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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けるリソースを割り当てる方法であって、
　受信データに対する誤り有無を示す応答情報とチャンネル状態情報との伝送時間が、重
なるか否かを判定するステップと、
　前記伝送時間が重なる場合、前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波
数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを、
前記応答情報に割り当てるステップと、を具備する
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記チャンネル状態情報を示すＭビットのうち、前記応答情報に対するビットとしてＮ
ビットを設定し、前記チャンネル状態情報に対するビットとして（Ｍ－Ｎ）ビットを設定
するステップと、
　前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域でのサイクリックシフ
ト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを、前記Ｍビットを応答情報とチ
ャンネル状態情報に割り当てるステップと、をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　最初のサブフレームで、前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領
域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを、前記
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Ｍビットを応答情報とチャンネル状態情報に割り当てて伝送するステップと、
　前記最初のサブフレーム以後の少なくとも一つのサブフレームで、前記チャンネル状態
情報のためのリソースブロック、周波数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域で
の直交性を有する直交シーケンスを、前記Ｎビットの応答情報に割り当てて伝送するステ
ップと、をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記応答情報は、パイロット信号が割り当てられたリソースブロック間の特定リソース
ブロックに割り当てられる
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　移動通信システムにおけるリソースを受信する方法であって、
　送信装置で、受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝送時間が前記送信装置で
チャンネル状態情報の伝送時間と重なるか否かを判定するステップと、
　前記伝送時間間の重複を確認すると、前記チャンネル状態情報のためのリソースブロッ
ク、周波数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケ
ンスを用いて、受信された信号から前記応答情報を抽出するステップと、を具備する
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記チャンネル状態情報を示すＭビットのうちＮビットを前記応答情報のためのビット
として設定し、（Ｍ－Ｎ）ビットを前記チャンネル状態情報のためのビットとして設定す
ることを判定するステップと、
　前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域でのサイクリックシフ
ト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを用いて、前記受信された信号か
ら前記Ｍビットを応答情報とチャンネル状態情報を抽出するステップと、をさらに具備す
る
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　最初のサブフレームで、前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領
域での前記サイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを用
いて、前記受信された信号からＮビットの前記応答情報及び（Ｍ－Ｎ）ビットの前記チャ
ンネル状態情報を抽出するステップと、
　前記最初のサブフレーム以後の少なくとも一つのサブフレームで、前記チャンネル状態
情報のためのリソースブロック、周波数領域での前記サイクリックシフト値、及び時間領
域での直交性を有する前記直交シーケンスを用いて、前記受信された信号からＮビットの
前記応答情報を抽出するステップと、
　前記最初のサブフレームで抽出された応答情報を、前記最初サブフレーム以後の少なく
とも一つのサブフレームで抽出された応答情報とコンバイニングして応答情報を獲得する
ステップと、を具備する
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記応答情報は、パイロット信号が割り当てられるリソースブロック間の特定リソース
ブロックに割り当てられる
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　移動通信システムにおけるリソースを割り当てる装置であって、
　受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝送時間がチャンネル状態情報の伝送時
間と重なるか否かを判定する制御部と、
　前記制御部からの制御信号によって前記応答情報に、前記チャンネル状態情報のための
リソースブロック、周波数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有
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する直交シーケンスを用いて制御チャンネルを生成する制御チャンネル信号生成部と、を
含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記チャンネル状態情報を示すＭビットのうち、前記応答情報のためのビットとしてＮ
ビットを設定し、前記チャンネル状態情報のためのビットとして（Ｍ－Ｎ）ビットを設定
し、
前記Ｍビットを応答情報とチャンネル状態情報に前記チャンネル状態情報のためのリソー
スブロック、周波数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直
交シーケンスを用いて制御チャンネルを生成するように前記制御チャンネル信号生成部を
制御する
　ことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　最初のサブフレームで、前記Ｍビットを応答情報とチャンネル状態情報に、前記チャン
ネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域での前記サイクリックシフト値、及
び時間領域での直交性を有する前記直交シーケンスを用いて制御チャンネルを生成するよ
うに前記制御チャンネル信号生成部を制御し、
　前記最初のサブフレーム以後の少なくとも一つのサブフレームで、前記Ｎビットの応答
情報に前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域での前記サイクリ
ックシフト値、及び時間領域での直交性を有する前記直交シーケンスを用いて制御チャン
ネルを生成するように前記制御チャンネル信号生成部を制御する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　パイロット信号が割り当てられるリソースブロック間の特定リソースブロックに前記応
答情報が割り当てられるように前記リソース情報をマッピングするマッパをさらに含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　移動通信システムにおけるリソースを受信する装置であって、
　送信装置で、受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝送時間が送信装置でチャ
ンネル状態情報の伝送時間と重なるか否かを判定する制御部と、
　前記制御部からの制御信号によって前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック
、周波数領域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケン
スを用いて、受信された信号から前記応答情報を抽出する制御チャンネル信号受信器と、
を含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記チャンネル状態情報を示すＭビットのうち、Ｎビットを前記応答情報のためのビッ
トとして設定し、（Ｍ－Ｎ）ビットを前記チャンネル状態情報のためのビットとして設定
すると判定し、
　前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域での前記サイクリック
シフト値、及び時間領域での直交性を有する前記直交シーケンスを用いて、前記受信され
た信号から前記Ｍビットを応答情報とチャンネル状態情報を抽出するように前記制御チャ
ンネル信号受信部を制御する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　最初のサブフレームで、前記チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領
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域での前記サイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する前記直交シーケンス
を用いて、前記受信された信号からＮビットの前記応答情報と（Ｍ－Ｎ）ビットの前記チ
ャンネル状態情報を抽出し、
　前記最初サブフレーム以後の少なくとも一つのサブフレームで、前記チャンネル状態情
報のためのリソースブロック、周波数領域での前記サイクリックシフト値、及び時間領域
での直交性を有する前記直交シーケンスを用いて、前記受信された信号からＮビットの前
記応答情報を抽出し、
　前記最初のサブフレームで抽出した前記応答情報と、前記最初サブフレーム以後の少な
くとも一つのサブフレームで抽出された前記応答情報をコンバイニングして応答情報を獲
得するように、前記制御チャンネル信号受信部を制御する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　パイロット信号が割り当てられるリソースブロック間の特定リソースブロックに割り当
てられる前記応答情報をデマッピングするデマッパをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１３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おけるリソース割り当て装置及び方法に関するもので、特
に移動通信システムで制御情報の伝送のためのリソース割り当て装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、移動通信システムは、ユーザーに移動性を保証しつつ音声通信だけでなく高速デ
ータ通信を提供できる進化した(advanced)システムに発展している。このような通信環境
を考慮すると、直交周波数分割多重(Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing：
以下、“ＯＦＤＭ”と称する)方式及び/又はそれに類似した単一搬送波周波数分割多重接
続(Single　Carrier-Frequency　Division　Multiple　Access：以下、“ＳＣ-ＦＤＭＡ
”と称する）は、高速データ通信方式で研究中である。
【０００３】
　現在、非同期セルラー移動通信の標準団体である３ＧＰＰ(3rd Generation Partnershi
p Project)では、第３世代(３Ｇ)移動通信システムから進化され、Ｅ-ＵＴＲＡ(Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access）としても知られているＬＴＥ(Long Term Evoluti
on）が、次世代移動通信システムとして提案されている。
【０００４】
　さらに、ＬＴＥシステムは、ＯＦＤＭ及びＳＣ-ＦＤＭＡ技術が適用される技術に発展
している。この多重接続方式は、各ユーザー別にデータ又は制御情報を運搬する時間-周
波数リソースを相互に重ならないように、それらの間に直交性(orthogonality）を維持し
て、時間-周波数リソースを割り当て及び管理することに特徴がある。
【０００５】
　一方、ＬＴＥシステムにおいて、アップリンク制御情報は、伝送されたダウンリンクデ
ータの受信に対する成功/失敗に応答するために使用される応答情報であるＡＣＫ(Acknow
ledgement)/ＮＡＣＫ(Negative　ACK)情報、及びダウンリンクチャンネル状態のフィード
バックに使用されるチャンネル品質表示(Channel　Quality　Indication：以下、“ＣＱ
Ｉ”と称する)情報を含む。
【０００６】
　一般的に１ビットで構成されるＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報は、受信性能の向上及びセルカバ
レッジ(coverage)の拡大のために反復伝送される。多重入出力アンテナが適用されるＭＩ
ＭＯ(Multiple　Input　Multiple　Output)システムにおいて、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報は、
各ＭＩＭＯコードワードに対して伝送される。一方、ＣＱＩ情報は、チャンネル状態を表
現するために複数のビットで構成され、受信性能の向上及びセルカバレッジの拡大のため
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にチャンネル符号化した後に伝送される。ブロック符号化又は畳み込み符号化方式は、Ｃ
ＱＩ情報に対するチャンネル符号化方法として使用可能である。
【０００７】
　制御情報の受信に要求される受信信頼度は、制御情報のタイプに従って決定される。一
般的に、最小限１０ｅ-２～１０ｅ-４のビット誤り率(ＢＥＲ)がＡＣＫ/ＮＡＣＫに要求
