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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信チャネルを介した送信のためのデータユニットを生成する方法であって、前記方法
は、
　通信デバイスにおいて、１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生
成する段階であって、第１の数のＯＦＤＭトーンに対応する第１のトーンマップに基づき
、又は第２の数のＯＦＤＭトーンに対応する第２のトーンマップに基づき、前記１つ又は
複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を含む、段階と、
　前記データユニットのデータ部に前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含む前記デー
タユニットを生成する段階と、
　を備え、
　前記第１のトーンマップは、前記データユニットが第１の帯域幅に対応する第１の送信
モード、又は第２の帯域幅に対応する第２の送信モードで送信される場合に用いられ、前
記第２の帯域幅は前記第１の帯域幅の２倍であり、前記第２のトーンマップは、前記デー
タユニットが第３の帯域幅に対応する第３の送信モード、又は第４の帯域幅に対応する第
４の送信モードで送信される場合に用いられ、前記第３の帯域幅は前記第２の帯域幅の２
倍であり、前記第４の帯域幅は前記第３の帯域幅の２倍である、
　方法。
【請求項２】
　（ｉ）前記第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、（ｉｉ）前記第２の帯域幅は４０ＭＨｚ
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であり、（ｉｉｉ）前記第３の帯域幅は８０ＭＨｚであり、（ｉｖ）前記第４の帯域幅は
１６０ＭＨｚである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（ｉ）前記第１の数のＯＦＤＭトーンは２５６個のトーンであり、（ｉｉ）前記第２の
数のＯＦＤＭトーンは５１２個のトーンであり、（ｉｉｉ）第３の数のＯＦＤＭトーンは
１０２４個のトーンであり、（ｉｖ）第４の数のＯＦＤＭトーンは２０４８個のトーンで
ある、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　１つ又は複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備える装置で
あって、
　前記１つ又は複数の集積回路は、
　１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成し、第１の数のＯＦＤ
Ｍトーンに対応する第１のトーンマップに基づき、又は第２の数のＯＦＤＭトーンに対応
する第２のトーンマップに基づき、前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成すること
を含み、前記第１のトーンマップは、データユニットが第１の帯域幅に対応する第１の送
信モード、又は第２の帯域幅に対応する第２の送信モードで送信される場合に用いられ、
前記第２の帯域幅は前記第１の帯域幅の２倍であり、前記第２のトーンマップは、前記デ
ータユニットが第３の帯域幅に対応する第３の送信モード、又は第４の帯域幅に対応する
第４の送信モードで送信される場合に用いられ、前記第３の帯域幅は前記第２の帯域幅の
２倍であり、前記第４の帯域幅は前記第３の帯域幅の２倍であり、
　前記データユニットのデータ部に前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含む前記デー
タユニットを生成する、
　装置。
【請求項５】
　（ｉ）前記第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、（ｉｉ）前記第２の帯域幅は４０ＭＨｚ
であり、（ｉｉｉ）前記第３の帯域幅は８０ＭＨｚであり、（ｉｖ）前記第４の帯域幅は
１６０ＭＨｚである、
　請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　（ｉ）前記第１の数のＯＦＤＭトーンは２５６個のトーンであり、（ｉｉ）前記第２の
数のＯＦＤＭトーンは５１２個のトーンであり、（ｉｉｉ）第３の数のＯＦＤＭトーンは
１０２４個のトーンであり、（ｉｖ）第４の数のＯＦＤＭトーンは２０４８個のトーンで
ある、
　請求項４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本開示は、２０１４年６月２日に出願された「ＷＬＡＮ８０２．１１ａｘ用の高効率Ｏ
ＦＤＭ－ＰＨＹ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ＯＦＤＭ　ＰＨＹ　ｆｏｒ　ＷＬＡ
Ｎ　８０２．１１ａｘ）」という名称の米国仮特許出願第６２／００６，５２２号、及び
２０１４年７月２２日に出願された「ＷＬＡＮ８０２．１１ａｘ用の高効率ＯＦＤＭ－Ｐ
ＨＹ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ＯＦＤＭ　ＰＨＹ　ｆｏｒ　ＷＬＡＮ　８０２
．１１ａｘ）」という名称の米国仮特許出願第６２／０２７，４２５号の利益を主張し、
その両方の開示はその全体の参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、概して通信ネットワークに関し、より具体的には、直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ）を利用する無線ローカルエリアネットワークに関する。



(3) JP 6624754 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００３】
　インフラストラクチャモードで動作する場合、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）は、通常、アクセスポイント（ＡＰ）及び１つ又は複数のクライアントステーショ
ンを含む。ＷＬＡＮは、過去１０年間にわたって急速に進化している。ＷＬＡＮの規格、
例えば米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）の８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２
．１１ｇ、及び８０２．１１ｎ規格などの開発は、シングルユーザピークデータスループ
ットを向上させてきた。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格は１１メガビット／秒（Ｍ
ｂｐｓ）のシングルユーザピークスループットを規定し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ及びＩ
ＥＥＥ８０２．１１ｇ規格は５４Ｍｂｐｓのシングルユーザピークスループットを規定し
、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格は６００Ｍｂｐｓのシングルユーザピークスループットを
規定し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格はギガビット／秒（Ｇｂｐｓ）領域のシングルユ
ーザピークスループットを規定する。将来的な規格は、数１０Ｇｂｐｓ領域のスループッ
トなど、さらに大きいスループットを提供する見込みがある。
【発明の概要】
【０００４】
　一実施形態において、通信チャネルを介した送信のデータユニット、つまり第１の通信
プロトコルに準拠するデータユニットを生成する方法は、通信デバイスにおいて、１つ又
は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を含む。１つ又は複数
のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、（ｉ）第１の帯域幅を占有し、（ｉｉ）第
１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一連のパイロットトーンを含む。第１のトーン間
隔は、第２のトーン間隔の１／Ｎの割合であり、第２のトーン間隔は、第２の通信プロト
コルによって第１の帯域幅に対して規定され、Ｎは１より大きい正の整数である。一連の
パイロットトーンは、第２の通信プロトコルによって第１の帯域幅に対して規定されたの
と同じ数のパイロットトーンを含む。本方法は、通信デバイスにおいて、データユニット
のデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含むデータユニットを生成する段階を更
に含む。
【０００５】
　別の実施形態において、装置はネットワークインタフェースデバイスを備え、ネットワ
ークインタフェースデバイスは、１つ又は複数の集積回路を有し、第１の通信プロトコル
に準拠するデータユニット用の１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル
を生成するよう構成されている。１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボル
は、（ｉ）第１の帯域幅を占有し、（ｉｉ）第１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一
連のパイロットトーンを含む。第１のトーン間隔は、第２のトーン間隔の１／Ｎの割合で
あり、第２のトーン間隔は、第２の通信プロトコルによって第１の帯域幅に対して規定さ
れ、Ｎは１より大きい正の整数である。一連のパイロットトーンは、第２の通信プロトコ
ルによって第１の帯域幅に対して規定されたのと同じ数のパイロットトーンを含む。１つ
又は複数の集積回路は、データユニットのデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを
含むデータユニットを生成するよう更に構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１０
のブロック図である。
【０００７】
【図２Ａ】いくつかの実施形態による、物理層（ＰＨＹ）のデータユニットの図である。
【図２Ｂ】いくつかの実施形態による、物理層（ＰＨＹ）のデータユニットの図である。
【０００８】
【図３Ａ】いくつかの実施形態に従って、ＰＨＹデータユニットのＯＦＤＭシンボルで用
いられる直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）のトーン間隔を示す図である。
【図３Ｂ】いくつかの実施形態に従って、ＰＨＹデータユニットのＯＦＤＭシンボルで用
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いられる直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）のトーン間隔を示す図である。
【図３Ｃ】いくつかの実施形態に従って、ＰＨＹデータユニットのＯＦＤＭシンボルで用
いられる直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）のトーン間隔を示す図である。
【０００９】
【図４】一実施形態に従って、データユニットのＯＦＤＭシンボルで用いられるガードイ
ンターバルを示す図である。
【００１０】
【図５】一実施形態による、ＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００１１】
【図６】別の実施形態による、別のＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００１２】
【図７】いくつかの実施形態においてＯＦＤＭシンボルに対応するトーンマップである。
【図８】いくつかの実施形態においてＯＦＤＭシンボルに対応するトーンマップである。
【図９】いくつかの実施形態においてＯＦＤＭシンボルに対応するトーンマップである。
【００１３】
【図１０】一実施形態による、ＰＨＹデータユニットの図である。
【００１４】
【図１１】一実施形態による、データユニットを生成する方法のフロー図である。
【００１５】
【図１２】別の実施形態による、データユニットを生成する方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　後述される複数の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の
アクセスポイント（ＡＰ）などの無線ネットワークデバイスが、複数のデータストリーム
を１つ又は複数のクライアントステーションに送信する。ＡＰは、少なくとも第１の通信
プロトコルに従って、クライアントステーションとともに動作するよう構成されている。
第１の通信プロトコルは、本明細書で、「高効率Ｗｉ‐Ｆｉ」、「ＨＥＷ」通信プロトコ
ル、又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｘ通信プロトコルと呼ばれることがある。いくつかの実
施形態において、ＡＰの近くにある複数の異なるクライアントステーションが、１つ又は
複数の他の通信プロトコルに従って動作するよう構成されている。この通信プロトコルは
、ＨＥＷ通信プロトコルと同じ周波数帯域での動作を規定するが、概して、データスルー
プットはより低い。データスループットがより低い通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ、及び／又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ）は、本
明細書では総称して「レガシの」通信プロトコルと呼ばれる。
【００１７】
　図１は、一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１
０のブロック図である。ＡＰ１４は、ネットワークインタフェースデバイス１６に連結さ
れたホストプロセッサ１５を含む。ネットワークインタフェースデバイス１６は、媒体ア
クセス制御（ＭＡＣ）処理ユニット１８、及び物理層（ＰＨＹ）処理ユニット２０を含む
。ＰＨＹ処理ユニット２０は複数の送受信機２１を含み、複数の送受信機２１は複数のア
ンテナ２４に連結されている。３つの送受信機２１及び３つのアンテナ２４が図１に図示
されているが、他の複数の実施形態において、ＡＰ１４は、他の適切な数（例えば、１つ
、２つ、４つ、５つなど）の送受信機２１及びアンテナ２４を含む。１つの実施形態にお
いて、ＭＡＣ処理ユニット１８及びＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコル（
例えば、ＨＥＷ通信プロトコル）に従って動作するよう構成されている。別の実施形態に
おいて、ＭＡＣ処理ユニット１８及びＰＨＹ処理ユニット２０は、第２の通信プロトコル
（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）に従って動作するようにも構成されている。
更に別の実施形態において、ＭＡＣ処理ユニット１８及びＰＨＹ処理ユニット２０は、第
２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、及び／又は第４の通信プロトコル（例えば
、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格及び／又はＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格）に従って動作す



