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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＰＤＵ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）
を送信する方法であって、前記方法は、
　ＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）により、第１の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成
することと、
　前記ＳＴＡにより、前記ＰＰＤＵを送信することと
　を含み、
　各ＰＰＤＵにおいて、前記第２の部分が前記第１の部分に後続し、
　前記第１の部分は、レガシシステムのための信号フィールド、ＬＴＦ（ｌｏｎｇ　ｔｒ
ａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）及びＳＴＦ（ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）
を含み、
　前記第１の部分は、前記第１の部分のために使用されるサブキャリア間の第１の間隔及
び第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）の大きさに基づいて
ＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を実行す
ることにより生成され、
　前記第２の部分は、前記第２の部分のためのサブキャリア間の第２の間隔及び第２のＦ
ＦＴの大きさに基づいてＩＦＦＴを実行することにより生成され、
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第２の部分の前記第２の間隔が前記第１の部分の前
記第１の間隔より小さくなるように、前記第１のＦＦＴの大きさより大きくなるように設
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定される、方法。
【請求項２】
　前記第１の部分は、第１のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル上で送信され、
　前記第２の部分は、第２のＯＦＤＭシンボル上で送信され、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第１のガードインターバルデュレイ
ションと前記第１のＦＦＴの大きさによって決定される第１のＦＦＴ期間との和であり、
　前記第２のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第２のガードインターバルデュレイ
ションと前記第２のＦＦＴの大きさによって決定される第２のＦＦＴ期間との和である、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のガードインターバルデュレイションは、前記第１のガードインターバルデュ
レイションより長い、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＯＦＤＭシンボルにおけるサブキャリアの数は、前記第１のＯＦＤＭシンボ
ルにおけるサブキャリアの数の２の倍数倍である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第１のＦＦＴの大きさの２の倍数倍である、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　ＰＰＤＵ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）
を送信するＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）であって、前記ＳＴＡは、
　無線信号を送信するように構成されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部と、
　前記ＲＦ部と動作可能に連結されるプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　ＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）により、第１の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成
することと、
　前記ＳＴＡにより、前記ＰＰＤＵを送信することと
　を実行するように構成され、
　各ＰＰＤＵにおいて、前記第２の部分が前記第１の部分に後続し、
　前記第１の部分は、レガシシステムのための信号フィールド、ＬＴＦ（ｌｏｎｇ　ｔｒ
ａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）及びＳＴＦ（ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）
を含み、
　前記第１の部分は、前記第１の部分のために使用されるサブキャリア間の第１の間隔及
び第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）の大きさに基づいて
ＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を実行す
ることにより生成され、
　前記第２の部分は、前記第２の部分のためのサブキャリア間の第２の間隔及び第２のＦ
ＦＴの大きさに基づいてＩＦＦＴを実行することにより生成され、
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第２の部分の前記第２の間隔が前記第１の部分の前
記第１の間隔より小さくなるように、前記第１のＦＦＴの大きさより大きくなるように設
定される、ＳＴＡ。
【請求項７】
　前記第１の部分は、第１のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル上で送信され、
　前記第２の部分は、第２のＯＦＤＭシンボル上で送信され、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第１のガードインターバルデュレイ
ションと前記第１のＦＦＴの大きさによって決定される第１のＦＦＴ期間との和であり、
　前記第２のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第２のガードインターバルデュレイ
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ションと前記第２のＦＦＴの大きさによって決定される第２のＦＦＴ期間との和である、
請求項６に記載のＳＴＡ。
【請求項８】
　前記第２のガードインターバルデュレイションは、前記第１のガードインターバルデュ
レイションより長い、請求項７に記載のＳＴＡ。
【請求項９】
　前記第２のＯＦＤＭシンボルにおけるサブキャリアの数は、前記第１のＯＦＤＭシンボ
ルにおけるサブキャリアの数の２の倍数倍である、請求項７に記載のＳＴＡ。
【請求項１０】
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第１のＦＦＴの大きさの２の倍数倍である、請求項
６に記載のＳＴＡ。
 
【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、データユニットを送信する方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１のＷＮＧ　ＳＣ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｎｅ
ｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）は、次世代ＷＬ
ＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を中長期的に論議す
るアドホック委員会（ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）である。
【０００３】
　２０１３年３月ＩＥＥＥ会議で、ブロードコムは、ＷＬＡＮ標準化ヒストリーに基づき
、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ標準が完成される２０１３年上半期がＩＥＥＥ８０２．１１
ａｃ以後の次世代ＷＬＡＮに対する議論が必要であると提示した。技術的な必要性及び標
準化の必要性に基づき、２０１３年３月ＩＥＥＥ会議で次世代ＷＬＡＮのためのスタディ
グループ創設に対するモーションが通過された。
【０００４】
　一名ＨＥＷ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ＷＬＡＮ）と呼ばれる次世代ＷＬＡＮ
スタディグループで主に論議されるＨＥＷの範囲（ｓｃｏｐｅ）は、１）２．４ＧＨｚ及
び５ＧＨｚなどの帯域で８０２．１１ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）階層とＭＡＣ（ｍｅｄ
ｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層の向上、２）スペクトラム効率性（ｓｐｅ
ｃｔｒｕｍ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）と領域スールプット（ａｒｅａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ）を高めること、３）干渉ソースが存在する環境、密集した異種ネットワーク（ｈｅ
ｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）環境及び高いユーザ負荷が存在する環境のよ
うな実際室内環境及び室外環境で性能を向上させること、などがある。ＨＥＷで主に考慮
されるシナリオは、ＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）とＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）が多
い密集環境であり、ＨＥＷは、このような状況でスペクトラム効率（ｓｐｅｃｔｒｕｍ　
ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）と空間送信率（ａｒｅａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）改善に対して
議論する。特に、室内環境だけでなく、既存ＷＬＡＮであまり考慮されていなかった室外
環境での実質的な性能改善に関心を有する。
【０００５】
　ＨＥＷでは、無線オフィス（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｏｆｆｉｃｅ）、スマートホーム（ｓ
ｍａｒｔ　ｈｏｍｅ）、スタジアム（Ｓｔａｄｉｕｍ）、ホットスポット（Ｈｏｔｓｐｏ
ｔ）、ビルディング／アパート（ｂｕｉｌｄｉｎｇ／ａｐａｒｔｍｅｎｔ）のようなシナ
リオに関心が大きく、該当シナリオに基づいてＡＰとＳＴＡが多い密集環境でのシステム
性能向上に対する議論が進行されている。
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【０００６】
　今後、ＨＥＷでは、一つのＢＳＳ（ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ）での単一リ
ンク性能向上よりは、ＯＢＳＳ（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ
　ｓｅｔ）環境でのシステム性能向上及び室外環境性能改善、そして、セルラーオフロー
ディングなどに対する議論が活発になることが予想されている。このようなＨＥＷの方向
性は、次世代ＷＬＡＮがますます移動通信と類似の技術範囲を有するようになることを意
味する。最近、スモールセル及びＤ２Ｄ（Ｄｉｒｅｃｔ－ｔｏ－Ｄｉｒｅｃｔ）通信領域
で移動通信とＷＬＡＮ技術が共に論議されている状況を考慮する時、ＨＥＷに基づく次世