され、最小限１０ｅ-２～１０ｅ-１のブロック誤り率(ＢＬＥＲ)がＣＱＩに要求される。
【０００８】
　ＬＴＥシステムにおいて、アップリンク制御情報に関して、その伝送フォーマットは、
アップリンクデータの伝送/非伝送によって区分される。アップリンクでデータ及び制御
情報を同時に伝送する場合に、ＬＴＥシステムは、データと制御情報に対する時分割多重
化(Time　Division　Multiplexing：ＴＤＭ)を遂行し、データ伝送のために割り当てられ
た時間-周波数リソースにマッピングして伝送する。その反面、データ伝送なしに制御情
報のみを伝送する場合には、ＬＴＥシステムは、制御情報伝送のために割り当てられた特
定の周波数帯域を使用する。
【０００９】
　現在まで標準会議の結果によれば、物理アップリンク制御チャンネル(Physical　Uplin
k　Control　Channel：以下、“ＰＵＣＣＨ”と称する）は、制御情報を伝送するための
物理チャンネルとして定義され、このＰＵＣＣＨは、割り当てられた特定の周波数帯域に
マッピングされる。以下、図１を参照して、ＰＵＣＣＨの具体的な伝送構成について説明
する。
【００１０】
　図１は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおけるアップリンクで制御情報の伝送のための物
理チャンネルＰＵＣＣＨの伝送構成を示す。
【００１１】
　図１を参照すると、横軸は時間領域(time　domain）を、縦軸は周波数領域(frequency
　domain）を、各々示す。時間領域は一つのサブフレーム１０２に対応し、周波数領域は
上記システムの伝送帯域幅１１０に対応する。
【００１２】
　アップリンクにおいて、時間領域の基本伝送単位は、サブフレーム１０２であり、１ｍ
ｓの長さを有する。一つのサブフレームは、２個の０.５ｍｓのスロット１０４，１０６
で構成される。各スロット１０４(１０６）は、複数のＳＣ-ＦＤＭＡシンボル１１１～１
２４(１３１～１４４）で構成される。例えば、図１では一つのスロットが７個のＳＣ-Ｆ
ＤＭＡシンボルで構成されると仮定する。
【００１３】
　一方、周波数領域の最小単位はサブキャリアであり、リソース割り当ての基本単位はリ
ソースブロック(Resource　Block：以下、“ＲＢ”と称する)１０８，１０９である。Ｒ
Ｂ１０８，１０９は、各々複数のサブキャリア及び複数のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルで構成
される。ここで、１２個のサブキャリア及び２個のスロットを含む１４個のＳＣ-ＦＤＭ
Ａシンボルが一つのＲＢを構成する。
【００１４】
　ＰＵＣＣＨがマッピングされる周波数帯域は、システムの伝送帯域幅１１０の両側端に
該当するサブキャリアであり、これは参照符号１０８及び参照符号１０９に対応する。Ｐ
ＵＣＣＨは、一つのサブフレームで周波数ダイバシティを増加させるために周波数ホッピ
ング(frequency　hopping）を適用でき、この場合に、スロット単位の周波数ホッピング
が可能である。
【００１５】
　図１には、参照符号１５０及び参照番号１６０で表すように、スロット単位で周波数ホ
ッピングを遂行する構成を示す。例えば、第１のスロット１０４で事前割り当てられた周
波数帯域１０８を通じて転送される制御情報＃２は、第２のスロット１０６で周波数ホッ
ピングされた後に他の事前割り当てられた周波数帯域１０９を通じて伝送される。一方、
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第１のスロット１０４で事前割り当てられた周波数帯域１０９を通じて転送される制御情
報＃２は、第２のスロット１０６で周波数ホッピングされた後に他の事前割り当てられた
周波数帯域１０８を通じて伝送される。
【００１６】
　図１の例において、一つのサブフレーム１０２で、制御情報＃１のＳＣ-ＦＤＭＡシン
ボルは、参照符号１１１，１１３，１１４，１１５，１１７，１３８，１４０，１４１，
１４２，１４４で示すように伝送され、制御情報＃２のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルは、参照
符号１３１，１３３，１３４，１３５，１３７，１１８，１２０，１２１，１２２，１２
４で示すように伝送される。また、基準信号(Reference　Signal：以下、“ＲＳ”と称す
る)のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルは、参照符号１１２，１１６，１３９，１４３、あるいは参
照番号１３２，１３６，１１９，１２３で示す時点で伝送される。
【００１７】
　このような各ＲＳは、所定のシーケンスで構成され、受信器でコヒーレント復調(coher
ent　demodulation)のためのチャンネル推定に使用される。図１において、制御情報伝送
用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの個数、ＲＳ伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの個数、及びサブフ
レームでの該当位置は例として与えられ、これらは、所望する伝送制御情報のタイプ及び
/又はシステム運用によって変更されることがある。
【００１８】
　一方、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報、ＣＱＩ情報、及びＭＩＭＯフィードバック情報のような
アップリンク制御情報については、符号分割多重化(Code　Division　Multiplexing:以下
、“ＣＤＭ”と称する)が、異なるユーザーのアップリンク制御情報を多重化するために
使用でき、ＣＤＭは、周波数分割多重化(Frequency　Division　Multiplexing：以下、“
ＦＤＭ”と称する)に比べて干渉信号に強い(robust)特徴を有する。Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕ
(ＺＣ)シーケンスは、制御情報をＣＤＭ多重化に使用されるシーケンスとして論議されて
いる。
【００１９】
　このＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスは、時間及び周波数領域で一定信号レベル(一定の
エンベロープ）を有するので、良好なピーク電力対平均電力比(Peak　to　Average　Powe
r　Ratio：以下：“ＰＡＰＲ”と称する)の特性を有し、周波数領域で優れたチャンネル
推定性能を有する。また、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスは、非ゼロ(Non-zero)シフト
に対する循環自動相関(circular　autocorrelation）が０である特徴がある。したがって
、制御情報が同一のＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスを用いて伝送される場合に、ユーザ
ー端末(User　Equipment：ＵＥ）は、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシ
フト(cyclic　shift)値を識別することによって伝送された制御情報を区別できる。
【００２０】
　実際の無線チャンネル環境において、サイクリックシフト値は、無線伝送経路の最大伝
送遅延値より大きい条件を満たすように多重化しようとする各ＵＥ別に異なる設定をする
ことによって、ユーザー間の直交性を維持する。したがって、多重接続可能なＵＥの個数
は、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの長さとサイクリックシフト値から決定される。Ｚ
ａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスは、ＲＳ伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにも適用され、サイ
クリックシフト値として相互に異なるＵＥ間のＲＳを区分することができる。
【００２１】
　一般的に、ＰＵＣＣＨに使用されるＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの長さは、一つの
ＲＢを構成するサブキャリアと同一の１２個のサンプルであると仮定する。この場合に、
Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの相互に異なるサイクリックシフト値の可能な最大個数
は１２であるため、ＰＵＣＣＨに異なるサイクリックシフト値を割り当てることによって
一つのＲＢに最大１２個のＰＵＣＣＨを多重化することができる。
【００２２】
　このように、ＬＴＥシステムは、周波数選択的なチャンネル特性に基づいてＰＵＣＣＨ
間に少なくとも２サンプル間隔を有するサイクリックシフト値を適用する。少なくとも２
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サンプル間隔のサイクリックシフト値を適用することは、一つのＲＢでサイクリックシフ
ト値の数を６個に制限する。このようにして、一対一でサイクリックシフト値と関連した
ＰＵＣＣＨ間の直交性を、急激な損失なしに維持可能になる。
【００２３】
　図２は、図１の構成を有するＰＵＣＣＨを通じてＣＱＩを伝送する場合に、同一のＲＢ
内でＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの相互に異なるサイクリックシフト値で各ＵＥ別に
ＣＱＩを多重化する一例を示す。
【００２４】
　図２を参照すると、縦軸はＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値０
，１，…，１１(２００)を示す。直交性の急激な損失なしに一つのＲＢで多重化可能な最
大チャンネル個数は６であり、図２には６個のＣＱＩ情報２０２，２０４，２０６，２０
８，２１０，２１２が多重化される場合を示す。
【００２５】
　ＣＱＩ情報の伝送のために、同一のＲＢ及び同一のＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスが
使用され、ここでは、ＵＥ＃１からのＣＱＩ２０２はサイクリックシフト‘０’２１４で
、ＵＥ＃２からのＣＱＩ２０４はサイクリックシフト‘２’２１８で、ＵＥ＃３からのＣ
ＱＩ２０６はサイクリックシフト‘４’２２２で、ＵＥ＃４からのＣＱＩ２０８はサイク
リックシフト‘６’２２６で、ＵＥ＃５からのＣＱＩ２１０はサイクリックシフト‘８’
２３０で、ＵＥ＃６からのＣＱＩ２１２はサイクリックシフト‘１０’２３４で、各々伝
送されることを示す。以下に、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスを用いるＣＤＭ方式の制
御情報伝送で、制御情報信号をＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスがどのようにマッピング
されるかについて、図１を参照して説明する。
【００２６】
　ＵＥ＃ｉに対して、長さＮのＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスは、ｇ(ｎ＋Δｉ)ｍｏｄ
　Ｎとして定義されると仮定する。ここで、ｎ＝０，…，Ｎ－１であり、ΔｉはＵＥ＃ｉ
に対するサイクリックシフト値を、ｉはＵＥを識別するために使用されるＵＥインデック
スを、それぞれ意味する。また、ＵＥ＃ｉが伝送しようとする制御情報信号はｍｉ，ｋで
表すと仮定する。ここで、ｋは１，…，Ｎｓｙｍである。Ｎｓｙｍがサブフレームで制御
情報伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの個数を表すと、ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにマッピング
される信号ｃｉ，ｋ，ｎ(ＵＥ＃ｉに対するｋ番目のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルのｎ番目のサ
ンプルを意味する）は、次の＜数式１＞のように定義される。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　ここで、ｋ＝１，…，Ｎｓｙｍで、ｎ＝０，１，…，Ｎ-１であり、Δｉは、ＵＥ＃ｉ
に対するＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値を意味する。
【００２９】
　図１の例では、一つのサブフレームで制御情報伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの個数Ｎ

ｓｙｍは、４個のＲＳ伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルを除いた１０であり、Ｚａｄｏｆｆ-
Ｃｈｕシーケンスの長さＮは、一つのＲＢを構成するサブキャリアの個数１２と同一であ
る。
【００３０】
　ＵＥの観点から見れば、サイクリックシフトされたＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスは
各ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルごとに適用され、伝送しようとする制御情報信号は、制御情報
伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルごとに一つの変調シンボルが時間領域サイクリックシフト
されたＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスによって多重化される方法で形成される。したが
って、サブフレーム当たり最大Ｎｓｙｍ個の制御情報変調シンボルが転送されることがで
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きる。すなわち、図１の例では一つのサブフレームの間に最大１０個の制御情報変調シン
ボルが伝送できる。
【００３１】
　Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスに基づいてＣＤＭ制御情報伝送方式に加えて、時間領
域の直交カバー(orthogonal　cover)を適用することによって制御情報を伝送するＰＵＣ
ＣＨの多重化容量を増大させることができる。直交カバーの代表的な例としてはウォルシ
ュ(Walsh)シーケンスが挙げられる。長さＭの直交カバーに対しては、それらの間に直交
性を満たすＭ個のシーケンスが存在する。具体的に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのように１ビット
の制御情報において、時間領域直交カバーをＡＣＫ/ＮＡＣＫがマッピングされて伝送さ
