)ＴＳ３６.２１１Ｖ８.２.０(２００８-０３
)“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ(Ｅ-ＵＴＲＡ)；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ
　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ(Ｒｅｌｅａｓｅ　８)”の５節に開示した通り、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ(ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)でアップリンク送信に採択されて
いる。
【０００６】
　多様なアップリンク制御情報は、アップリンク制御チャネルを介して送信される。アッ
プリンク制御信号には、ＨＡＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　
ｒｅｑｕｅｓｔ)実行に使われるＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎ
ｏｔ-Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)、ダウンリンクチャネル状態を示すＣＱＩ(Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)、アップリンク送信のための無線リ
ソース割当を要請するＳＲ(ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ)等、多様な種類があ
る。
【０００７】
　一方、ＩＴＵ(Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
Ｕｎｉｏｎ)では３世帯以後の次世代移動通信システムとしてダウンリンク１Ｇｂｐｓ(Ｇ
ｉｇａｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ)及びアップリンク５００Ｍｂｐｓ(Ｍｅｇａｂｉ
ｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ)である高速の送信率(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｔｅ
)を提供してＩＰ(ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ)ベースのマルチメディアシーム
レス(ｓｅａｍｌｅｓｓ)サービスをサポートすることを目標とするＩＭＴ-Ａ(Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ-Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ)システムの標準化を進行している。３ＧＰＰ(３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ)ではＩＭＴ-Ａシステムのための候補技術として３
ＧＰＰ　ＬＴＥ-Ａ(Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ-Ａｄｖａｎｃｅｄ)システ
ムを考慮している。ＬＴＥ-Ａシステムは、ＬＴＥシステムの完成度を高める方向に進行
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され、ＬＴＥシステムと下位互換性(ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ)を
維持することと予想されている。ＬＴＥ-ＡシステムとＬＴＥシステムとの互換性を有す
るのが、ユーザの立場で便利であり、事業者の立場でも既存装備のリサイクルを図ること
ができるためである。
【０００８】
　一般的に、無線通信システムは、一つの搬送波をサポートする単一搬送波(ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｃａｒｒｉｅｒ)システムである。送信率は、送信帯域幅(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ)に比例するため、高速の送信率がサポートされるためには送信帯
域幅が増加されなければならない。しかし、全世界的に一部地域を除いては大きい帯域幅
の周波数割当が容易でない。断片的な小さいバンドを効率的に使用するために、スペクト
ラム集約(または、帯域幅集約(ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)、搬送波
集約(ｃａｒｒｉｅｒａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)とも呼ぶ)技術が開発されている。スペク
トラム集約技術は、周波数領域で物理的に非連続的な(ｎｏｎ-ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ)複
数個のバンドを集約して論理的に大きい帯域のバンドを使用するような効果を得る技術で
ある。スペクトラム集約技術を介して無線通信システムで多重搬送波がサポートされるこ
とができる。多重搬送波がサポートされる無線通信システムを多重搬送波(ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ)システムという。搬送波は、無線周波数(ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ；ＲＦ)、コンポーネント搬送波(ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ；ＣＣ)
等、他の用語で呼ばれることができる。以下、コンポーネント搬送波として統一して使わ
れる。
【０００９】
　従って、多重搬送波システムにおける効率的な制御情報の送信方法及び装置を提供する
必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、無線通信システムにおける制御情報の送信方
法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一側面で、無線通信システムにおける端末により実行される制御情報の送信方法が提供
される。前記方法は、アップリンクコンポーネント搬送波を介して第１の制御情報及び第
２の制御情報を送信し、前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送
波に対する制御情報であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント
搬送波に対する制御情報であることを特徴とする。
【００１２】
　前記第１の制御情報は、第１の周期で送信され、前記第２の制御情報は、第２の周期で
送信され、前記第２の周期は、前記第１の周期の倍数(ｍｕｌｔｉｐｌｅ)である。
【００１３】
　前記第１の制御情報は、第１の物理アップリンク制御チャネル(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕ
ｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＵＣＣＨ)を介して送信され、前記第
２の制御情報は、第２のＰＵＣＣＨを介して送信される。
【００１４】
　前記第１のＰＵＣＣＨは、第１のリソースインデックスに基づいて第１のアンテナを介
して送信され、前記第２のＰＵＣＣＨは、第２のリソースインデックスに基づいて第２の
アンテナを介して送信され、リソースインデックスは、ＰＵＣＣＨ送信に使われるリソー
スを識別する。
【００１５】
　第３の制御情報を前記アップリンクコンポーネント搬送波を介して第３のＰＵＣＣＨ及
び第４のＰＵＣＣＨ上に送信する段階をさらに含み、前記第３の制御情報は、前記第１の
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ダウンリンクコンポーネント搬送波のための制御情報であり、前記第３のＰＵＣＣＨは、
前記第１のリソースインデックスに基づいて前記第１のアンテナを介して送信され、前記
第４のＰＵＣＣＨは、前記第２のリソースインデックスに基づいて前記第２のアンテナを
介して送信される。
【００１６】
　前記第１の制御情報は、前記第１のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第１の
ＣＱＩ(ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み、前記第２の制御
情報は、前記第２のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第２のＣＱＩを含む。
【００１７】
　他の側面で端末が提供される。前記端末は、無線信号を送信及び/または受信するＲＦ(
ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)部；及び、前記ＲＦ部と結合するプロセッサ；を含み
、前記プロセッサは、第１の制御情報及び第２の制御情報をアップリンクコンポーネント
搬送波を介して送信し、前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送
波に対する制御情報であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント
搬送波に対する制御情報であることを特徴とする。
【００１８】
　また、他の側面で、無線通信システムにおける端末により実行される制御情報の送信方
法が提供される。前記方法は、第１のサブフレームでアップリンクコンポーネント搬送波
を介して第１の制御情報を基地局に送信する段階；及び、第２のサブフレームで前記アッ
プリンクコンポーネント搬送波を介して第２の制御情報を前記基地局に送信する段階；を
含む。
【００１９】
　前記第１の制御情報は、第１のＰＵＣＣＨを介して送信され、前記第２の制御情報は、
第２のＰＵＣＣＨを介して送信される。
【００２０】
　前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第１のＨＡ
ＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)ＡＣＫ(ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)情報
であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第２
のＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報である。
【００２１】
　前記第１の制御情報は、複数のダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＨＡＲＱ(
ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)ＡＣＫ(ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)情報であり
、前記第２の制御情報は、前記複数のダウンリンクコンポーネント搬送波の中で前記ＨＡ
ＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報に対する少なくとも一つのダウンリンクコンポーネント搬送
波を指示するインジケイタを含む。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける端末により実行される制御情報の送信方法において、
　アップリンクコンポーネント搬送波を介して第１の制御情報及び第２の制御情報を送信
し、前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する制御情報
であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する制御
情報であることを特徴とする方法。
（項目２）
　前記第１の制御情報は、第１の周期で送信され、前記第２の制御情報は、第２の周期で
送信され、前記第２の周期は、前記第１の周期の倍数(ｍｕｌｔｉｐｌｅ)であることを特
徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記第１の制御情報は、第１の物理アップリンク制御チャネル(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕ
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ｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＵＣＣＨ)を介して送信され、前記第
２の制御情報は、第２のＰＵＣＣＨを介して送信されることを特徴とする項目１に記載の
方法。
（項目４）
　前記第１のＰＵＣＣＨは、第１のリソースインデックスに基づいて第１のアンテナを介
して送信され、前記第２のＰＵＣＣＨは、第２のリソースインデックスに基づいて第２の
アンテナを介して送信され、リソースインデックスは、ＰＵＣＣＨ送信に使われるリソー
スを識別することを特徴とする項目３に記載の方法。
（項目５）