(5) JP 6624754 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

るよう更に構成されている。
【００１８】
　ＷＬＡＮ１０は、複数のクライアントステーション２５を含む。４つのクライアントス
テーション２５が図１に図示されているが、様々なシナリオ及び実施形態において、ＷＬ
ＡＮ１０は、他の適切な数（例えば、１つ、２つ、３つ、５つ、６つなど）のクライアン
トステーション２５を含む。複数のクライアントステーション２５のうち少なくとも１つ
（例えば、クライアントステーション２５－１）は、少なくとも第１の通信プロトコルに
従って動作するよう構成されている。いくつかの実施形態において、複数のクライアント
ステーション２５のうち少なくとも１つは、第１の通信プロトコルに従って動作するよう
構成されていないが、第２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、及び／又は、第４
の通信プロトコルのうち少なくとも１つに従って動作するよう構成されている（本明細書
では「レガシのクライアントステーション」と呼ばれる）。
【００１９】
　クライアントステーション２５－１は、ネットワークインタフェースデバイス２７に連
結されたホストプロセッサ２６を含む。ネットワークインタフェースデバイス２７は、Ｍ
ＡＣ処理ユニット２８及びＰＨＹ処理ユニット２９を含む。ＰＨＹ処理ユニット２９は複
数の送受信機３０を含み、複数の送受信機３０は複数のアンテナ３４に連結されている。
３つの送受信機３０及び３つのアンテナ３４が図１に図示されているが、他の複数の実施
形態において、クライアントステーション２５－１は、他の適切な数（例えば、１つ、２
つ、４つ、５つなど）の送受信機３０及びアンテナ３４を含む。
【００２０】
　一実施形態によれば、クライアントステーション２５－４はレガシのクライアントステ
ーションである。すなわち、クライアントステーション２５－４は、第１の通信プロトコ
ルに従ってＡＰ１４又は別のクライアントステーション２５により送信されるデータユニ
ットを受信し且つこれを完全に復号することができない。同様に、一実施形態によれば、
レガシのクライアントステーション２５－４は、第１の通信プロトコルに従ってデータユ
ニットを送信することができない。その一方で、レガシのクライアントステーション２５
－４は、第２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、及び／又は第４の通信プロトコ
ルに従って、データユニットを受信し、完全に復号し、且つ送信することができる。
【００２１】
　一実施形態において、クライアントステーション２５－２及び２５－３のうち一方又は
両方は、クライアントステーション２５－１と同じ又は類似の構成を有する。一実施形態
において、クライアントステーション２５－４は、クライアントステーション２５－１と
類似の構成を有する。これらの実施形態において、クライアントステーション２５－１と
同じ又は類似に構成された複数のクライアントステーション２５は、同じ又は異なる数の
送受信機及びアンテナを有する。例えば、一実施形態に従って、クライアントステーショ
ン２５－２だけが、２つの送受信機及び２つのアンテナを有する。
【００２２】
　様々な実施形態において、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコ
ルに準拠し且つ本明細書で説明される複数のフォーマットを有する複数のデータユニット
を生成するよう構成されている。送受信機２１は、アンテナ２４を介して、生成されたデ
ータユニットを送信するよう構成されている。同様に、送受信機２１は、アンテナ２４を
介して、データユニットを受信するよう構成されている。様々な実施形態に従って、ＡＰ
１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコルに準拠し且つ本明細書で説明さ
れる複数のフォーマットを有する複数の受信済みデータユニットを処理し、そのようなデ
ータユニットが第１の通信プロトコルに準拠すると決定するよう構成されている。
【００２３】
　様々な実施形態において、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９は
、第１の通信プロトコルに準拠し且つ本明細書で説明される複数のフォーマットを有する
データユニットを生成するよう構成されている。送受信機３０は、アンテナ３４を介して
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、生成されたデータユニットを送信するよう構成されている。同様に、送受信機３０は、
アンテナ３４を介して、データユニットを受信するよう構成されている。様々な実施形態
に従って、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９は、第１の通信プロ
トコルに準拠し且つ以下に説明される複数のフォーマットを有する複数の受信済みデータ
ユニットを処理し、そのようなデータユニットが第１の通信プロトコルに準拠すると決定
するよう構成されている。
【００２４】
　図２Ａは、一実施形態による、物理層（ＰＨＹ）の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）デ
ータユニット２００の図であり、ＡＰ１４は、このデータユニットをクライアントステー
ション（例えば、クライアントステーション２５－１）に送信するよう構成されている。
一実施形態において、クライアントステーション２５－１も、データユニット２００をＡ
Ｐ１４に送信するよう構成されている。データユニット２００は、ＨＥＷ通信プロトコル
に準拠し、２０ＭＨｚ帯域幅を占有する。他の複数の実施形態において、データユニット
２００に類似した複数のデータユニットが、他の適切なバンド幅、例えば、４０ＭＨｚ、
８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ、３２０ＭＨｚ、６４０ＭＨｚなど、又は他の適切なバンド幅
を占有する。データユニット２００は、「混合モード」の状況、すなわち、ＷＬＡＮ１０
がレガシの通信プロトコルに準拠するが第１の通信プロトコルには準拠しないクライアン
トステーション（例えば、レガシのクライアントステーション２５－４）を含む場合に適
している。いくつかの実施形態において、データユニット２００は他の状況でも利用され
る。
【００２５】
　データユニット２００はプリアンブル２０２を含み、そして、プリアンブル２０２は、
レガシのプリアンブル部２０３及び高効率ＷＬＡＮ（ＨＥＷ）のプリアンブル部２０４を
含む。レガシのプリアンブル部２０３は、Ｌ－ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴＦ２１０、及びＬ
－ＳＩＧ２１５を含む。ＨＥＷのプリアンブル部２０４は、１つ又は複数のＨＥＷ信号フ
ィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）２２０、ＨＥＷショートトレーニングフィールド（ＨＥＷ
－ＳＴＦ）２２５、Ｍ個（Ｍは整数）のＨＥＷロングトレーニングフィールド（ＨＥＷ－
ＬＴＦ）２３０、及びＨＥＷ信号フィールドＢ（ＨＥＷ－ＳＩＧＢ）２３５を含む。Ｌ－
ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴＦ２１０、Ｌ－ＳＩＧ２１５、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０、ＨＥＷ
－ＳＴＦ２２５、Ｍ個のＨＥＷ－ＬＴＦ２３０、及びＨＥＷ－ＳＩＧＢ２３５のそれぞれ
は、整数の１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを有する。例えば、一実施形態において、Ｈ
ＥＷ－ＳＩＧＡ２２０は２つのＯＦＤＭシンボルを有し、一実施形態において、ＨＥＷ－
ＳＩＧＢフィールドは１つのＯＦＤＭシンボルを有する。一実施形態において、Ｌ－ＳＩ
Ｇ２１５、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０、及びＨＥＷ－ＳＩＧＢ２３５は、概して、データユ
ニット２００用のフォーマット情報を搬送する。いくつかの実施形態において、データユ
ニット２００はデータ部（ＨＥＷ‐ＤＡＴＡ）２４０も含む。
【００２６】
　図２Ａの実施形態において、データユニット２００は、Ｌ－ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴＦ
２１０、Ｌ－ＳＩＧ２１５、及びＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０のそれぞれを１つ含む。データ
ユニット２００に類似のＯＦＤＭデータユニットが、２０ＭＨｚ以外の累積帯域幅を占有
する他の複数の実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴＦ２１０、Ｌ－ＳＩＧ２
１５、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０のそれぞれは、一実施形態において、データユニットの全
帯域幅の対応する数の２０ＭＨｚサブバンドにわたって繰り返される。例えば、一実施形
態において、ＯＦＤＭデータユニットは８０ＭＨｚ帯域幅を占有し、従って、Ｌ－ＳＴＦ
２０５、Ｌ－ＬＴＦ２１０、Ｌ－ＳＩＧ２１５、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０のそれぞれを４
つ含む。いくつかの実施形態において、複数の異なる２０ＭＨｚサブバンド信号の変調は
、複数の異なる角度により回転する。例えば、１つの実施形態において、第１のサブバン
ド内の全てのＯＦＤＭトーンは０度回転し、第２のサブバンド内の全てのＯＦＤＭトーン
は９０度回転し、第３のサブバンドは１８０度回転し、第４のサブバンドは２７０度回転
する。他の複数の実施形態において、異なる適切な複数の回転が利用されている。少なく
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ともいくつかの実施形態において、２０ＭＨｚサブバンド信号の複数の異なる位相は、デ
ータユニット２００のＯＦＤＭシンボルについてピーク電力対平均電力比（ＰＡＰＲ）の
減少をもたらす。一実施形態において、第１の通信プロトコルに準拠するデータユニット
が、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ、３２０ＭＨｚ、６４０ＭＨｚ
などの累積帯域幅を占有するＯＦＤＭデータユニットである場合、ＨＥＷ－ＳＴＦ、ＨＥ
Ｗ－ＬＴＦ、ＨＥＷ－ＳＩＧＢ、及びＨＥＷデータ部は、データユニットの対応する全帯
域幅を占有する。
【００２７】
　一実施形態において、第１の通信プロトコルは、レガシの通信プロトコルにより規定さ
れるのと同じチャネライゼーション方式を利用する。例えば、第１の通信プロトコルは、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格において規定されるのと同じチャネライゼーション方式を
利用する。この実施形態において、第１の通信プロトコルは、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、
８０ＭＨｚ、及び１６０ＭＨｚの通信チャネルで動作する。２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８
０ＭＨｚ、及び１６０ＭＨｚの通信チャネルは、レガシの通信プロトコル（例えば、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｃ規格）により利用されるチャネルと、例えば中心周波数において一
致する。しかし、一実施形態において、第１の通信プロトコルは、レガシの通信プロトコ
ル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）により規定されるトーン間隔と異なるトー
ン間隔を規定する。例えば、一実施形態において、第１の通信プロトコルは、レガシの通
信プロトコルにより規定されるトーン間隔の１／Ｎの割合のトーン間隔を規定し、Ｎは１
より大きい適切な整数である。一実施形態において、整数Ｎは、偶数（例えば、２、４、
６、８、１０など）である。一実施形態において、整数Ｎは２のべき乗（例えば、２、４
、８、１６など）に対応する整数である。一実施形態において、縮小トーン間隔は、第１
の通信プロトコルに用いられ、レガシの通信プロトコルによりサポート又は実現された通
信距離と比較して通信距離を向上させる。更に又は代替的に、縮小トーン間隔は、第１の
通信プロトコルに用いられ、同じ帯域幅のチャネルでレガシの通信プロトコルにより実現
されたスループットと比較してスループットを増大させる。
【００２８】
　図２Ｂは、一実施形態による、例示的な直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）デ
ータユニット２５０の図である。ＯＦＤＭＡデータユニット２５０は、複数のＯＦＤＭデ
ータユニット２５２－１、２５２－２、及び２５２－３を含む。一実施形態において、Ａ
Ｐ１４は、ＯＦＤＭデータユニット２５２－１、２５２－２、２５２－３を、ＯＦＤＭＡ
データユニット２５０内のそれぞれのＯＦＤＭサブチャネルを介して、異なるクライアン
トステーション２５に送信する。別の実施形態において、異なるクライアントステーショ
ン２５は、それぞれのＯＦＤＭデータユニット２５２－１、２５２－２、２５２－３を、
ＯＦＤＭＡデータユニット２５０内のそれぞれのＯＦＤＭサブチャネルでＡＰ１４に送信
する。この実施形態において、ＡＰ１４は、ＯＦＤＭデータユニット２５２－１、２５２
－２、２５２－３を、ＯＦＤＭＡデータユニット２５０内のそれぞれのＯＦＤＭサブチャ
ネルを介して複数のクライアントステーション２５から受信する。
【００２９】
　一実施形態において、ＯＦＤＭデータユニット２５２－１、２５２－２、２５２－３の
それぞれは、ＯＦＤＭＡ送信をサポートする通信プロトコル、例えば、ＨＥＷ通信プロト
コルなどに準拠する。ＯＦＤＭＡデータユニット２５０がダウンリンクＯＦＤＭＡデータ
ユニットに対応する一実施形態において、ＯＦＤＭＡデータユニット２５０はＡＰ１４に
より生成され、これにより、各ＯＦＤＭデータユニット２５２は、ＯＦＤＭＡデータユニ
ット２５０のクライアントステーションへのダウンリンク送信用に割り当てられたＷＬＡ
Ｎ１０のそれぞれのサブチャネルを介して、それぞれのクライアントステーション２５に
送信される。同様に、ＯＦＤＭＡデータユニット２５０がアップリンクＯＦＤＭＡデータ
ユニットに対応する一実施形態において、ＡＰ１４は、ＯＦＤＭデータユニット２５２の
クライアントステーションからのアップリンク送信用に割り当てられたＷＬＡＮ１０のそ
れぞれのチャネルを介して、ＯＦＤＭデータユニット２５２を受信する。例えば、図示さ
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れた実施形態において、ＯＦＤＭデータユニット２５２－１は、ＷＬＡＮ１０の第１の２
０ＭＨｚサブチャネルを介して送信され、ＯＦＤＭデータユニット２５２－２は、ＷＬＡ
Ｎ１０の第２の２０ＭＨｚサブチャネルを介して送信され、ＯＦＤＭデータユニット２５
２－３は、ＷＬＡＮ１０の４０ＭＨｚサブチャネルを介して送信される。
【００３０】
　一実施形態において、複数のＯＦＤＭデータユニット２５２のそれぞれはプリアンブル