れるＳＣ-ＦＤＭＡシンボルに適用することによって、多重化容量を増加させることがで
きる。
【００３２】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨは、例えばチャン
ネル推定性能を向上させるため、スロット当たり３個のＲＳ伝送用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボ
ルを使用することを考慮する。したがって、図１の場合と同様に、一つのスロットが７個
のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルで構成される例では、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に利用可能なＳＣ-
ＦＤＭＡシンボルの個数は４である。時間領域直交カバーが適用される時間間隔が一つの
スロット以内に制限されることによって、無線チャンネルの変化による直交性の損失は最
小化することができる。長さ４の直交カバーは、４個のＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用ＳＣ-ＦＤ
ＭＡシンボルに適用される一方で、長さ３の直交カバーは３個のＲＳ伝送用ＳＣ-ＦＤＭ
Ａシンボルに適用される。基本的に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＲＳは、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕ
シーケンスのサイクリックシフト値でユーザー識別可能になり、この直交カバーによって
追加的なユーザー識別が可能になる。ＡＣＫ/ＮＡＣＫのコヒーレント受信のために、Ａ
ＣＫ/ＮＡＣＫ信号と一対一で対応するＲＳが存在しなければならないため、ＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫ信号の多重化容量は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号に関連したＲＳの数によって制限される
。
【００３３】
　例えば、ＲＢ当たり最大６個のサイクリックシフト値を考慮すれば、ＲＳに適用される
Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのそれぞれのサイクリックシフトに対して長さ３の相互
に異なる時間領域直交カバーを適用できるので、最大１８個の異なるユーザーからのＲＳ
を多重化できる。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号が一対一でＲＳにマッピングされるため、ＲＢ当
たり最大１８個のＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号が多重化できる。この場合、ＡＣＫ/ＮＡＣＫに適
用される長さ４の直交カバーは４個が存在し、その中で３個の直交カバーが使用される。
ＡＣＫ/ＮＡＣＫに適用される直交カバーは、予め定められるか、あるいはシグナリング
によってＵＥと基地局(Ｎｏｄｅ Ｂとしても知られている)との間で一般に認識されるこ
とができる。したがって、時間領域直交カバーを使用しない場合に比べて、多重化容量が
３倍増加することができる。
【００３４】
　図３は、上記したＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送のためのＰＵＣＣＨ構成において、同一のＲＢ
でＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの異なるサイクリックシフト値に加えて、時間領域直
交カバーで各ＵＥに対してＡＣＫ/ＮＡＣＫを多重化する一例を示す。
【００３５】
　図３において、縦軸はＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値３００
を表し、横軸は時間領域直交カバー３０２を表す。一つのＲＢに直交性の急激な損失なし
に多重化が可能な最大サイクリックシフト値の数は６であり、長さ４の３個の直交カバー
３６４，３６６，３６８が追加的に使用されると、最大６＊３＝１８個のＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋ信号を多重化することができる。
【００３６】
　図３には、ＵＥ＃１からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３０４はサイクリックシフト‘０’３４０
及び直交カバー‘０’３６４で、ＵＥ＃２からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３０６はサイクリック
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シフト‘０’３４０及び直交カバー‘１’３６６で、ＵＥ＃３からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３
０８はサイクリックシフト‘０’３４０及び直交カバー‘２’３６８で、…、ＵＥ＃１６
からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３０４はサイクリックシフト‘１０’３６０及び直交カバー‘０
’３６４で、ＵＥ＃１７からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３０６はサイクリックシフト‘１０’３
６０及び直交カバー‘１’３６６で、ＵＥ＃１８からのＡＣＫ/ＮＡＣＫ３０８はサイク
リックシフト‘１０’３６０及び直交カバー‘２’３６８で、各々伝送されるような方法
で、同一のＲＢ及び同一のＺａｄｏｆｆ-ＣｈｕシーケンスがＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に使用
される一例を示す。長さ４の直交コードである直交カバー３６４，３６６，３６８は、そ
れらの間に直交性を満足させる。
【００３７】
　一方、任意のＵＥに対して、ＰＵＣＣＨを通じてＣＱＩ又はＡＣＫ/ＮＡＣＫをＣＤＭ
方式で伝送する場合において、ＵＥが伝送しようとするＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫが同時
に発生する場合がある。一例として、ダウンリンクデータ受信に応じてＡＣＫ/ＮＡＣＫ
を伝送する必要がある場合に、ＣＱＩの伝送が発生可能である。
【００３８】
　このとき、ＵＥは、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを各々事前割り当てられたサイクリック
シフト値及び直交カバーを適用して同時に伝送しなければならない。この場合に、マルチ
コード伝送が遂行されてＰＡＰＲに増加をもたらすという問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
　したがって、上記した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、移動通信
システムにおける制御情報の伝送に対するリソース割り当て装置及び方法を提供すること
にある。
【００４０】
　本発明の他の目的は、移動通信システムにおいて、アップリンクを通じてＣＱＩとＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫを同時に伝送する場合にリソースを割り当てる装置及び方法を提供すること
にある。
【００４１】
　また、本発明の目的は、移動通信システムにおいて、複数の制御情報を多重化して伝送
する場合にリソースを割り当てる装置及び方法を提供することにある。
【００４２】
　さらに、本発明の目的は、移動通信システムにおける制御情報が割り当てられるリソー
スを送受信する装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４３】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、移動通信システムにお
けるリソースを割り当てる方法を提供する。その方法は、受信データに対する誤り有無を
示す応答情報とチャンネル状態情報との伝送時間が重なるか否かを判定するステップと、
伝送時間が重なる場合、チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域での
サイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを、応答情報に
割り当てるステップとを具備することを特徴とする。
【００４４】
　本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるリソースを受信する方法を提供
する。その方法は、送信装置で、受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝送時間
が送信装置でチャンネル状態情報の伝送時間と重なるか否かを判定するステップと、伝送
時間間の重複を確認すると、チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域
でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを用いて、
受信された信号から応答情報を抽出するステップとを具備することを特徴とする。
【００４５】
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　また、本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるリソースを割り当てる装
置を提供する。その装置は、受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝送時間がチ
ャンネル状態情報の伝送時間と重なるか否かを判定する制御部と、制御部からの制御信号
によって応答情報に、チャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領域でのサ
イクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを用いて制御チャ
ンネルを生成する制御チャンネル信号生成部とを含むことを特徴とする。
【００４６】
　なお、本発明の他の態様によれば、移動通信システムにおけるリソースを受信する装置
を提供する。その装置は、送信装置で、受信データに対する誤り有無を示す応答情報の伝
送時間が送信装置でチャンネル状態情報の伝送時間と重なるか否かを判定する制御部と、
制御部からの制御信号によってチャンネル状態情報のためのリソースブロック、周波数領
域でのサイクリックシフト値、及び時間領域での直交性を有する直交シーケンスを用いて
、受信された信号から応答情報を抽出する制御チャンネル信号受信器とを含むことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明によると、ＵＥは、割り当てられた各リソースを通じてＣＱＩ及びＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫを伝送することによって、ＵＥ間及び/又は制御情報間の直交性を保証する。この保
証された直交性は、複数の端末によるＰＡＰＲ性能の劣化を減少させる効果を有する。ま
た、本発明は、ＵＥが高速移動環境にある場合に、一つのサイクリックシフトを使用する
リソース領域を通じてＵＥのＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号を伝送し、それによってマルチコード
伝送によるＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号間のＰＡＰＲ性能の劣化を減少させる効果を提供する。
また、本発明は、常にＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号をＣＱＩと統合符号化(joint　coding)して伝
送することによって、基地局のＡＣＫ/ＮＡＣＫ検出による誤りを防止する効果がある。
さらに、本発明は、一つ以上のサブフレームを通じて伝送されるＡＣＫ/ＮＡＣＫをコン
バイニングすることで、基地局のＡＣＫ/ＮＡＣＫの受信性能を高める効果もある。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】移動通信システムにおける制御チャンネルの伝送構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態により、ＣＱＩに対するリソース割り当ての一例を示す図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態により、ＡＣＫ/ＮＡＣＫに対するリソース割り当ての一例
を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫのリソース割り当ての一例
を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態による送信側の制御情報伝送の手順を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による受信側の制御情報受信の手順を示す図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による送信装置の構成を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による送信装置の構成を示す図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による受信装置の構成を示す図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態による受信装置の構成を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態による送信側の制御情報伝送の手順を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による受信側の制御情報伝送の手順を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態によって統合符号化を適用して制御情報を生成する一例を
示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によってＴＤＭを適用してサブフレームを生成する一例を