　第３の制御情報を前記アップリンクコンポーネント搬送波を介して第３のＰＵＣＣＨ及
び第４のＰＵＣＣＨ上に送信する段階をさらに含み、前記第３の制御情報は、前記第１の
ダウンリンクコンポーネント搬送波のための制御情報であり、前記第３のＰＵＣＣＨは、
前記第１のリソースインデックスに基づいて前記第１のアンテナを介して送信され、前記
第４のＰＵＣＣＨは、前記第２のリソースインデックスに基づいて前記第２のアンテナを
介して送信されることを特徴とする項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記第１の制御情報は、前記第１のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第１の
ＣＱＩ(ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み、前記第２の制御
情報は、前記第２のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第２のＣＱＩを含むこと
を特徴とする項目１に記載の方法。
（項目７）
　無線信号を送信及び/または受信するＲＦ(ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)部；及び
、
　前記ＲＦ部と結合するプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは、第１の制御情報及び第２の制御情報をアップリンクコンポーネント
搬送波を介して送信し、前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送
波に対する制御情報であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント
搬送波に対する制御情報であることを特徴とする端末。
（項目８）
　無線通信システムにおける端末により実行される制御情報の送信方法において、
　第１のサブフレームでアップリンクコンポーネント搬送波を介して第１の制御情報を基
地局に送信する段階；及び、
　第２のサブフレームで前記アップリンクコンポーネント搬送波を介して第２の制御情報
を前記基地局に送信する段階；を含むことを特徴とする方法。
（項目９）
　前記第１の制御情報は、第１のＰＵＣＣＨを介して送信され、前記第２の制御情報は、
第２のＰＵＣＣＨを介して送信されることを特徴とする項目８に記載の方法。
（項目１０）
　前記第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第１のＨＡ
ＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)ＡＣＫ(ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)情報
であり、前記第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネント搬送波に対する第２
のＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報であることを特徴とする項目８に記載の方法。
（項目１１）
　前記第１の制御情報は、複数のダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＨＡＲＱ(
ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)ＡＣＫ(ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)情報であり
、前記第２の制御情報は、前記複数のダウンリンクコンポーネント搬送波の中で前記ＨＡ
ＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報に対する少なくとも一つのダウンリンクコンポーネント搬送
波を指示するインジケイタを含むことを特徴とする項目８に記載の方法。
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【発明の効果】
【００２２】
　効率的な制御情報の送信方法及び装置を提供できる。従って、全体システム性能が向上
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】多重搬送波(ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ)システムで使われる複数のコン
ポーネント搬送波(ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ；ＣＣ)の例を示す。
【図３】多重搬送波システムの例を示すブロック図である。
【図４】複数の物理チャネルの例を示す。
【図５】物理チャネルの帯域幅の例を示す。
【図６】多重搬送波システムでアップリンク及びダウンリンクの非対称構造の例を示す。
【図７】無線フレーム(ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ)の構造を示す。
【図８】一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇ
ｒｉｄ)を示す例示図である。
【図９】ＦＤＤシステムにおける無線フレームとダウンリンクサブフレームの構造を示す
。
【図１０】基地局が一つまたは二つの送信アンテナを使用する場合、ＲＥＧ構造の例を示
す。
【図１１】基地局が４個の送信アンテナを使用する場合、ＲＥＧ構造の例を示す。
【図１２】ＲＥＧへのＰＣＦＩＣＨのマッピングの例を示す。
【図１３】端末で実行されるデータ送信方法及びデータ受信方法の例を示す流れ図である
。
【図１４】ＰＤＣＣＨ構成方法の例を示すフローチャートである。
【図１５】アップリンクサブフレームの構造の例を示す。
【図１６】非周期的ＣＱＩ送信方法の例を示す流れ図である。
【図１７】対称構造の多重搬送波システムにおけるダウンリンクコンポーネント搬送波と
アップリンクコンポーネント搬送波との間のリンキング(ｌｉｎｋｉｎｇ)方式の例を示す
。
【図１８】アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周
期が同期化された場合の一例を示す。
【図１９】アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周
期が同期化された場合の他の例を示す。
【図２０】多重アンテナシステムにおける端末で実行されるＰＵＣＣＨ送信方法を示すフ
ローチャートである。
【図２１】ＯＲＴＤ方式が具現される送信機構造の例を示すブロック図である。
【図２２】ＯＲＳＭ方式が具現される送信機構造の例を示すブロック図である。
【図２３】アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周
期が同期化されて多重ＰＵＣＣＨが送信される場合の例を示す。
【図２４】多重搬送波システムにおけるＡ_ＰＵＳＣＨとＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨが
送信される場合の例を示す。
【図２５】非対称構造の多重搬送波システムにおけるダウンリンクコンポーネント搬送波
とアップリンクコンポーネント搬送波との間のリンキング方式の例を示す。
【図２６】本発明の実施例に係る端末で実行される多重ＰＵＣＣＨ送信方法を示す流れ図
である。
【図２７】本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。
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【００２５】
　図１を参照すると、無線通信システム１０は、少なくとも一つの基地局(Ｂａｓｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ；ＢＳ)１１を含む。各基地局１１は、特定の地理的領域(一般的に、セルと
いう)１５ａ、１５ｂ、１５ｃに対して通信サービスを提供する。また、セルは、複数の
領域(セクターという)に分かれることができる。端末(Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；
ＵＥ)１２は、固定されたり、或いは移動性を有することができ、ＭＳ(ｍｏｂｉｌｅ　ｓ
ｔａｔｉｏｎ)、ＵＴ(ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａｌ)、ＳＳ(ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔ
ａｔｉｏｎ)、無線機器(ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ)、ＰＤＡ(ｐｅｒｓｏｎａｌ　
ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ)、無線モデム(ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ)、
携帯機器(ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ)等、他の用語で呼ばれることができる。基地
局１１は、一般的に、端末１２と通信する固定局(ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ)をいい、
ｅＮＢ(ｅｖｏｌｖｅｄ-ＮｏｄｅＢ)、ＢＴＳ(Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ)、アクセスポイント(Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ)等、他の用語で呼ばれること
ができる。
【００２６】
　以下、ダウンリンク(ｄｏｗｎｌｉｎｋ；ＤＬ)は、基地局から端末への通信を意味し、
アップリンク(ｕｐｌｉｎｋ；ＵＬ)は、端末から基地局への通信を意味する。ダウンリン
クにおいて、送信機は基地局の一部分であり、受信機は端末の一部分である。アップリン
クにおいて、送信機は端末の一部分であり、受信機は基地局の一部分である。
【００２７】
　無線通信システムは、多重アンテナをサポートすることができる。送信機は、複数の送
信アンテナ(ｔｒａｎｓｍｉｔ　ａｎｔｅｎｎａ)を使用し、受信機は、複数の受信アンテ
ナ(ｒｅｃｅｉｖｅ　ａｎｔｅｎｎａ)を使用することができる。送信アンテナは、一つの
信号またはストリーム(ｓｔｒｅａｍ)の送信に使われる物理的または論理的アンテナを意
味し、受信アンテナは、一つの信号またはストリームの受信に使われる物理的または論理
的アンテナを意味する。
【００２８】
　送信機及び受信機が複数のアンテナを使用すると、無線通信システムは、ＭＩＭＯ(ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ)システムと呼ばれるこ
とができる。
【００２９】
　図２は、多重搬送波(ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ)システムで使われる複数のコ
ンポーネント搬送波(ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ；ＣＣ)の例を示す。
【００３０】
　図２を参照すると、多重搬送波システムは、Ｎ個のコンポーネント搬送波ＣＣ＃１,Ｃ
Ｃ＃２,...,ＣＣ＃Ｎを使用することができる。ここで、隣接する(ａｄｊａｃｅｎｔ)コ
ンポーネント搬送波は、周波数領域で物理的に不連続的(ｄｉｓｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ)な
ものであると示したが、これは例示に過ぎない。隣接するコンポーネント搬送波は、周波
数領域で物理的に連続的(ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ)であってもよい。
【００３１】
　従って、多重搬送波システムは、周波数領域で物理的に不連続的及び/または連続的な
複数のコンポーネント搬送波を集約して論理的に大きい帯域幅(ｂａｎｄｗｉｄｔｈ；Ｂ
Ｗ)の周波数を使用することができる。
【００３２】
　ダウンリンクで、基地局は一つまたはその以上のコンポーネント搬送波を介して一つの
端末に同時に情報を送信することができる。また、アップリンクで、端末も一つまたはそ
の以上のコンポーネント搬送波を介して基地局に同時に情報を送信することができる。
【００３３】
　図３は、多重搬送波システムの例を示すブロック図である。
【００３４】
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　図３を参照すると、多重搬送波システムで、送信機１００及び受信機２００は、各々、
Ｎ個のコンポーネント搬送波ＣＣ＃１,ＣＣ＃２,...,ＣＣ＃Ｎを使用する。一つのコンポ
ーネント搬送波は、一つまたは複数の物理チャネル(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
；ＰＨＹ)を含む。送信機１００と受信機２００との間には無線チャネル(ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　ｃｈａｎｎｅｌ)が形成される。
【００３５】
　送信機１００は、複数の物理チャネル１１０-１,...,１１０-Ｍ、多重搬送波多重化装