代ＷＬＡＮと移動通信の技術的及び事業的な融合は、さらに活発になることが予測されて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明のＰＰＤＵを送信する方法を提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、ＰＰＤＵを送信する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した本発明の目的を達成するための本発明の一側面によるＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）　ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を送信する方法は、ＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）が第１
の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成するステップ及び前記ＳＴＡが前記ＰＰＤ
Ｕを送信するステップを含み、前記第１の部分は、第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）の大きさによるＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　ｆｏ
ｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）が実行されて生成され、前記第２の部分は、第２のＦ
ＦＴの大きさによる前記ＩＦＦＦが実行されて生成され、前記第１のＦＦＴの大きさと第
２のＦＦＴの大きさは異なる。
【００１０】
　前述した本発明の目的を達成するための本発明の他の側面による無線ＬＡＮにおけるＰ
ＰＤＵを送信するＳＴＡは、無線信号を送信するために具現されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ）部及び前記ＲＦ部と選択的に連結されるプロセッサを含み、前記プロ
セッサは、第１の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成して前記ＰＰＤＵを送信す
るように具現され、前記第１の部分は、第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ）の大きさによるＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ
　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）が実行されて生成され、前記第２の部分は、第２のＦＦＴの大き
さによる前記ＩＦＦＦが実行されて生成され、前記第１のＦＦＴの大きさと第２のＦＦＴ
の大きさは異なる。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　ＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を送信する方法において、
　ＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）が第１の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成するス
テップ；及び、
　前記ＳＴＡが前記ＰＰＤＵを送信するステップ；を含み、
　前記第１の部分は、第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
の大きさによるＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ）が実行されて生成され、
　前記第２の部分は、第２のＦＦＴの大きさによる前記ＩＦＦＦが実行されて生成され、
　前記第１のＦＦＴの大きさと第２のＦＦＴの大きさは異なることを特徴とする方法。
（項目２）
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　前記第１の部分は、第１のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル上で送信され、
　前記第２の部分は、第２のＯＦＤＭシンボル上で送信され、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第１のガードインターバルデュレイ
ション（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）と前記第１のＦＦＴの大き
さによって決定される第１のＦＦＴ期間（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒ
ｍ　ｐｅｒｉｏｄ）との和であり、
　前記第２のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第２のガードインターバルデュレイ
ションと前記第２のＦＦＴの大きさによって決定される第２のＦＦＴ期間との和であるこ
とを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記第２のガードインターバルデュレイションは、前記第１のガードインターバルデュ
レイションより長いであることを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記第２のＯＦＤＭシンボル上のサブキャリアの数は、前記第１のＯＦＤＭシンボル上
のサブキャリアの数の２の倍数倍であることを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目５）
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第１のＦＦＴの大きさの２の倍数倍であることを特
徴とする項目１に記載の方法。
（項目６）
　無線ＬＡＮにおけるＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を送信
するＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）において、前記ＳＴＡは、
　無線信号を送信するために具現されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部；及
び、
　前記ＲＦ部と選択的に連結されるプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは、第１の部分と第２の部分を含む前記ＰＰＤＵを生成して前記ＰＰＤ
Ｕを送信するように具現され、
　前記第１の部分は、第１のＦＦＴ（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
の大きさによるＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ）が実行されて生成され、
　前記第２の部分は、第２のＦＦＴの大きさによる前記ＩＦＦＦが実行されて生成され、
　前記第１のＦＦＴの大きさと第２のＦＦＴの大きさは異なることを特徴とするＳＴＡ。
（項目７）
　前記第１の部分は、第１のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル上で送信され、
　前記第２の部分は、第２のＯＦＤＭシンボル上で送信され、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第１のガードインターバルデュレイ
ション（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）と前記第１のＦＦＴの大き
さによって決定される第１のＦＦＴ期間（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒ
ｍ　ｐｅｒｉｏｄ）との和であり、
　前記第２のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第２のガードインターバルデュレイ
ションと前記第２のＦＦＴの大きさによって決定される第２のＦＦＴ期間との和であるこ
とを特徴とする項目６に記載のＳＴＡ。
（項目８）
　前記第２のガードインターバルデュレイションは、前記第１のガードインターバルデュ
レイションより長いであることを特徴とする項目７に記載のＳＴＡ。
（項目９）
　前記第２のＯＦＤＭシンボル上のサブキャリアの数は、前記第１のＯＦＤＭシンボル上
のサブキャリアの数の２の倍数倍であることを特徴とする項目７に記載の方法。
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（項目１０）
　前記第２のＦＦＴの大きさは、前記第１のＦＦＴの大きさの２の倍数倍であることを特
徴とする項目６に記載の方法。
【発明の効果】
【００１１】
　新しいフォーマットのＰＰＤＵを使用するにあたって、ＰＬＣＰプリアンブルのオーバ
ーヘッドを最小化し、レガシ（ｌｅｇａｃｙ）ＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）に対する後方互
換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供することができる。また
、新しいフォーマットのＰＰＤＵをサポートするＳＴＡは、受信したＰＰＤＵが新しいフ
ォーマットのＰＰＤＵかどうかを速く判断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬ
ＡＮ）の構造を示す概念図である。
【図２】ＩＥＥＥ８０２．１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムのアーキテクチ
ャを示す。
【図３】無線ＬＡＮで広帯域媒体接続制御技術を示す概念図である。
【図４】無線ＬＡＮのＰＰＤＵフォーマットを示す概念図である。
【図５】チャネルを介して送信されるＰＰＤＵを示す概念図である。
【図６】本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【図７】本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【図８】本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【図９】本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【図１０】本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを送信するためのサブキャ
リアを示す概念図である。
【図１１】本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦＴ
の大きさを探知する方法を示す概念図である。
【図１２】本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦＴ
の大きさを探知する方法を示す概念図である。
【図１３】本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦＴ
の大きさを探知する方法を示す概念図である。
【図１４】本発明の実施例に係るレガシＳＴＡのＨＥＷ　ＰＰＤＵ受信時、動作を示す概
念図である。
【図１５】本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、Ｗ
ＬＡＮ）の構造を示す概念図である。
【００１４】
　図１の上段は、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ
　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１のインフラストラクチャネ
ットワーク（ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の構造を示す。
【００１５】
　図１の上段を参照すると、無線ＬＡＮシステムは、一つまたはそれ以上の基本サービス
セット（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ、ＢＳＳ）１００、１０５を含むことがで
きる。ＢＳＳ１００、１０５は、成功的に同期化を行われて互いに通信できるＡＰ（ａｃ
ｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）１２５及びＳＴＡ１（Ｓｔａｔｉｏｎ）１００－１のようなＡＰ