示す図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態による送信側の制御情報伝送の手順を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態による受信側の制御情報受信の手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００４９】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００５０】
　下記の説明で、本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明が本発明の
要旨を不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。また、後述する用語
は、本発明の機能を考慮して定義されたものであって、ユーザー、運用者の意図、又は慣
例によって変わることができる。したがって、上記用語は、本明細書の全体内容に基づい
て定義されなければならない。
【００５１】
　本発明の具体的な説明がＬＴＥシステムを参照してなされるが、本発明の動作原理は、
アップリンクを通じて制御情報を送信する特定の伝送システムに限られず、制御情報を伝
送するすべてのシステムに適用されることができることは、当該技術分野における通常の
知識を有する者には明らかである。
【００５２】
　以下の説明において、本発明は、任意のＵＥが伝送しようとする複数の制御情報が同時
に発生する場合の送受信動作、特に制御情報のリソース管理方式を提供する。ここで、使
用される制御情報は、(i)受信されたデータに対する受信の成功/失敗に応答するための信
号であるＡＣＫ(Acknowledgement)/ＮＡＣＫ(Negative　ACK)フィードバック情報と、(ii
)チャンネル状態をフィードバックするためのＣＱＩ(Channel　Quality　Indication)情
報と、(iii)ＭＩＭＯ関連フィードバック情報とを含む。
【００５３】
　より具体的に説明すれば、本発明は、アップリンクデータ伝送なしにＰＵＣＣＨを通じ
て制御情報を伝送するとき、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値に
基づいてＣＤＭ方式のＣＱＩとＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値
及び直交カバーを使用したＣＤＭ方式のＡＣＫ/ＮＡＣＫの伝送時間が同一に重なる場合
、ＰＡＰＲを低くする無線リソース割り当て方式を説明する。ここで、ＣＱＩ及び/又は
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ以外の他の制御情報、例えばＭＩＭＯ関連フィードバック制御情報の伝
送にも、本発明の動作原理が適用可能である。
【００５４】
　図４は、任意の時点で各端末に対して基地局によって同一のＲＢに割り当てられるＣＱ
Ｉ或いはＡＣＫ/ＮＡＣＫの無線リソースを示す。
【００５５】
　図４を参照すると、ＣＱＩ伝送のためのリソースはＲＢインデックス及びＺａｄｏｆｆ
-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値となり、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送のためのリソー
スはＲＢインデックス、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値、及び
時間領域直交カバーとなる。図４で、縦軸はＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリ
ックシフト値４００を表し、横軸は時間領域直交カバー４０２を表す。
【００５６】
　一つのＲＢに直交性の急激な損失なしに多重化が可能な最大サイクリックシフト個数が
６であり、図４に、この６個のサイクリックシフト、すなわち、サイクリックシフト‘０
’４４０、サイクリックシフト‘２’４４４、サイクリックシフト‘４’４４８、サイク
リックシフト‘６’４５２、サイクリックシフト‘８’４５６、サイクリックシフト‘１
０’４６０が使用される一例を示す。
【００５７】
　１ビットで構成される制御情報であるＡＣＫ/ＮＡＣＫに対して、直交カバーを適用し
て多重化容量を増加させることができる。図４には、長さ４の３個の直交カバー４３２，
４３４，４３６を使用する一例を示す。直交カバーの長さは、直交カバーが適用されるＡ
ＣＫ/ＮＡＣＫ信号がマッピングされるＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの個数に比例し、直交カバ
ーは、無線チャンネルの変化による直交性の損失を最小化させる一つのスロット内のＳＣ
-ＦＤＭＡシンボルに適用される。直交カバーの個数は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのコヒーレント
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復調に対するＲＳに適用される直交カバーの個数に比例する。
【００５８】
　説明の便宜のために、図４には、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ又はＣＱＩ伝送に対するリソースは
すべて相互に異なる端末に割り当てられると仮定する。しかしながら、この例では、ＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫ＃６　４１６及びＣＱＩ＃２　４３０の伝送に対するリソースは、同一のＵ
Ｅ＃１に割り当てられる。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、基地局がＵＥに伝
送するデータチャンネル、あるいは関連制御チャンネルに基づいて事前の約束によって推
定でき、あるいは基地局がシグナリングによって端末にリソースに関する情報を明確に提
供できる。ＣＱＩ伝送に対するリソースにおいて、このリソースは、所定の周期ごとにＣ
ＱＩが転送されるようセミスタティック(semi-static)に決定され、あるいは基地局が必
要に応じてリソースを設定してＵＥにその情報を提供する。
【００５９】
　図４の例において、ＵＥ＃１は予め設定されたように任意の時点でＣＱＩ＃２　４３０
の伝送のためのリソースとしてＲＢ＃０及びサイクリックシフト‘１０’４６０で割り当
てられる状態で、基地局から受信したデータの受信に対する成功/失敗に応答するための
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃６　４１６をＣＱＩ伝送と同一の時点で伝送する必要性が発生する。
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃６　４１６の伝送に対するリソースは、ＲＢ＃０、サイクリックシフ
ト‘４’４４８、及び直交カバー‘２’４３６であることを示す。
【００６０】
　この場合に、ＵＥ＃１は、ＰＡＰＲの増加を引き起こすＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを同
一の時点での伝送、すなわちマルチコード伝送は望ましくない。したがって、ＵＥ＃１は
、ＣＱＩ伝送とＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送のうちいずれかに優先順位を与えなければならない
が、システムスループット(throughput)の観点で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送により高い優先
順位を与えるように考慮される。すなわち、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間が相互
に重なる場合には、ＵＥ＃１は、該当時点でＣＱＩ伝送を省略し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのみ
を伝送する。本発明によると、上記のような状態で、ＵＥは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対
するリソースとしてＣＱＩ伝送に対して予め割り当てられたリソースを使用することがで
きる。
【００６１】
　その理由は、次のようである。時間領域直交カバーは、無線チャンネルの変化が、直交
カバーが適用される時間間隔(time　interval)で微小な場合に直交性が維持された特性を
有する。しかしながら、ＵＥが高速で移動してチャンネル変化が急激な場合に、ＵＥのＡ
ＣＫ/ＮＡＣＫ信号は、直交性が損失されて性能の劣化をもたらす。また、直交カバーを
適用して多重化されるＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号が経験するチャンネル変化の差が大きい場合
に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号間の干渉は、増加して性能の劣化をもたらす。
【００６２】
　図４の例において、ＵＥ＃１に割り当てられるＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃６　４１６の伝送用
リソースは、他のＵＥに割り当てられたＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃４　４１２及びＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋ＃５　４１４の伝送に対するリソースと同一のＲＢ＃０及び同一のサイクリックシフト
‘４’４４８を共有するように割り当てられる。この場合に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃４　４
１２、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃５　４１４、及びＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃６　４１６は、異なる直交
カバー４３２，４３４，４３６を用いて識別できる。割り当てられたリソースを用いて伝
送されるＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃４　４１２、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃５　４１４、及びＡＣＫ/Ｎ
ＡＣＫ＃６　４１６が経験する無線チャンネルの急激な変化があると、直交カバー間の直
交性損失によってＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号間に干渉が発生して性能の劣化をもたらす。した
がって、ＵＥ＃１は、任意の時点でＡＣＫ/ＮＡＣＫ＃６　４１６の伝送に対するリソー
ス及びＣＱＩ＃２　４３０の伝送に対するリソースを同時に割り当てられる場合に、ＣＱ
Ｉ伝送を省略し、ＣＱＩ伝送に対して割り当てられたリソースを用いてＡＣＫ/ＮＡＣＫ
を伝送する。このとき、制御情報の一つのタイプのみがＣＱＩ伝送用リソースには一つの
サイクリックシフトに対して割り当てられるため、いくつかのＵＥからＡＣＫ/ＮＡＣＫ
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信号間の干渉を減少させる効果が得られる。これは、ＵＥが高速移動環境のように、無線
チャンネルの変化が大きい状況に位置した場合に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号間の性能劣化を
低減するための好ましい方式である。
【００６３】
　以下、本発明の動作原理が適用される具体的な実施形態について説明する。
【００６４】
　＜第１の実施形態＞
【００６５】
　第１の実施形態は、アップリンクサービスをサポートする移動通信システムで、ＵＥが
制御情報としてＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩを伝送する場合に対する具体的な送受信動作及
び装置を提供する。
【００６６】
　図５は、本発明の第１の実施形態による送信側の制御情報送信の手順を示す。システム
がアップリンクサービスをサポートするので、送信側はＵＥであり、説明の便宜のために
、ここで、ＵＥは少なくとも一つの上記した制御情報を伝送し、データは伝送しないと仮
定する。ＵＥは、基地局から割り当てられたＲＢ、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサ
イクリックシフト値、及び直交カバーのようなリソースで定義される物理チャンネルＰＵ
ＣＣＨを通じて制御情報を伝送する。データ及び制御情報を同時に伝送する場合に、ＵＥ
は、データと制御情報をＴＤＭ多重化し、このデータをデータ伝送に対して割り当てられ
た時間-周波数リソースにマッピングする。
【００６７】
　図５を参照すると、ＵＥは、ステップ５０２で、基地局からＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱ
Ｉの伝送に対するリソースを獲得する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、ＲＢ
情報、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値、及び時間領域直交カバ
ーであり、ＣＱＩの伝送に対するリソースは、ＲＢ情報及びＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケ
ンスのサイクリックシフト値である。
【００６８】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送のためのリソースについて、ＵＥは、基地局がＵＥに伝送するデ
ータチャンネル又は関連制御チャンネルに基づいて事前設定されたリソースを推定するこ
とができ、あるいは基地局は、シグナリングによってＵＥにリソースに関する情報を明確
に提供することができる。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、基地局が各ＵＥに
伝送するデータの有無によって動的に割り当てられる。すなわち、基地局がＵＥにデータ
を伝送しない場合には、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、割り当てられない。
ＣＱＩ伝送に対するリソースは、所定の周期ごとにＣＱＩが伝送されるようにセミスタテ
ィックな方法で決定され、あるいは基地局は、必要に応じてリソースを設定し、その情報
をＵＥに提供する。したがって、ＣＱＩ伝送に対するリソースは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送