置１２０、及び複数の送信アンテナ１９０-１,...,１９０-Ｎｔを含む。受信機２００は
、多重搬送波逆多重化装置２１０、複数の物理チャネル２２０-１,...,２２０-Ｌ、及び
複数の受信アンテナ２９０-１,...,２９０-Ｎｒを含む。送信機１００の物理チャネルの
個数Ｍ及び受信機２００の物理チャネルの個数Ｌは同じであってもよく、異なってもよい
。ここで、送信機１００及び受信機２００は、各々、複数のアンテナを含むことと示した
が、これは例示に過ぎない。送信機１００及び/または受信機２００は、一つのアンテナ
を含むこともできる。
【００３６】
　送信機１００は、情報からＮ個のコンポーネント搬送波に基づいて送信信号を生成し、
送信信号は、Ｍ個の物理チャネル１１０-１,...,１１０-Ｍを介して送信される。多重搬
送波多重化装置１２０は、送信信号が同時に送信されることができるように送信信号を併
合する。併合された送信信号は、Ｎｔ個の送信アンテナ１９０-１,...,１９０-Ｎｔを介
して送信される。送信信号は、無線チャネルを経て受信機２００のＮｒ個の受信アンテナ
２９０-１,...,２９０-Ｎｒを介して受信される。受信信号は、多重搬送波逆多重化装置
２１０を介してＬ個の物理チャネル２２０-１,...,２２０-Ｌに分離される。各物理チャ
ネル２２０-１,...,２２０-Ｌは、情報を復元する。
【００３７】
　多重搬送波システムは、一つまたは複数の搬送波モジュール(ｍｏｄｕｌｅ)を含むこと
ができる。搬送波モジュールは、ベースバンド信号(ｂａｓｅｂａｎｄ　ｓｉｇｎａｌ)を
搬送波周波数(ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｅｕｎｃｙ)に上方変換(ｕｐｃｏｎｖｅｒｓｉ
ｏｎ)させて無線信号(ｒａｄｉｏ　ｓｉｇｎａｌ)に変換させたり、或いは無線信号を下
方変換(ｄｏｗｎｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ)させてベースバンド信号に復元する。搬送波周波
数は、中心周波数(ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)とも呼ばれることができる。多重
搬送波システムは、搬送波周波数別に複数の搬送波モジュールを使用してもよく、または
搬送波周波数を変更可能な一つの搬送波モジュールを使用してもよい。
【００３８】
　図４は、複数の物理チャネルの例を示す。図４は、Ｎ個のコンポーネント搬送波がＭ個
の物理チャネルＰＨＹ＃１,ＰＨＹ＃２,...,ＰＨＹ＃Ｍで構成された場合の例である。
【００３９】
　図４を参照すると、各物理チャネルは、特定帯域幅を有する。ＰＨＹ＃ｍは、中心周波
数ｆｃ,ｍ及びＮＩＦＦＴ,ｍ・Δｆｍの帯域幅を有する(ｍ＝１,...,Ｍ)。ＮＩＦＦＴ,ｍ

は、ＰＨＹ＃ｍのＩＦＦＴ(ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ)大きさを示し、Δｆｍは、ＰＨＹ＃ｍの副搬送波間隔(ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ　ｓ
ｐａｃｉｎｇ)を示す。ＩＦＦＴ大きさ及び/または副搬送波間隔は、各物理チャネル別に
同じであってもよく、異なってもよい。各物理チャネルの中心周波数は、一定間隔または
不規則間隔に配置されることができる。
【００４０】
　各物理チャネルは、端末またはセルに応じて最大帯域幅より小さい大きさの帯域幅を使
用することができる。例えば、各物理チャネルの最大帯域幅が２０ＭＨｚ(ｍｅｇａｈｅ
ｒｔｚ)であり、Ｍが５であると仮定すると、最大１００ＭＨｚの全体帯域幅がサポート
されることができる。
【００４１】
　図５は、物理チャネルの帯域幅の例を示す。
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【００４２】
　図５を参照すると、物理チャネルの最大帯域幅が２０ＭＨｚであると仮定すると、物理
チャネルは、最大帯域幅より小さい１０ＭＨｚ、５ＭＨｚ、２.５ＭＨｚまたは１.２５Ｍ
Ｈｚなどの帯域幅を使用することができる。ダウンリンクで物理チャネルがどんな大きさ
の帯域幅を使用しても、各物理チャネルには同期化チャネル(ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔ
ｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＳＣＨ)が存在することができる。同期化チャネルは、セル探
索(ｃｅｌｌ　ｓｅａｒｃｈ)のためのチャネルである。セル探索とは、端末がセルと時間
同期化及び周波数同期化を獲得し、前記セルのセルＩＤ(ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)を検出す
る過程である。同期化チャネルが全てのダウンリンク物理チャネルに位置する場合、全て
の端末がセルと同期化することができる。また、端末が複数のダウンリンク物理チャネル
の割当を受ける場合、端末は、各物理チャネル別にセル探索をすることができ、特定物理
チャネルを介してのみセル探索をすることもできる。
【００４３】
　このように、多重搬送波システムで端末または基地局は一つまたはその以上の物理チャ
ネルを用いて情報を送信及び/または受信することができる。端末が用いる物理チャネル
の個数及び基地局が用いる物理チャネルの個数は異なってもよく、同じであってもよい。
一般的に、基地局は、Ｍ個の物理チャネルを全部使用し、端末は、Ｌ個の物理チャネルを
使用することができる(Ｍ≧Ｌ、Ｍ及びＬは自然数)。ここで、Ｌは端末の種類によって変
わることができる。
【００４４】
　多重搬送波システムは、多様な形態でアップリンク及びダウンリンクの構造を設計する
ことができる。ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ)システム
またはＴＤＤ(ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ)システムで、アップリンク及
びダウンリンクの構造は、アップリンクの帯域幅とダウンリンクの帯域幅とが互いに異な
る非対称(ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ)構造に設計されることができる。または、アップリンク
及びダウンリンクの構造は、アップリンクの帯域幅とダウンリンクの帯域幅とが同一に設
計されることもできる。この場合にも、アップリンク及びダウンリンクの構造は、アップ
リンク及びダウンリンクが同一個数の物理チャネルを有する対称(ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ)構
造に設計されたり、或いはアップリンクとダウンリンクが互いに異なる個数の物理チャネ
ルを有する非対称構造に設計されることができる。
【００４５】
　図６は、多重搬送波システムでアップリンク及びダウンリンクの非対称構造の例を示す
。ＴＴＩ(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ)は、情報送信のため
のスケジューリング単位である。ＦＤＤシステム及びＴＤＤシステムの各々で、アップリ
ンク及びダウンリンクの構造は非対称構造である。アップリンク及びダウンリンクの構造
が非対称である場合、特定リンクは、より高い情報処理率(ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ)を有す
ることがある。従って、システムが流動的に最適化されることができる。
【００４６】
　以下、説明の便宜のために、一つのコンポーネント搬送波は、一つの物理チャネルを含
むと仮定する。
【００４７】
　多重搬送波システムで送信機及び受信機の各コンポーネント搬送波には、単一搬送波シ
ステムで使われる全ての送信/受信技法が適用されることができる。また、多重搬送波シ
ステムは、レガシー(ｌｅｇａｃｙ)システムである単一搬送波システムと下位互換性(ｂ
ａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ)を維持するのが好ましい。多重搬送波シ
ステムと単一搬送波システムとの間に互換性が維持されると、ユーザの立場で便利であり
、事業者の立場でも既存装備のリサイクルを図ることができるためである。
【００４８】
　以下、単一搬送波システムを説明する。
【００４９】



(11) JP 5308525 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　図７は、無線フレーム(ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ)の構造を示す。
【００５０】
　図７を参照すると、無線フレームは、１０個のサブフレーム(ｓｕｂｆｒａｍｅ)で構成
され、一つのサブフレームは、２個のスロット(ｓｌｏｔ)で構成される。無線フレーム内
のスロットは、＃０から＃１９までスロット番号がつけられる。一つのサブフレームの送
信にかかる時間をＴＴＩという。例えば、一つの無線フレームの長さは１０ｍｓであり、
一つのサブフレームの長さは１ｍｓであり、一つのスロットの長さは０.５ｍｓである。
【００５１】
　無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数または
サブフレームに含まれるスロットの数は多様に変更されることができる。
【００５２】
　図８は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ)を示す例示図である。
【００５３】
　図８を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域(ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ)で複
数のＯＦＤＭ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)シンボルを含み、周波数領域(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ)
でＮＤＬリソースブロック(ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ；ＲＢ)を含む。ＯＦＤＭシン
ボルは、一つのシンボル区間(ｓｙｍｂｏｌ　ｐｅｒｉｏｄ)を表現するためのものであり
、多重接続方式(ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ　ｓｃｈｅｍｅ)によってＯＦＤＭＡ(
ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａ
ｃｃｅｓｓ)シンボル、ＳＣ-ＦＤＭＡ(ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ)シンボルなどで呼ばれること
ができる。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数ＮＤＬは、セルで設定
されるダウンリンク送信帯域幅(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ)に従属
する。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数の副搬送波を含む。
【００５４】
　リソースグリッド上の各要素(ｅｌｅｍｅｎｔ)をリソース要素(ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅ
ｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ)という。ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で７ＯＦＤ
Ｍシンボル、周波数領域で１２副搬送波で構成される７×１２リソース要素を含むことを
例示的に記述するが、リソースブロック内のＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数はこれ
に制限されるものではない。ＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰ(ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉ
ｘ)の長さ、副搬送波間隔によって多様に変更されることができる。例えば、ノーマル(ｎ
ｏｒｍａｌ)ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの数は７であり、拡張された(ｅｘｔｅｎｄｅ
ｄ)ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボルの数は６である。
【００５５】
　図８における一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッドは、アップリンク
スロットに対するリソースグリッドにも適用されることができる。
【００５６】
　図９は、ＦＤＤシステムにおける無線フレームとダウンリンクサブフレームの構造を示
す。
【００５７】
　図９を参照すると、無線フレームは１０個のサブフレームを含み、サブフレームは２個
の連続的な(ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ)スロットを含む。ノーマルＣＰの場合、サブフレー