とＳＴＡのセットであり、特定領域を示す概念ではない。ＢＳＳ１０５は、一つのＡＰ１
３０に一つ以上の結合可能なＳＴＡ１０５－１、１０５－２を含むことができる。
【００１６】
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　インフラストラクチャＢＳＳは、少なくとも一つのＳＴＡ、分散サービス（Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するＡＰ１２５、１３０及び複数のＡＰを連結
させる分散システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＤＳ）１１０を含むこ
とができる。
【００１７】
　分散システム１１０は、複数のＢＳＳ１００、１０５を連結して拡張されたサービスセ
ットであるＥＳＳ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ）１４０を具現すること
ができる。ＥＳＳ１４０は、一つまたは複数個のＡＰ１２５、１３０が分散システム１１
０を介して連結されて構成された一つのネットワークを指示する用語として使われること
ができる。一つのＥＳＳ１４０に含まれるＡＰは、同じＳＳＩＤ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅ
ｔ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を有することができる。
【００１８】
　ポータル（ｐｏｒｔａｌ）１２０は、無線ＬＡＮネットワーク（ＩＥＥＥ８０２．１１
）と他のネットワーク（例えば、８０２．Ｘ）との連結を実行するブリッジ役割を遂行す
ることができる。
【００１９】
　図１の上段のようなインフラストラクチャネットワークでは、ＡＰ１２５、１３０間の
ネットワーク及びＡＰ１２５、１３０とＳＴＡ１００－１、１０５－１、１０５－２との
間のネットワークが具現されることができる。しかし、ＡＰ１２５、１３０が無しでＳＴ
Ａ間でもネットワークを設定して通信を実行することも可能である。ＡＰ１２５、１３０
が無しでＳＴＡ間でもネットワークを設定して通信を実行するネットワークをアドホック
ネットワーク（Ａｄ－Ｈｏｃ　ｎｅｔｗｏｒｋ）または独立ＢＳＳ（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅ
ｎｔ　ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅｓｅｔ）と定義する。
【００２０】
　図１の下段は、独立ＢＳＳを示す概念図である。
【００２１】
　図１の下段を参照すると、独立ＢＳＳ（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ、ＩＢＳＳ）
は、アドホックモードに動作するＢＳＳである。ＩＢＳＳは、ＡＰを含まないため、中央
で管理機能を遂行する個体（ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉ
ｔｙ）がない。即ち、ＩＢＳＳでは、ＳＴＡ１５０－１、１５０－２、１５０－３、１５
５－４、１５５－５が分散された方式（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｍａｎｎｅｒ）に管理
される。ＩＢＳＳでは、全てのＳＴＡ１５０－１、１５０－２、１５０－３、１５５－４
、１５５－５が移動ＳＴＡからなることができ、分散システムへの接続が許容されなくて
自己完備的ネットワーク（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を構築する
。
【００２２】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１標準の規定に従う媒体接続制
御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ）と無線媒体に対する物理階
層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ）インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広
義では、ＡＰと非－ＡＰ　ＳＴＡ（Ｎｏｎ－ＡＰ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を両方とも含む意味
として使われることができる。
【００２３】
　ＳＴＡは、移動端末（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、無線送受信ユニット（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅ
ｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ；ＷＴＲＵ）、ユーザ装備（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ
）、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ）、モバイル加入者ユニット（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）または単純にユーザ（ｕｓｅｒ）などの多様
な名称で呼ばれることもある。
【００２４】
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　図２は、ＩＥＥＥ８０２．１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムの階層アーキ
テクチャを示す。
【００２５】
　図２では、無線ＬＡＮシステムの階層アーキテクチャ（ＰＨＹ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ
ｒｅ）を概念的に示した。
【００２６】
　無線ＬＡＮシステムの階層アーキテクチャは、ＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｃｏｎｔｒｏｌ）副階層（ｓｕｂｌａｙｅｒ）２２０、ＰＬＣＰ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌ
ａｙｅｒ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）副階層２１０、及びＰＭＤ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）副階層２００を含むことができ
る。ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＭＡＣ副階層２２０がＰＭＤ副階層２００に最小限の従属
性を有して動作できるように具現される。ＰＭＤ副階層２００は、複数のＳＴＡ間でデー
タを送受信するための送信インターフェース役割を遂行することができる。
【００２７】
　ＭＡＣ副階層２２０、ＰＬＣＰ副階層２１０、及びＰＭＤ副階層２００は、概念的に管
理部（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉｔｙ）を含むことができる。
【００２８】
　ＭＡＣ副階層２２０の管理部は、ＭＬＭＥ（ＭＡＣ　Ｌａｙｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）２２５であり、物理階層の管理部は、ＰＬＭＥ（ＰＨＹ　Ｌａｙｅｒ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）２１５である。このような管理部は、階層管理
動作が実行されるインターフェースを提供することができる。ＰＬＭＥ２１５は、ＭＬＭ
Ｅ２２５と連結されてＰＬＣＰ副階層２１０及びＰＭＤ副階層２００の管理動作（ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を実行することができ、ＭＬＭＥ２２５もＰＬＭ
Ｅ２１５と連結されてＭＡＣ副階層２２０の管理動作（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｐｅｒ
ａｔｉｏｎ）を実行することができる。
【００２９】
　正確なＭＡＣ階層動作が実行されるために、ＳＭＥ（ＳＴＡ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
ｅｎｔｉｔｙ）２５０が存在する。ＳＭＥ２５０は、階層に独立的な構成部として運用さ
れることができる。ＭＬＭＥ、ＰＬＭＥ、及びＳＭＥは、プリミティブ（ｐｒｉｍｉｔｉ
ｖｅ）に基づいて相互構成部間に情報を送信及び受信することができる。
【００３０】
　各副階層での動作を簡略に説明すると、下記の通りである。ＰＬＣＰ副階層２１０は、
ＭＡＣ副階層２２０とＰＭＤ副階層２００との間でＭＡＣ階層の指示によってＭＡＣ副階
層２２０から受けたＭＰＤＵ（ＭＡＣ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）をＰＭ
Ｄ副階層２００に伝達し、またはＰＭＤ副階層２００から来るフレームをＭＡＣ副階層２
２０に伝達する。ＰＭＤ副階層２００は、ＰＬＣＰの下位階層であり、無線媒体を介した
複数のＳＴＡ間でのデータ送信及び受信を実行することができる。ＭＡＣ副階層２２０が
伝達したＭＰＤＵ（ＭＡＣ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）は、ＰＬＣＰ副階
層２１０でＰＳＤＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）という
。ＭＰＤＵは、ＰＳＤＵと類似するが、複数のＭＰＤＵをアグリゲーション（ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎ）したＡ－ＭＰＤＵ（ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ　ＭＰＤＵ）が伝達された場合
、各々のＭＰＤＵとＰＳＤＵは、互いに異なる。
【００３１】
　ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＰＳＤＵをＭＡＣ副階層２２０から受けてＰＭＤ副階層２０
０に伝達する過程で物理階層の送受信機により必要な情報を含む付加フィールドを付ける
。このとき、付加されるフィールドは、ＰＳＤＵにＰＬＣＰプリアンブル（ｐｒｅａｍｂ
ｌｅ）、ＰＬＣＰヘッダ（ｈｅａｄｅｒ）、コンボリューションエンコーダをゼロ状態（
ｚｅｒｏ　ｓｔａｔｅ）に返すのに必要なテールビット（Ｔａｉｌ　Ｂｉｔｓ）などであ
る。ＰＬＣＰプリアンブルは、ＰＳＤＵが送信される前に受信機に同期化機能とアンテナ
ダイバーシティを準備するようにする役割をすることができる。データフィールドは、Ｐ
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ＳＤＵにパディングビット、スクランブラを初期化するためのビットシーケンスを含むサ
ービスフィールド及びテールビットが付けられたビットシーケンスがエンコーディングさ
れたコード化シーケンス（ｃｏｄｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を含むことができる。このと
き、エンコーディング方式は、ＰＰＤＵを受信するＳＴＡでサポートされるエンコーディ
ング方式によって、ＢＣＣ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｄｉｎｇ
）エンコーディングまたはＬＤＰＣ（Ｌｏｗ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｐａｒｉｔｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ）エンコーディングのうち一つを選択することができる。ＰＬＣＰヘッダには送信する
ＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）に対する情報を含むフィ
ールドが含まれることができる。
【００３２】
　ＰＬＣＰ副階層２１０では、ＰＳＤＵに前述したフィールドを付加してＰＰＤＵ（ＰＬ
ＣＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を生成してＰＭＤ副階層２００を経由し
て受信ステーションに送信し、受信ステーションは、ＰＰＤＵを受信してＰＬＣＰプリア
ンブル、ＰＬＣＰヘッダからデータ復元に必要な情報を得て復元する。
【００３３】
　図３は、無線ＬＡＮで広帯域媒体接続制御技術を示す概念図である。
【００３４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準以前の無線ＬＡＮは、２０ＭＨｚのチャネル帯域幅（ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）のみをサポートした。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準か
らは４０ＭＨｚのチャネル帯域幅をサポートし始めたし、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃでは
追加的に８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚのチャネル帯域幅をサポートした。
【００３５】
　図３は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃでサポートされる８０ＭＨｚのチャネル帯域幅でチ
ャネルアクセスを示す。
【００３６】
　既存ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎとの共存のために、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃは
、ＤＣＦ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）、
ＥＤＣＡ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｃｃｅｓｓ
）プロトコルベースのチャネルアクセスのための２０ＭＨｚチャネルを定義することがで
きる。ＤＣＦ、ＥＤＣＡプロトコルベースのチャネルアクセスのための２０ＭＨｚチャネ
ルをプライマリチャネル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ）ということができる。
【００３７】
　ＳＴＡは、４０ＭＨｚのチャネル帯域幅または８０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してフ
レームを送信するために、プライマリチャネル３１０外の他のチャネルの状態をセンシン
グすることができる。ＳＴＡは、プライマリチャネル３１０外のチャネル（セカンダリチ
ャネル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ）３２０、ターシャリチャネル（ｔｅｒｔ
ｉａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ）３３０、クォータナリチャネル（ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ）３４０）の状態を一定時間の間（例えば、ＰＩＦＳ（ＰＣＦ　ｉｎｔｅｒ
　ｆｒａｍｅ　ｓｐａｃｅ））センシングした後、データ３５０を送信するためのチャネ
ル帯域幅を決定することができる。
【００３８】
　センシング結果、４個の２０ＭＨｚのチャネル帯域幅３１０、３２０、３３０、３４０
が全部可用な場合、ＳＴＡは、８０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してデータ３５０を送信
することができ、各々の２０ＭＨｚチャネルを介してブロックＡＣＫ（ｂｌｏｃｋ　ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ、ＢＡ）を受信することができる。
【００３９】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃでは、可用なチャネル帯域幅が２０ＭＨｚから１６０ＭＨｚ
まで多様化することによって、送信ＳＴＡと受信ＳＴＡとの間に適切なチャネル帯域幅を
決定することが無線ＬＡＮの性能を決定するための重要な要因になった。ＩＥＥＥ８０２
．１１ａｃではＲＴＳ（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　ｓｅｎｄ）フレーム／ＣＴＳ（ｃｌｅａ
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ｒ　ｔｏ　ｓｅｎｄ）フレームに基づく動的チャネル帯域幅設定プロトコルが実行される
ことができる。動的チャネル帯域幅設定プロトコルで、送信ＳＴＡは、ＲＴＳフレームを
広帯域に送信し、受信ＳＴＡは、現在可用なチャネル帯域幅を介してＣＴＳフレームを送
信することができる。具体的な例として、１６０ＭＨｚのチャネル帯域幅を使用しようと
する送信ＳＴＡは、１６０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してＲＴＳフレームを受信ＳＴＡ
に送信することができる。現在可用なチャネル帯域幅が８０ＭＨｚである場合、受信ＳＴ
Ａは、８０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してＣＴＳフレームを送信ＳＴＡに送信すること
ができる。
【００４０】
　送信ＳＴＡは、８０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してＣＴＳフレームを受信する場合、
ＣＴＳフレームを受信した８０ＭＨｚのチャネル帯域幅より小さいチャネル帯域幅を介し
てデータを受信ＳＴＡに送信することができる。
【００４１】
　図４は、無線ＬＡＮのＶＨＴフォーマットＰＰＤＵフォーマットを示す概念図である。
【００４２】
　図４ではＩＥＥＥ８０２．１１ａｃで定義されたＶＨＴ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒ
ｏｕｇｈｐｕｔ）フォーマットＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃ
ｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ
）に対して開示する。
【００４３】
　レガシＳＴＡとの互換性のために、ＶＨＴフォーマットＰＰＤＵは、Ｌ－ＳＴＦ４００
、Ｌ－ＬＴＦ４１０、Ｌ－ＳＩＧフィールド４２０を含むことができる。
【００４４】
　Ｌ－ＳＴＦ４００は、Ｌ－ＳＴＦシーケンスを含むことができる。Ｌ－ＳＴＦシーケン
スは、フレーム探知（ｆｒａｍｅ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）、ＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、ダイバーシティ探知（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｄｅｔｅｃ
ｔｉｏｎ）、粗末な周波数／時間同期化（ｃｏａｒｓｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ／ｔｉｍｅ
　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）のために使われることができる。
【００４５】
　Ｌ－ＬＴＦ４１０は、Ｌ－ＬＴＦシーケンスを含むことができる。Ｌ－ＬＴＦシーケン
スは、精密な周波数／時間同期化（ｆｉｎｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ／ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃ
ｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）及びチャネル予測のために使われることができる。
【００４６】
　Ｌ－ＳＩＧ４２０は、制御情報を含むことができる。具体的に、Ｌ－ＳＩＧ４２０は、
データ送信率（ｒａｔｅ）、データ長さ（ｌｅｎｇｔｈ）に対する情報を含むことができ
る。
【００４７】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ４３０は、ＶＨＴフォーマットＰＰＤＵを解釈するための情報を含
むことができる。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ４３０は、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１及びＶＨＴ－ＳＩ
Ｇ－Ａ２を含むことができる。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１は、使用するチャネルの帯域幅情報
、空間時間ブロックコーディングの適用可否、ＭＵ（ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯ
（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）のためにグルーピ
ングされたＳＴＡを指示するグループＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）及びＭＵ－ＭＩＭＯ
を実行時に使われる時空間ストリーム（ｓｐａｃｅ－ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａｍ）の個数に
対する情報などを含むことができる。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１に含まれているチャネル帯域
幅の情報は、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１以後のフィールドが送信される帯域幅に対する情報を
含むことができる。
【００４８】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ２は、短いガードインターバル（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ、
ＧＩ）使用可否に対する情報、フォワードエラー訂正（ＦＥＣ；ｆｏｒｗａｒｄ　ｅｒｒ
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ｏｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）情報、単一ユーザに対するＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）についての情報、複数ユーザに対するチャネル
コーディングの種類についての情報、ビーム形成関連情報、ＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅ
ｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋｉｎｇ）のための冗長ビット（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｂ
ｉｔｓ）と畳み込みデコーダ（ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｄｅｃｏｄｅｒ）のテール
ビット（ｔａｉｌ　ｂｉｔ）などを含むことができる。
【００４９】
　ＶＨＴ－ＳＴＦ４４０は、ＭＩＭＯ環境で自動利得制御推定（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇ
ａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ、ＡＧＣ）を向上させるために使われる
ことができる。
【００５０】
　ＶＨＴ－ＬＴＦ４５０は、ＭＩＭＯ環境でチャネル予測のために使われる。
【００５１】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ４６０は、各ＳＴＡに対する情報、即ち、ＰＳＤＵ（ＰＬＣＰ　ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）の長さとＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）に対する情報、テールビットなどを含むことができる。