に対するリソースより長い時間の間、変更なしに維持されることを特徴とする。
【００６９】
　第１の実施形態では、ＡＣＫ/ＮＡＣＫの伝送時間がＣＱＩの伝送時間と重なる場合に
、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対して割り当てられたＲＢは、ＣＱＩ伝送に対して割り当てら
れたＲＢと同一である。しかしながら、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対して割り当てられたＲ
ＢがＣＱＩ伝送に対して割り当てられたＲＢと同一でなくても、本発明の基本動作は制限
されない。
【００７０】
　ＵＥは、ステップ５０４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間が相互に重なるか否
かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫの伝送時間は、ＵＥが基地局からデータを受信した後に
、所定の復号化処理時間が経過した時間として定義されることができる。
【００７１】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩの伝送時間が相互に重なると、ＵＥは、ステップ５０６に
進行し、ＣＱＩ伝送を省略し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ情報伝送手順を遂行する。ステップ５０
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６で、ＵＥは、基地局から受信したデータを復号して誤り有無を判定し、誤りがない場合
にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成する。その後、ステップ５０８
で、ＵＥは、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをＣＱＩ伝送に対して事前割り当てられたリソ
ースを用いて伝送する。現時点で、ＵＥは、ＣＱＩ伝送を省略する。
【００７２】
　言い換えれば、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間間の重複が検出されると、ＵＥは
、一つのサイクリックシフトを使用するＣＱＩリソースを通じて受信されたデータに対す
るＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号を伝送する。その結果、受信側は、複数の直交カバーを適用して
伝送される、マルチコード伝送の問題となる複数のＵＥ間のＰＡＰＲの増加を防止し、Ｕ
Ｅから伝送されるＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号を最大限に保証することができる。
【００７３】
　しかしながら、ステップ５０４でＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩの伝送時間が重ならない
と判定されると、ＵＥは、ステップ５１０で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送を遂行するか、ある
いはＣＱＩ伝送を遂行するかを判定する。ステップ５１０でＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送をする
と判定すると、ＵＥは、ステップ５１２で、基地局から受信されたデータを復号して誤り
有無を判定し、誤りがない場合にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成
する。その後に、ステップ５１４で、ＵＥは、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫ伝送に対して割り当てられたリソースを用いて伝送する。しかしながら、ステップ５
１０で、ＵＥがＣＱＩ伝送をすると判定されると、ＵＥは、ステップ５１６で、基地局か
ら受信したＲＳからチャンネル状態を測定し、所定のフォーマットに従ってＣＱＩを生成
する。その後、ステップ５１８で、ＵＥは、生成されたＣＱＩをＣＱＩ伝送に対して割り
当てられたリソースを用いて伝送する。
【００７４】
　図６は、本発明の第１の実施形態による受信側の制御情報受信の手順を示す。ここで、
システムがアップリンクサービスをサポートするので、受信側は基地局であり、この基地
局は、ＵＥから以前に伝送したダウンリンクデータに対するＡＣＫ/ＮＡＣＫ、又は現在
のＣＱＩのような制御情報を受信する。
【００７５】
　図６を参照すると、ステップ６０２で、基地局は、その制御下で、ＵＥ各々にＡＣＫ/
ＮＡＣＫ及びＣＱＩの伝送に対してリソースを割り当てて伝送する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝
送に対するリソースは、ＲＢ情報、Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフ
ト値、及び時間領域直交カバーであり、ＣＱＩの伝送に対するリソースは、ＲＢ情報及び
Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値である。ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送の
ためのリソースについて、ＵＥは、基地局がＵＥに伝送するデータチャンネル又は関連制
御チャンネルに基づいて事前設定されたリソースを推定することができ、あるいは基地局
は、シグナリングによってＵＥにリソースに関する情報を明確に提供することができる。
したがって、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、基地局が各ＵＥに伝送するデー
タの有無によって動的に割り当てられることができる。すなわち、基地局がＵＥにデータ
を伝送しない場合には、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対するリソースは、割り当てられない。
ＣＱＩ伝送に対するリソースは、所定周期ごとにＣＱＩが伝送されるようにセミスタティ
ックな方法で決定され、あるいは基地局は、必要に応じてリソースを設定し、その情報を
ＵＥに提供する。したがって、ＣＱＩ伝送に対するリソースは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に
対するリソースより長い時間の間、変更なしに維持される。
【００７６】
　ステップ６０４で、基地局は、特定のＵＥから受信しようとするＡＣＫ/ＮＡＣＫ及び
ＣＱＩのＵＥの伝送時間が相互に重なるか否かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫのＵＥ伝送
時間は、ＵＥが基地局からデータを受信した後に所定の復号化処理時間が経過した時間と
して定義されることができる。したがって、基地局は、ＵＥのＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送時間
を推定でき、ＣＱＩが周期的に伝送されることによって、ＣＱＩ伝送時間とＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫ伝送時間が相互に重なるか否かを判定することができる。
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【００７７】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送時間とＣＱＩの伝送時間との間の重複が検出されると、基地局は
、ステップ６０６に進行し、ＣＱＩ伝送を省略し、ＵＥがＣＱＩリソースを用いてＡＣＫ
/ＮＡＣＫを伝送したことを認知した状態で、ＣＱＩ伝送に対して割り当てられたリソー
スから予め伝送されたダウンリンクデータに対するＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出する。ステッ
プ６０８で、基地局は、抽出されたＡＣＫ/ＮＡＣＫを復号化し、ＵＥが誤りなしにデー
タを受信したか否かを判定する。データ受信に対する判定に基づき、基地局は、このデー
タに対する再伝送を遂行するか否かを判定することができる。
【００７８】
　しかしながら、ステップ６０４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩのＵＥ伝送時間が重な
らないと検出されると、基地局は、ステップ６１０で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送がなされた
か、ＣＱＩ伝送がなされたかを判定する。ダウンリンクデータを伝送した後に、基地局が
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用リソースをＵＥに割り当て、所定の時間が経過した後にリソース
を通じて制御信号を受信した場合、基地局は、受信された制御信号をＡＣＫ/ＮＡＣＫと
して判定する。一方、ＣＱＩ伝送用リソースをＵＥに割り当てた後に、所定のＵＥのＣＱ
Ｉ伝送周期によってリソースを通じて制御信号を受信した場合に、基地局は、受信された
制御信号をＣＱＩとして判定する。
【００７９】
　ステップ６１０で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫの受信を検出すると、基地局は、ステップ６１２
で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対してＵＥに割り当てたリソースからＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出
する。ステップ６１４で、基地局は、抽出されたＡＣＫ/ＮＡＣＫを復号してＵＥが誤り
なしデータを受信したか否かを判定する。しかしながら、ステップ６１０で、ＣＱＩの受
信が検出されると、基地局は、ステップ６１６で、ＣＱＩ伝送に対してＵＥに割り当てら
れるリソースからＣＱＩを抽出する。ステップ６１８で、基地局は、抽出されたＣＱＩを
復号し、現在ＵＥが位置したチャンネル環境の状態を判定及び獲得する。
【００８０】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の一実施形態による送信装置の構成を示す。
【００８１】
　図７Ａを参照すると、送信装置は、制御部７１０と、パイロット生成部７１２と、制御
チャンネル信号生成部７１４と、マルチプレクサ(ＭＵＸ)７１７と、直/並列(Ｓ/Ｐ)変換
器７１８と、高速フーリエ変換(Fast　Fourier　Transform：ＦＦＴ)ブロック７１９と、
マッパ７２０と、逆高速フーリエ変換(Inverse　Fast　Fourier　Transform：ＩＦＦＴ)
ブロック７２２と、並/直列(Ｐ/Ｓ)変換器７２４と、直交コード生成部７２６と、乗算器
７２８と、ＣＰ(Cyclic　Prefix)挿入器７３０と、アンテナ７３２とを含む。
【００８２】
　送信装置の全体動作を制御する装置である制御部７１０は、パイロット生成部７１２、
制御チャンネル生成部７１４、マルチプレクサ７１７、マッパ７２０、直交コード生成部
７２６のようなブロックで必要とする制御信号を生成する。
【００８３】
　例えば、パイロット生成部７１２に入力される制御信号は、割り当てられたパイロット
に使用されるＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの生成に対するシーケンスインデックス、
時間領域サイクリックシフト情報を示す。制御チャンネル信号生成部７１４は、伝送しよ
うとする制御情報がＡＣＫ/ＮＡＣＫ又はＣＱＩであるか否かを判断するために使用され
る判断情報と、制御情報に適用されるＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの長さ、シーケン
スインデックス、及びサイクリックシフト値のような情報が提供される。
【００８４】
　マルチプレクサ７１７は、制御部７１０から提供される制御信号によって示されたタイ
ミング情報によってパイロット生成部７１２及び制御チャンネル信号生成部７１４によっ
て各々生成されるパイロット及び制御情報を所定位置のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにマッピ
ング(多重化)する。マルチプレクサ７１７の出力信号は、Ｓ/Ｐ変換器７１８で並列信号
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に変換された後にＦＦＴ７１９に入力される。ＦＦＴ７１９は、入力信号を周波数領域信
号に変換する。
【００８５】
　制御部７１０からパイロット又は制御チャンネルの周波数割り当て情報を受信すると、
マッパ７２０は、入力周波数領域の信号を割り当てられた周波数リソースにマッピングす
る。制御チャンネルに対する周波数割り当て情報は、どのＲＢに対応する制御チャンネル
がマッピングされて伝送されるかを示す。マッパ７２０の出力信号は、ＩＦＦＴ７２２で
時間領域の信号に変換されてから、Ｐ/Ｓ変換器７２４に入力されて直列信号に変換され
る。
【００８６】
　直交コード生成部７２６は、ＵＥの伝送しようとする信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫ伝送用パイロットであるか否かを示す情報を制御部７１０から受信し、各ケ
ースに対応する直交コードを生成する。また、直交コード生成部７２６は、タイミング情
報を制御部７１０から受信し、直交コードの各チップ(chip）をＳＣ-ＦＤＭＡシンボル別
にＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにマッピングされる制御チャンネル信号に適用する。どんな直
交コードを使用するかを示す情報は、事前約束下(under an agreement)で定義され、ある
いは基地局シグナリングを通じてＵＥに提供される。直交コードが適用される時間間隔が
一つのスロット又はより短く制限されることによって、無線チャンネルの変化による直交
性の損失が最小化されることができる。
【００８７】
　例えば、一つのスロットが７個のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルで構成され、そのうち、４個
のＳＣ-ＦＤＭＡシンボルはＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に使用され、３個のＳＣ-ＦＤＭＡシン
ボルはパイロット伝送に使用されるシステムにおいて、ＡＣＫ/ＮＡＣＫに適用される直