ムは１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。拡張されたＣＰの場合、サブフレームは１２個の
ＯＦＤＭシンボルを含む。無線フレーム毎に同期化チャネルが送信される。同期化チャネ
ルにはＰ-ＳＣＨ(ｐｒｉｍａｒｙ-ＳＣＨ)とＳ-ＳＣＨ(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ-ＳＣＨ)があ
る。Ｐ-ＳＣＨは、無線フレーム内の０番サブフレーム及び５番サブフレームの１番目の
スロットの最後のＯＦＤＭシンボルを介して送信される。ノーマルＣＰの場合、サブフレ
ーム内の６番ＯＦＤＭシンボルであり、拡張されたＣＰの場合、サブフレーム内の５番Ｏ
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ＦＤＭシンボルである。Ｓ-ＳＣＨは、Ｐ-ＳＣＨが送信されるＯＦＤＭシンボルの直前の
ＯＦＤＭシンボルを介して送信される。
【００５８】
　毎サブフレーム内の１番目のスロットの前方部の最大３ＯＦＤＭシンボル(０番、１番
、及び２番ＯＦＤＭシンボル)は制御領域(ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ)であり、残り
のＯＦＤＭシンボルはデータ領域(ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ)である。データ領域にはＰＤ
ＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ)が割り当
てられることができる。ＰＤＳＣＨ上にはダウンリンクデータが送信される。
【００５９】
　制御領域にはＰＣＦＩＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ)、ＰＨＩＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＨＡＲＱ(ｈｙｂｒ
ｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ)、及びＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｃｈａｎｎｅｌ)などの制御チャネルが割り当てられることができる。
【００６０】
　リソース要素グループ(ｒｅｓｏｕｒｃ　ｅｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ；以下、ＲＥ
Ｇという)は、リソース要素への制御チャネルマッピングを定義するために使われる。
【００６１】
　図１０は、基地局が一つまたは二つの送信アンテナを使用する場合、ＲＥＧ構造の例を
示す。図１１は、基地局が４個の送信アンテナを使用する場合、ＲＥＧ構造の例を示す。
図１０と図１１の両方ともサブフレーム内の１番目のスロットの前方部の最大３ＯＦＤＭ
シンボル(０番、１番、及び２番ＯＦＤＭシンボル)が制御領域であると仮定する。
【００６２】
　図１０及び図１１を参照すると、Ｒｐはｐ番アンテナを介する参照信号(ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ；以下、ＲＳという)送信に使われるリソース要素を示す(ｐ∈{０,
１,２,３})。参照信号は、パイロット(ｐｉｌｏｔ)とも呼ばれることができる。一つのＲ
ＥＧは、ＲＳ送信に使われるリソース要素を除いた周波数領域で隣接した(ａｄｊａｃｅ
ｎｔ)４個のリソース要素で構成される。サブフレーム内の０番ＯＦＤＭシンボルには、
周波数領域で一つのリソースブロック内の２個のＲＥＧがある。ＲＥＧの構造は例示に過
ぎず、ＲＥＧに含まれるリソース要素の数は多様に変更されることができる。
【００６３】
　ＰＨＩＣＨは、アップリンクデータに対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇ
ｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)を運ぶ。
【００６４】
　ＰＣＦＩＣＨは、端末にサブフレーム内でＰＤＣＣＨの送信に使われるＯＦＤＭシンボ
ルの個数に関する情報を運ぶ(ｃａｒｒｙ)。ここで、制御領域が３ＯＦＤＭシンボルを含
むことは例示にすぎない。制御情報の量により０番ＯＦＤＭシンボル、０番及び１番ＯＦ
ＤＭシンボル、または０番～２番ＯＦＤＭシンボルを介してＰＤＣＣＨが送信される。Ｐ
ＤＣＣＨ送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数は、サブフレーム毎に変更されることがで
きる。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム毎に１番目のＯＦＤＭシンボル(０番ＯＦＤＭシン
ボル)を介して送信される。ＰＣＦＩＣＨは、単一アンテナ(ｓｉｎｇｌｅ　ａｎｔｅｎｎ
ａ)を介して送信されることもでき、或いは送信ダイバーシティ技法が使われた多重アン
テナを介して送信されることもできる。端末は、サブフレームの受信の際、ＰＣＦＩＣＨ
を介して送信される制御情報を確認した後、ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を受
信する。
【００６５】
　ＰＣＦＩＣＨを介して送信される制御情報をＣＦＩ(ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)という。例えば、ＣＦＩ値は、１、２または３であり、ＣＦＩ値は
、サブフレームでＰＤＣＣＨ送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数を示す。即ち、ＣＦＩ
が２であると、サブフレームでＰＤＣＣＨ送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数は２であ
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る。ただし、これは例示に過ぎず、ＣＦＩが示す情報は、ダウンリンク送信帯域幅によっ
て異に定義されることができる。例えば、ダウンリンク送信帯域幅が特定閾値(ｔｈｒｅ
ｓｈｏｌｄ　ｖａｌｕｅ)より小さい場合、ＣＦＩ値１、２、及び３は、各々、サブフレ
ームでＰＤＣＣＨ送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数が２、３、及び４であることを示
す。
【００６６】
　次の表は、ＣＦＩとＣＦＩにチャネルコーディングが実行されて生成された３２ビット
ＣＦＩコードワードの例を示す。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　３２ビットＣＦＩコードワードは、ＱＰＳＫ(ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　ｐｈａｓｅ　ｓ
ｈｉｆｔ　ｋｅｙｉｎｇ)を介して１６個の変調シンボルにマッピングされることができ
る。この場合、ＰＣＦＩＣＨ送信には１６リソース要素(または、１６副搬送波)が使われ
る。即ち、ＰＣＦＩＣＨ送信には４個のＲＥＧが使われる。
【００６９】
　図１２は、ＲＥＧへのＰＣＦＩＣＨのマッピングの例を示す。
【００７０】
　図１２を参照すると、ＰＣＦＩＣＨは、４個のＲＥＧにマッピングされ、ＰＣＦＩＣＨ
がマッピングされる各ＲＥＧは、互いに離隔されている。ＰＣＦＩＣＨのマッピングされ
るＲＥＧは、周波数領域でリソースブロックの個数によって変わる。ＰＣＦＩＣＨのセル
間干渉を防止するために、ＰＣＦＩＣＨのマッピングされるＲＥＧは、セルＩＤによって
周波数領域でシフト(ｓｈｉｆｔ)されることができる。
【００７１】
　次に、ＰＤＣＣＨに対して説明する。
【００７２】
　制御領域は、複数のＣＣＥ(ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ)の集
合で構成される。ダウンリンクサブフレームでＣＣＥ集合を構成するＣＣＥの総数がＮ(
ＣＣＥ)であると、ＣＣＥは０からＮ(ＣＣＥ)-１までＣＣＥインデックスがつけられる。
ＣＣＥは、複数のＲＥＧに対応される。例えば、一つのＣＣＥは、９ＲＥＧに対応される
ことができる。ＰＤＣＣＨは、一つまたは複数の連続的なＣＣＥの集団(ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ)上に送信される。ＣＣＥ集団を構成するＣＣＥの個数によってＰＤＣＣＨフォ
ーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。以下、ＰＤＣＣＨ送信のために
使われるＣＣＥ集団を構成するＣＣＥの数をＣＣＥ集団レベル(ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
　ｌｅｖｅｌ)という。また、ＣＣＥ集団レベルは、ＰＤＣＣＨを検索するためのＣＣＥ
単位である。ＣＣＥ集団レベルの大きさは、隣接するＣＣＥの数により定義される。例え
ば、ＣＣＥ集団レベルは{１,２,４,８}の元素である。
【００７３】
　次の表は、ＣＣＥ集団レベルによるＰＤＣＣＨフォーマット、ＲＥＧの個数、及びＰＤ
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【００７４】
【表２】

 
【００７５】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をＤＣＩ(ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)という。ＤＣＩは、ダウンリンクスケジューリング情報、ア
ップリンクスケジューリング情報、またはアップリンクパワー制御命令などを伝達する。
ダウンリンクスケジューリング情報は、ダウンリンクグラント(ｇｒａｎｔ)とも呼ばれ、
アップリンクスケジューリング情報は、アップリンクグラントとも呼ばれる。
【００７６】
　図１３は、端末で実行されるデータ送信方法及びデータ受信方法の例を示す流れ図であ
る。
【００７７】
　図１３を参照すると、基地局は、端末にアップリンクグラントを送信する(Ｓ１１)。端
末は、基地局にアップリンクグラントに基づいてアップリンクデータを送信する(Ｓ１２)
。アップリンクグラントは、ＰＤＣＣＨ上に送信されることができ、アップリンクデータ
は、ＰＵＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ)上に
送信されることができる。ＰＤＣＣＨの送信されるサブフレームとＰＵＳＣＨの送信され
るサブフレームとの関係は、基地局と端末との間に予め定められることができる。例えば
、ＦＤＤシステムで、ＰＤＣＣＨがｎ番サブフレームを介して送信されると、ＰＵＳＣＨ
は、ｎ＋４番サブフレームを介して送信されることができる。
【００７８】
　基地局は、端末にダウンリンクグラントを送信する(Ｓ１３)。端末は、ダウンリンクグ
ラントに基づいてダウンリンクデータを受信する(Ｓ１４)。ダウンリンクグラントは、Ｐ
ＤＣＣＨ上に送信されることができ、ダウンリンクデータは、ＰＤＳＣＨ上に送信される
ことができる。例えば、ＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨは、同一サブフレームに送信されるこ
とができる。
【００７９】
　このように、端末は、基地局からダウンリンクデータを受信したり、または基地局にア
ップリンクデータを送信するために、ＰＤＣＣＨ上にＤＣＩを受信しなければならない。
【００８０】
　ＤＣＩは、用途によって互いに異なるＤＣＩフォーマットを使用することができる。例
えば、ダウンリンクグラントのために使われるＤＣＩフォーマットとアップリンクグラン
トのために使われるＤＣＩフォーマットとは互いに異なる。ＤＣＩフォーマットによって
ＤＣＩの大きさ及び用途が変わることができる。
【００８１】
　次の表は、ＤＣＩフォーマットの例を示す。
【００８２】
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【表３】

【００８３】
　表を参照すると、ＤＣＩフォーマット０は、ＰＵＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ)スケジューリングのために使われる。ＤＣＩフォ
ーマット０は、アップリンクグラントのために使われる。
【００８４】
　ＤＣＩフォーマット１は、一つのＰＤＳＣＨコードワードのスケジューリングのために
使われる。ＤＣＩフォーマット１Ａは、一つのＰＤＳＣＨコードワードの簡単な(ｃｏｍ
ｐａｃｔ)スケジューリングのために使われる。ＤＣＩフォーマット１Ｂは、閉ループ(ｃ
ｌｏｓｅｄ-ｌｏｏｐ)ランク１である送信モードで一つのＰＤＳＣＨコードワードの簡単
なスケジューリングのために使われる。ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ページング、ランダ
ムアクセスチャネル応答(ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ(ＲＡＣＨ)　ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ)及び動的ＢＣＣＨ(ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ)のために使われる。ＤＣＩフォーマット１Ｄは、ＭＵ(ｍｕｌｔｉ-ｕｓｅｒ)-ＭＩＭ