【００５２】
　データ４７０は、ペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）であって、サービスフィールド（ＳＥ
ＲＶＩＣＥ　ｆｉｅｌｄ）、スクランブリングされたＰＳＤＵ（ｓｃｒａｍｂｌｅｄ　Ｐ
ＬＣＰ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）、テールビット（ｔａｉｌ　ｂｉｔｓ）
、パディングビット（ｐａｄｄｉｎｇ　ｂｉｔｓ）を含むことができる。
【００５３】
　図５は、チャネルを介して送信されるＰＰＤＵを示す概念図である。
【００５４】
　図５は、ＭＵ（ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）のためのＰＰＤＵフォーマットを開示する。
【００５５】
　図５を参照すると、ＡＰと２個のＳＴＡ（第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡ）との間でＭ
Ｕ－ＭＩＭＯに基づく通信時にＡＰが送信する時空間ストリームを開示する。
【００５６】
　４個の時空間ストリーム５１０、５２０、５３０、５４０のうち、２個の時空間ストリ
ーム５１０、５２０は、第１のＳＴＡにデータを送信するために割り当てられ、残りの２
個の時空間ストリーム５３０、５４０は、第２のＳＴＡにデータを送信するために割り当
てられることができる。各々の時空間ストリームは、２０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介し
て送信されることができる。各々の時空間ストリームは、第１の時空間ストリーム５１０
乃至第４の時空間ストリーム５４０という用語で表現され、第１の時空間ストリーム５１
０乃至第４の時空間ストリーム５４０が送信されるチャネルは、第１のチャネル乃至第４
のチャネルという用語で表現されることができる。
【００５７】
　図５を参照すると、第１の時空間ストリーム５１０乃至第４の時空間ストリーム５４０
の各々を介して送信されるフィールドのうち、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ及び
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａまではデュプリケート（ｄｕｐｌｉｃａｔｅ）されることができる。
即ち、複数の２０ＭＨｚのチャネル帯域幅の各々を介して送信されるＬ－ＳＴＦ、Ｌ－Ｌ
ＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ及びＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａは、デュプリケートされたフィールドである。
【００５８】
　２０ＭＨｚを介して送信される時空間ストリームの各々でＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０以
後のフィールドは、時空間ストリームによって異なる情報を含むことができる。ＭＩＭＯ
、ＭＵ－ＭＩＭＯ、拡張されたチャネル帯域幅を介した送信のような向上した特徴（ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ　ｆｅａｔｕｒｅ）は、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０以後のフィールドで適用
されることができる。
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【００５９】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０は、送信ＳＴＡがデータを送信する帯域幅に対する情報、各
々の受信ＳＴＡに割り当てられた時空間ストリーム（ｓｐａｃｅ－ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａ
ｍ）の個数に対する情報を含むことができる。受信ＳＴＡは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０
を介して送信された帯域幅情報に基づいてＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０以後に送信されるデ
ータを受信するためのチャネル帯域幅を決定することができる。このような帯域幅情報が
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０を介して送信されない場合、受信ＳＴＡは、送信に使われるこ
とができる帯域幅に対してブラインド探知を実行することで、データが送信される帯域幅
を探索しなければならない。
【００６０】
　また、ＭＵ－ＭＩＭＯの場合、受信ＳＴＡは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０に含まれてい
る時空間ストリーム割当情報に基づいて受信するデータストリームを決定することができ
る。
【００６１】
　具体的に、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０は、帯域幅情報としてデータを送信する８０ＭＨ
ｚを指示することができ、各々の受信ＳＴＡに割り当てられた時空間ストリーム（ｓｐａ
ｃｅ－ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａｍ）の個数に対する情報として、第１のＳＴＡに２個の時空
間ストリーム５１０、５２０が割り当てられることを指示し、第２のＳＴＡに２個の時空
間ストリーム５３０、５４０が割り当てられることを指示することができる。
【００６２】
　第１のＳＴＡと第２のＳＴＡは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ５５０に含まれている情報に基づ
いて送信ＳＴＡからデータを受信することができる。
【００６３】
　以下、本発明の実施例では高い処理量（ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）及びＱｏＥ
（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）性能向上に対する要求を満たすための
ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ以後の次世代無線ＬＡＮのＰＰＤＵフォーマットに対して開示
する。
【００６４】
　以下、本発明では、説明の便宜上、次世代無線ＬＡＮをＨＥＷ（Ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃ
ｉｅｎｃｙ　ＷｉｒｅｌｅｓｓＬＡＮ）、ＨＥＷをサポートするフレームをＨＥＷフレー
ム、ＨＥＷをサポートするＰＰＤＵをＨＥＷフォーマットＰＰＤＵ、ＨＥＷをサポートす
るＳＴＡをＨＥＷ　ＳＴＡという用語で表現することができる。
【００６５】
　また、ｎｏｎ－ＨＴフォーマットＰＰＤＵ、ＨＴフォーマットＰＰＤＵまたはＶＨＴフ
ォーマットＰＰＤＵなどのＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを除外した残りのＰＰＤＵをレガ
シフォーマットＰＰＤＵ、レガシフォーマットＰＰＤＵに送信及び受信されるフレームを
レガシフレーム、レガシフォーマットＰＰＤＵのみをサポートするＳＴＡをレガシＳＴＡ
という用語で表現することができる。前記のように表現された用語は、任意的な用語に過
ぎず、他の多様な用語で表現されることができる。
【００６６】
　ＨＥＷにおいて、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵが使われる場合、ＨＥＷフォーマットＰ
ＰＤＵは、既存無線ＬＡＮシステムをサポートするレガシＳＴＡのためのレガシフォーマ
ットＰＰＤＵと共存する環境でデータを送信及び受信するために使われることができる。
このような環境で、レガシＳＴＡは、ＨＥＷに対する後方互換性がない。したがって、レ
ガシＳＴＡに影響がないようにＨＥＷフォーマットＰＰＤＵが定義されなければならない
。即ち、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵは、ＰＬＣＰプリアンブルのオーバーヘッドを最小
化し、レガシＳＴＡを同時にサポート可能にしなければならない。
【００６７】
　ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵは、便宜上、Ｌ－ＳＩＧまでのレガシ部分（ｌｅｇａｃｙ
　ｐａｒｔ）とＬ－ＳＩＧ以後のＨＥＷ部分（ＨＥＷ　ｐａｒｔ）とに区分されることが
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できる。例えば、ＨＥＷ部分は、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、ＨＥＷ－ＳＴＦ、ＨＥＷ－ＬＴＦ
、ＨＥＷ－ＳＩＧ－ＢのようなＨＥＷをサポートするためのフィールドのうち少なくとも
一つを含むことができる。このようなＨＥＷをサポートするためのフィールドは、レガシ
部分を除外したＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを解釈するためのフィールドに対する例示で
ある。具体的に、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ｂ、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂは
、ＨＥＷ部分をデコーディングするための情報を含むシグナリングフィールドの例示であ
り、ＨＥＷ－ＳＴＦ、ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）は、ＨＥＷ部分でＡＧＣ及び／またはチャネ
ル予測、チャネル／周波数トラッキングのために使われるトレーニングフィールドに対す
る例示である。
【００６８】
　図６は、本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【００６９】
　図６を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵで、ＨＥＷ部分は、順次にＨＥＷ－Ｓ
ＩＧ－Ａ６１０、ＨＥＷ－ＳＴＦ６２０、ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）６３０、ＨＥＷ－ＳＩＧ
－Ｂ６４０を含むことができる。説明の便宜上、データフィールドもＨＥＷ部分と仮定し
て説明する。
【００７０】
　ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０は、ＨＥＷ部分の１番目のシグナリングフィールドである。
ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０は、チャネル帯域幅情報を含むことができる。チャネル帯域幅
情報は、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０以後、ＨＥＷ部分に含まれるフィールド（例えば、Ｈ
ＥＷ－ＳＴＦ６２０、ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）　６３０、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ｂ６４０及びデ
ータフィールド６５０）の送信のために使われるチャネル帯域幅の大きさを指示すること
ができる。ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを受信する受信ＳＴＡは、チャネル帯域幅情報に
より指示されたチャネル帯域幅を介してＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０以後に送信されるフィ
ールドに含まれているデータを受信することができる。もし、受信ＳＴＡがチャネル帯域
幅情報を知らない場合、受信ＳＴＡは、ブラインド探知（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏ
ｎ）に基づいてＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０以後のＨＥＷ部分に対するチャネル帯域幅の大
きさを探知しなければならない。また、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ６１０は、ＨＥＷフォーマッ
トＰＰＤＵをデコーディングするための追加的な情報を含むことができる。
【００７１】
　ＨＥＷ－ＳＴＦ６２０は、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＨＥＷ－ＳＴＦ６２０以後に
送信されるデータに対するＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）の
ために使われることができる。
【００７２】
　ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）６３０は、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ｂ６４０及び／またはデータフィー
ルド６５０のデコーディングのためのチャネル予測のために使われることができる。ＨＥ
Ｗ－ＬＴＦ（ｓ）６３０の個数は、時空間ストリームの個数により決定されることができ
る。
【００７３】
　ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ｂ６４０は、ＤＬ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）／ＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）ＭＵ
－ＭＩＭＯのサポート時、必要な情報を提供し、またはＨＥＷをサポートするための追加
的な情報を伝達するために使われることができる。
【００７４】
　本発明で開示されるＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、ＨＥＷ－ＳＩＧ－ＢまたはＨＥＷ－ＳＩＧ－
Ａ／Ｂには、ＨＥＷをサポートするための以下のような情報が含まれることができる。Ｈ
ＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、ＨＥＷ－ＳＩＧ－ＢまたはＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／ＢをＨＥＷシグナリ
ングフィールドという用語で表現することができる。
【００７５】
　ＨＥＷは、多重アクセス方式にＯＦＤＭＡをサポートすることができ、ＨＥＷシグナリ
ングフィールドは、多重アクセスをサポートするための情報を含むことができる。例えば
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、ＨＥＷシグナリングフィールドは、複数のＳＴＡの各々に割り当てられる周波数帯域（
または、チャネル）に対する情報を含むことができる。複数のＳＴＡの各々に割り当てら
れる周波数帯域を指示するためにＳＴＡのＧＩＤ（ｇｒｏｕｐ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）
のような識別子情報が使われることができ、ＨＥＷシグナリングフィールドは、このよう
なＳＴＡのＧＩＤに基づいてＳＴＡの使用周波数帯域に対する情報を指示することができ
る。
【００７６】
　また、ＨＥＷは、ＵＬ－ＭＩＭＯをサポートすることができ、ＨＥＷシグナリングフィ
ールドは、ＵＬ－ＭＩＭＯを許容するかどうかに対する情報、ＵＬ－ＭＩＭＯ時に使われ
る時空間ストリームの個数に対する情報、ＵＬ－ＭＩＭＯに使われるチャネルに対する情
報を含むこともできる。
【００７７】
　または、ＨＥＷでは、ＡＰと複数のＳＴＡが同時に通信を実行することができ、ＡＰは
、同時にデータを送信及び受信するＳＴＡに対する情報を送信することができる。ＨＥＷ
シグナリングフィールドは、同じＴＸＯＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｐｐｏｒｔｕ
ｎｉｔｙ）を取得するＳＴＡの個数または同じＴＸＯＰを取得するＳＴＡのリストに対す
る情報を含むことができる。また、ＨＥＷシグナリングフィールドは、ＴＸＯＰのデュレ
イション（ｄｕｒａｔｉｏｎ）に対する情報も送信することもできる。
【００７８】
　図７は、本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【００７９】
　図７を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵのＨＥＷ部分は、順次にＨＥＷ－ＳＴ
Ｆ７１０、ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）７２０、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ７３０を含むことがで
きる。
【００８０】
　ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵで、ＨＥＷ－ＳＴＦ７１０がシグナリングフィールド（例
えば、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ７３０）より先行されて位置できる。前述したように、シ
グナリングフィールドを介して送信されたＨＥＷ部分に対するチャネル帯域幅情報がない
場合、受信ＳＴＡは、ブラインド探知に基づいてＨＥＷ部分に対するチャネル帯域幅の大
きさを探知しなければならない。したがって、ブラインド探知を避けるために、本発明の
実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでは、ＨＥＷ－ＳＴＦ７１０を構成するシーケ
ンス（ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンス）がＨＥＷ部分に対するチャネル帯域幅情報を含むこと
ができる。ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、ＨＥＷ－ＳＴＦ７１０を送信するＯＦＤＭシン
ボル（ＨＥＷ－ＳＴＦ　ＯＦＤＭシンボル）上の複数のサブキャリアに割り当てられるこ
とができる。
【００８１】
　互いに異なるＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、ＨＥＷ部分に対する互いに異なるチャネル
帯域幅の大きさを指示することができる。即ち、特定ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、ＨＥ
Ｗ部分に割り当てられた特定なチャネル帯域幅の大きさを指示することができる。
【００８２】
　本発明の他の実施例によると、レガシ部分で指示されたチャネル帯域幅によりＨＥＷ部
分に対するチャネル帯域幅が決定される場合、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、チャネル帯
域幅情報を含まないこともある。
【００８３】
　本発明の他の実施例によると、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、チャネル帯域幅情報だけ
でなく、ＨＥＷ部分を送信するために使われるＯＦＤＭシンボルのガードインターバル（
ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）またはＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）に対する情
報を含むことができる。以下、本発明の実施例では、ガードインターバルとＣＰが同じ意
味で解釈されることができ、説明の便宜上、ガードインターバル（ＧＩ）という用語を使
用して説明する。
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【００８４】
　ＨＥＷでは、無線通信環境によって、多様な長さのＧＩ（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａ
ｌ）（ｌｏｎｇ　ＧＩ、ｄｏｕｂｌｅ　ＧＩ、ｔｒｉｐｌｅ　ＧＩ）を使用することがで
きる。ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、ＨＥＷ部分を送信するために使われるＯＦＤＭシン
ボルのガードインターバル情報を含むことができる。
【００８５】
　ＨＥＷでは、通信環境によって、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵに対するガードインター
バルの長さが変わることができ、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、使われたガードインター
バルの長さに対する情報を含むことができる。ＨＥＷでは、ガードインターバルの長さに
よって最適化されたＨＥＷフォーマットＰＰＤＵが使われることができる。即ち、ＨＥＷ
フォーマットＰＰＤＵは、ガードインターバルの長さによって設定可能（ｃｏｎｆｉｇｕ
ａｒｂｌｅ）する。
【００８６】
　ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、チャネル帯域幅情報とガードインターバル情報を独立的
に送信することもできるが、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、チャネル帯域幅情報とガード
インターバル情報の組合せに対する情報を送信することもできる。例えば、第１のＨＥＷ
－ＳＴＦシーケンスは、第１のチャネル帯域幅大きさ及び第１のガードインターバルの長
さを指示し、第２のＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスは、第１のチャネル帯域幅大きさ及び第２
のガードインターバルの長さを指示することができる。
【００８７】
　または、受信ＳＴＡは、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスの信号波形に基づいてＦＦＴ（ｆａ
ｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）の大きさ情報を概略的に判断することでチ
ャネル帯域幅情報を推定することもできる。推定されたチャネル帯域幅情報は、ＨＥＷ－
ＳＴＦ７１０以後に送信されたＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ７３０に含まれているチャネル帯
域幅情報に基づいて確認されることができる。
【００８８】
　ＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）７２０は、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ７３０及び／またはデータフ
ィールド７４０のデコーディングのためのチャネル予測のために使われることができる。
ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨＥＷ－ＬＴＦ（ｓ）７２０の個数は、時空間ス
トリームの個数により決定されることができる。
【００８９】
　図８は、本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
【００９０】
　図８を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵのＨＥＷ部分は、順次にＨＥＷ－ＳＴ
Ｆ８１０、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ８２０を含むことができる。
【００９１】
　ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵは、ＨＥＷ－ＬＴＦを含まないこともある。ＨＥＷ－ＬＴ
Ｆの代わりにチャネル予測を実行するために、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ８２０及びデータ
フィールド８３０の各々は、チャネル予測のための信号（例えば、パイロット信号（ｐｉ
ｌｏｔ　ｓｉｇｎａｌ））を含むことができる。チャネル予測のための信号は、チャネル
予測のための用途だけでなく、チャネルトラッキング及び／または周波数トラッキングの
ための用途にも使われることもできる。