交コードの長さは４であり、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用パイロットに適用される直交コード
の長さは３である。したがって、直交コード生成部７２６は、制御部７１０からタイミン
グ情報を受信してＡＣＫ/ＮＡＣＫ又はＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用パイロットが伝送される一
つのサブフレーム内のそれぞれのスロット別に適用する直交コードを生成する。それぞれ
のスロットに適用される直交コードは、相互に同一であり、あるいは相互に異なることが
できる。ＵＥが伝送しようとする信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用パイ
ロットでない場合に、直交コード生成部７２６はディスエーブルされる。
【００８８】
　すなわち、ＵＥが伝送しようとする信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用
パイロットである場合に、直交コード生成部７２６によって生成される直交コードの各チ
ップは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫがマッピングされる各ＳＣ-ＦＤＭＡシンボル又はＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫ伝送用パイロットがマッピングされる各ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルによって多重化され
る。この多重化プロセスは、乗算器７２８で実現される。ＵＥが伝送しようとする信号は
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用パイロットでないと、直列信号は、ＣＰ挿入
器７３０に直接に入力される。ＣＰ挿入器７３０は、各シンボルに対してシンボル間干渉
の防止のためのＣＰを入力信号に挿入し、このＣＰ挿入された信号を、送信アンテナ７３
２を介して伝送する。
【００８９】
　図７Ｂは、本発明の一実施形態による制御チャンネル信号生成部を示すブロック構成図
である。
【００９０】
　図７Ｂを参照すると、制御部から提供される制御信号によって制御情報を生成する制御
チャンネル信号生成部７１４は、制御情報生成器７４０と、チャンネルコーダ/変調器７
４３と、シーケンス生成器部７４２と、乗算器７４６と、を含む。
【００９１】
　シーケンス生成部７４２は、ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルの単位で適用されるＺａｄｏｆｆ-
Ｃｈｕシーケンスを生成する。このとき、シーケンス生成部７４２は、シーケンス生成の
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ために制御部７１０からシーケンスの長さ、シーケンスインデックス、及びサイクリック
シフト値のような情報を受信する。シーケンス情報は、基地局とＵＥに共通に生成される
情報であり、相互に認知可能である。
【００９２】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送時間とＣＱＩ伝送時間が相互に重なると、制御部７１０は、制御
チャンネル信号生成部７１４にＡＣＫ/ＮＡＣＫを生成して伝送するように指示する。こ
のとき、制御部７１０は、適用されるサイクリックシフト値として、ＣＱＩ伝送に対して
割り当てられた値、すなわち一つのサイクリックシフト値を使用するように制御チャンネ
ル信号生成部７１４に指示する。しかしながら、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送時間とＣＱＩ伝送
時間が重複されないと、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対して割り当てられたサイクリックシフ
ト値は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に使用され、ＣＱＩ伝送に対して割り当てられたサイクリ
ックシフト値はＣＱＩ伝送に使用される。
【００９３】
　ＵＥが伝送しようとする制御情報がＡＣＫ/ＮＡＣＫである場合に、制御情報生成器７
４０は、受信データの誤り有無を判定することによってＡＣＫ/ＮＡＣＫを生成し、チャ
ンネルコーダ/変調器７４３は、反復(repetition)を通じてチャンネル符号化を遂行する
ことによって変調シンボルを生成してから、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫに変調を遂行す
る。その後、乗算器７４６は、生成されたＺａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの各サンプル
に各々の生成された変調シンボルを乗算し、それによってＡＣＫ/ＮＡＣＫ制御チャンネ
ルを生成する。
【００９４】
　一方、ＵＥが伝送しようとする制御情報がＣＱＩである場合に、制御情報生成器７４０
は、受信されたパイロットからチャンネル状態を測定することによってＣＱＩを生成し、
チャンネルコーダ/変調器７４３は、ブロック符号化又は畳み込み符号化を通じてチャン
ネル符号化を遂行して変調シンボルを生成した後に、生成されたＣＱＩに対する変調を遂
行する。その後、乗算器７４６は、生成された各々の変調シンボルに生成されたＺａｄｏ
ｆｆ-Ｃｈｕシーケンスの各サンプルを乗算してＣＱＩ制御チャンネルを生成する。
【００９５】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の一実施形態による制御情報を受信する受信装置の構成を
示す。
【００９６】
　図８Ａを参照すると、受信装置は、アンテナ８１０と、ＣＰ除去器８１２と、Ｓ/Ｐ変
換器８１４と、ＦＦＴブロック８１６と、デマッパ８１８と、ＩＦＦＴブロック８２０と
、Ｐ/Ｓ変換器８２２と、逆多重化器８２４と、制御部８２６と、制御チャンネル信号受
信器８２８と、チャンネル推定器８３０と、を含む。
【００９７】
　受信装置の全体動作を制御する装置である制御部８２６は、デマルチプレクサ８２４と
、デマッパ８１８と、制御チャンネル信号受信器８２８と、チャンネル推定器８３０のよ
うな主要ブロックで必要とする制御信号を生成及び伝送する。
【００９８】
　制御チャンネル信号受信器８２８は、アップリンク制御情報に関連した多様な制御信号
が提供される。チャンネル推定器８３０に入力される制御信号は、受信しようとするＵＥ
に割り当てられたパイロットシーケンスの生成に使用されるシーケンスインデックス、時
間領域サイクリックシフト情報、及び直交コード情報を示す。デマルチプレクサ８２４は
、制御部８２６から提供されるタイミング情報に基づき、Ｐ/Ｓ変換器８２２からの信号
を制御チャンネル信号受信器８２８に入力される制御チャンネル信号とチャンネル推定器
８３０に入力されるパイロットに分類する。デマッパ８１８は制御部８２６から制御チャ
ンネル信号又はパイロットに対する周波数割り当て情報を受信し、制御チャンネル信号又
はパイロットがマッピングされる実際の周波数リソースからこの制御チャンネル信号又は
パイロットを抽出する。
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【００９９】
　ＵＥからＡＣＫ/ＮＡＣＫ又はＣＱＩを、アンテナ８１０を介して受信すると、基地局
は、ＣＰ除去器８１２によって受信された信号に含まれたＣＰを除去し、Ｓ/Ｐ変換器８
１４によって並列信号に変換され、ＦＦＴブロック８１６に入力される。ＦＦＴブロック
８１６は、入力信号を周波数領域信号に変換し、デマッパ８１８に出力する。デマッパ８
１８は、制御部８２６からパイロット又は制御チャンネルの周波数割り当て情報を受信し
、特定の周波数リソースから周波数領域のパイロット及び制御チャンネル信号をデマッピ
ングする。ＩＦＦＴブロック８２０は、デマッパ８１８から周波数領域の信号を時間領域
の信号に変換する。ＩＦＦＴブロック８２０の出力信号は、Ｐ/Ｓ変換器８２２で直列信
号に変換され、デマルチプレクサ８２４は制御チャンネル信号及びパイロットに入力信号
を分類する。分類された制御チャンネル信号及びパイロットは、各々制御チャンネル信号
受信器８２８及びチャンネル推定器８３０に入力される。チャンネル推定器８３０は、入
力されるパイロット信号からチャンネル推定値を獲得し、制御チャンネル信号のチャンネ
ル補償のために、チャンネル推定値を制御チャンネル信号受信器８２８に提供する。制御
チャンネル信号受信器８２８は、デマルチプレクサ８２４から受信される制御信号をチャ
ンネル推定値によってチャンネル補償した後に、制御情報を獲得する。
【０１００】
　図８Ｂは、本発明の一実施形態による制御チャンネル信号受信器を示すブロック構成図
である。
【０１０１】
　図８Ｂを参照すると、制御チャンネル信号受信器８２８は、相関器(correlator)８４０
と、チャンネル補償器８５２と、逆拡散器８４２と、復調器/デコーダ８５４とを含む。
【０１０２】
　相関器８４０は、制御部８２６から提供されるシーケンス情報によって入力される受信
信号との相関動作を遂行する。ここで、シーケンスの生成に使用されるシーケンス情報は
、基地局とＵＥに共通に生成される情報であり、相互に認知可能である。基地局は、ＵＥ
と同一のシーケンスの長さ、シーケンスインデックス、及びサイクリックシフトのような
情報を用いて相関を遂行する。
【０１０３】
　基地局は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのＵＥ伝送時間とＣＱＩのＵＥ伝送時間が重なるか否かを
判定することができる。ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩとのＵＥ伝送時間の重複を検出すると
、制御部８２６は、相関器８４０に受信される制御情報がＡＣＫ/ＮＡＣＫであることを
示し、適用されるサイクリックシフト値としてＣＱＩ伝送に対して割り当てられるサイク
リックシフト値を使用するようにＵＥに指示する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫのＵＥ伝送時間がＣ
ＱＩのＵＥ伝送時間と重ならないと、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対して割り当てられるサイ
クリックシフト値は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信に使用され、ＣＱＩ伝送に対して割り当てら
れるサイクリックシフト値はＣＱＩ受信に使用される。
【０１０４】
　チャンネル補償器８５２は、チャンネル推定器８３０から提供されるチャンネル推定値
を用いてチャンネル補償を遂行する。逆拡散器８４２は、受信した制御チャンネル信号が
ＡＣＫ/ＮＡＣＫであるか否かを示す情報を制御部８２６から受信する。受信された制御
チャンネル信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫであると、逆拡散器８４２は、ＵＥのＡＣＫ/ＮＡＣＫ
伝送に対して所定の直交コードを用いて入力信号に対する逆拡散動作を遂行する。この逆
拡散動作は、直交コードの各チップにＡＣＫ/ＮＡＣＫがマッピングされるＳＣ-ＦＤＭＡ
シンボルを乗算してなされる。逆拡散器８４２は、制御部８２６からタイミング情報を受
信し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫが受信される一つのサブフレーム内の各スロットに適用される直
交コードを生成して逆拡散を遂行する。各スロットにマッピングされるＡＣＫ/ＮＡＣＫ
に適用される直交コードは、相互に同一であるか、あるいは異なることがある。受信され
た制御チャンネル信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫでない場合には、逆拡散器８４２はディセーブ
ルされる。
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【０１０５】
　受信された制御チャンネル信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫ又はＣＱＩであるか否かを示す情報
を制御部８２６から受信すると、復調及び復号動作を遂行する復調器/デコーダ８５４は
、上記制御チャンネル信号がＡＣＫ/ＮＡＣＫであると、逆拡散器８４２からの入力信号
に対して復調を遂行した後に、送信側でＡＣＫ/ＮＡＣＫが反復される回数だけ累積して
遂行してＡＣＫ/ＮＡＣＫを判定する。しなしながら、受信された制御チャンネル信号が
ＣＱＩであると、復調器/デコーダ８５４は、チャンネル補償器８５２からの入力信号に
対して復調を遂行し、その後にＣＱＩに対応するチャンネル符号化を遂行してＣＱＩを判
定する。
【０１０６】
　＜第２の実施形態＞
【０１０７】
　第２の実施形態は、ＵＥがアップリンクサービスをサポートする移動通信システムにお
ける制御情報としてＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩを伝送する場合に、統合符号化ベースの
送受信を遂行する動作及び装置を提供する。
【０１０８】
　図９は、本発明の第２の実施形態による送信側の制御情報送信の手順を示す。
【０１０９】
　図９を参照すると、ＵＥは、ステップ９０２で、基地局からＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱ
Ｉの伝送に対するリソースを獲得する。ＵＥは、ステップ９０４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫと
ＣＱＩを同一の伝送時間で伝送しなければならないか否かを判定する。すなわち、ＵＥは
、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間が相互に重なるか否かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋの伝送時間は、ＵＥが基地局からダウンリンクデータを受信した後に、所定の復号化処
理時間を経過した時間として定義されることができる。基地局がＵＥにデータを送信しな
いと、ＵＥのＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送は決して発生しない。このＣＱＩは、所定のＣＱＩ伝
送周期ごとに伝送される。
【０１１０】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間が相互に重なると、ＵＥは、ステップ９０５に進