ＯモードでＰＤＳＣＨスケジューリングのために使われる。ＤＣＩフォーマット２は、閉
ループランク適応的な空間多重化(ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)モードで
ＰＤＳＣＨスケジューリングのために使われる。ＤＣＩフォーマット２Ａは、開ループ(
Ｏｐｅｎ-ｌｏｏｐ)ランク適応的な空間多重化モードでＰＤＳＣＨスケジューリングのた
めに使われる。ＤＣＩフォーマット１からフォーマット２Ａまでは、各々、ダウンリンク
グラントのために使われる。ただし、ＤＣＩの用途や基地局の送信モード(ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ)によって異なるＤＣＩフォーマットが使われる。
【００８５】
　ＤＣＩフォーマット３と３Ａは、ＰＵＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ)及びＰＵＳＣＨのためのＴＰＣ(Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ)命令の送信のために使われる。ＤＣＩフォーマット３と
３Ａは、アップリンクパワー制御命令のために使われる。
【００８６】
　各ＤＣＩフォーマットは、複数の情報フィールドで構成される。ＤＣＩフォーマット毎
にＤＣＩフォーマットを構成する情報フィールドの種類、各情報フィールドの大きさなど
が変わることができる。例えば、ダウンリンクグラント(またはアップリンクグラント)は
、無線リソースを指示するリソース割当フィールド(ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　ｆｉｅｌｄ)を含む。また、ダウンリンクグラント(またはアップリンクグラント
)は、変調方式及びチャネルコーディング方式を指示するＭＣＳ(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ)フィールドをさらに含むことができる。なお、ダ
ウンリンクグラント(またはアップリンクグラント)は、多様な情報フィールドをさらに含
むことができる。
【００８７】
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　図１４は、ＰＤＣＣＨ構成方法の例を示すフローチャートである。
【００８８】
　図１４を参照すると、基地局は、ＤＣＩフォーマットによって情報ビットストリーム(
ｂｉｔ　ｓｔｒｅａｍ)を生成する(Ｓ２１)。
【００８９】
　基地局は、情報ビットストリームにエラー検出(ｅｒｒｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ)のた
めのＣＲＣ(ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ)を付加(ａｔｔａｃｈｍ
ｅｎｔ)する(Ｓ２２)。情報ビットストリームは、ＣＲＣ計算のために使われることがで
きる。ＣＲＣは、パリティビット(ｐａｒｉｔｙ　ｂｉｔｓ)であり、情報ビットストリー
ムの後または前にＣＲＣが付加されることができる。
【００９０】
　ＣＲＣにはＤＣＩの所有者(ｏｗｎｅｒ)や用途によって識別子(これをＲＮＴＩ(ｒａｄ
ｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)という)がマスキン
グされる。マスキングは、ＣＲＣが識別子でスクランブル(ｓｃｒａｍｂｌｅ)されること
である。マスキングは、ＣＲＣと識別子がモジュロ(ｍｏｄｕｌｏ)２演算またはＸＯＲ(
ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ　ｏｒ)演算されることである。
【００９１】
　特定端末のためのＤＣＩの場合、端末の固有識別子、例えば、Ｃ-ＲＮＴＩ(ｃｅｌｌ-
ＲＮＴＩ)がＣＲＣにマスキングされることができる。Ｃ-ＲＮＴＩは、端末ＩＤ(ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ)とも呼ばれる。ＣＲＣにはＣ-ＲＮＴＩの以外にも異なるＲＮＴＩがマス
キングされることができる。ページングメッセージのためのＰ-ＲＮＴＩ(ｐａｇｉｎｇ-
ＲＮＴＩ)、システム情報(ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)のためのＳＩ-ＲＮＴ
Ｉ(ｓｙｓｔｅｍｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ-ＲＮＴＩ)、及び端末のランダムアクセスプリ
アンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためのＲＡ-ＲＮＴ
Ｉ(ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ-ＲＮＴＩ)などがＣＲＣにマスキングされることができ
る。
【００９２】
　基地局は、ＣＲＣが付加された情報ビットストリームにチャネルコーディング(ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ)を実行して符号化されたビットストリームを生成する(Ｓ２３)
。チャネルコーディング方式には制限がない。例えば、コンボリューションコーディング
(ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ)方式が使われることができる。チャネルコーデ
ィング率(ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ)によってＰＤＣＣＨのビット数が変
わることができる。
【００９３】
　基地局は、符号化されたビットストリームにレートマッチング(ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈ
ｉｎｇ)を実行してレートマッチングされたビットストリームを生成する(Ｓ２４)。基地
局は、レートマッチングされたビットストリームを変調(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ)して変調
シンボルを生成する(Ｓ２５)。基地局は、変調シンボルをリソース要素にマッピングする
(Ｓ２６)。
【００９４】
　以上のように、一つのＰＤＣＣＨ構成方法を説明した。しかし、一つのサブフレーム内
で複数の制御チャネルが送信されることができる。即ち、一つのサブフレーム内で数個の
端末に対する複数のＰＤＣＣＨが多重化されて送信されることができる。情報ビットスト
リーム生成、ＣＲＣ付着、チャネルコーディング、及びレートマッチングなどは、各ＰＤ
ＣＣＨ毎に独立的に実行される。即ち、図１４のＰＤＣＣＨ構成過程は、各ＰＤＣＣＨ毎
に独立的に実行されることができる。
【００９５】
　図１５は、アップリンクサブフレームの構造の例を示す。
【００９６】
　図１５を参照すると、アップリンクサブフレームは、アップリンク制御情報を運ぶＰＵ
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られる制御領域とユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓ
ｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ)が割り当てられるデータ領域とに分けることができる。ア
ップリンクで単一搬送波特性(ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ)を維持
するために、一つの端末に周波数領域に連続的なリソースブロックをリソースとして割り
当てる。一つの端末は、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨを同時に送信することができない。
【００９７】
　一つの端末に対するＰＵＣＣＨは、サブフレームでリソースブロック対(ＲＢ　ｐａｉ
ｒ)で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第１のスロッ
トと第２のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。これをＰＵＣＣＨに割り当
てられるリソースブロック対がスロット境界(ｓｌｏｔ　ｂｏｕｎｄａｒｙ)で周波数跳躍
(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ)されるという。ｍは、サブフレーム内でＰＵＣＣ
Ｈに割り当てられたリソースブロックの周波数領域位置を示す位置インデックスである。
【００９８】
　ＰＵＳＣＨは、送信チャネル(ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ)であるＵＬ-ＳＣ
Ｈ(ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ)にマッピングされる。ＰＵＣＣＨ上に
送信されるアップリンク制御情報としては、ＨＡＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉ
ｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ)ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)/ＮＡＣＫ
(ｎｏｔ-ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)、ダウンリンクチャネル状態を示すＣＱＩ(ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)、アップリンク無線リソース割当
要請であるＳＲ(ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ)などがある。
【００９９】
　ＣＱＩは、リンク適応(ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ)のために使われることができ
る。端末は、ダウンリンクチャネル状態を測定し、ＣＱＩを基地局に報告できる。例えば
、ＣＱＩは、ＭＣＳ(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ)レベ
ルを示すことができる。基地局は、ＣＱＩを用いてダウンリンクスケジューリングに使用
することができる。端末は、ＣＱＩの以外にもＰＭＩ(ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉ
ｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)、ＲＩ(ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)などを基地局にフィー
ドバックすることができる。ＰＭＩは、コードブックから選択されたプリコーディング行
列のインデックスを示し、ＲＩは、有用な送信レイヤ(ｕｓｅｆｕｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ)の個数を示す。以下、ＣＱＩは、ＣＱＩの以外にもＰＭＩ、ＲＩ
まで含まれた概念である。
【０１００】
　ＣＱＩ送信は、周期的または非周期的である。
【０１０１】
　端末は、ＰＵＳＣＨ割当のないサブフレーム内のＰＵＣＣＨ上に周期的ＣＱＩを送信す
ることができる。端末は、ＰＵＳＣＨ割当のあるサブフレーム内のＰＵＳＣＨ上に周期的
ＣＱＩを送信することができる。この時、端末は、ＰＵＳＣＨ上に同じＰＵＣＣＨベース
の周期的ＣＱＩフォーマットを使用することができる。端末は、ＰＵＳＣＨ上に非周期的
ＣＱＩを送信することができる。
【０１０２】
　まず、周期的に送信されるＣＱＩに対して説明する。
【０１０３】
　次の表は、報告モード(ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｍｏｄｅ)によるＰＵＣＣＨ上に送信され
るＣＱＩ及びＰＭＩフィードバックタイプの例を示す。
【０１０４】
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【表４】

【０１０５】
　表を参照すると、モード１-０の場合、端末は、ＰＭＩなしに広帯域ＣＱＩのみをフィ
ードバックする。モード１-１の場合、端末は、単一ＰＭＩ及び広帯域ＣＱＩをフィード
バックする。モード２-０の場合、端末は、ＰＭＩなしに端末選択のサブバンドＣＱＩを
フィードバックする。モード２-１の場合、端末は、単一ＰＭＩ及び端末選択のサブバン
ドＣＱＩをフィードバックする。
【０１０６】
　このように、報告モードによって多様な形態のＣＱＩ及び/またはＰＭＩがフィードバ
ックされることができる。また、報告モードによって、ＣＱＩは、全体帯域に対するチャ
ネル状態または全体帯域のうち一部帯域であるサブバンドに対するチャネル状態をフィー
ドバックすることができる。
【０１０７】
　報告モードは、ＲＲＣ(ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ)シグナリング
のように上位階層シグナリングにより設定されることができる。この場合、報告モードは
、半静的に(ｓｅｍｉ-ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ)設定される。
【０１０８】
　端末は、報告モードによってＣＱＩ情報ビットを生成する。ＣＱＩ情報ビットは、ＣＱ