【００９２】
　本発明の他の実施例によると、チャネル環境の変化が大きくなくてコヒーレンス時間（
ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｉｍｅ）内に十分にＨＥＷフォーマットＰＰＤＵが送信されるこ
とができる場合、レガシ部分に含まれているＬ－ＬＴＦ８４０をＨＥＷ部分のデコーディ
ングのために使用することができる。具体的に、Ｌ－ＬＴＦ８４０に基づいて予測された
チャネル予測結果を、ＨＥＷ部分をデコーディングするために使用することができる。
【００９３】
　図９は、本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを示す概念図である。
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【００９４】
　図９を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵのＨＥＷ部分は、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ
／Ｂ９１０のみを含むことができる。
【００９５】
　ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵは、ＨＥＷ－ＳＴＦを含まないこともある。したがって、
レガシ部分のＬ－ＳＴＦ９３０がＨＥＷ部分に対するＡＧＣのために使われることができ
る。具体的に、レガシ部分とＨＥＷ部分の各々でＡＤＣ（ａｎａｌｏｇ　ｄｉｇｉｔａｌ
　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）端の量子化レベル（ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）の
範囲（ｒａｎｇｅ）が著しく異ならない場合、ＨＥＷ部分は、ＨＥＷ－ＳＴＦを含まずに
Ｌ－ＳＴＦ９３０がＨＥＷ部分に対するＡＧＣのために使われることができる。
【００９６】
　図８で前述したように、ＨＥＷフォーマットは、ＨＥＷ－ＬＴＦを含まないこともある
。前述したように、ＨＥＷ－ＬＴＦの代わりにチャネル予測を実行するためにＨＥＷ－Ｓ
ＩＧ－Ａ／Ｂ９１０及びデータフィールド９２０の各々は、チャネル予測のための信号（
例えば、パイロット信号（ｐｉｌｏｔ　ｓｉｇｎａｌ））を含むことができる。または、
レガシ部分に含まれているＬ－ＬＴＦ９４０をＨＥＷ部分のデコーディングのために使用
することもできる。
【００９７】
　本発明の実施例によると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを送信する送信ＳＴＡは、周期
的にＨＥＷ－ＳＴＦ及び／またはＨＥＷ－ＬＴＦを含むＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを送
信することができる。
【００９８】
　ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを介して周期的に送信されるＨＥＷ－ＳＴＦ及びＨＥＷ－
ＬＴＦは、同期化（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）の機能を重点的に考慮することで
最小化された構造に設計されることができる。ＨＥＷ－ＳＴＦ及びＨＥＷ－ＬＴＦの送信
周期に対する情報は、システム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）として、
初期チャネルアクセスに使われるフレーム（例えば、ビーコンフレーム（ｂｅａｃｏｎ　
ｆｒａｍｅ）、プローブ応答フレーム（ｐｒｏｂｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒａｍｅ）及
び結合応答フレーム（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒａｍｅ）のうち
少なくとも一つのフレーム）に含まれて送信されることができる。
【００９９】
　図１０は、本発明の実施例に係るＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを送信するためのサブキ
ャリアを示す概念図である。
【０１００】
　図１０を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵで、レガシ部分１０００とＨＥＷ部
分１０５０は、互いに異なるＦＦＴの大きさに基づいて生成されることができる。図１０
では、図６で前述したＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを仮定してレガシ部分１０００とＨＥ
Ｗ部分１０５０のＦＦＴの大きさ変化に対して説明する。ＨＥＷ部分１０５０がデータフ
ィールドを含むと仮定する。
【０１０１】
　無線ＬＡＮの通信環境が室外（ｏｕｔｄｏｏｒ）環境である場合、デレイスプレッド（
ｄｅｌａｙ　ｓｐｒｅａｄ）の大きさが増加できる。デレイスプレッドの大きさ増加によ
る影響を減少させるために、レガシ部分１０００とは異なる大きさのＦＦＴがＨＥＷ部分
に適用されることができる。
【０１０２】
　具体的な例として、レガシ部分１０００には２０ＭＨｚ大きさのチャネル帯域幅で６４
－ＦＦＴが適用されることができる。６４－ＦＦＴに基づく５２個のサブキャリアがデー
タを送信するために使われることができ、５２個のサブキャリアのうち、４８個はトラフ
ィックデータ、４個のサブキャリアはパイロット信号を送信するために使われることがで
きる。サブキャリア間の間隔は３１２．５ｋＨｚである。また、ＯＦＤＭシンボルの大き
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さ（または、幅）は４ｕｓｅｃであり、ＴＧＩ（ガードインターバルの長さ）は０．８ｕ
ｓｅｃである。有効ＯＦＤＭシンボルの大きさは、ＯＦＤＭシンボルの大きさ（４ｕｓｅ
ｃ）からＴＧＩの大きさ（０．８ｕｓｅｃ）を引いた３．２ｕｓｅｃである。
【０１０３】
　本発明の実施例によると、２０ＭＨｚ大きさのチャネル帯域幅で１２８－ＦＦＴがＨＥ
Ｗ部分１０５０に適用されることができる。
【０１０４】
　１２８－ＦＦＴが使われる場合、１２８－ＦＦＴに基づく１０４個のサブキャリアがデ
ータを送信するために使われることができる。１０４個のサブキャリアを使用する場合、
サブキャリア間の間隔は３１２．５／２（＝１５６．２５）ｋＨｚである。サブキャリア
間の間隔は、ＯＦＤＭシンボルの大きさからガードインターバルの大きさを引いた有効Ｏ
ＦＤＭシンボル幅の逆数である。したがって、１０４個のサブキャリアが使われる場合、
有効ＯＦＤＭシンボルの大きさは、３．２ｕｓｅｃの２倍である６．４ｕｓｅｃに増加す
ることができ、ＴＧＩも０．８ｕｓｅの２倍である１．６ｕｓｅｃに増加することができ
る。即ち、ＯＦＤＭシンボルの長さが４ｕｓｅｃから８ｕｓｅｃに増加することができる
。本発明の実施例によると、通信環境によって、ＴＧＩの長さを調節することもできる。
もし、ＴＧＩの長さが０．８ｕｓｅｃを使用する場合、有効ＯＦＤＭシンボル長さが７．
２ｕｓｅｃに増加され、単位時間当たり（または、単位シンボル当たり）データ処理量が
増加することができる。増加されたＦＦＴの大きさを使用することによって、ガードイン
ターバルの長さが増加し、それによって、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵの送信カバレッジ
が増加されることができる。
【０１０５】
　互いに異なる大きさのＦＦＴの適用は、ＳＴＡのＰＰＤＵ生成観点で、下記のように説
明されることができる。
【０１０６】
　ＳＴＡは、第１の部分（レガシ部分、またはＬ－ＳＩＧ）と第２の部分（ＨＥＷ部分、
ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、またはＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ／Ｂ）を含むＰＰＤＵを生成して送信す
ることができる。第１の部分は、第１のＦＦＴの大きさによるＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ
　ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）が実行されて生成され、第２の部分
は、第２のＦＦＴの大きさによる前記ＩＦＦＦが実行されて生成されることができる。こ
のとき、第１のＦＦＴの大きさと第２のＦＦＴの大きさは互いに異なり、第２のＦＦＴの
大きさは第１のＦＦＴの大きさの２の倍数倍である。
【０１０７】
　第１の部分は、第１のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル上で送信され、第２の部分は、第２の
ＯＦＤＭシンボル上で送信される場合を仮定することができる。このような場合、第１の
ＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第１のガードインターバルデュレイション（ｇｕ
ａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）と前記第１のＦＦＴの大きさによって決
定される第１のＦＦＴ期間（ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　ｐｅｒｉ
ｏｄ）との和であり、第２のＯＦＤＭシンボルのデュレイションは、第２のガードインタ
ーバルデュレイションと第２のＦＦＴの大きさによって決定される第２のＦＦＴ期間との
和である。このとき、第２のガードインターバルデュレイションは、前記第１のガードイ
ンターバルデュレイションより長い。
【０１０８】
　１２８－ＦＦＴは、増加されたＦＦＴの大きさに対する例示に過ぎず、２５６－ＦＦＴ
、５１２－ＦＦＴも使われることができ、このような実施例も本発明の権利範囲に含まれ
る。増加されたＦＦＴの大きさを使用することによってＨＥＷフォーマットＰＰＤＵの送
信カバレッジが増加されることができる。
【０１０９】
　前記のようにレガシ部分１０００とＨＥＷ部分１０５０に対するＦＦＴの大きさが変化
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する場合、レガシ部分１０００とＨＥＷ部分１０５０に異なって適用されるＯＦＤＭ数秘
術（ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ）のためＳＴＡのＰＰＤＵデコーディングに問題が発生するこ
ともできる。
【０１１０】
　ＨＥＷ　ＳＴＡは、レガシ部分１０００とＨＥＷ部分１０５０を両方ともデコーディン
グ可能にしなければならない。したがって、ＨＥＷ　ＳＴＡは、ＨＥＷフォーマットＰＰ
ＤＵで互いに異なる大きさのＦＦＴを適用した部分を探知可能にしなければならない。Ｈ
ＥＷフォーマットＰＰＤＵで互いに異なる大きさのＦＦＴを適用した部分を探知すること
を他の用語としてＯＦＤＭ数秘術チェックともいう。
【０１１１】
　ＨＥＷ　ＳＴＡは、受信したＰＰＤＵで互いに異なる大きさのＦＦＴ（例えば、２の倍
数倍（例えば、４倍））を適用した部分が存在する場合、受信したＰＰＤＵをＨＥＷフォ
ーマットＰＰＤＵと判断することができる。それに対し、レガシＳＴＡは、受信したＰＰ
ＤＵのレガシ部分（Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ）１０００以後の互いに異なる
大きさのＦＦＴを適用した部分が存在する場合、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵと判断する
ことで追加的なデコーディングを実行しない。
【０１１２】
　以下、本発明の実施例ではＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵで互いに異な
る大きさのＦＦＴが適用された部分を探知する方法に対して開示する。
【０１１３】
　図１１は、本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦ
Ｔの大きさを探知する方法を示す概念図である。
【０１１４】
　図１１を参照すると、ＨＥＷ　ＳＴＡは、受信したＰＰＤＵのレガシ部分（Ｌ－ＳＴＦ