行して、ＣＱＩ伝送を省略し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送するか、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫを統合符号化して伝送するか、あるいはＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを個別符号化して
ＴＤＭ多重化するかを判定する。
【０１１１】
　例えば、基地局が、ＵＥが基地局の近くに位置し、所定のしきい値以上の受信された信
号対雑音比(Signal　to　Noise　Ratio：ＳＮＲ）を期待する場合に、ＵＥは、ＣＱＩと
ＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化し、あるいは個別符号化後にＴＤＭ多重化するように設定
することができる。また、基地局が特定状況でＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩの受信に必要
であると判定する場合に、ＵＥは、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化し、あるいは
個別符号化してＴＭＤ多重化するように設定できる。
【０１１２】
　しかしながら、ＵＥが基地局から遠く離れてセル境界部分に位置する場合に、統合符号
化を遂行し、あるいは個別符号化してＴＤＭ伝送を遂行することは、要求される所定の受
信信頼度を満足させない。この場合に、ＵＥは、ＣＱＩ伝送は省略してＡＣＫ/ＮＡＣＫ
のみを伝送するように設定できる。さらに、基地局が特定状況でＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱ
Ｉの受信に必要でないと判断される場合に、ＵＥは、ＣＱＩ伝送を省略し、ＡＣＫ/ＮＡ
ＣＫのみを伝送するように設定できる。
【０１１３】
　したがって、ＵＥは、ＣＱＩ伝送を省略してＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送するか、ＣＱ
ＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化して伝送するか、あるいはＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを
個別符号化してＴＤＭするかについては、基地局とＵＥとの間で予め設定され、あるいは
基地局によってＵＥにシグナリングを通じて通知されることができる。
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【０１１４】
　ＵＥは、ステップ９０５でＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送すると判定すると、ステップ９
０６に進行し、基地局から受信されたデータを復号して誤り有無を判定する。ＵＥは、誤
りがない場合にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成する。その後、ス
テップ９０７で、ＵＥは、ＣＱＩ伝送に対して事前割り当てられたリソースを用いて生成
されたＡＣＫ/ＮＡＣＫを伝送する。すなわち、ＵＥは、現在の伝送時間でＣＱＩ伝送を
省略する。
【０１１５】
　しかしながら、ＵＥは、ステップ９０５で、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化し
、あるいはこれらを個別符号化してＴＤＭ伝送することを決定すると、ステップ９０８に
進行し、ステップ９０８で、受信データの誤り有無を判定する。ＵＥは、誤りがない場合
にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成する。また、ＵＥは、基地局か
ら受信されたＲＳからチャンネル状態を測定し、ＣＱＩを所定のフォーマットに従って生
成する。ＵＥは、ステップ９０９で、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩを統合符号化
し、あるいはこれらを個別符号化してＴＤＭ多重化する。ステップ９０９で、ＵＥは、統
合符号化し、あるいはＴＤＭ多重化した信号をＣＱＩ伝送に対して割り当てられたリソー
スを用いて伝送する。ここで、使用される‘統合符号化(joint　coding)’は、次の動作
を意味する。例えば、ＣＱＩを示すために５ビットが割り当てられると仮定する。この場
合、５ビットのうち、特定位置の１ビットはＡＣＫ/ＮＡＣＫとして使用され、残りの４
ビットはＣＱＩビットとして使用される。したがって、５ビットは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫと
ＣＱＩの統合されたビットであり、この統合ビットは所定の符号化方式によって符号化さ
れる。これを‘統合符号化’と呼ぶ。
【０１１６】
　ステップ９０４でＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間が重複されないと、ＵＥは、ス
テップ９１０に進行し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送であるか、あるいはＣＱＩ伝送であるかを
判定する。ＵＥは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送であると判定すると、ステップ９１２で、受信
されたデータの誤り有無を判定する。ＵＥは、誤りがない場合にはＡＣＫを生成し、誤り
がある場合にはＮＡＣＫを生成する。その後、ステップ９１４で、ＵＥは、生成されたＡ
ＣＫ/ＮＡＣＫをＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送用に割り当てられたリソースを用いて伝送する。し
かしながら、ステップ９１０で、ＵＥがＣＱＩ伝送を遂行すると判定されると、ＵＥは、
ステップ９１６で、基地局から受信されたＲＳからチャンネル状態を測定し、ＣＱＩを生
成する。ステップ９１８で、生成されたＣＱＩは、ＣＱＩ伝送用に割り当てられるリソー
スを用いて伝送される。
【０１１７】
　図１０は、本発明の第２の実施形態による受信側の制御情報受信の手順を示す。
【０１１８】
　図１０を参照すると、ステップ１００２で、基地局は、その制御下で複数のＵＥの各々
にＡＣＫ/ＮＡＣＫ及びＣＱＩ伝送のためのそれぞれのリソースを割り当てる。
【０１１９】
　基地局は、ステップ１００４で、特定ＵＥから受信しようとするＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣ
ＱＩのＵＥ伝送時間相互に重なるか否かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫのＵＥ伝送時間は
、ＵＥが基地局からデータを受信した後に、所定の符号化処理時間が経過した時間として
定義されることができる。基地局がＵＥにデータを送信しないと、ＵＥのＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋ伝送は決して発生しない。ＣＱＩは、所定のＣＱＩ伝送周期ごとに伝送される。
【０１２０】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間間の重複が検出されると、基地局は、ステップ１
００５に進行し、ＵＥはＣＱＩ伝送を省略してＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送するか、ＣＱ
ＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化して伝送するか、あるいは個別符号化してＴＤＭ伝送
するかを判定する。
【０１２１】
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　ＵＥがＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送したと判定されると、基地局は、ステップ１００６
に進行し、ＣＱＩ伝送に割り当てられるリソースからＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出する。ステ
ップ１００７で、基地局は、抽出されたＡＣＫ/ＮＡＣＫを復号してＵＥのデータ受信の
成功/失敗を判定する。しかしながら、ＵＥがＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化し、
あるいは個別符号化してＴＤＭ伝送すると判定されると、基地局は、ステップ１００８に
進行する。ステップ１００８で、基地局は、ＣＱＩ伝送用に割り当てられたリソースから
統合符号化又はＴＤＭ多重化された制御信号を抽出する。基地局は、ステップ１００９で
、抽出された信号を復号してＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出し、その後にＵＥのデータ受信の成
功／失敗を判定する。また、基地局は、抽出された信号からＣＱＩを確認して現在ＵＥの
チャンネル状態を判断及び獲得する。
【０１２２】
　一方、ステップ１００４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩのＵＥ伝送時間が重ならないこ
とを検出すると、基地局は、ステップ１０１０に進行し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫが受信される
か、あるいはＣＱＩが受信されるかを判定する。
【０１２３】
　基地局がステップ１０１０でＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信を遂行すると判定されると、ステッ
プ１０１２で、基地局は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対してＵＥに割り当てられたリソース
からＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出する。ステップ１０１４で、基地局は、抽出されたＡＣＫ/Ｎ
ＡＣＫを復号してＵＥのデータ受信の成功/失敗を判定する。しかしながら、ステップ１
０１０でＣＱＩの受信を遂行すると判定されると、基地局は、ステップ１０１６で、ＣＱ
Ｉ情報伝送に割り当てられたリソースからＣＱＩ情報を抽出する。ステップ１０１８で、
基地局は、抽出されたＣＱＩ情報を復号してＵＥが位置した無線環境のチャンネル状態を
判定及び獲得する。
【０１２４】
　第２の実施形態の送受信装置は、第１の実施形態と同様であり、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ及び
ＣＱＩを同時に伝送する場合に、統合符号化又は個別符号化した後にＴＤＭ伝送すること
によって、制御部の動作、すなわち制御信号によって動作する少なくとも一つのチャンネ
ルコーダ、変調器、復調器、デコーダをさらに含むことができる。また、送受信装置は、
ＴＤＭ伝送による制御部のタイミング制御動作をさらに含む。
【０１２５】
　図１１は、本発明の一実施形態によって統合符号化を適用して制御情報を生成する方法
を示す。
【０１２６】
　基地局は、ＵＥにダウンリンクデータを伝送する場合に、データ伝送に対する具体的な
リソース情報、変調方式、及び伝送フォーマットのような制御情報を含むダウンリンク制
御チャンネルを共に伝送する。したがって、基地局は、ＵＥのデータ受信動作をサポート
する。しかしながら、基地局がダウンリンク制御チャンネルを介して制御情報を伝送した
にもかかわらず、無線チャンネル環境の悪化のため、ＵＥは、ダウンリンク制御チャンネ
ルを介して制御情報を受信できない状況が発生する。
【０１２７】
　この場合に、基地局は、データ伝送以後に、所定のＵＥ復号化処理時間が経過した時間
でＵＥからデータ伝送に対するＡＣＫ/ＮＡＣＫを受信することを期待する。しかしなが
ら、この状況で、ＵＥはダウンリンク制御チャンネル及びデータの受信に失敗したので、
基地局にＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送をしなくなる。その結果、送受信信号に対する不一致がＵ
Ｅと基地局との間で発生する。
【０１２８】
　また、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送時間がＵＥのＣＱＩの伝送時間と重なる場合に、基地局は
、ＵＥからＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの受信を期待する。しかしながら、この状況で、Ｕ
Ｅは、ＣＱＩのみ伝送するので、ＵＥと基地局との間で送受信信号に対する不一致が発生
する。この場合、基地局は、ＵＥがＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩを共に伝送したと判断する
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ことができるので、ＵＥが伝送したＣＱＩからＡＣＫ/ＮＡＣＫの受信を試す問題が生じ
られる。
【０１２９】
　このような問題を解決するために、本発明は、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを同時に伝送
する場合には、ＣＱＩ伝送中に常にＡＣＫ/ＮＡＣＫフィールドを割り当て、すなわちＡ
ＣＫ/ＮＡＣＫフィールドで受信データの誤り有無から判定されたＡＣＫ/ＮＡＣＫ値を設
定してＣＱＩ情報と一緒に伝送する。また、ＣＱＩ情報のみを伝送する場合には、ＡＣＫ
/ＮＡＣＫフィールドをＮＡＣＫとして設定し、ＣＱＩ情報と統合符号化して伝送し、そ
れによって、ＵＥがダウンリンク制御チャンネルを介して制御情報を受信するのに失敗し
た場合に、基地局は、このＡＣＫ/ＮＡＣＫフィールドをＡＣＫとして間違えて検出(アラ
－ム(alarm)失敗)する状況を回避することができる。
【０１３０】
　図１１を参照すると、ＣＱＩ情報をチャンネル符号化する場合に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫの
有無に関係なく常にＮビットのＡＣＫ/ＮＡＣＫフィールド１１０４を割り当て、Ｍビッ
トのＣＱＩ情報１３０２と統合符号化することで獲得された制御情報の構成例を示す。こ
れは、ステップ９０８の統合符号化、又はステップ９１６のＣＱＩ生成に適用される。統
合符号化は、ブロック符号化又は畳み込み符号化が可能である。
【０１３１】
　図１２は、本発明の一実施形態によってＴＤＭを適用して制御情報のサブフレームを生
成する例を示す。
【０１３２】
　基地局とＵＥとの間で送受信信号の不一致によって発生する問題点を解決するために、
ＵＥは、ＣＱＩ情報の伝送中、ＡＣＫ/ＮＡＣＫの有無に関係なく、常に特定ＳＣ-ＦＤＭ
ＡシンボルをＡＣＫ/ＮＡＣＫ用に割り当てて伝送する。
【０１３３】