Ｉの以外にもＰＭＩ、ＲＩなどをさらに含むことができる。端末は、ＣＱＩ情報ビットに
チャネル符号化を実行して符号化されたＣＱＩビットを生成する。この時、符号化された
ＣＱＩビットの大きさは固定される。例えば、(２０,Ａ)ブロックコードを使用する場合
、ＣＱＩ情報ビットの大きさに関係なしに常に２０ビットの符号化されたＣＱＩビットが
生成される。ここで、Ａは、ＣＱＩ情報ビットの大きさである。符号化されたＣＱＩビッ
トを予め決定された変調方式によって変調されて変調シンボルが生成される。この時、変
調方式は、ＱＰＳＫ(Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ)で
ある。例えば、２０ビットの符号化されたＣＱＩビットをＱＰＳＫを介して１０個の変調
されたシンボルが生成されることができる。これをＣＱＩ変調シンボルという。ＣＱＩ変
調シンボルは、ＰＵＣＣＨ上に送信される。
【０１０９】
　端末は、リソースインデックスに基づいてＣＱＩをＰＵＣＣＨ上に送信する。リソース
インデックスは、ＣＱＩ送信に使われるリソースを識別する。ＣＱＩ送信に使われるリソ
ースは、リソースブロック及びシーケンスである。リソースブロックは、ＣＱＩ送信に使
われる周波数リソースである。シーケンスは、ＣＱＩ変調シンボルの各々を周波数領域に
拡散させる。例えば、ＣＱＩ変調シンボルの各々にシーケンスをかける。シーケンスは、
基本シーケンス(ｂａｓｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ)を特定ＣＳ量(ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ
　ａｍｏｕｎｔ)ほど循環シフトさせて生成された循環シフトされたシーケンスである。
この場合、リソースインデックスは、前記特定ＣＳ量を示すことができる。
【０１１０】
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　このように、周期的送信フォーマットは、チャネル符号化方式、変調方式などが固定さ
れ、周期的ＣＱＩ送信フォーマットは、ＰＵＣＣＨベースの周期的ＣＱＩフォーマットと
呼ばれる。端末は、ＰＵＣＣＨベースの周期的ＣＱＩフォーマットを使用してＰＵＳＣＨ
上にも周期的ＣＱＩを送信することができる。このように、周期的ＣＱＩは、ＰＵＣＣＨ
ベースの周期的ＣＱＩフォーマットを使用する。従って、周期的ＣＱＩは、送信フォーマ
ットが固定されており、送信可能なＣＱＩ情報量が制限される。
【０１１１】
　周期的ＣＱＩの送信周期及びＣＱＩのためのリソースインデックスは、各々、ＲＲＣシ
グナリングのような上位階層シグナリングにより半静的に設定されることができる。
【０１１２】
　ＣＱＩ送信の柔軟性(ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ)を高めるために、ＣＱＩは、周期的送信
の以外にも非周期的に送信される必要がある。
【０１１３】
　次に、非周期的に送信されるＣＱＩに対して説明する。
【０１１４】
　次の表は、報告モード(ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｍｏｄｅ)によるＰＵＳＣＨ上に送信され
るＣＱＩ及びＰＭＩフィードバックタイプの例を示す。
【０１１５】
【表５】

【０１１６】
　表を参照すると、モード２-０の場合、端末は、ＰＭＩなしに端末選択のサブバンドＣ
ＱＩをフィードバックする。モード３-０の場合、端末は、ＰＭＩなしに上位階層により
設定されたサブバンドＣＱＩをフィードバックする。モード３-１の場合、端末は、単一
ＰＭＩ及び上位階層により設定されたサブバンドＣＱＩをフィードバックする。モード１
-２の場合、端末は、多重ＰＭＩ及び広帯域ＣＱＩをフィードバックする。モード２-２の
場合、端末は、多重ＰＭＩ及び端末選択のサブバンドＣＱＩをフィードバックする。
【０１１７】
　このように、報告モードによって、ＣＱＩ及び/またはＰＭＩの周波数領域の粒状度(ｇ
ｒａｎｕｌａｒｉｔｙ)が変わることができる。報告モードによって、フィードバックオ
ーバーヘッド及びシステム性能が変わることができる。基地局は、端末の移動速度及びＭ
ＩＭＯチャネル状態などによって適切な報告モードを設定してシステムを最適化させるこ
とができる。報告モードは、ＲＲＣのような上位階層シグナリングにより半静的に設定さ
れることができる。
【０１１８】
　図１６は、非周期的ＣＱＩ送信方法の例を示す流れ図である。
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【０１１９】
　図１６を参照すると、基地局は、端末にＰＤＣＣＨ上に非周期的ＣＱＩ報告を要請する
アップリンクグラントを送信する(Ｓ３１)。端末は、基地局にＰＵＳＣＨ上にアップリン
クグラントに基づいてＣＱＩを送信する(Ｓ３２)。アップリンクグラントは、ＣＱＩ要請
可否を示すＣＱＩ要請フィールドを含む。ＣＱＩ要請フィールドがＣＱＩ要請を示すと、
非周期的ＣＱＩフィードバックが誘発される。このように、非周期的ＣＱＩは、基地局の
要請によりフィードバックされることができる。
【０１２０】
　以上、単一搬送波システムのフレーム構造、アップリンク制御情報の送信方法などに対
して説明した。多重搬送波システムを最適化するために、多重アンテナ技法または制御チ
ャネルは、各コンポーネント搬送波に対する周波数チャネル特性を考慮して設計されなけ
ればならない。従って、各コンポーネント搬送波に対する最適送信/受信技法及びシステ
ムパラメーターが適切に使われることが重要である。また、多重搬送波システムの一つの
コンポーネント搬送波でレガシーシステムと同一なフレーム構造が使われることができる
。この場合、レガシーシステムのための端末と多重搬送波システムのための端末の両方が
動作可能であるように、制御チャネルが適切に変形されなければならない。以下、レガシ
ーシステムのための端末をＬＴＥ(ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)端末といい
、多重搬送波システムのための端末をＬＴＥ-Ａ(ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ)端末という。
【０１２１】
　多重搬送波システムで、ＬＴＥ-Ａ端末が複数のダウンリンクコンポーネント搬送波の
割当を受けた場合、各ダウンリンクコンポーネント搬送波に対するアップリンク制御情報
が送信可能でなければならない。特に、各ダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＣ
ＱＩがフィードバックされると、リンク適応(ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ)がチャネ
ルに効率的に適用されることができ、システムを最適化させることができる。従って、各
ダウンリンクコンポーネント搬送波に対するアップリンク制御情報を効率的に送信する方
法が必要である。
【０１２２】
　多重搬送波システムは、対称構造と非対称構造とに区分されることができる。対称構造
は、ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数とアップリンクコンポーネント搬送波の個
数とが同一な場合であり、非対称構造は、ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数とア
ップリンクコンポーネント搬送波の個数とが異なる場合である。
【０１２３】
　まず、多重搬送波システムが対称構造である場合に対して説明する。
【０１２４】
　図１７は、対称構造の多重搬送波システムにおけるダウンリンクコンポーネント搬送波
とアップリンクコンポーネント搬送波との間のリンキング(ｌｉｎｋｉｎｇ)方式の例を示
す。
【０１２５】
　図１７を参照すると、ダウンリンクコンポーネント搬送波の数はＬで、アップリンクコ
ンポーネント搬送波の数はＬで、両方は同一である。ＤＬ　ＣＣ＃ｎは、ＵＬ　ＣＣ＃ｎ
と連関している(ｎ＝１,２,...,Ｌ)。即ち、複数のダウンリンクコンポーネント搬送波は
、複数のアップリンクコンポーネント搬送波と１:１でマッピングされる。
【０１２６】
　ダウンリンクコンポーネント搬送波とアップリンクコンポーネント搬送波とのリンキン
グの意味は、次の通りである。第一、アップリンクコンポーネント搬送波に対するダウン
リンク制御情報は、前記アップリンクコンポーネント搬送波とリンクされたダウンリンク
コンポーネント搬送波を送信されることができる。例えば、ＤＬ　ＣＣ＃ｎを介してアッ
プリンクグラントが送信されると、アップリンクデータは、アップリンクグラントに基づ
いてＤＬ　ＣＣ＃ｎとリンクされたＵＬ　ＣＣ＃ｎを介して送信されることができる。ま
た、ＵＬ　ＣＣ＃ｎを介して送信されたアップリンクデータに対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ/
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ＮＡＣＫは、ＤＬ　ＣＣ＃ｎを介して送信されることができる。
【０１２７】
　第二、ダウンリンクコンポーネント搬送波に対するアップリンク制御情報は、前記ダウ
ンリンクコンポーネント搬送波とリンクされたアップリンクコンポーネント搬送波を介し
て送信されることができる。例えば、ＤＬ　ＣＣ＃ｎに対するＣＱＩは、ＤＬ　ＣＣ＃ｎ
とリンクされたＵＬ　ＣＣ＃ｎを介して送信されることができる。ＤＬ　ＣＣ＃ｎを介し
て送信されたダウンリンクデータに対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫは、ＵＬ　ＣＣ＃
ｎを介して送信されることができる。
【０１２８】
　アップリンク制御情報の送信方法は、物理チャネルの種類、周期的に送信されるか否か
によって次の表のように区分されることができる。
【０１２９】
【表６】

【０１３０】
　以下、周期的に送信されるＰＵＣＣＨをＰ_ＰＵＣＣＨといい、非周期的に送信される
ＰＵＣＣＨをＡ_ＰＵＣＣＨという。また、周期的に送信されるＰＵＳＣＨをＰ_ＰＵＳＣ
Ｈといい、非周期的に送信されるＰＵＳＣＨをＡ_ＰＵＳＣＨという。例えば、Ｐ_ＰＵＣ
ＣＨまたはＰ_ＰＵＳＣＨ上に送信されるアップリンク制御情報にはＣＱＩ、ＳＲがある
。Ａ_ＰＵＣＣＨ上に送信されるアップリンク制御情報にはＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫが
ある。Ａ_ＰＵＳＣＨ上に送信されるアップリンク制御情報には基地局の要請に送信され
る非周期的ＣＱＩがある。
【０１３１】
　無線通信システムは、四つのアップリンク制御情報の送信方法のうち特定送信方法のみ
をサポートするように設定されることができる。例えば、無線通信システムは、Ｐ_ＰＵ
ＣＣＨ、Ｐ_ＰＵＳＣＨ、及びＡ_ＰＵＳＣＨのみサポートするように設定されることがで
きる。
【０１３２】
　以下、Ｐ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨ送信に対して説明する。以下、Ｐ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_
ＰＵＳＣＨは、各々、Ｐ_ＰＵＣＣＨ及びＰ_ＰＵＳＣＨを意味する。複数のアップリンク
コンポーネント搬送波の各々に周期的にＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨを送信されること
ができる。この時、アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨ
の送信周期は同期化されることができる。
【０１３３】
　図１８は、アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信
周期が同期化された場合の一例を示す。
【０１３４】
　図１８を参照すると、複数のアップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_
ＰＵＳＣＨの送信周期は、各々、３ＴＴＩである。
【０１３５】
　図１９は、アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信
周期が同期化された場合の他の例を示す。
【０１３６】
　図１９を参照すると、ＵＬ　ＣＣ＃１のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周期は３
ＴＴＩで、ＵＬ　ＣＣ＃２のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周期は６ＴＴＩで、Ｕ
Ｌ　ＣＣ＃ＵのＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周期は９ＴＴＩである。複数のアッ
プリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周期は、各々、異
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Ｈの送信周期は、基準アップリンクコンポーネント搬送波(ここでは、ＵＬ　ＣＣ＃１)の
Ｐ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信周期の倍数である。
【０１３７】