、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ）１１００以後のフィールド（ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵで
ある場合、ＨＥＷ部分で時間上に１番目に位置したフィールド）に割り当てられたＯＦＤ
Ｍシンボルのガードインターバル区間１１５０で適用されたＦＦＴの大きさを判断するこ
とができる。即ち、ＨＥＷ　ＳＴＡは、レガシ部分１１００以後のフィールドに割り当て
られたＯＦＤＭシンボルのガードインターバル区間１１５０で与えられたチャネル帯域幅
で使われるＦＦＴの大きさを判断することができる。判断結果、ＦＦＴの大きさが変化す
る場合、ＨＥＷ　ＳＴＡは、受信したＰＰＤＵをＨＥＷフォーマットＰＰＤＵと判断する
ことができる。
【０１１５】
　ＨＥＷ部分に対応されるＯＦＤＭシンボル上のサブキャリアの数は、レガシ部分に対応
されるＯＦＤＭシンボル上のサブキャリアの数の２の倍数倍（例えば、２倍、４倍等）で
ある。
【０１１６】
　本発明の実施例によると、ＳＴＡによるＦＦＴの大きさ変化の判断のために、ＨＥＷフ
ォーマットＰＰＤＵでＨＥＷ部分に割り当てられた一部ＯＦＤＭシンボルは、十分な長さ
のＧＩを含むことができる。例えば、ＨＥＷ部分に割り当てられた一部ＯＦＤＭシンボル
に対するＧＩは、長いＧＩ（ｌｏｎｇ　ＧＩ）、ダブルＧＩ（ｄｏｕｂｌｅ　ＧＩ）また
はトリプルＧＩ（ｔｒｉｐｌｅ　ＧＩ）である。例えば、ダブルＧＩは短いＧＩ長さの２
倍、トリプルＧＩ（ｔｒｉｐｌｅ　ＧＩ）は短いＧＩ長さの３倍に定義された長さである
。
【０１１７】
　図１２は、本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦ
Ｔの大きさを探知する方法を示す概念図である。
【０１１８】
　図１２ではＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＨＥＷ部分のＧＩの設定に対して開示する。
【０１１９】
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　図１２を参照すると、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵの具体的な例として、図６で前述し
たように、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵのＨＥＷ部分がＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ、ＨＥＷ－Ｓ
ＴＦ、ＨＥＷ－ＬＴＦ、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ｂ、データフィールドを含む場合を仮定する。
また、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａに２個のＯＦＤＭシンボルが割り当てられた場合を仮定する。
【０１２０】
　このような場合、ＨＥＷ部分の１番目のフィールドであるＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａに対する
ＯＦＤＭシンボルは、長いＧＩ、ダブルＧＩまたはトリプルＧＩを含むことができる。
【０１２１】
　図１２の上段のように、複数のＯＦＤＭシンボルがＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ１２００に割り
当てられた場合、長いＧＩ１２５０がＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ１２００に対応されるＯＦＤＭ
シンボル毎に含まれることもできる。
【０１２２】
　または、図１２の下段のように、ＨＥＷ　ＳＴＡのＦＦＴの大きさ変化に対する判断を
もう少し容易にするために、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ１２７０に割り当てられるＯＦＤＭシン
ボルのうち、１番目のＯＦＤＭシンボル１２８０は、ダブルＧＩ１２９０またはトリプル
ＧＩを含み、残りのＯＦＤＭシンボル１２８５に対するＧＩは、相対的に短い長さのＧＩ
を含み、または残りのＯＦＤＭシンボル１２８５は、ＧＩを含まないこともある。
【０１２３】
　図１３は、本発明の実施例に係るＨＥＷ　ＳＴＡがＨＥＷフォーマットＰＰＤＵでＦＦ
Ｔの大きさを探知する方法を示す概念図である。
【０１２４】
　図１３ではＨＥＷ部分の１番目のフィールドとしてＨＥＷ－ＳＴＦ（または、ＨＥＷ－
ＬＴＦ）のようなトレーニングフィールドを位置させる場合、ＨＥＷ　ＳＴＡのＦＦＴの
大きさ探知方法に対して開示する。
【０１２５】
　例えば、ＨＥＷ　ＳＴＡは、レガシ部分１３００以後に送信されるＯＦＤＭシンボル（
以下、探索ＯＦＤＭシンボル１３５０）に対するシーケンスコリレイション（ｓｅｑｕｅ
ｎｃｅ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）を探索することができる。
【０１２６】
　ＨＥＷ　ＳＴＡは、探索ＯＦＤＭシンボル１３５０に対するシーケンスコリレイション
が第１のコリレイション特性として判断される場合、第１のＦＦＴの大きさと判断できる
。また、ＨＥＷ　ＳＴＡは、探索ＯＦＤＭシンボル１３５０に対するシーケンスコリレイ
ションが第２のコリレイション特性として判断される場合、第２のＦＦＴの大きさと判断
できる。ＨＥＷ　ＳＴＡは、第２のＦＦＴと判断される場合、レガシ部分１３００以後に
送信されるＯＦＤＭシンボルをＨＥＷ部分に含まれるＨＥＷ－ＳＴＦと判断できる。
【０１２７】
　前述したように、ＨＥＷ部分でシグナリングフィールド（例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧ－Ａ
）以前にＨＥＷ－ＳＴＦが位置する場合、ＨＥＷ　ＳＴＡは、チャネル帯域幅情報を取得
するために、ＨＥＷ－ＳＴＦに対応されるＯＦＤＭシンボルでブラインド探知を実行しな
ければならない。このような問題点を解決するために、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスとチャ
ネル帯域幅情報をマッピングすることができ、ＨＥＷ　ＳＴＡは、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケ
ンスに基づいてチャネル帯域幅情報を取得することができる。
【０１２８】
　例えば、ＨＥＷフォーマットＰＰＤＵがＨＥＷ－ＳＴＦ、ＨＥＷ－ＬＴＦ、ＨＥＷ－Ｓ
ＩＧ－Ａ／Ｂ及びデータフィールドを含む場合、ＨＥＷ－ＳＴＦシーケンスがチャネル帯
域幅情報を含み、ＨＥＷ－ＳＩＧが別途のチャネル帯域幅情報を含まないこともある。
【０１２９】
　図１４は、本発明の実施例に係るレガシＳＴＡのＨＥＷ　ＰＰＤＵ受信時、動作を示す
概念図である。
【０１３０】
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　図１４では図６で開示したＨＥＷフォーマットＰＰＤＵを仮定する。
【０１３１】
　図１４を参照すると、レガシＳＴＡは、レガシ部分１４００以後に位置したフィールド
（Ｌ－ＳＩＧ以後のフィールド）を探索してデコーディングすることができないフィール
ド（例えば、異なるＦＦＴの大きさに基づいて生成されたフィールド）である場合、追加
的なデコーディングを実行せずに、Ｌ－ＳＩＧにある長さフィールド（ｌｅｎｇｔｈ　ｆ
ｉｅｌｄ）に基づいてＮＡＶ（ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｖｅｃｔｏｒ）
設定をしてチャネル接続を延期（ｄｅｆｅｒ）することができる。
【０１３２】
　即ち、互いに異なるＯＦＤＭ数秘術がレガシ部分１４００とＨＥＷ部分１４５０に適用
されることによって、レガシＳＴＡは、ＨＥＷ部分１４５０をデコーディングが不可能な
フィールドと判断できる。
【０１３３】
　または、レガシＳＴＡは、受信したＰＰＤＵがデコーディング可能なＰＰＤＵフォーマ
ットかどうかを判断するために、自動探知規則（ａｕｔｏ－ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌ
ｅ）を使用することで、レガシ部分１４００の後に位置した少なくとも一つのＯＦＤＭシ
ンボルまでのコンステレーション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）情報を判断することも
できる。即ち、レガシＳＴＡは、レガシ部分の後に位置した少なくとも一つのＯＦＤＭシ
ンボルのコンステレーション情報に基づいて受信したＰＰＤＵがデコーディング可能なＰ
ＰＤＵフォーマットかどうかを判断することができる。
【０１３４】
　図１５は、本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である
。
【０１３５】
　図１５を参照すると、無線装置１５００は、前述した実施例を具現することができるＳ
ＴＡであり、ＡＰ１５００または非ＡＰ　ＳＴＡ（ｎｏｎ－ＡＰ　ｓｔａｔｉｏｎ）（ま
たは、ＳＴＡ）１５５０である。
【０１３６】
　ＡＰ１５００は、プロセッサ１５１０、メモリ１５２０及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１５３０を含む。
【０１３７】
　ＲＦ部１５３０は、プロセッサ１５１０と連結して無線信号を送信／受信することがで
きる。
【０１３８】
　プロセッサ１５１０は、本発明で提案された機能、過程及び／または方法を具現するこ
とができる。例えば、プロセッサ１５１０は、前述した本発明の実施例に係る無線装置の
動作を実行するように具現されることができる。プロセッサは、図６乃至図１４の実施例
で開示した無線装置の動作を実行することができる。
【０１３９】
　例えば、プロセッサ１５１０は、第１の部分と第２の部分を含むＰＰＤＵを生成してＰ
ＰＤＵを送信するように具現されることができる。第１の部分は、第１のＦＦＴの大きさ
によるＩＦＦＴが実行されて生成され、第２の部分は、第２のＦＦＴの大きさによるＩＦ
ＦＦが実行されて生成されることができる。
【０１４０】
　ＳＴＡ１５５０は、プロセッサ１５６０、メモリ１５７０及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１５８０を含む。
【０１４１】
　ＲＦ部１５８０は、プロセッサ１５６０と連結して無線信号を送信／受信することがで
きる。
【０１４２】
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　プロセッサ１５６０は、本発明で提案された機能、過程及び／または方法を具現するこ
とができる。例えば、プロセッサ１５６０は、前述した本発明の実施例に係る無線装置の
動作を実行するように具現されることができる。プロセッサは、図６乃至図１４の実施例
で無線装置の動作を実行することができる。
【０１４３】
　例えば、プロセッサ１５６０は、受信したＰＰＤＵで使われたＦＦＴの大きさの変化に
基づいて受信したＰＰＤＵでＨＥＷ部分を判断するために具現されることができる。
【０１４４】
　プロセッサ１５１０、１５６０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　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１５２０、１５７０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１５３０、１５８０
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ことができる。
【０１４５】
　実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジ
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１５２０、
１５７０に格納され、プロセッサ１５１０、１５６０により実行されることができる。メ
モリ１５２０、１５７０は、プロセッサ１５１０、１５６０の内部または外部にあり、よ
く知られた多様な手段でプロセッサ１５１０、１５６０と連結されることができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】
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