を含み、プリアンブルは、１つ又は複数のレガシのショートトレーニングフィールド（Ｌ
－ＳＴＦ）２５４、１つ又は複数のレガシのロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ
）２５６、１つ又は複数のレガシの信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）２５８、１つ又は複数
の第１の高効率ＷＬＡＮ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）２６０、Ｎ個のＨＥＷロン
グトレーニングフィールド（ＨＥＷ－ＬＴＦ）、及び第２のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥ
Ｗ－ＳＩＧＢ）２６４を含む。更に、各ＯＦＤＭデータユニット２５２は、高効率ＷＬＡ
Ｎデータ部（ＨＥＷ‐ＤＡＴＡ）２６８を含む。一実施形態において、各Ｌ－ＬＳＦフィ
ールド２５６、各Ｌ－ＬＴＦフィールド２５８、各Ｌ－ＳＩＧフィールド２６０、及び各
ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド２６２は、ＷＬＡＮ１０によりサポートされた最小帯域幅（
例えば、２０ＭＨｚ）を占有する。一実施形態において、ＯＦＤＭデータユニット２５２
が、ＷＬＡＮ１０の最小帯域幅より大きい帯域幅を占有する場合には、各Ｌ－ＬＳＦフィ
ールド２５６、各Ｌ－ＬＴＦフィールド２５８、各Ｌ－ＳＩＧフィールド２６０、及び各
ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド２６２は、ＯＦＤＭデータユニット２５２の各最小帯域幅部
分（例えば、データユニット２５２の各２０ＭＨｚ部分）に複製される。その一方で、各
ＨＥＷ－ＳＴＦフィールド２６２、各ＨＥＷ－ＬＴＦフィールド２６４、各ＨＥＷ－ＳＩ
ＧＢフィールド２６６、及び各ＨＥＷデータ部２６８は、一実施形態において、対応する
ＯＦＤＭデータユニット２５２の帯域幅全体を占有する。例えば、図示された実施形態に
おいて、ＯＦＤＭデータユニット２５２－３は４０ＭＨｚを占有し、Ｌ－ＬＳＦフィール
ド２５６、Ｌ－ＬＴＦフィールド２５８、Ｌ－ＳＩＧフィールド２６０、及びＨＥＷ－Ｓ
ＩＧＡフィールド２６２は、ＯＦＤＭデータユニット２５２－３の上位及び下位の２０Ｍ
Ｈｚ帯域に複製される。また、ＨＥＷ－ＳＴＦフィールド２６２のそれぞれ、ＨＥＷ－Ｌ
ＴＦフィールド２６４のそれぞれ、ＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド２６６のそれぞれ、及び
ＨＥＷデータ部２６８のそれぞれは、データユニット２５２の４０ＭＨｚ帯域幅全体を占
有する。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、複数の異なるクライアントステーション２５のデータが
、クライアントステーション２５に割り当てられたそれぞれの一連のＯＦＤＭトーンを用
いて送信される。クライアントステーション２５に割り当てられた一連のＯＦＤＭトーン
は、ＷＬＡＮ１０の最小チャネルより小さい帯域幅に対応してよい。例えば、一実施形態
において、クライアントステーション２５に割り当てられた一連のＯＦＤＭトーンは、２
０ＭＨｚより小さい帯域幅（例えば、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、又は２０ＭＨ
ｚ未満の任意の他の適切なバンド幅）に対応する。一実施形態において、ＯＦＤＭデータ
ユニット２５２がＷＬＡＮ１０の最小帯域幅より小さい帯域幅を占有する場合、それでも
なお、各Ｌ－ＬＳＦフィールド２５６、各Ｌ－ＬＴＦフィールド２５８、各Ｌ－ＳＩＧフ
ィールド２６０、及び各ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド２６２は、ＯＦＤＭデータユニット
２５２の最小帯域幅部分全体（例えば、データユニット２５２の２０ＭＨｚ部分）を占有
する。その一方で、各ＨＥＷ－ＳＴＦフィールド２６２、各ＨＥＷ－ＬＴＦフィールド２
６４、各ＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド２６６、及び各ＨＥＷデータ部２６８は、一実施形
態において、対応するＯＦＤＭデータユニット２５２のより小さい帯域幅を占有する。一
実施形態において、データユニット２５２は、概して、データユニット２５０内の任意の
適切な数のＯＦＤＭトーンに対応する。
【００３２】
　クライアントステーション２５に対応する一連のＯＦＤＭトーンは、本明細書では「リ
ソースユニット（ＲＵ）」と呼ばれることがある。一実施形態において、各ＯＦＤＭデー
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タユニット２５２は、クライアントステーション２５及び、クライアントステーション２
５に割り当てられたリソースユニットに対応する。様々な実施形態において、クライアン
トステーション２５に対応するＲＵは、データユニット２５０内に適切な数のＯＦＤＭト
ーンを含む。例えば、いくつかの実施形態及び／又はシナリオにおいて、ＲＵは、２６個
、５２個、１０６個、２４２個、４８４個、又は９９６個のＯＦＤＭトーンを含む。他の
複数の実施形態において、ＲＵは他の適切な数のＯＦＤＭトーンを含む。
【００３３】
　一実施形態において、パディング処理がＯＦＤＭデータユニット２５２の１つ又は複数
に用いられ、ＯＦＤＭデータユニット２５２の長さを等しくする。従って、この実施形態
において、複数のＯＦＤＭデータユニット２５２のそれぞれの長さは、ＯＦＤＭＡデータ
ユニット２５２の長さに対応する。一実施形態において、複数のＯＦＤＭデータユニット
２５２が均等な長さであることを保証することで、データユニット２５２を受信するクラ
イアントステーション２５による確認応答フレームの送信が同期される。一実施形態にお
いて、複数のＯＦＤＭデータユニット２５２のうち１つ又は複数のそれぞれは、集約ＭＡ
Ｃサービスデータユニット（Ａ－ＭＰＤＵ）であり、これは更に、ＰＨＹプロトコルデー
タユニット（ＰＰＤＵ）に含まれている。一実施形態において、複数のＡ－ＭＰＤＵ２５
２のうち１つ又は複数内のパディング処理（例えば、ゼロパディング）が、データユニッ
ト２５２の長さを等しくして、ＯＦＤＭＡデータユニット２５０に対応する確認応答フレ
ームの送信を同期するのに用いられる。
【００３４】
　図３Ａ～３Ｃは、いくつかの実施形態において、図２Ａのデータユニット２００又は図
２Ｂのデータユニット２５０などのデータユニットのＯＦＤＭシンボルで用いられる、Ｏ
ＦＤＭのトーン間隔を示す図である。最初に図３Ａを参照すると、トーン間隔３００は、
レガシの通信プロトコルで規定されるトーン間隔に対応する。例えば、一実施形態におい
て、トーン間隔３００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で規定されるトーン間隔に対応
する。一実施形態において、特定の帯域幅用にトーン間隔３００で生成されるＯＦＤＭシ
ンボルが、特定の帯域幅に３１２．５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすデジタル逆
フーリエ変換（ＩＤＦＴ）サイズを用いて生成される。例えば、一実施形態において、２
０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３００で生成されたＯＦＤＭシンボルは、６４ポイントのＩ
ＤＦＴを用いて生成され、その結果、３１２．５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）になる。同
様に、一実施形態において、４０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３００で生成されたＯＦＤＭ
シンボルは、１２８ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され、８０ＭＨｚ帯域幅にトーン間
隔３００で生成されたＯＦＤＭシンボルは、２５６ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され
、１６０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３００で生成されたＯＦＤＭシンボルは、５１２ポイ
ントのＩＤＦＴを用いて生成されるなどである。代替的に、いくつかの実施形態において
、複数のチャネル帯域幅のうち少なくともいくつかに生成されたＯＦＤＭシンボルは、帯
域幅全体のサブバンドに３１２．５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすＩＤＦＴサイ
ズを用いて生成される。そのような複数の実施形態において、ＯＦＤＭシンボルの複数の
サブバンドは、個々のサブバンドに３１２．５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすＩ
ＤＦＴサイズを用いて個別に生成される。例えば、一実施形態において、１６０ＭＨｚ幅
チャネルのＯＦＤＭシンボルは、１６０ＭＨｚ幅チャネルの２つの８０ＭＨｚサブバンド
の１つ１つに、２５６ポイントのＩＤＦＴを用いて生成される。
【００３５】
　ここで図３Ｂを参照すると、トーン間隔３２０が、図３Ａの間隔３００に対して１／２
倍に縮小されている。例えば、上記の例で続けると、２０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３０
０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、６４ポイントのＩＤＦＴを用いて生成されるが、２
０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３２０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、１２８ポイントの
ＩＤＦＴを用いて生成され、その結果、図３Ａのトーン間隔３００の１／２（すなわち、
１５６．２５ｋＨｚ）になる。同様に、一実施形態において、４０ＭＨｚ幅チャネルにト
ーン間隔３２０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、２５６ポイントのＩＤＦＴを用いて生
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成され、８０ＭＨｚ帯域幅チャネルにトーン間隔３２０で生成されたＯＦＤＭシンボルは
、５１２ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され、１６０ＭＨｚ帯域幅チャネルにトーン間
隔３２０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、１０２４ポイントのＩＤＦＴを用いて生成さ
れるなどである。代替的に、いくつかの実施形態において、複数のチャネル帯域幅のうち
少なくともいくつかに生成されたＯＦＤＭシンボルは、帯域幅全体のサブバンドに１５６
．２５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすＩＤＦＴサイズを用いて生成される。その
ような複数の実施形態において、ＯＦＤＭシンボルの複数のサブバンドは、個々のサブバ
ンドに１５６．２５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすＩＤＦＴサイズを用いて個別
に生成される。例えば、一実施形態において、１６０ＭＨｚ帯域幅チャネルのＯＦＤＭシ
ンボルは、１６０ＭＨｚ帯域幅チャネルの２つの８０ＭＨｚサブバンドの１つ１つに、５
１２ポイントのＩＤＦＴを用いて生成される。
【００３６】
　ここで図３Ｃを参照すると、トーン間隔３５０が、図３Ａの間隔３００に対して１／４
倍に縮小されている。例えば、ここでも上記の例で続けると、一実施形態において、２０
ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３００で生成されたＯＦＤＭシンボルは、６４ポイントのＩＤ
ＦＴを用いて生成されるが、２０ＭＨｚ帯域幅にトーン間隔３５０で生成されたＯＦＤＭ
シンボルは、２５６ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され、その結果、図３Ａのトーン間
隔３００の１／４（すなわち、７８．１２５ｋＨｚ）になる。同様に、一実施形態におい
て、４０ＭＨｚ帯域幅チャネルにトーン間隔３５０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、５
１２ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され、８０ＭＨｚ帯域幅チャネルにトーン間隔３５
０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、１０２４ポイントのＩＤＦＴを用いて生成され、１
６０ＭＨｚ帯域幅チャネルにトーン間隔３５０で生成されたＯＦＤＭシンボルは、２０４
８ポイントのＩＤＦＴを用いて生成されるなどである。代替的に、いくつかの実施形態に
おいて、複数のチャネル帯域幅のうち少なくともいくつかに生成されたＯＦＤＭシンボル
は、帯域幅全体のサブバンドに７８．１２５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）をもたらすＩＤ
ＦＴサイズを用いて生成される。そのような複数の実施形態において、ＯＦＤＭシンボル
の複数のサブバンドは、個々のサブバンドに７８．１２５ｋＨｚのトーン間隔（ＴＳ）を
もたらすＩＤＦＴサイズを用いて個別に生成される。例えば、一実施形態において、１６
０ＭＨｚ帯域幅チャネルのＯＦＤＭシンボルは、１６０ＭＨｚ帯域幅チャネルの２つの８
０ＭＨｚサブバンドの１つ１つに、１０２４ポイントのＩＤＦＴを用いて生成される。単
なる別の例として、一実施形態において、４０ＭＨｚ帯域幅チャネルのＯＦＤＭシンボル
は、４０ＭＨｚ帯域幅チャネルの２つの２０ＭＨｚサブバンドの１つ１つに、２５６ポイ
ントのＩＤＦＴを用いて生成される。更に別の例として、更に別の実施形態において、８
０ＭＨｚ帯域幅チャネルのＯＦＤＭシンボルは、一実施形態において、８０ＭＨｚ帯域幅
チャネルの４つの２０ＭＨｚサブバンドの１つ１つに、２５６ポイントのＩＤＦＴを用い
て生成される。
【００３７】
　図３Ａのトーン間隔３００など、レガシの通信プロトコルで規定されたトーン間隔は、
本明細書において「標準的なトーン間隔」と呼ばれることがあり、図３Ｂのトーン間隔３
２０及び図３Ｃのトーン間隔３５０など、レガシの通信プロトコルで規定されたトーン間
隔より小さいトーン間隔は、本明細書において「縮小トーン間隔」と呼ばれることがある
。
【００３８】
　一般的に言って、ＯＦＤＭシンボルのシンボル時間長は、時間において、ＯＦＤＭシン
ボルで用いられるトーン間隔に反比例する。すなわち、ＯＦＤＭシンボルで用いられるト
ーン間隔にΔｆが対応する場合、ＯＦＤＭシンボルのシンボル時間長は、Ｔ＝１／Δｆで
ある。従って、一実施形態において、ＯＦＤＭシンボルで用いられる相対的により小さい
トーン間隔は、ＯＦＤＭシンボルの相対的により大きいシンボル時間長をもたらし、逆の
場合も同様である。例えば、一実施形態において、図３ＡのΔｆ＝３１２．５ｋＨｚのト
ーン間隔は、３．２μｓのＯＦＤＭシンボル時間長をもたらし、図３ＢのΔｆ＝１５６．