　図１８及び図１９のように、アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_
ＰＵＳＣＨの送信周期が同期化される場合、効率的なアップリンク制御情報の送信が可能
である。端末は、多重ＰＵＣＣＨ(ｍｕｌｔｉ-ＰＵＣＣＨ)を構成してアップリンク制御
情報を効率的に送信することができる。多重ＰＵＣＣＨとは、同時に送信される各アップ
リンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨをまとめて一つのアップリンクコンポーネ
ント搬送波を介して送信される複数のＰＵＣＣＨをいう。端末は、複数の多重ＰＵＣＣＨ
を構成し、各多重ＰＵＣＣＨを各々異なるアップリンクコンポーネント搬送波を介して送
信することもできる。
【０１３８】
　多重ＰＵＣＣＨ構成方法を説明するために、まず、ＬＴＥ(Ｒｅｌｅａｓｅ　８)におけ
るＰＵＣＣＨ送信方法を説明する。
【０１３９】
　ＰＵＣＣＨベースの周期的ＣＱＩフォーマットで説明したように、ＣＱＩ送信に使われ
るリソースは、リソースブロック及びシーケンスである。シーケンスが循環シフトされた
シーケンスである場合、リソースを識別するリソースインデックスは、ＰＵＣＣＨ送信に
使われるリソースブロック及び循環シフトインデックスを決定する。循環シフトインデッ
クスは、ＣＳ量を示す。
【０１４０】
　ＰＵＣＣＨ上のＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ(またはＳＲ)送信に使われるリソースは、
リソースブロック、第１のシーケンス及び第２のシーケンスである。第１のシーケンスは
、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ(またはＳＲ)に対するシンボルを周波数領域に拡散させ、
第２のシーケンスは、第１のシーケンスにより周波数領域に拡散されたシンボルを時間領
域に拡散させる。第１のシーケンスは循環シフトされたシーケンスであり、第２のシーケ
ンスは直交シーケンスで構成された直交シーケンス集合から選択された直交シーケンスで
ある。この場合、リソースインデックスは、ＰＵＣＣＨ送信に使われるリソースブロック
、循環シフトインデックス、及び直交シーケンスインデックスを決定する。直交シーケン
スインデックスは、直交シーケンス集合から選択された直交シーケンスを示す。
【０１４１】
　セル内の複数の端末が同時に同一なリソースブロックを介してＰＵＣＣＨを送信しても
各端末が互いに異なるシーケンスを使用すると、基地局は、各端末が送信したＰＵＣＣＨ
を識別することができる。
【０１４２】
　次の表は、リソースブロック内のＰＵＣＣＨ送信に使われることができるリソースの例
を示す。
【０１４３】
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【表７】

【０１４４】
　表を参照すると、１２個の循環シフトインデックスのうち０～３は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ
/ＮＡＣＫ及びまたはＳＲのためのＰＵＣＣＨリソースとして使われる。５～１０の循環
シフトインデックスは、ＣＱＩのためのＰＵＣＣＨリソースとして使われる。Ｎ/Ａは、
未割当(ｕｎａｌｌｏｃａｔｅｄ)循環シフトインデックスを示す。未割当循環シフトイン
デックスは、セル内のどの端末にも割り当てられない循環シフトインデックスを意味する
。未割当循環シフトインデックスは、ガードシフト(ｇｕａｒｄ　ｓｈｉｆｔ)とも呼ばれ
ることができる。
【０１４５】
　リソースインデックス０～５は，リソースブロック内のＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及
び/またはＳＲのＰＵＣＣＨ送信のために使われるリソースを識別する。基地局は、リソ
ースブロックを介して、最大６個の端末が送信したＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及び/また
はＳＲのための６個のＰＵＣＣＨ及び最大６個の端末が送信したＣＱＩのための６個のＰ
ＵＣＣＨを受信することができる。
【０１４６】
　図２０は、多重アンテナシステムにおける端末で実行されるＰＵＣＣＨ送信方法を示す
フローチャートである。
【０１４７】
　図２０を参照すると、端末は、第１のリソースインデックス及び第２のリソースインデ
ックスを獲得する(Ｓ４１)。端末は、基地局に第１のアンテナを介して第１のリソースイ
ンデックスに基づいて第１のＰＵＣＣＨを送信すると同時に、第２のアンテナを介して第
２のリソースインデックスに基づいて第２のＰＵＣＣＨを送信する(Ｓ４２)。この時、第
１のＰＵＣＣＨ及び第２のＰＵＣＣＨは、一つのアップリンクコンポーネント搬送波を介
して送信される。第１のリソースインデックスは、第１のＰＵＣＣＨ送信に使われる第１
リソースを示し、第２のリソースインデックスは、第２のＰＵＣＣＨ送信に使われる第２
リソースを示す。
【０１４８】
　第１のＰＵＣＣＨが運ぶ第１の制御情報及び第２のＰＵＣＣＨが運ぶ第２の制御情報は
、同一な場合もあり、または異なる場合もある。第１の制御情報及び第２の制御情報が同
一な場合の多重ＰＵＣＣＨ送信方法をＯＲＴＤ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ)方式という。ＯＲＴＤ方式を介してダイバ
ーシティ利得が得られることができる。第１の制御情報及び第２の制御情報が異なる場合
の多重ＰＵＣＣＨ送信方法をＯＲＳＭ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｓｐ
ａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ)方式という。ＯＲＳＭ方式を介して情報送信率
が増加されることができる。
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【０１４９】
　ＯＲＴＤ方式及びＯＲＳＭ方式は、各々、３個以上のアンテナに対しても拡張適用され
ることができる。端末は、互いに異なるＮ個のリソースインデックスの割当を受けること
ができる(Ｎは、２以上の自然数)。端末は、Ｎ個のリソースインデックスに基づいてＮ個
のアンテナを介してＮ個のＰＵＣＣＨを送信することができる。
【０１５０】
　図２１は、ＯＲＴＤ方式が具現される送信機構造の例を示すブロック図である。ここで
、送信機は、端末の一部分である。
【０１５１】
　図２１を参照すると、送信機１００は、第１のＰＵＣＣＨ部１１０-１、第２のＰＵＣ
ＣＨ部１１０-２、及び２個のアンテナ１９０-１、１９０-２を含む。第１のアンテナ１
９０-１は、第１のＰＵＣＣＨ部１１０-１と連結され、第２のアンテナ１９０-２は、第
２のＰＵＣＣＨ部１１０-２と連結される。第１のＰＵＣＣＨ部１１０-１及び第２のＰＵ
ＣＣＨ１１０-２には同一にシンボルＳ(１)が入力される。Ｓ(１)はアップリンク制御情
報に対する一つまたはその以上のシンボルである。第１のＰＵＣＣＨ１１０-１は、Ｓ(１
)と第１のリソースインデックスに基づいて第１のＰＵＣＣＨを生成する。第２のＰＵＣ
ＣＨ１１０-２は、Ｓ(１)と第２のリソースインデックスに基づいて第２のＰＵＣＣＨを
生成する。第１のアンテナ１９０-１を介して第１のＰＵＣＣＨが送信されると同時に第
２のアンテナ１９０-２を介して第２のＰＵＣＣＨが送信される。
【０１５２】
　図２２は、ＯＲＳＭ方式が具現される送信機構造の例を示すブロック図である。ここで
、送信機は、端末の一部分である。
【０１５３】
　図２２を参照すると、送信機２００は、第１のＰＵＣＣＨ部２１０-１、第２のＰＵＣ
ＣＨ部２１０-２、及び２個のアンテナ２９０-１、２９０-２を含む。第１のＰＵＣＣＨ
部２１０-１にはシンボルＳ(１)が入力され、第２のＰＵＣＣＨ２１０-２にはシンボルＳ
(２)が入力される。Ｓ(１)は、第１アップリンク制御情報に対する一つまたはその以上の
シンボルであり、Ｓ(２)は、第２アップリンク制御情報に対する一つまたはその以上のシ
ンボルである。第１のＰＵＣＣＨ部２１０-１及び第２のＰＵＣＣＨ２１０-２に、各々異
なるシンボルが入力されることを除くと、図２０の送信機の説明がそのまま適用される。
【０１５４】
　ＯＲＴＤ方式及びＯＲＳＭ方式を適切に用いて多重ＰＵＣＣＨを構成することができる
。
【０１５５】
　図２３は、アップリンクコンポーネント搬送波のＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨの送信
周期が同期化されて多重ＰＵＣＣＨが送信される場合の例を示す。
【０１５６】
　図２３を参照すると、Ｔ＃１及びＴ＃７の各々でＵＬ　ＣＣ＃１を介してＵＬ　ＣＣ＃
１のためのＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨ及びＵＬ　ＣＣ＃２のためのＰ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_
ＰＵＳＣＨで構成された多重ＰＵＣＣＨが送信される。多重ＰＵＣＣＨは、ＯＲＳＭ方式
に送信されることができる。
【０１５７】
　Ｔ＃４及びＴ＃１０の各々でＵＬ　ＣＣ＃１を介してＵＬ　ＣＣ＃１のためのＰ_ＰＵ
ＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨが送信される。この場合、Ｐ_ＰＵＣＣＨ/Ｐ_ＰＵＳＣＨは、ＯＲ
ＴＤ方式またはＬＴＥ(Ｒｅｌｅａｓｅ　８)システムにおけるＰＵＣＣＨ送信方式に送信
されることができる。
【０１５８】
　Ｐ_ＰＵＣＣＨとＰ_ＰＵＳＣＨが共に送信されなければならない場合、Ｐ_ＰＵＣＣＨ
は、Ｐ_ＰＵＳＣＨにピギーバック(ｐｉｇｇｙｂａｃｋ)されて送信されることができる
。これは、地域化されたアップリンク送信(ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ｕｐｌｉｎｋ　ｔｒａ
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ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ)を可能にし、端末の低電力送信を可能にする。
【０１５９】
　端末は、Ａ_ＰＵＳＣＨ/Ａ_ＰＵＣＣＨを使用してアップリンク制御情報を送信するこ
とができる。以下、Ａ_ＰＵＳＣＨ/Ａ_ＰＵＣＣＨは、Ａ_ＰＵＳＣＨ及びＡ_ＰＵＣＣＨ
の各々を意味する。
【０１６０】
　図２４は、多重搬送波システムにおけるＡ_ＰＵＳＣＨとＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨ
が送信される場合の例を示す。
【０１６１】
　図２４を参照すると、Ａ_ＰＵＳＣＨとＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨが同時に送信され
なければならない場合が発生することができる。
【０１６２】
　以下、Ａ_ＰＵＳＣＨ/Ａ_ＰＵＣＣＨとＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨが同時に送信され
なければならない場合に効率的な送信方法に対して説明する。
【０１６３】
　Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨは、上位階層シグナリングを介して定められた時間に送
信される一方、Ａ_ＰＵＳＣＨは、基地局が要請によってフィードバックされる。一般的
に、Ａ_ＰＵＳＣＨは、多い量のアップリンク制御情報をフィードバックする時に使われ
る。従って、Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨに送信されるアップリンク制御情報が繰り返
されることができる。この場合、多様な方法を介して重複したアップリンク制御情報の送
信を減らしてオーバーヘッドを最小にすることができる。
【０１６４】
　(１)Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨドロッピング(ｄｒｏｐｐｉｎｇ)
【０１６５】
　Ａ_ＰＵＳＣＨがＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨと同時に送信されなければならない場合
、Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨを送信しないことによって重複送信を避けることができ
る。これをＰ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨドロッピングと呼ぶ。または、Ｐ_ＰＵＳＣＨは
、ドロッピングさせる一方、Ｐ_ＰＵＣＣＨは、Ａ_ＰＵＳＣＨにピギーバックされて送信
されることができる。この場合、Ｐ_ＰＵＣＣＨは、Ａ_ＰＵＳＣＨの送信される特定領域
に分離コーディング(ｓｅｐａｒａｔｅ　ｃｏｄｉｎｇ)されて送信されることができる。
【０１６６】
　(２)Ａ_ＰＵＣＣＨピギーバック
【０１６７】
　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報を運ぶＰＵＣＣＨ送信は、ＰＤＳＣＨ上に送信される
ダウンリンクデータから誘発(ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ)される。従って、Ａ_ＰＵＣＣＨが
Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ｐ_ＰＵＣＣＨ/Ａ_ＰＵＳＣＨと共に送信されなければならない場合、Ｐ_
ＰＵＣＣＨはドロッピングされ、Ａ_ＰＵＣＣＨを優先的に送信する。Ｐ_ＰＵＳＣＨ/Ａ_
ＰＵＳＣＨと共にＡ_ＰＵＣＣＨが送信されなければならない場合、Ａ_ＰＵＣＣＨは、Ｐ
ＵＳＣＨの送信される領域にピギーバックされて送信されることができる。
【０１６８】
　以上、対称構造の多重搬送波システムに対して説明した。
【０１６９】
　以下、多重搬送波システムが非対称構造である場合に対して説明する。非対称構造は、
ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数とアップリンクコンポーネント搬送波の個数が
異なる場合である。
【０１７０】
　非対称構造の場合、ダウンリンク制御情報またはアップリンク制御情報の送/受信に問
題が発生するおそれがある。従って、非対称構造の多重搬送波システムにおけるダウンリ
ンク制御チャネルまたはアップリンク制御チャネルの容量を増大させる方法が必要である
。
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【０１７１】
　まず、ダウンリンク制御情報の送/受信方法に対して説明する。
【０１７２】
　(１)ＰＨＩＣＨ
【０１７３】
　まず、アップリンクコンポーネント搬送波の個数がダウンリンクコンポーネント搬送波
の個数より多い場合を説明する。
【０１７４】
　多数のアップリンクコンポーネント搬送波に対して少数のダウンリンクコンポーネント
搬送波を用いて適切なＨＡＲＱプロセスを具現するために、ＰＨＩＣＨの容量が対称構造
に比べて増大されなければならない。しかし、ＰＨＩＣＨの場合容量を増大させるのは容
易ではない。
【０１７５】
　第一、基地局は、同時に複数のアップリンクコンポーネント搬送波の各々を介して受信
されるアップリンクデータデコーディングが成功した場合、ＰＨＩＣＨ上にＡＣＫを送信
する。基地局は、複数のアップリンクコンポーネント搬送波のうち少なくとも一つのアッ
プリンクコンポーネント搬送波を介して受信されるアップリンクデータのデコーディング
に失敗した場合、ＰＨＩＣＨ上にＮＡＣＫを送信する。
【０１７６】
　ＰＨＩＣＨ上にＮＡＣＫを受信した端末は、複数のアップリンクコンポーネント搬送波
のうち一つ以上のアップリンクコンポーネント搬送波でエラーが発生したと認知する。端
末は、全てのアップリンクコンポーネント搬送波を介してアップリンクデータを再送信す
る。しかし、一つのアップリンクコンポーネント搬送波でエラーが発生しても全てのアッ
プリンクコンポーネント搬送波を介してアップリンクデータを全部再送信しなければなら
ないため、オーバーヘッドが大きいという問題がある。
【０１７７】
　第二、基地局は、ＰＨＩＣＨ上に複数のアップリンクコンポーネント搬送波のエラー発
生可否のみを示す。そして、基地局は、ＰＤＣＣＨ上にどのアップリンクコンポーネント
搬送波でエラーが発生したかを示す。ＰＨＩＣＨ及びＰＤＣＣＨを用いて、少数のダウン
リンクコンポーネント搬送波を介して多数のアップリンクコンポーネント搬送波に対する
ＨＡＲＱプロセスを効果的に制御することができる。
【０１７８】
　次に、ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数がアップリンクコンポーネント搬送波
の個数より多い場合を説明する。
【０１７９】
　この場合、少数のアップリンクコンポーネント搬送波に対するＰＨＩＣＨが多数のダウ
ンリンクコンポーネント搬送波のうちどのダウンリンクコンポーネント搬送波を介して送
信されるかを示す必要がある。各アップリンクコンポーネント搬送波に対してダウンリン
クコンポーネント搬送波を１:１マッピングしてＰＨＩＣＨを送信するようにすることが
できる。または、特定ダウンリンクコンポーネント搬送波に複数のＰＨＩＣＨを割り当て
ることもできる。
【０１８０】
　(２)アップリンクグラント
【０１８１】
　非対称構造である場合、各アップリンクコンポーネント搬送波に対するアップリンクグ
ラントを運ぶＰＤＣＣＨがどのダウンリンクコンポーネント搬送波を介して送信されるか
を示す必要がある。この場合、一つの端末に複数の端末ＩＤを割り当てることができる。
複数の端末ＩＤの各々は、各アップリンクコンポーネント搬送波を示す。基地局は、ＰＤ
ＣＣＨ上にアップリンクグラントの送信の際、ＣＲＣに特定アップリンクコンポーネント
搬送波を示す端末ＩＤをマスキングすることができる。
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【０１８２】
　追加的に、一つのダウンリンクコンポーネント搬送波を介して一つの端末のための互い
に異なる端末ＩＤでマスキングされた複数のアップリンクグラントが送信されることがで
きる。ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数がアップリンクコンポーネント搬送波の
個数より少ない場合、一つのダウンリンクコンポーネント搬送波を介して複数のアップリ
ンクコンポーネント搬送波のためのＰＤＣＣＨが送信されることができる。従って、ＰＤ
ＣＣＨがブラインドデコーディングに基づいて構成されても問題無しにリソース割当が可
能である。
【０１８３】
　次に、アップリンク制御情報の送/受信方法に対して説明する。
【０１８４】
　(１)ＡＣＫ/ＮＡＣＫバンドリング(ｂｕｎｄｌｉｎｇ)
【０１８５】
　ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数がアップリンクコンポーネント搬送波の個数
より多い場合を説明する。
【０１８６】
　多数のダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫをＰＵ
ＣＣＨ上に少数のアップリンクコンポーネント搬送波を介して送信するためには複数のＡ
ＣＫ/ＮＡＣＫチャネルが送信可能でなければならない。しかし、既存のＡＣＫ/ＮＡＣＫ
チャネルの容量を増やすのが容易ではないため、複数のＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫをＰ
ＵＳＣＨを介して送信可能に構成することができる。または、ＰＵＣＣＨ上にＨＡＲＱ　
ＡＣＫ/ＮＡＣＫを送信するが、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ/ＮＡＣＫは、複数のダウンリンクコン
ポーネント搬送波のうち一つ以上のダウンリンクコンポーネント搬送波にエラーのあるこ
とを示す。そして、次のサブフレームまたはＰＵＳＣＨ上にどのダウンリンクコンポーネ
ント搬送波でエラーが発生したかを示すことができる。または、複数のＡＣＫ/ＮＡＣＫ
チャネルを順次に割当を受けてＰＵＣＣＨ上に送信することもできる。
【０１８７】
　(２)多重ＰＵＣＣＨ
【０１８８】
　ダウンリンクコンポーネント搬送波の個数がアップリンクコンポーネント搬送波の個数
より多い場合を説明する。この場合、特定アップリンクコンポーネント搬送波を介して複
数のダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＰＵＣＣＨをグルーピングして多重ＰＵ
ＣＣＨを生成して送信することができる。そして、他のアップリンクコンポーネント搬送
波を介しては一つのダウンリンクコンポーネント搬送波に対するＰＵＣＣＨを送信するこ
とができる。
【０１８９】
　図２５は、非対称構造の多重搬送波システムにおけるダウンリンクコンポーネント搬送
波とアップリンクコンポーネント搬送波との間のリンキング方式の例を示す。
【０１９０】
　図２５を参照すると、一つの端末は、５個のダウンリンクコンポーネント搬送波(ＤＬ
　ＣＣ＃１,ＤＬ　ＣＣ＃２,...,ＤＬ　ＣＣ＃５)及び３個のアップリンクコンポーネン
ト搬送波(ＵＬ　ＣＣ＃１、ＵＬ　ＣＣ＃２、ＵＬ　ＣＣ＃３)の割当を受ける。多重ＰＵ
ＣＣＨは、ＤＬ　ＣＣ＃１、ＤＬ　ＣＣ＃２、及びＤＬ　ＣＣ＃３に対する３個のＰＵＣ
ＣＨをグルーピングしてＵＬ　ＣＣ＃１を介して送信する。ＵＬ　ＣＣ＃２を介してはＤ
Ｌ　ＣＣ＃４に対するＰＵＣＣＨ、ＵＬ　ＣＣ＃３を介してはＤＬ　ＣＣ＃５に対するＰ
ＵＣＣＨを各々送信するようにすることができる。
【０１９１】
　図２６は、本発明の実施例に係る端末で実行される多重ＰＵＣＣＨ送信方法を示す流れ
図である。
【０１９２】
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　図２６を参照すると、端末は、第１の制御情報及び第２の制御情報をアップリンク搬送
波を介して基地局に送信する(Ｓ１１０)。第１の制御情報は、第１のダウンリンクコンポ
ーネント搬送波のための情報であり、第２の制御情報は、第２のダウンリンクコンポーネ
ント搬送波のための情報である。
【０１９３】
　図２７は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。基
地局５０は、プロセッサ(ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ)５１、メモリ(ｍｅｍｏｒｙ)５２、及びＲ
Ｆ部(ＲＦ(ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)ｕｎｉｔ)５３を含む。プロセッサ５１は、
提案された機能、過程及び/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの
階層は、プロセッサ５１により具現されることができる。メモリ５２は、プロセッサ５１
と連結され、プロセッサ５１を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部５３は、プ
ロセッサ５１と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。端末６０は、プロセッ
サ６１、メモリ６２、及びＲＦ部６３を含む。プロセッサ６１は、提案された機能、過程
及び/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ６
１により具現されることができる。メモリ６２は、プロセッサ６１と連結され、プロセッ
サ６１を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部６３は、プロセッサ６１と連結さ
れ、無線信号を送信及び/または受信する。
【０１９４】
　プロセッサ５１、６１は、ＡＳＩＣ(ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ-ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ)、他のチップセット、論理回路、データ処理装置及
び/またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を含むことができる。メ
モリ５２、６２は、ＲＯＭ(ｒｅａｄ-ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＡＭ(ｒａｎｄｏｍ　
ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または
他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部５３、６３は、無線信号を送信及び/または受
信する一つ以上のアンテナを含む。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法
は前述した機能を実行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジ
ュールは、メモリ５２、６２に格納され、プロセッサ５１、６１により実行されることが
できる。メモリ５２、６２は、プロセッサ５１、６１内部または外部にあり、よく知られ
た多様な手段によりプロセッサ５１、６１と連結されることができる。
【０１９５】
　このように、効率的な制御情報の送信方法及び装置を提供することができる。端末は、
多重ＰＵＣＣＨを一つのアップリンクコンポーネント搬送波を介して送信することができ
る。従って、ＰＵＣＣＨ送信に必要な周波数帯域幅を減らすことができる。これによって
、端末の電力消耗を減らすことができる。従って、全体システム性能が向上することがで
きる。
【０１９６】
　前述した例示的なシステムで、方法は、一連の段階またはブロックで示した流れ図に基
づいて説明しているが、本発明は、段階の順序に限定されるものではなく、ある段階は、
前述と異なる段階及び異なる順序で、または同時に発生することができる。また、当業者
であれば、流れ図に示した段階が排他的でなく、他の段階が含まれたり、または流れ図の
一つまたはその以上の段階が本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解
することができる。
【０１９７】
　前述した実施例は、多様な様態の例示を含む。多様な様態を示すための全ての可能な組
合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せ
が可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲内に属す
る全ての交替、修正、及び変更を含む。
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