　すなわち、ＣＱＩ情報とＡＣＫ/ＮＡＣＫを同時に伝送する場合には、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ
用に割り当てられたＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにＡＣＫ/ＮＡＣＫ値をマッピングする。また
、ＵＥは、ＣＱＩ情報に割り当てられるＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにＣＱＩ情報の符号化さ
れたシンボルをマッピングして伝送する。一方、ＣＱＩ情報のみを伝送する場合には、Ａ
ＣＫ/ＮＡＣＫ用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルをＮＡＣＫに設定しＣＱＩ情報に割り当てられた
ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルにＣＱＩ情報の符号化シンボルをマッピングして伝送する。
【０１３４】
　この方法は、ＵＥがダウンリンク制御チャンネルを介して受信された制御情報の受信に
失敗した場合に、基地局がＡＣＫ/ＮＡＣＫ用ＳＣ-ＦＤＭＡシンボルをＡＣＫとして間違
えて検出(アラーム失敗)する状況を回避するようにする。
【０１３５】
　図１２を参照すると、一つのサブフレーム１２１７内でＳＣ-ＦＤＭＡシンボル１２０
４，１２１１は、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ用シンボルとして割り当て、ＳＣ-ＦＤＭＡシンボル１
２０１，１２０３，１２０５，１２０７，１２０８，１２１０，１２１２，１２１４はＣ
ＱＩ情報用シンボルとして割り当てる一例を示す。
【０１３６】
　この場合に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは要求される受信信頼度がＣＱＩより高いためＵＥは、
図１２の左側スロット１２１５と右側スロット１２１６内でチャンネル推定性能が相対的
に優れた２個のパイロットのようなＲＳ信号１２０２及び１２０６(１２０９，１２１３)
間に位置したＳＣ-ＦＤＭＡシンボル１２０４，１２１１にＡＣＫ/ＮＡＣＫをマッピング
する。また、ＵＥは、ＡＣＫ/ＮＡＣＫに割り当てられたＳＣ-ＦＤＭＡシンボルと、パイ
ロットのようにＲＳ信号が割り当てられたＳＣ-ＦＤＭＡシンボルを除いた残りのＳＣ-Ｆ
ＤＭＡシンボルにＣＱＩをマッピングする。
【０１３７】
　＜第３の実施形態>
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【０１３８】
　第３の実施形態は、アップリンクサービスを提供する移動通信システムにおいて、ＵＥ
がＡＣＫ/ＮＡＣＫを伝送する場合に、基地局のＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信性能を高めるために
ＡＣＫ/ＮＡＣＫを数個のサブフレームを通じて伝送する状況を提供する。例えば、ＵＥ
が基地局から遠く離れてセル境界部分に位置する場合に、ＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを一つの
サブフレームで伝送することは所定の要求されるＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信信頼度を満足させ
ないため、ＡＣＫ/ＮＡＣＫを数個のサブフレームを通じて繰り返して伝送することによ
って、基地局が受信したＡＣＫ/ＮＡＣＫ信号のコンバイニングを通じてＡＣＫ/ＮＡＣＫ
の受信性能を向上させる効果を得ることができる。
【０１３９】
　図１３は、本発明の第３の実施形態による送信側の制御情報送信の手順を示す。
【０１４０】
　図１３を参照すると、ＵＥは、ステップ１３０２で、基地局からＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣ
ＱＩ情報の伝送に対するリソースを獲得する。同時に、ＵＥは、いくつ（Ｎ）のサブフレ
ームを通じてＡＣＫ／ＮＡＣＫを繰り返して伝送すべきであるかを示す情報を、シグナリ
ングを通じて、基地局から獲得する。この‘Ｎ’値は、基地局とＵＥとの間の距離、無線
チャンネル環境のような条件を考慮して、ＡＣＫ/ＮＡＣＫの受信信頼度を満たすために
決定されなければならない。例えば、Ｎ＝１であり、ＵＥがセル境界に位置した場合に、
ＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信信頼度をＮ＝１で満足させることが困難である。したがって、‘Ｎ
’値は、Ｎ＞１のように決定されることができる。
【０１４１】
　ＵＥは、ステップ１３０５で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩを同一の伝送時間で伝送すべ
きであるか否かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩの伝送時間間の重複を検出すると
、ＵＥは、ステップ１３０５に進行し、ＣＱＩ情報伝送を省略してＡＣＫ/ＮＡＣＫのみ
を伝送するか、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化して伝送するか、あるいはＣＱＩ
とＡＣＫ/ＮＡＣＫを個別符号化してＴＤＭ伝送をするかを判定する。
【０１４２】
　ステップ１３０５で、ＵＥがＡＣＫ/ＮＡＣＫのみ伝送すると判定されると、ステップ
１３０６に進行し、ＵＥは、受信データの誤り有無を判定する。ＵＥは、誤りがない場合
にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成する。このとき、ステップ１３
０７で、ＵＥは、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをＮ個のサブフレームを通じて伝送する方
法で、ＣＱＩ伝送予定サブフレームではＣＱＩ用に割り当てられたリソースを用いてＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫを伝送し、他の(Ｎ-１)個のサブフレームではＡＣＫ/ＮＡＣＫ用に割り当て
られたリソースを用いてＡＣＫ/ＮＡＣＫを伝送する。
【０１４３】
　ＵＥは、ステップ１３０５で、ＣＡＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化して伝送し、あ
るいはこれを個別符号化してＴＤＭ伝送すると判定されると、ＵＥは、ステップ１３０８
に進行する。ステップ１３０８で、ＵＥは、受信データの誤り有無を判定する。ＵＥは、
誤りがない場合にはＡＣＫを生成し、誤りがある場合にはＮＡＣＫを生成する。また、Ｕ
Ｅは、基地局から受信したＲＳからチャンネル状態を測定し、ＣＱＩ情報を所定のフォー
マットによって生成する。ステップ１３０９で、ＵＥは、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫと
ＣＱＩの統合符号化信号又はＴＤＭ多重化信号をＣＱＩ伝送用に割り当てられたリソース
を用いて伝送する。
【０１４４】
　ステップ１３０４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩとの間の伝送時間が重複されないと、
ＵＥは、ステップ１３１０に進行し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝送を遂行するか、あるいはＣＱ
Ｉ情報伝送を遂行するかを判定する。ＵＥは、ステップ１３１０で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ伝
送を遂行すると判定されると、ステップ１３１２で基地局から受信されたデータの復号結
果を確認する。ＵＥは、復号誤りがない場合にはＡＣＫを生成し、復号誤りがある場合に
はＮＡＣＫを生成する。ステップ１３１４で、ＵＥは、生成されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをＡ
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ＣＫ/ＮＡＣＫ伝送に対して割り当てられたリソースを用いてＮ個のサブフレームを通じ
て伝送する。
【０１４５】
　ステップ３１０で、ＵＥがＣＱＩ伝送を遂行すると判定されると、ＵＥは、ステップ１
３１６で、基地局から受信したＲＳからチャンネル状態を測定してＣＱＩを生成する。ス
テップ１３１８で、ＵＥは、生成されたＣＱＩ情報をＣＱＩ情報伝送に割り当てられたリ
ソースを用いて伝送する。
【０１４６】
　図１４は、本発明の第３の実施形態による受信側の制御情報受信の手順を示す。
【０１４７】
　図１４を参照すると、基地局は、ステップ１４０２で、その制御下で、複数のＵＥそれ
ぞれにＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩ伝送のためのリソースを割り当てる。同時に、基地局は
、複数のＵＥがＡＣＫ/ＮＡＣＫをいくつ（Ｎ)のサブフレームを通じて反復的に伝送しな
ければならないかを示す情報を、シグナリングを通じて提供する。
【０１４８】
　基地局は、ステップ１４０４で、特定ＵＥから受信しようとするＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣ
ＱＩのＵＥ伝送時間相互に重なるか否かを判定する。ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩ情報の伝
送時間間の重複が検出されると、基地局は、ステップ１４０５に進行し、ＵＥがＣＱＩ伝
送を省略してＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送するか、ＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化
して伝送するか、あるいはこれらを個別符号化してＴＤＭ伝送するかを判定する。ステッ
プ１４０５で、ＵＥがＡＣＫ/ＮＡＣＫのみを伝送したと判定されると、基地局は、ステ
ップ１４０６に進行する。ステップ１４０６で、基地局は、Ｎ個のサブフレームのうち、
現在のフレームで特定ＵＥにＣＱＩ伝送用に割り当てられたサブフレームのＣＱＩ用リソ
ースからＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出し、他の(Ｎ-１)個のサブフレームでＡＣＫ/ＮＡＣＫ用
リソースからＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出する。ステップ１４０７で、基地局は、全体Ｎ個の
サブフレームを通じて抽出されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをコンバイニングした後に復号化して
、特定ＵＥが誤りなしに基地局からダウンリンクデータを受信したか否かを判定する。
【０１４９】
　ステップ１４０５で、ＵＥがＣＱＩとＡＣＫ/ＮＡＣＫを統合符号化して伝送し、ある
いはこれらを個別符号化してＴＤＭ伝送すると判定されると、基地局は、ステップ１４０
８に進行する。ステップ１４０８で、基地局は、ＣＱＩ伝送に対してＵＥに事前割り当て
られたリソースから統合符号化又はＴＤＭ多重化信号を抽出する。ステップ１４０９で、
基地局は、抽出された信号を復号化してＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出した後に、ＵＥが誤りな
しにデータを受信したか否かを判定する。また、基地局は、抽出された信号からＣＱＩ情
報を抽出してチャンネル状態を判定及び獲得する。
【０１５０】
　一方、ステップ１４０４で、ＡＣＫ/ＮＡＣＫとＣＱＩのＵＥ伝送時間間の重複が検出
されないと、基地局は、ステップ１４１０に進行し、ＡＣＫ/ＮＡＣＫが受信されたか、
あるいはＣＱＩ情報が受信されたかを判定する。ステップ１４１０でＡＣＫ/ＮＡＣＫが
受信されると、基地局は、ステップ１４１２で、Ｎ個のサブフレームを通してＡＣＫ/Ｎ
ＡＣＫ伝送に対してＵＥに割り当てられたリソースからＡＣＫ/ＮＡＣＫを抽出する。ス
テップ１４１４で、基地局は、Ｎ個のサブフレームから抽出されたＡＣＫ/ＮＡＣＫをコ
ンバイニングした後に復号化してＵＥのデータ受信の成功/失敗を判定する。しかしなが
ら、基地局は、ステップ１４１０でＣＱＩ情報を受信すると、ステップ１４１６で、ＣＱ
Ｉ情報伝送用に対してＵＥに割り当てられたリソースからＣＱＩ情報を抽出する。その後
、基地局は、ステップ１４１８で、抽出されたＣＱＩ情報を復号化してチャンネル状態を
判定及び獲得する。
【０１５１】
　第３の実施形態の送受信装置は、第１の実施形態と同様であり、特にＡＣＫ/ＮＡＣＫ
をＮ個のサブフレームを通じて送受信する動作をさらに含む。
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【０１５２】
　以上、本発明を具体的な実施形態に関して図示及び説明したが、添付した特許請求の範
囲により規定されるような本発明の精神及び範囲を外れることなく、形式や細部の様々な
変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【０１５３】
１０２　　　サブフレーム
１０４，１０６　　　スロット
１０８，１０９　　　リソースブロック（ＲＢ）
１１０　　　伝送帯域幅
４００　　　Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕシーケンスのサイクリックシフト値
４０２　　　時間領域直交カバー
７１０　　　制御部
７１２　　　パイロット生成部
７１４　　　制御チャンネル信号生成部
７１７　　　マルチプレクサ(ＭＵＸ)
７１８　　　直/並列(Ｓ/Ｐ)変換器
７１９　　　高速フーリエ変換(ＦＦＴ)ブロック
７２０　　　マッパ
７２２　　　逆高速フーリエ変換(ＩＦＦＴ)ブロック
７２４　　　並/直列(Ｐ/Ｓ)変換器
７２６　　　直交コード生成部
７２８　　　乗算器
７３０　　　ＣＰ(Cyclic　Prefix)挿入器
７３２　　　アンテナ
７４０　　　制御情報生成器
７４２　　　シーケンス生成器部
７４３　　　チャンネルコーダ/変調器
７４６　　　乗算器
８１０　　　アンテナ
８１２　　　ＣＰ除去器
８１４　　　Ｓ/Ｐ変換器
８１６　　　ＦＦＴブロック
８１８　　　デマッパ
８２０　　　ＩＦＦＴブロック
８２２　　　Ｐ/Ｓ変換器
８２４　　　逆多重化器
８２６　　　制御部
８２８　　　制御チャンネル信号受信器
８３０　　　チャンネル推定器
８４０　　　相関器(correlator)
８４２　　　逆拡散器
８５２　　　チャンネル補償器
８５４　　　復調器/デコーダ
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