(11) JP 6624754 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

２５ｋＨｚのトーン間隔は、６．４μｓのＯＦＤＭシンボル時間長をもたらす。更に、受
信デバイスがＯＦＤＭシンボルをサンプリングするのに必要とするサンプリングレートは
、ＯＦＤＭシンボルを生成するのに用いられるＩＤＦＴサイズ（ポイント数）に反比例す
る。具体的には、一実施形態において、Ｎｆｆｔが、ＯＦＤＭシンボルを生成するのに用
いられるＩＤＦＴサイズである場合、受信デバイスがＯＦＤＭシンボルをサンプリングす
るのに必要とするサンプリングレートは、Ｔ／Ｎｆｆｔであり、ＴはＯＦＤＭシンボル時
間長（Ｔ＝１／Δｆ）である。
【００３９】
　一実施形態において、第１の通信プロトコルは異なる長さの一連のガードインターバル
を規定し、これらのガードインターバルは、通信チャネルのマルチパス伝搬により引き起
こされる、受信機でのシンボル間干渉を防止する又は最小化するのに、ＯＦＤＭシンボル
とともに用いられ得る。一般的に言って、一実施形態において、十分に長いガードインタ
ーバルが、利用中の特定のチャネルの遅延広がりに基づき干渉を軽減するのに必要とされ
る。その一方で、一実施形態において、特にＯＦＤＭシンボル時間長に対するガードイン
ターバルの比、従って、送信され得るＯＦＤＭシンボルの「有効な」データ量の点で、相
対的により短いガードインターバルが、概して、ガードインターバルに関連したより小さ
いオーバヘッドをもたらし、全体のスループットを向上させる。
【００４０】
　図４は、一実施形態による、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニッ
ト２５０など、データユニットのＯＦＤＭシンボルで用いられるガードインターバルを示
す図である。一実施形態において、ガードインターバル部４０２は、ＯＦＤＭシンボルの
情報部分４０４の前に付加される。一実施形態において、ガードインターバルは、情報部
分４０４の最終部を反復する巡回プレフィックスを含む。一実施形態において、ガードイ
ンターバル部４０２は受信デバイス（例えば、クライアントステーション２５－１）にお
いてＯＦＤＭトーンの直交性を保証し、ＯＦＤＭシンボルが送信される通信チャネルのマ
ルチパス伝搬に起因するシンボル間干渉を最小化する又は除去するのに用いられる。
【００４１】
　一実施形態に従って、データユニット２００の特定のＯＦＤＭシンボルで用いられるガ
ードインターバル部４０２の長さは、ＨＥＷ通信プロトコルによりサポートされる一連の
ガードインターバルから選択される。例えば、ＨＥＷ通信プロトコルによりサポートされ
る一連のガードインターバルは、０．４μｓ、０．８μｓ、１．６μｓ、及び３．２μｓ
のガードインターバルを含む。他の複数の実施形態において、ＨＥＷ通信プロトコルによ
りサポートされる一連のガードインターバルは、０．４μｓ、０．８μｓ、１．６μｓ、
及び３．２μｓのうち１つ又は複数を除外する、及び／又は、０．４μｓ、０．８μｓ、
１．６μｓ、及び３．２μｓのガードインターバルの代わりに、又はこれらに加えて、０
．４μｓ、０．８μｓ、１．６μｓ、及び３．２μｓ以外の１つ又は複数の適切なガード
インターバルを含む。一実施形態において、レガシの通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｎ規格又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）で用いられる用語に従って、０
．８μｓのガードインターバルは、本明細書において「標準的なガードインターバル」と
呼ばれることがあり、０．４μｓのガードインターバルは、本明細書において「短いガー
ドインターバル」と呼ばれることがある。
【００４２】
　一実施形態において、第１の通信プロトコルは、少なくとも第１の送信モード（例えば
、標準モード）及び第２の送信モード（例えば、高効率モード）を規定する。第１の送信
モードは、標準的なトーン間隔を利用し、レガシの通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１ａｃ規格）により規定されたガードインターバルをサポートする。第２の送信
モードは、レガシの通信プロトコルのトーン間隔及びガードインターバルと比較して、縮
小トーン間隔及び／又はより大きいガードインターバルを利用する。例えば、一実施形態
において、標準モードは、図３Ａの標準的なトーン間隔３００を利用し、０．４μｓ及び
０．８μｓのガードインターバルをサポートする。その一方で高効率モードは、例示的な
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実施形態において、図３Ｃの１／４トーン間隔３５０を利用し、０．４μｓ、０．８μｓ
、１．６μｓ、２．４μｓ、及び３．２μｓのガードインターバル選択肢のうち２つ又は
それより多く（例えば、これらのうち２つ、３つ、４つなど）、あるいは他の適切なガー
ドインターバル選択肢をサポートする。代替的に、別の実施形態において、第１の通信プ
ロトコルは標準モードを規定する。標準モードは、縮小トーン間隔（例えば、１／２トー
ン間隔又は１／４トーン間隔）を利用し、０．４μｓ、０．８μｓ、１．６μｓ、２．４
μｓ、及び３．２μｓのガードインターバル選択肢のうち２つ又はそれより多く（例えば
、これらのうち２つ、３つ、４つなど）、あるいは他の適切なガードインターバル選択肢
をサポートする。
【００４３】
　一実施形態において、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニット２５
０などのデータユニットで用いられている特定の送信モードは、データユニットのプリア
ンブルに含まれるモード表示によって受信デバイスに伝えられる。例えば、図２Ａのデー
タユニット２００を参照すると、一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド２２
０又はＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド２３５は、データユニット２００で用いられる送信モ
ードの表示を含む。別の実施形態において、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂの
データユニット２５０などのデータユニットのプリアンブルは、データユニット２００の
プリアンブルの１つ又は複数のフィールドの変調（例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）
対９０度偏移した二位相偏移変調（Ｑ－ＢＰＳＫ））に基づき、受信デバイスがデータユ
ニット２００で用いられる送信モードを自動検出し得るようにフォーマットされる。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニ
ット２５０などのデータユニットの複数のＯＦＤＭシンボルのうちいくつかは、レガシの
通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）の標準的なトーン間隔及び標
準ガードインターバル（例えば、０．８μｓ）を用いて生成され、データユニットの他の
ＯＦＤＭシンボルは、縮小トーン間隔（例えば、図３Ｂの１／２トーン間隔３２０又は図
３Ｃのトーン間隔３５０）を用いて、及び／又は、レガシの通信プロトコルによりサポー
トされたガードインターバルと比較してより長いガードインターバルを用いて生成される
。例えば、図２Ａを参照すると、一実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴＦ２
１０、Ｌ－ＳＩＧ２１５、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０、及びＨＥＷ－ＳＴＦフィールド２２
５は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格の標準的なトーン間隔及び標準ガードインターバル
（例えば、０．８μｓ）を用いて生成され、ＨＥＷ－ＬＴＦ２３０、ＨＥＷ－ＳＩＧＢ２
３５、及びデータ部２４０は、縮小トーン間隔（例えば、図３Ｂの１／２トーン間隔３２
０又は図３Ｃのトーン間隔３５０）を用いて、及び／又は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規
格によりサポートされたガードインターバルと比較してより長いガードインターバルを用
いて、生成される。別の例として、別の実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ２０５、Ｌ－ＬＴ
Ｆ２１０、Ｌ－ＳＩＧ２１５、及びＨＥＷ－ＳＩＧＡ２２０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ
ｃ規格の標準的なトーン間隔及び標準ガードインターバル（例えば、０．８μｓ）を用い
て生成され、ＨＥＷ－ＳＴＦフィールドは、標準的なトーン間隔及びＩＥＥＥ８０２．１
１ａｃ規格によりサポートされたガードインターバルと比較してより長いガードインター
バルを用いて生成され、ＨＥＷ－ＬＴＦ２３０、ＨＥＷ－ＳＩＧＢ２３５、及びデータ部
２４０は、縮小トーン間隔（例えば、図３Ｂの１／２トーン間隔３２０又は図３Ｃのトー
ン間隔３５０）を用いて、及び／又は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格によりサポートさ
れたガードインターバルと比較してより長いガードインターバルを用いて生成される。
【００４５】
　図５は、一実施形態に従って、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニ
ット２５０など、第１の通信プロトコルに準拠するデータユニットを生成するよう構成さ
れた例示的なＰＨＹ処理ユニット５００の送信部のブロック図である。図１を参照すると
、１つの実施形態において、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０及びクライアントステー
ション２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９はそれぞれ、ＰＨＹ処理ユニット５００に類似
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する、又はこれと同一である。ＰＨＹ処理ユニット５００は、一実施形態において、図２
Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニット２５０などのデータユニットを生
成するよう構成されている。しかし他の複数の実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット５
００は、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニット２５０と異なる適切
なデータユニットを生成するよう構成されている。同様に、いくつかの実施形態において
、ＰＨＹ処理ユニット５００と異なる適切なＰＨＹ処理ユニットが、図２Ａのデータユニ
ット２００又は図２Ｂのデータユニット２５０などのデータユニットを生成するよう構成
されている。
【００４６】
　一実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット５００は処理経路５０１を含み、更に、ＰＨ
Ｙパディング処理ユニット５０２、スクランブラ５０６、エンコーダパーサ５１０、１つ
又は複数の前方誤り訂正（ＦＥＣ）エンコーダ５１２、ストリームパーサ５１６、セグメ
ントパーサ５１８、ＢＣＣインターリーバ５２０、コンスタレーションマッパ５２２、Ｌ
ＤＰＣトーンマッパ５２６、セグメントデパーサ５２８、時空間ブロック符号化（ＳＴＢ
Ｃ）ユニット５３０、巡回シフトダイバーシティ（ＣＳＤ）ユニット５３２、及び空間マ
ッピングユニット５３６を含む。処理経路５０１の様々なコンポーネントは、いくつかの
実施形態に従って、以下にさらに詳細に説明される。いくつかの実施形態において、処理
経路５０１の複数のコンポーネントのうちいくつかは、以下にさらに詳細に説明されるよ
うに回避される、又は省略される。更に、処理ユニット５００が図２Ｂのデータユニット
２５などのＯＦＤＭＡデータユニットを生成するよう構成された一実施形態において、Ｐ
ＨＹ処理ユニット５００は複数の処理経路５０１を含み、それぞれの処理経路５０１は、
一実施形態において、ＯＦＤＭＡデータユニットが送信される特定のクライアントステー
ションに対応する。より一般的には、一実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット５００の
処理経路５０１は、クライアントステーション２５に割り当てられた、ＯＦＤＭトーンの
サブセット又はリソースユニットに対応する。
【００４７】
　一実施形態において、処理経路５０１のパディング処理ユニット５０２は、情報ビット
ストリームをスクランブラ５０６に提供する前に、一実施形態に従って１つ又は複数のパ
ディングビットを情報ビットストリームに追加する。一実施形態において、スクランブラ
５０６は概して、情報ビットストリームをスクランブルして、１又は０の長い配列の発生
を減少させる。エンコーダパーサ５１０はスクランブラ５０６に連結されている。エンコ
ーダパーサ５１０は、情報ビットストリームを、１つ又は複数のＦＥＣエンコーダ５１２
に対応する１つ又は複数のエンコーダ入力ストリームに逆多重化する。
【００４８】
　３つのＦＥＣエンコーダ５１２が図５に示されているが、様々な実施形態及び／又はシ
ナリオにおいて、異なる数のＦＥＣエンコーダが含まれる、及び／又は、異なる数のＦＥ
Ｃエンコーダが並行して動作する。例えば、１つの実施形態に従って、ＰＨＹ処理ユニッ
ト５００は４つのＦＥＣエンコーダ５１２を含み、これらのＦＥＣエンコーダ５１２のう
ち１つ、２つ、３つ、又は４つが、特定の変調・符号化スキーム（ＭＣＳ）、帯域幅、及
び空間ストリームの数に応じて同時に動作する。各ＦＥＣエンコーダ５１２は対応する入
力ストリームを符号化して、対応する符号化されたストリームを生成する。１つの実施形
態において、各ＦＥＣエンコーダ５１２は、バイナリ畳み込み符号器（ＢＣＣ）を含む。
別の実施形態において、各ＦＥＣエンコーダ５１２はＢＣＣを含み、その後にパンクチャ
リングブロックが続く。別の実施形態において、各ＦＥＣエンコーダ５１２は、低密度パ
リティチェック（ＬＤＰＣ）エンコーダを含む。ＬＤＰＣ符号化が利用されるいくつかの
実施形態において、１つのエンコーダ５１２だけが、ビット情報ストリームを符号化する
のに利用され、エンコーダパーサ５１０が回避される、又は省略される。
【００４９】
　ストリームパーサ５１６が、別個のインターリーブ及び複数のコンスタレーションポイ
ント／シンボルへのマッピングのために、１つ又は複数の符号化されたストリームを１つ
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又は複数の空間ストリームにパースする。１つの実施形態において、ストリームパーサ５
１６は、次の数式が満たされるようにＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に従って動作する。
【数１】

　ｓは、ＮＳＳ個の空間ストリームのそれぞれのコンスタレーションポイントにおいて１
つの軸に割り当てられた符号化されたビット数であり、ＮＢＰＳＣＳは、サブキャリア当
たりのビット数である。一実施形態において、各ＦＥＣエンコーダ５１２（ＢＣＣであっ
てもＬＤＰＣであっても）では、ｓ個の符号化されたビットの連続したブロックが、ラウ
ンドロビン方式で異なる空間ストリームに割り当てられる。一連のＦＥＣエンコーダ５１
２が２つ又はそれより多くのＢＣＣエンコーダを含むいくつかの実施形態において、個々
のＦＥＣエンコーダ５１２の出力が、各ラウンドロビンサイクルに合わせて交互に用いら
れる。すなわち、最初に第１のＦＥＣエンコーダ５１２のＳ個のビットがＮＳＳ個の空間
ストリームに供給され、次に第２のＦＥＣエンコーダ１０６のＳ個のビットがＮＳＳ個の
空間ストリームに供給されるなどである。ここで、
【数２】

【００５０】
　ＮＳＳ個の空間ストリームのそれぞれに対応して、セグメントパーサ５１８は、符号化
されたビットを複数のセグメントにパースする。一実施形態において、各セグメントパー
サ５１８は、ストリームパーサ５１６の出力における符号化されたビットを、データユニ
ットが生成されている通信チャネルの複数の周波数サブバンドに対応する複数のセグメン
トにパースする。単なる説明のための例として、４０ＭＨｚ幅の通信チャネルでは、各セ
グメントパーサ５１８は、ストリームパーサ５１６の出力における符号化されたビットを
、４０ＭＨｚチャネルの２つの２０ＭＨｚ周波数のサブバンドに対応する２つのセグメン
トにパースする。別の例として、一実施形態において、１６０ＭＨｚの通信チャネルでは
、各セグメントパーサ５１８は、ストリームパーサ５１６の出力における符号化されたビ
ットを、１６０ＭＨｚチャネルの２つの８０ＭＨｚ周波数サブバンドに対応する２つのセ
グメントにパースする。各セグメントパーサ５１８が、２つの出力を有する２つのセグメ
ントパーサとして図５に図示されているが、いくつかの実施形態において、各セグメント
パーサ５１８は、符号化されたビットを２より大きい数のセグメントにパースする。一実
施形態において、例えば、８０ＭＨｚ幅の通信チャネルでは、各セグメントパーサ５１８
は、ストリームパーサ５１６の出力における符号化されたビットを、８０ＭＨｚチャネル
の４つの２０ＭＨｚ周波数サブバンドに対応する４つのセグメントにパースする。別の例
として、１６０ＭＨｚの通信チャネルでは、一実施形態において、セグメントパーサ５１
８は、ストリームパーサ５１６の出力における符号化されたビットを、１６０ＭＨｚチャ
ネルの８つの２０ＭＨｚ周波数サブバンドに対応する８つのセグメントにパースする。
【００５１】
　一実施形態において、セグメントパーサ５１８は、いくつかの送信モードだけで利用さ
れ（例えば、いくつかのチャネル帯域幅だけに対応する）、他の送信モード（例えば、他
のチャネル帯域幅用）では回避される、又は省略される。例えば、一実施形態において、
セグメントパーサ５１８は、４０ＭＨｚ帯域幅を有する通信チャネル及び１６０ＭＨｚ帯
域幅を有する通信チャネルに対応する送信モードで利用され、一実施形態において、２０
ＭＨｚ帯域幅を有する通信チャネル及び８０ＭＨｚ帯域幅を有する通信チャネルに対応す
る送信モードでは回避される、又は省略される。別の例として、別の実施形態において、
セグメントパーサ５１８は、１６０ＭＨｚ帯域幅を有する通信チャネルに対応する送信モ
ードで利用され、２０ＭＨｚ帯域幅、４０ＭＨｚ帯域幅、及び８０ＭＨｚ帯域幅を有する
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通信チャネルに対応する送信モードでは回避される、又は省略される。しかし他の複数の
実施形態において、セグメントパーサ５１８は、他の適切なチャネル帯域幅に対応する送
信モードで利用される、及び／又は回避される。
【００５２】
　一実施形態において、各空間ストリーム及び各セグメントに対応する符号化されたビッ
トは、それぞれのＢＣＣインターリーバ５２０により処理される。一実施形態において、
空間ストリーム及びセグメントに対応するインターリーバ５２０は、空間ストリーム及び
セグメントの複数のビットをインターリーブし（すなわち、ビットの順序を変更し）、空
間ストリーム及びセグメント内の隣接するノイズビットの長い配列が、受信機のデコーダ
に入ることを防止する。より具体的には、インターリーバ５２０は、隣接する符号化され
たビットを周波数ドメイン又は時間ドメインの非隣接位置にマッピングする。一実施形態
において、インターリーバ５２０は各データストリームにおいて２つの周波数変換を実行
し、そして異なるストリーム上でビットを別な方法で周期的に移動する第３の変換を実行
する。様々な実施形態において、インターリーバ５２０により用いられるパラメータＮｃ

ｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔ（すなわち、それぞれ、行の数、列の数、及び周波数回転
パラメータ）は、生成されているデータユニットの帯域幅及びデータユニットを生成する
のに利用されるＦＦＴサイズに基づく、適切な値である。一実施形態において、インター
リーバ５２０による第１の変換は、隣接する符号化されたビットが、信号の非隣接サブキ
ャリア上にマッピングされることを保証する。一実施形態において、インターリーバ５２
０により実行される第２の変換は、隣接する符号化されたビットが、コンスタレーション
のあまり重要でないビット及び重要なビット上に代替的にマッピングされ、低信頼性ビッ
トの長い配列を回避することを保証する。更に、複数の空間ストリームを有する複数の実
施形態において、第３の変換がインターリーバ５２０により実行され、一実施形態におい
て、第３の変換が、それぞれの異なる空間ストリームに対して異なる周波数回転を実行す
る。
【００５３】
　一実施形態において、２０ＭＨｚ幅チャネル用に生成されているＯＦＤＭシンボルのた
めに、ＢＣＣインターリーバ５２０により利用されるパラメータＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及
びＮｒｏｔは、８０ＭＨｚ通信チャネル用のＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格によりそれぞ
れ規定されるＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔに対応する。同様に、一実施形態におい
て、４０ＭＨｚ通信チャネル用に符号化されたビットの２つのセグメントが、２つのＢＣ
Ｃインターリーバ５２０によりそれぞれ処理される一実施形態において、４０ＭＨｚ幅チ
ャネル用に生成されているＯＦＤＭシンボルのためのパラメータＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及
びＮｒｏｔは、第１の通信プロトコルの２０ＭＨｚ幅チャネル用にそれぞれ用いられるＮ

ｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔ（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により８０Ｍ
Ｈｚ通信に対して規定されたＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータ）に対応する
。その一方で、４０ＭＨｚチャネル用のＯＦＤＭシンボルが、複数の符号化されたビット
の１つのセグメントを用いて生成される（例えば、セグメントパーサ５１８が省略される
、又は回避される）一実施形態において、４０ＭＨｚ帯域幅を有する通信チャネルのため
の第１の通信プロトコルにより規定される新たな（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規
格に前もって規定されていない）Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータが利用さ
れる。一実施形態において、新たなＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータは、レ
ガシの通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）により４０ＭＨｚチャ
ネルに対して規定された対応するＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータのスケー
リング版である。例えば、例示的な一実施形態において、新たなＮｃｏｌ及びＮｒｏｗパ
ラメータは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格の４０ＭＨｚチャネルに対して規定され、少
なくともおよそｓｑｒｔ（Ｎ）でスケーリングされたＮｃｏｌ及びＮｒｏｗパラメータに
それぞれ対応する。ここでｓｑｒｔ（）は平方根関数であり、Ｎは係数で、それにより、
トーン間隔が第１の通信プロトコルの４０ＭＨｚ帯域幅用に縮小される。更に、一実施形
態において、Ｎｃｏｌ及びＮｒｏｗのうち一方又は両方は調整され、そのようなＮｃｏｌ
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及びＮｒｏｗの積は、一実施形態において、４０ＭＨｚ帯域幅のデータトーンの数に対応
する。ここでＮｒｏｔパラメータを参照すると、例示的な実施形態において、Ｎｒｏｔは
、４０ＭＨｚ帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定され、Ｎでスケー
リングされたＮｒｏｔパラメータに対応する。しかし、他の複数の実施形態において、レ
ガシの通信プロトコルにより規定された対応するパラメータと異なる、他の適切なＮｃｏ

ｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータが利用される。
【００５４】
　一実施形態において、１０２４ポイントのＩＤＦＴを有する８０ＭＨｚ幅チャネル用に
生成されているＯＦＤＭシンボルに用いられるパラメータＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒ

ｏｔ、つまり、新たな（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に前もって規定されてい
ない）Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータが利用される。一実施形態において
、新たなＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータは、一実施形態において、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａｃ規格の８０ＭＨｚ幅チャネルに対して規定された対応するパラメータ
のスケーリング版である。一例として、例示的な実施形態において、新たなＮｃｏｌ、Ｎ

ｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータは、８０ＭＨｚ帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２．１１ａ
ｃ規格により規定され、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に対するトーン間隔の縮小に比例
する係数でスケーリングされたＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔに対応する。例えば、
例示的な一実施形態において、新たなＮｃｏｌ及びＮｒｏｗパラメータは、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａｃ規格の８０ＭＨｚ帯域幅に対して規定され、少なくともおよそｓｑｒｔ（Ｎ
）でスケーリングされたＮｃｏｌ及びＮｒｏｗパラメータにそれぞれ対応する。ここでｓ
ｑｒｔ（）は平方根関数であり、Ｎは係数で、それにより、トーン間隔が第１の通信プロ
トコルの８０ＭＨｚ帯域幅用に縮小される。更に、一実施形態において、Ｎｃｏｌ及びＮ

ｒｏｗのうち一方又は両方は調整され、そのようなＮｃｏｌ及びＮｒｏｗの積は、一実施
形態において、８０ＭＨｚ帯域幅のデータトーンの数に対応する。ここでＮｒｏｔパラメ
ータを参照すると、例示的な実施形態において、Ｎｒｏｔは、８０ＭＨｚ帯域幅に対して
ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定され、ＮでスケーリングされたＮｒｏｔパラメ
ータに対応する。従って、例えば、１／４トーン間隔が８０ＭＨｚチャネルに利用される
一実施形態において、ＢＣＣインターリーバ５２０により用いられるＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ

、及びＮｒｏｔは、Ｎｃｏｌ＝５５（およそ２６×２）、Ｎｒｏｗ＝１８×ＮＢＰＳＣＳ

（２×９×ＮＢＰＳＣＳ）であり、ここでＮＢＰＳＣＳは各空間ストリームの１つのキャ
リア当たりの符号化されたビット数（利用されている変調・符号化スキーム（ＭＣＳ）に
基づく）であり、一実施形態において、空間ストリームの数（ＮＳＳ）が４より小さい又
はこれと等しい場合にＮｒｏｔ＝５８×４であり、又は空間ストリームの数（ＮＳＳ）が
４より大きい場合にＮｒｏｔ＝２８×４である。別の例として、別の実施形態において、
空間ストリームの数（ＮＳＳ）が４より小さい又はこれと等しい場合にＮｒｏｔ＝６２×
４であり、あるいは、空間ストリームの数（ＮＳＳ）が４より大きい場合にＮｒｏｔ＝３
０×４、又は３２×４である。しかし、他の複数の実施形態において、レガシの通信プロ
トコルにより規定された対応するパラメータと異なる、他の適切なＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、
及びＮｒｏｔパラメータが利用される。
【００５５】
　８０ＭＨｚ通信チャネルの異なる周波数サブバンドに対応する複数の符号化されたビッ
トの複数のセグメントが、それぞれの複数のＢＣＣインターリーバ５２０により処理され
る一実施形態において、２つのＢＣＣインターリーバ３１８により用いられるパラメータ
Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔは、サブバンドに対応するチャネルのために第１の通
信プロトコルにより規定されたＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータに対応する
。単なる一例として、８０ＭＨｚ幅チャネルのそれぞれの２０ＭＨｚサブバンドに対応す
る符号化されたビットの４つのセグメントが、４つのＢＣＣインターリーバ３１８により
処理される一実施形態において、４つのＢＣＣインターリーバ３１８により用いられるパ
ラメータＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔは、一実施形態において、第１の通信プロト
コルの２０ＭＨｚのチャネルに用いられるＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータ
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（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により８０ＭＨｚ通信チャネルに対して規定さ
れたＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータ）にそれぞれ対応する。
【００５６】
　１６０ＭＨｚ通信チャネル用の符号化されたビットの２つのセグメントが２つのＢＣＣ
インターリーバ５２０により処理される一実施形態において、２つのＢＣＣインターリー
バ５２０により用いられるパラメータＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔは、一実施形態
において、第１の通信プロトコルに規定されるように、８０ＭＨｚ通信チャネルに用いら
れるＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔ（例えば、上述されたように規定された第１の通
信プロトコルの８０ＭＨｚ通信チャネル用のＮｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメー
タ）にそれぞれ対応する。その一方で、１６０ＭＨｚチャネル用のＯＦＤＭシンボルが、
複数の符号化されたビットの１つのセグメントを用いて生成される（例えば、セグメント
パーサ５１８が回避される）一実施形態において、第１の通信プロトコルにより１６０Ｍ
Ｈｚチャネルに対して規定される新たな（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に前も
って規定されていない）Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔパラメータが利用される。
【００５７】
　図２ＢのＯＦＤＭＡデータユニット２５０などのＯＦＤＭＡデータユニット内のリソー
スユニットをインターリーバ５２０が処理する一実施形態において、インターリーバ５２
０は、ＯＦＤＭＡデータユニット内のリソースユニットのＯＦＤＭトーン数に依存する複
数のインターリーブパラメータを用いる。表１は、いくつかの実施形態において、図２Ｂ
のデータユニット２５０内のいくつかのＲＵサイズに対して、インターリーバ５２０によ
り用いられる複数のインターリーブパラメータを示す。

【表１】

【００５８】
　表１を参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、ＮＳＳ≦４の場合に５２個
のトーンを有するリソースユニットとともに用いられるパラメータＮｒｏｔの値Ｋは、そ
の実施形態に応じて、Ｋ＝１１、Ｋ＝１３、又はＫ＝９のうち１つである。更に表１を参
照すると、ＮＳＳ＞４の場合に５２個のトーンを有するリソースユニットとともに用いら
れるパラメータＮｒｏｔの値Ｋは、その実施形態に応じて、Ｋ＝５、Ｋ＝６、又はＫ＝７
のうち１つである。他の複数の実施形態において、５２個のトーンを有するリソースユニ
ットとともに用いられるパラメータＮｒｏｔの値Ｋは、他の適切な値である。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、例えば、ＬＤＰＣ符号化が利用される場合（例えば、Ｆ
ＥＣエンコーダ３１２がＬＤＰＣエンコーダである場合）、ＢＣＣインターリーバ５２０
は回避される、又は省略される。
【００６０】
　図５を引き続き参照すると、ＢＣＣインターリーバ５２０の出力（又は、ＢＣＣインタ
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ーリーバ５２０が回避される又は省略される場合には、セグメントパーサ５１８の出力）
が、コンスタレーションマッパ５２２に提供される。一実施形態において、各コンスタレ
ーションマッパ５２２は、ＯＦＤＭシンボルの異なるサブキャリア／トーンに対応するコ
ンスタレーションポイントに、一連のビットをマッピングする。より具体的には、一実施
形態において、各空間ストリーム及び各セグメントに対して、コンスタレーションマッパ
５２２は、長さｌｏｇ２（Ｍ）のどのビットシーケンスもＭ個のコンスタレーションポイ
ントの１つに移す。コンスタレーションマッパ５２２は、利用されているＭＣＳに応じて
、異なる数のコンスタレーションポイントを扱う。一実施形態において、コンスタレーシ
ョンマッパ５２２は、Ｍ＝２、４、１６、６４、２５６、及び１０２４を扱う直交振幅変
調（ＱＡＭ）マッパである。他の複数の実施形態において、コンスタレーションマッパ５
２２は、｛２、４、１６、６４、２５６、１０２４｝のセットの少なくとも２つの値から
成る異なるサブセットに等しいＭに対応する異なる変調スキームを扱う。
【００６１】
　一実施形態において、ＬＤＰＣ符号化が利用される場合、コンスタレーションマッパ５
２２の出力は、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６により処理される。いくつかの実施形態にお
いて、ＢＣＣ符号化が利用される場合（例えば、ＦＥＣエンコーダ５１２がＢＣＣエンコ
ーダである場合）、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６は回避される、又は省略される。
【００６２】
　各ＬＤＰＣトーンマッパ５２６は、トーン再マッピング機能に従って、空間ストリーム
及びセグメントに対応する複数のコンスタレーションポイントを並べ替える。トーン再マ
ッピング機能は、概して、情報ビットの連続する符号化されたビット又はブロックが、Ｏ
ＦＤＭシンボルの非連続なトーン上にマッピングされるように規定されており、これによ
り、連続したＯＦＤＭトーンが送信中に悪影響を受ける場合に、受信機でのデータ復元を
容易にしている。ＬＤＰＣトーンマッパの複数のパラメータ（例えば、「トーンマッピン
グ距離」、又は隣接するコンスタレーションポイントがマッピングされた２つのＯＦＤＭ
トーンの間の距離）は、異なる実施形態で異なってよい。一実施形態において、２０ＭＨ
ｚチャネル用に生成されているＯＦＤＭシンボルのために、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６
により用いられるトーンマッピング距離は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定さ
れる８０ＭＨｚチャネル用のトーンマッピング距離に対応する。
【００６３】
　チャネルの複数のサブバンドに対応する複数のコンスタレーションポイントの複数のセ
グメントが、複数のＬＤＰＣトーンマッパ５２６により処理される一実施形態において、
動作する複数のＬＤＰＣトーンマッパ５２６のそれぞれにより用いられるトーンマッピン
グ距離は、複数のサブバンドのそれぞれに対応するチャネルのために、第１の通信プロト
コルにより規定されたトーンマッピング距離に対応する。従って、一実施形態において、
例えば、４０ＭＨｚ帯域幅、８０ＭＨｚ帯域幅、又は１６０ＭＨｚ帯域幅の２０ＭＨｚサ
ブバンドで動作するそれぞれのＬＤＰＣエンコーダ５２６は、第１の通信プロトコルによ
り規定された２０ＭＨｚ幅チャネルのトーンマッピング距離を利用する。一実施形態にお
いて、レガシの通信プロトコルにより前もって規定されていない新たなトーンマッピング
距離が、少なくともＯＦＤＭトーンの数について規定され、このＯＦＤＭトーンの数は、
レガシの通信プロトコルで用いられるＯＦＤＭトーンの数より大きい。例えば、一実施形
態において、特定の帯域幅に対して第１の通信プロトコルにより規定されたトーンマッピ
ング距離Ｄ１は、第１の帯域幅に対してレガシの通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａｃ規格）により規定された対応するトーンマッピング距離Ｄ２のスケーリング
版である。例えば、一実施形態において、Ｄ１は少なくともおよそＮ×Ｄ２であり、ここ
でＮはトーン間隔縮小係数である。
【００６４】
　ＬＤＰＣトーンマッパ５２６が、図２ＢのＯＦＤＭＡデータユニット２５０などのＯＦ
ＤＭＡデータユニットに対応する複数のサブチャネルブロックを処理する一実施形態にお
いて、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６は、ＯＦＤＭＡデータユニット内のリソースユニット
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のサイズ（例えば、ＯＦＤＭトーン数）に依存するトーンマッピング距離Ｄを用いる。更
に、いくつかの実施形態において、トーンマッピングは、いくつかのリソースユニットサ
イズでは実行されない（例えば、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６は回避される、又は省略さ
れる）。
【００６５】
　一実施形態において、２６トーンのＲＵは、２４個のデータトーン及び２つのパイロッ
トトーンを含む。他の複数の実施形態において、２６トーンのＲＵは、他の適切な数のデ
ータトーン及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、トーンマッピングは、２
６トーンのＲＵに実行されない。別の実施形態において、トーンマッピングはＮＳＳ≦４
の場合に２６トーンのＲＵに実行されず、トーンマッピングはＮＳＳ＞４の場合に２６ト
ーンのＲＵに実行され、トーンマッピング距離は｛４、６、８｝のセットから実施形態に
応じて選択される。別の実施形態において、ＮＳＳ＞４の場合に２６トーンのＲＵ用の別
の適切なトーンマッピング距離Ｄが用いられる。
【００６６】
　一実施形態において、５２トーンのＲＵは、４８個のデータトーン及び４つのパイロッ
トトーンを含む。他の複数の実施形態において、５２トーンのＲＵは、他の適切な数のデ
ータトーン及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、トーンマッピングは、５
２トーンのＲＵに実行されない。別の実施形態において、トーンマッピングはＮＳＳ≦４
の場合に５２トーンのＲＵに実行されず、トーンマッピングはＮＳＳ＞４の場合に５２ト
ーンのＲＵに実行され、トーンマッピング距離Ｄは｛６、８、１２｝のセットから実施形
態に応じて選択される。別の実施形態において、ＮＳＳ＞４の場合に５２トーンのＲＵ用
の別の適切なトーンマッピング距離Ｄが用いられる。いくつかの実施形態において、用い
られている空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピン
グが５２トーンのＲＵに実行される。用いられている空間ストリーム又は時空間ストリー
ムの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが５２トーンのＲＵに実行されるいくつかの
実施形態において、トーンマッピング距離Ｄは｛６、８、１２｝のセットから選択される
。用いられている空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマ
ッピングが５２トーンのＲＵに実行される別の実施形態において、別の適切なトーンマッ
ピング距離Ｄが用いられる。
【００６７】
　一実施形態において、１０６トーンのＲＵは、１０２個のデータトーン及び４つのパイ
ロットトーンを含む。他の複数の実施形態において、１０６トーンのＲＵは、他の適切な
数のデータトーン及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、トーンマッピング
は、１０６トーンのＲＵに実行されない。別の実施形態において、トーンマッピングはＮ

ＳＳ≦４の場合に１０６トーンのＲＵに実行されず、トーンマッピングはＮＳＳ＞４の場
合に１０６トーンのＲＵに実行され、トーンマッピング距離Ｄは｛６、１７、３４｝のセ
ットから実施形態に応じて選択される。別の実施形態において、ＮＳＳ＞４の場合に１０
６トーンのＲＵ用の別の適切なトーンマッピング距離Ｄが用いられる。いくつかの実施形
態において、用いられている空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず
、トーンマッピングが１０６トーンのＲＵに実行される。用いられている空間ストリーム
又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが１０６トーンのＲＵに
実行されるいくつかの実施形態において、１０６トーンのＲＵのトーンマッピング距離Ｄ
は｛６、１７、３４｝のセットから選択される。用いられている空間ストリーム又は時空
間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが１０６トーンのＲＵに実行され
る別の実施形態において、別の適切なトーンマッピング距離Ｄが用いられる。
【００６８】
　一実施形態において、２４２トーンのＲＵは、２３４個のデータトーン及び８つのパイ
ロットトーンを含む。他の複数の実施形態において、２４２トーンのＲＵは、他の適切な
数のデータトーン及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、用いられている空
間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが２４２ト
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ーンのＲＵに実行され、トーン間隔距離Ｄは、８０ＭＨｚ帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２
．１１ａｃ規格により規定されたトーン間隔距離に対応している（すなわち、Ｄ＝９）。
他の複数の実施形態において、用いられている空間ストリーム又は時空間ストリームの数
ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが２４２トーンのＲＵに実行され、トーン間隔距離
Ｄは、｛１８、２６、３６、３９、５２、７８｝のセットから選択される。用いられてい
る空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが２４
２トーンのＲＵに実行される別の実施形態において、別の適切なトーンマッピング距離Ｄ
が用いられる。
【００６９】
　一実施形態において、４８４トーンのＲＵは、４６８個のデータトーン及び１６個のパ
イロットトーンを含む。他の複数の実施形態において、４８４トーンのＲＵは、他の適切
な数のデータトーン及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、用いられている
空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが４８４
トーンのＲＵに実行される。一実施形態において、４８４個のトーンは２つのセグメント
を用いて生成され、トーン間隔距離は、８０ＭＨｚ帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２．１１
ａｃ規格により規定され、複数のセグメントのそれぞれに用いられるトーン間隔距離Ｄに
対応する（すなわち、Ｄ＝９）。別の実施形態において、４８４個のトーンは１つのセグ
メントを用いて生成される。いくつかのそのような実施形態において、用いられている空
間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが実行され
、トーンマッピング距離Ｄは、｛９、１８、２６、３６、３９、５２、７８｝のセットか
ら選択される。４８４個のトーンが１つのセグメントとして生成される別の実施形態にお
いて、別の適切なトーンマッピング距離Ｄが用いられる。
【００７０】
　一実施形態において、９９６トーンのＲＵは、９８０個のデータトーン及び１６個のパ
イロットトーンを含む。他の複数の実施形態において、９９６トーンのＲＵは、他の適切
な数のデータトーン及びパイロットトーンを含む。様々な実施形態において、用いられて
いる空間ストリーム又は時空間ストリームの数ＮＳＳに関わらず、トーンマッピングが９
９６トーンのＲＵに実行され、トーンマッピング距離Ｄは、｛３５、４９、７０、９８｝
のセットから選択される。別の実施形態において、別の適切なトーンマッピング距離Ｄが
用いられる。
【００７１】
　それぞれの空間ストリームに対応する複数のＬＤＰＣトーンマッパ５２６の複数の出力
（あるいは、ＬＤＰＣトーンマッパ５２６が回避される、又は省略される場合は、それぞ
れの空間ストリームに対応する複数のコンスタレーションマッパ５２２の複数の出力）が
、それぞれのセグメントデパーサ５２８に提供される。各セグメントデパーサ５２８は、
空間ストリームに対応する複数のＬＤＰＣトーンマッパ５２６（あるいは、ＬＤＰＣトー
ンマッパ５２６が回避される、又は省略される場合は、コンスタレーションマッパ５２２
）の複数の出力をマージする。
【００７２】
　時空間ブロック符号化（ＳＴＢＣ）ユニット５３０は、１つ又は複数の空間ストリーム
に対応する複数のコンスタレーションポイントを受信し、複数の空間ストリームを時空間
ストリームの数（ＮＳＴＳ）に広げる。いくつかの実施形態において、ＳＴＢＣユニット
５３０は省略される。巡回シフトダイバーシティ（ＣＳＤ）ユニット５３２が、ＳＴＢＣ
ユニット５３０に連結されている。ＣＳＤユニット５３２は、意図しないビームフォーミ
ングを防止すべく、（１つより多い時空間ストリームがある場合）複数の時空間ストリー
ムのうち１つを除いて全てに巡回シフトを挿入する。説明しやすくするために、複数のＣ
ＳＤユニット５３２への複数の入力は、ＳＴＢＣユニット５３０が省略された複数の実施
形態においても時空間ストリームと呼ばれる。
【００７３】
　空間マッピングユニット５３６は、ＮＳＴＳ個の時空間ストリームをＮＴＸ個の送信チ
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ェーンにマッピングする。様々な実施形態において、空間マッピングは、１）ダイレクト
マッピング：各時空間ストリームの複数のコンスタレーションポイントが複数の送信チェ
ーン上に直接マッピングされる（すなわち、１対１のマッピング）、２）空間拡張：全て
の時空間ストリームの複数のコンスタレーションポイントの複数のベクトルが行列積によ
って拡張され、複数の送信チェーンへの複数の入力を生成する、３）ビームフォーミング
：全ての時空間ストリームのコンスタレーションポイントの各ベクトルが複数のステアリ
ングベクトルの行列を乗じて、複数の送信チェーンへの複数の入力を生成する、のうち１
つ又は複数を含む。空間マッピングユニット５３６の各出力は１つの送信チェーンに対応
し、空間マッピングユニット５３６の各出力は、複数のコンスタレーションポイントから
成るブロックを時間ドメイン信号に変換するＩＤＦＴ計算ユニット５４０（例えば、逆高
速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）計算ユニット）により処理される。ＰＨＹ処理ユニット５０
０がＯＦＤＭＡデータユニットの複数の受信機に対応する複数の処理経路５０１を含む一
実施形態において、各ＩＤＦＴ計算ユニット５４０は、複数の処理経路５０１の複数の出
力に対応する複数の入力を含む。この実施形態において、各ＩＤＦＴ計算ユニット５４０
は、全ての受信機に対してＯＦＤＭＡデータユニットによってＩＤＦＴを一緒に実行する
。
【００７４】
　一実施形態において、複数のＩＤＦＴユニット５４０の複数の出力は複数のＧＩ挿入・
ウィンドウユニット５４４に提供され、複数のＧＩ挿入・ウィンドウユニット５４４は、
ＯＦＤＭシンボルの循環拡張であるガードインターバル（ＧＩ）部分を複数のＯＦＤＭシ
ンボルの先頭に追加し、複数のＯＦＤＭシンボルの複数の端を滑らかにしてスペクトル遅
延を増大させる。複数のＧＩ挿入・ウィンドウユニット５４４の複数の出力は、信号をア
ナログ信号に変換し、送信のために信号をＲＦ周波数にアップコンバートする複数のアナ
ログ・無線周波数（ＲＦ）ユニット５４８に提供される。様々な実施形態及び／又はシナ
リオにおいて、信号は、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、又は１６０ＭＨｚ帯域幅
のチャネル（例えば、一実施形態において、ユニット５４０で、それぞれ２５６、５１２
、１０２４、２０４８ポイントのＩＤＦＴに対応し、ＩＤＦＴサイズに関わらず一定のク
ロックレートを利用する）で送信される。他の複数の実施形態において、他の適切なチャ
ネル帯域幅（及び／又はＩＤＦＴサイズ）が利用される。
【００７５】
　様々な実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット５００は、様々な適切な数の送信チェー
ン（例えば、１、２、３、４、５、６、７など）を含む。更に、いくつかのシナリオにお
いて、ＰＨＹ処理ユニット５００は、全ての送信チェーンを利用しない。説明のための例
に過ぎないが、ＰＨＹ処理ユニット５００が４つの送信チェーンを含む一実施形態におい
て、例えば、２つの空間ストリームだけが利用されている場合、ＰＨＹ処理ユニット５０
０は、２つの送信チェーンだけ、又は３つの送信チェーンだけを利用してよい。
【００７６】
　ＰＨＹ処理ユニット５００において、各送信チェーンは、通信チャネル全体に広がる（
例えば、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚなどに広がる）送信信号を
生成するよう構成されている。しかし他の複数の実施形態において、ネットワークインタ
フェースデバイス（例えば、ネットワークインタフェースデバイス１６、及び／又はネッ
トワークインタフェースデバイス２７）は、通信チャネルの複数の異なる部分に対応する
複数の無線周波数（ＲＦ）部分を含む。例えば、複数の部分が用いられ、説明のための例
に過ぎないが、ネットワークインタフェースデバイスは、４０ＭＨｚ幅通信チャネルの第
１の２０ＭＨｚ幅部分に対応する第１のＲＦ部分、及び４０ＭＨｚ幅通信チャネルの第２
の２０ＭＨｚ幅部分に対応する第２のＲＦ部分を含む。単なる別の例として、別の実施形
態において、ネットワークインタフェースデバイスは、１６０ＭＨｚ幅通信チャネルの第
１の８０ＭＨｚ幅部分に対応する第１のＲＦ部分、及び１６０ＭＨｚ幅通信チャネルの第
２の8０ＭＨｚ幅部分に対応する第２のＲＦ部分を含む。
【００７７】
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　図６は、一実施形態に従って、図２Ａのデータユニット２００又は図２Ｂのデータユニ
ット２５０など、第１の通信プロトコルに準拠するデータユニットを生成するよう構成さ
れた例示的なＰＨＹ処理ユニット６００の送信部のブロック図である。図１を参照すると
、１つの実施形態において、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０及びクライアントステー
ション２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９はそれぞれ、ＰＨＹ処理ユニット６００に類似
する、又はこれと同一である。ＰＨＹ処理ユニット６００は、図５のＰＨＹ処理ユニット
５００に類似しており、ＰＨＹ処理ユニット５００の同一の要素のうち多くを含む。ＰＨ
Ｙ処理ユニット５００と同じ番号の要素のうち少なくともいくつかは、単に簡潔にするた
めに詳細に論じられることはない。
【００７８】
　一実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット６００は、セグメントパーサ４０２により生
成された複数のセグメントの各セグメントに対応する、従って、通信チャネルの各周波数
サブバンドに対応するそれぞれの処理ユニット５０８を含む。例えば、第１の処理ユニッ
ト５０８は、通信チャネルの第１の周波数サブバンドに対応し、第２の処理ユニットは、
通信チャネルの第２の周波数サブバンドに対応する。更に、ＰＨＹ処理ユニット６００は
、セグメントデパーサを利用しない。
【００７９】
　単なる一例として、４０ＭＨｚの幅を有する通信チャネルに対応する送信モードにおい
て、第１の処理ユニット６０２ａは、第１の２０ＭＨｚ周波数サブバンドに対応してよく
、第２の処理ユニット６０２ｂは、通信チャネルの第２の２０ＭＨｚ周波数サブバンドに
対応してよい。単なる別の例として、１６０ＭＨｚの幅を有する通信チャネルに対応する
送信モードにおいて、第１の処理ユニット６０２ａは、第１の８０ＭＨｚ周波数サブバン
ドに対応してよく、第２の処理ユニット６０２ｂは、通信チャネルの第２の８０ＭＨｚ周
波数サブバンドに対応してよい。いくつかの実施形態及び／又はシナリオにおいて、第１
の周波数サブバンドは、第２の周波数サブバンドと隣接している。しかし、他の複数の実
施形態及び／又はシナリオにおいて、第１の周波数サブバンドは、第２の周波数サブバン
ドと隣接していない。例えば、一実施形態において、第１の周波数サブバンドと第２の周
波数サブバンドとの間の周波数にギャップが存在してよく、通信チャネルは、第１の周波
数サブバンドの帯域幅及び第２の周波数サブバンドの帯域幅の合計に等しい累積帯域幅を
有する。
【００８０】
　第１の処理ユニット６０２ａは、各空間ストリームに対して、それぞれのＢＣＣインタ
ーリーバ５２０（ＢＣＣインターリーバ５２０が省略されていない場合）、それぞれのコ
ンスタレーションマッパ５２２、及びそれぞれのＬＤＰＣトーンマッパ５２６（ＬＤＰＣ
トーンマッパ５２６が省略されていない場合）を含む。第１の処理ユニット６０２ａは、
ＳＴＢＣユニット５３０、ＣＳＤユニット５３２、及び空間マッピングユニット５３６を
更に含む。空間マッピングユニット５３６の複数の出力を参照すると、第１の処理ユニッ
ト６０２ａの空間マッピングユニット５３６の各変調データ出力は、それぞれの送信チャ
ネルに対応し、通信チャネルの１つの部分にも対応する。単に説明のための例として、１
６０ＭＨｚ通信チャネルが利用される一実施形態及び／又は送信モードにおいて、各空間
ストリームに対応する第１の送信チェーンに提供される変調データ出力は、１６０ＭＨｚ
通信チャネルの第１の８０ＭＨｚ部分に対応する。上記の説明のための例を続けると、一
実施形態において、各空間ストリームに対応する第２の送信チェーンに提供される変調デ
ータ出力は、１６０ＭＨｚ通信チャネルの第２の８０ＭＨｚ部分に対応する。
【００８１】
　各ＩＤＦＴ計算ユニット５４０により処理される複数のコンスタレーションポイントか
ら成るブロックは、通信チャネルのそれぞれの部分に対応する全てのサブキャリアに対応
する。従って、例示的な実施形態及び／又は１６０ＭＨｚ通信チャネルが利用される送信
モードにおいて、各ＩＤＦＴ計算ユニット５４０は、通信チャネルの８０ＭＨｚ帯域幅部
分の１０２４個のサブキャリアに対応する１０２４ポイントのＩＤＦＴを実行する。一実



(23) JP 6624754 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

施形態において、各ブロック５４８により出力される信号は、通信チャネルのそれぞれの
帯域幅部分だけ（例えば、１６０ＭＨｚ幅通信チャネルのそれぞれの８０ＭＨｚ幅部分）
に広がる。
【００８２】
　図７～図９は、いくつかの実施形態において、第１の通信プロトコルに従って生成され
るＯＦＤＭシンボルに対応するトーンマップの図である。いくつかの実施形態において、
ＰＨＹユニット２０（図１）は、図７～図９の複数のＯＦＤＭシンボルのうち１つ、又は
別の適切なＯＦＤＭシンボルなどのＯＦＤＭシンボルを生成するよう構成されている。い
くつかの実施形態において、ＰＨＹユニット２０（図１）は、チャネル状況、送信される
ＯＦＤＭシンボルを受信するデバイスの能力などに応じて、図７～図９の複数のＯＦＤＭ
シンボル、又は他の適切なＯＦＤＭシンボルなどの異なるＯＦＤＭシンボルを生成するよ
う構成されている。
【００８３】
　図７は、一実施形態による、２０ＭＨｚ幅チャネルに対応するＯＦＤＭシンボル７００
のトーンマップの図である。一実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００は、ＩＥＥＥ
８０２．１１ａｃ規格により規定されたトーン間隔と比較して、４倍に縮小されたトーン
間隔（１／４トーン間隔）を有する２５６個のＯＦＤＭトーンを含む。ＯＦＤＭシンボル
７００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格において８０ＭＨｚ通信チャネル用に規定され
たのと同じフォーマットを有する。
【００８４】
　一実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００の２５６個のトーンは、－１２８から＋
１２７まで索引付けされている。２５６個のトーンは、１１個のガードトーン、３つの直
流（ＤＣ）トーン、複数のデータトーン、及び複数のパイロットトーンを含む。一実施形
態において、６つの最下位周波数トーン及び５つの最上位周波数トーンはガードトーンで
あり、これらはフィルタの立ち上がり（ｒａｍｐ　ｕｐ）及び立ち下がり（ｒａｍｐ　ｄ
ｏｗｎ）のために提供されている。一実施形態において、第１の通信プロトコルに準拠す
るＯＦＤＭシンボルに含まれるガードトーンの数は、対応する帯域幅に対してＩＥＥＥ８
０２．１１ａｃ規格により規定されたガードトーンの数に対してスケーリングされ、その
結果、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定された対応するガードバンドと少なくと
も実質的に同じ周波数のガードバンドが保持される。例えば、第１の通信プロトコルに準
拠するＯＦＤＭシンボルの各帯域端におけるガードトーンの数は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａｃ規格により規定されたガードトーンの数に対応する。
【００８５】
　別の実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００に含まれるガードトーンの数は、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｃ規格により８０ＭＨｚ帯域幅に対して規定されたガードトーンの数
より大きい。例えば、ＯＦＤＭシンボルのガードトーンの数は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ
ｃ規格に対してトーン間隔が１／Ｎ倍に縮小される場合、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格
により規定されたガードトーンの数に対して、スケーリング係数Ｎでスケーリングされる
。従って、一実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたトーン
間隔と比較すると、例えば、１／４トーン間隔を有するＯＦＤＭシンボルでは、ＯＦＤＭ
シンボルの帯域端におけるガードトーンの数は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規
定された、対応する帯域端におけるガードトーンの数に４を乗じたものに対応する。従っ
て、この実施形態において、下位帯域端及び上位帯域端におけるガードトーンの数は、［
６、５］×４に対応する。別の実施形態において、各帯域端におけるガードトーンの数は
、Ｎより小さい係数でスケーリングされる。例えば、いくつかの実施形態において、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠するＯＦＤＭシンボルを送信／受信するのに用いられる
フィルタリングと比較して、より厳しいフィルタリングが、第１の通信プロトコルに準拠
するＯＦＤＭシンボルを送信／受信するのに用いられる。一般的に言って、様々な実施形
態において、第１の通信プロトコルに準拠するＯＦＤＭシンボルのガードトーンの数は、
［６、５］×Ｎより小さい又はこれと等しい。より具体的な例として、第１の通信プロト
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コルに準拠するＯＦＤＭシンボルの左の帯域端（ＮＧ　ｌｅｆｔ）におけるガードトーン
の数は、２≦ＮＧ　ｌｅｆｔ≦６×Ｎの範囲内にあり、第１の通信プロトコルに準拠する
ＯＦＤＭシンボルの右の帯域端（ＮＧ　ｒｉｇｈｔ）におけるガードトーンの数は、３≦
ＮＧ　ｒｉｇｈｔ≦５×Ｎの範囲内にある。更に、一実施形態において、第１の通信プロ
トコルに準拠するＯＦＤＭシンボルのガードトーンの数、ＮＧ　ｌｅｆｔ及びＮＧ　ｒｉ

ｇｈｔは、ＮＧ　ｒｉｇｈｔ＝ＮＧ　ｌｅｆｔ＋１が満たされる条件になっている。
【００８６】
　改めて図７を参照すると、ＯＦＤＭシンボル７００の索引－１、０、及び＋１のトーン
はＤＣトーンであり、これらは無線周波数の干渉を軽減するために提供されている。図７
の実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００に含まれるＤＣトーンの数（すなわち３つ
のＤＣトーン）は、２０ＭＨｚチャネルに対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規
定されたＤＣトーンの数に対応する。一実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規
格により規定されたトーン間隔と比較してＯＦＤＭシンボル７００のトーン間隔がより小
さいことに起因し、第１の通信プロトコルは、送信機－受信機（Ｔｘ－Ｒｘ）最大許容周
波数オフセットを規定する。このオフセットは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で規定さ
れたＴｘ－Ｒｘ許容周波数オフセットより小さい。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規
格により規定されたＴｘ－Ｒｘ最大許容周波数オフセットは、±４０百万分率（ｐｐｍ）
であるが、第１の通信プロトコルは、例えば、±２０百万分率（ｐｐｍ）など、より小さ
いＴｘ－Ｒｘ最大許容周波数オフセットを規定する。更に又は代替的に、いくつかの実施
形態において、ＯＦＤＭシンボル７００は、３つのＤＣトーンより大きい数のＤＣトーン
を含む。例えば、一実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００は５つのＤＣトーンを含
む。他の複数の実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００は、他の適切な数（例えば、
１、７、９、１１など）のＤＣトーンを含む。ＯＦＤＭシンボル７００において、ＤＣト
ーンの数をより大きくする（例えば、５つのＤＣトーン）ことで、第１の通信プロトコル
は、少なくともＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたものと実質的に同一のＴ
ｘ－Ｒｘ最大許容周波数オフセット要件（すなわち、＋／－４０百万分率（ｐｐｍ））を
保持することが可能となり、また１／４トーン間隔などの縮小トーン間隔を利用すること
も可能である。
【００８７】
　図７を引き続き参照すると、図示された実施形態において、ＯＦＤＭシンボル７００は
、トーン索引｛±１１７、±８９、±７５、±３９、±１１｝に１０個のパイロットトー
ンを含む。一実施形態において、パイロットトーンは、例えば、周波数オフセット推定に
用いられる。この実施形態において、ＯＦＤＭ７００のパイロットトーンの数及び位置は
、８０ＭＨｚ帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたパイロット
トーンの数及び位置に対応する。別の実施形態において、第１の通信プロトコルに準拠す
るＯＦＤＭシンボルのパイロットトーンの数は、対応する帯域幅に対してＩＥＥＥ８０２
．１１ａｃ規格で規定されたパイロットの数に対応する。従って、一実施形態において、
特定の帯域幅に対応し且つ第１の通信プロトコルに準拠するＯＦＤＭシンボルは、特定の
帯域幅に対応し且つＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠するＯＦＤＭシンボルと比較し
てより大きい数のＯＦＤＭトーンを含むが、第１の通信プロトコルに準拠するＯＦＤＭシ
ンボルは、同じ帯域幅に対応し且つＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠するＯＦＤＭシ
ンボルと同じ数のパイロットトーンを含む。一実施形態において、パイロットトーンの位
置は、トーン間隔がＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に対して１／Ｎ倍に縮小された場合、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格の対応する帯域幅に対して規定され、スケーリング係数Ｎ
でスケーリングされたパイロットトーン位置に対応する。単なる一例として、別の実施形
態において、２０ＭＨｚ幅チャネルに対応し且つ１／４トーン間隔を有する第１の通信プ
ロトコルに準拠するＯＦＤＭシンボル７００は、索引｛±２８、±８４｝に位置する４つ
のパイロットトーンを含む。単なる別の例として、一実施形態において、４０ＭＨｚ幅チ
ャネルに対応し且つ１／４トーン間隔を有する第１の通信プロトコルに準拠するＯＦＤＭ
シンボルは、５１２個のＯＦＤＭトーンを含み、そのうち６つトーンが、索引｛±４４、
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±１００、±２１２｝に位置するパイロットトーンである。
【００８８】
　更に図７を参照すると、一実施形態において、ＤＣトーン、ガードトーン、又はパイロ
ットトーンとして用いられていないトーンマップ７００のＯＦＤＭトーンは、データトー
ンとして用いられている。いくつかの実施形態において、データトーンとして用いられる
ＯＦＤＭトーンの数は、データトーンの数が３及び６で割り切れるように選択されている
。そのような複数の実施形態において、ＯＦＤＭシンボルは、第１の通信プロトコルによ
り規定された全ての又は大部分の変調・符号化スキームに対して、ＯＦＤＭシンボル当た
りの整数のデータビット数（ＮＤＢＰＳ）を含む。一実施形態において、データビットを
符号化するのにＢＣＣ符号化が用いられる場合、整数のＮＤＢＰＳが必要とされる、又は
望まれる。その一方で、一実施形態において、ＬＤＰＣ符号化が用いられる場合、整数の
ＮＤＢＰＳは必要とされず、任意の適切な数のＯＦＤＭトーンがデータトーンとして用い
られ得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、第１の通信プロトコルは、少なくともＢＣＣ符号化が利
用されている場合、整数のＮＤＢＰＳをもたらさないＭＣＳを対象から除外する。別の実
施形態において、第１の通信プロトコルは、１つ又は複数のＢＣＣエンコーダを用いて、
又はＬＤＰＣエンコーダを用いて非整数のＮＤＢＰＳが符号化されることを可能にする適
切な技術を利用する。１つ又は複数ＢＣＣエンコーダを用いて非整数のＮＤＢＰＳを符号
化するためのいくつかの実施形態において用いられるいくつかの例示的な技術は、例えば
、２０１１年９月２７日に出願された「通信システムのパース及び符号化方法（Ｐａｒｓ
ｉｎｇ　ａｎｄ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　ａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という名称の米国特許出願第１３／２４６，５７７号に説明さ
れており、これは、その全体の参照により本明細書に組み込まれる。ＬＤＰＣエンコーダ
を用いて非整数のＮＤＢＰＳを符号化するためのいくつかの実施形態において用いられる
いくつかの例示的な技術は、例えば、２０１２年４月４日に出願された「通信システムの
データ符号化方法（Ｄａｔａ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　ａ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）」という名称の米国特許出願第１３／４３９，６２
３号に説明されており、これは、その全体の参照により本明細書に組み込まれる。一実施
形態において、ＢＣＣ符号化は第１の通信プロトコルにおいて用いられず、ＬＤＰＣ符号
化だけが認められている。
【００９０】
　図８は、一実施形態による、４０ＭＨｚ幅チャネルに対応するＯＦＤＭシンボル８００
のトーンマップの図である。一実施形態において、ＯＦＤＭシンボル８００は、－２５６
から＋２５５まで索引付けされた５１２個のトーンを含む。５１２個のトーンは、ガード
トーン、ＤＣトーン、データトーン、及びパイロットトーンを含む。１２個の最下位周波
数トーン、及び１１個の最上位周波数トーンはガードトーンである。－１から＋１まで索
引付けされた３つのトーンはＤＣトーンである。ＯＦＤＭシンボル８００は、４８６個の
データ／パイロットトーンを含み、そのうち６つのトーンが、４０ＭＨｚ幅チャネルに対
してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたパイロットトーンである。図示され
た実施形態において、パイロットトーン位置は、４０ＭＨｚ幅チャネルに対してＩＥＥＥ
８０２．１１ａｃ規格により規定され、４倍にスケーリングされたパイロットトーン位置
に対応する。具体的には、図示された実施形態において、パイロットトーンは、索引｛±
４４、±１００、±２１２｝に位置する。ＯＦＤＭシンボル８００は４８０個のデータト
ーンを含む。従って、データトーンの数は、３、４、及び６で割り切れる。結果として、
一実施形態において、第１の通信プロトコルにより規定された全ての又は大部分の変調・
符号化スキームに対して、整数のＮＤＢＰＳという要件が満たされる。ＩＥＥＥ８０２．
１１ａｃ規格に従った４０ＭＨｚ幅チャネルのデータトーン効率が、およそ８４．３８％
（１０８個のデータトーン／１２８個の合計トーン）であるのに対して、図示された実施
形態において、ＯＦＤＭシンボル８００のデータトーン効率は、およそ９３．７５％（４
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８０個のデータトーン／５１２個の合計トーン）である。
【００９１】
　単なる別の例として、一実施形態において、８０ＭＨｚに対応するＯＦＤＭシンボルは
、５１２のＩＤＦＴサイズに対応し、５１２個のトーンを含む。従って、この実施形態に
おいて、ＯＦＤＭシンボルは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたトーン間
隔に対して１／２トーン間隔を利用する。－５１２から５１１まで索引付けされた５１２
個のトーンは、ガードトーン、ＤＣトーン、データトーン、及びパイロットトーンを含む
。１１個の最下位周波数トーン、及び１２個の最上位周波数トーンはガードトーンである
。－１から＋１まで索引付けされた３つのトーンはＤＣトーンである。ＯＦＤＭシンボル
は、８０ＭＨｚ幅チャネルに対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されるよう
に、８つのパイロットトーンを含む。一実施形態において、パイロットトーン位置は、８
０ＭＨｚ幅チャネルに対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定され、２倍にスケ
ーリングされたパイロットトーン位置に対応する。具体的には、一実施形態において、パ
イロットトーンは、索引｛±２２、±７８、±１５０、±２０６｝に位置する。ＯＦＤＭ
シンボルは４８０個のデータトーンを含む。ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に従った８０
ＭＨｚ幅チャネルのデータトーン効率が、およそ９１．４１％（２３４個のデータトーン
／２５６個の合計トーン）であるのに対して、一実施形態において、８０ＭＨｚに対応し
、５１２のＩＤＦＴサイズに対応し、５１２個のトーンを含むもののデータトーン効率は
、およそ９３．７５％（４８０個のデータトーン／５１２個の合計トーン）である。
【００９２】
　図９は、一実施形態による、８０ＭＨｚ幅チャネルに対応するＯＦＤＭシンボル９００
のトーンマップの図である。一実施形態において、ＯＦＤＭシンボル９００は、－５１２
から＋５１１まで索引付けされた１０２４個のトーンを含む。１０２４個のトーンは、ガ
ードトーン、ＤＣトーン、データトーン、及びパイロットトーンを含む。１２個の最下位
周波数トーン、及び１１個の最上位周波数トーンはガードトーンである。－１から＋１ま
で索引付けされた３つのトーンはＤＣトーンである。ＯＦＤＭシンボル９００は、９９８
個のデータ／パイロットトーンを含み、そのうち８つのトーンが、８０ＭＨｚ幅チャネル
に対してＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定されたパイロットトーンである。図示
された実施形態において、パイロットトーン位置は、８０ＭＨｚ幅チャネルに対してＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定され、４倍にスケーリングされたパイロットトーン
位置に対応する。具体的には、図示された実施形態において、パイロットトーンは、索引
｛±４４、±１５６、±３００、±４１２｝に位置する。ＯＦＤＭシンボル９００は９９
０個のデータトーンを含む。従って、この実施形態において、データトーンの数は３及び
６で割り切れる。結果として、一実施形態において、第１の通信プロトコルにより規定さ
れた全ての又は大部分の変調・符号化スキームに対して、整数のＮＤＢＰＳという要件が
満たされる。ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に従った８０ＭＨｚ幅チャネルのデータトー
ン効率が、およそ９１．４１％（２３４個のデータトーン／２５６個の合計トーン）であ
るのに対して、図示された実施形態において、ＯＦＤＭシンボル９００のデータトーン効
率は、およそ９６．６８％（９９０個のデータトーン／１０２４個の合計トーン）である
。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、４０ＭＨｚチャネルのＯＦＤＭシンボルは、２０ＭＨｚ
のＯＦＤＭシンボルを２つ連結したものに対応する。例えば、一実施形態によれば、４０
ＭＨｚ幅チャネルのＯＦＤＭシンボルは、５１２のＩＤＦＴサイズ（又は１２８のＩＤＦ
Ｔが２つ）に対応する。一実施形態において、４０ＭＨｚ幅チャネルのＯＦＤＭシンボル
は、図７の２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル７００を２つ連結したものに対応する。同様に
、例示的な実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネルのＯＦＤＭシンボルは、８０ＭＨ
ｚのＯＦＤＭシンボルを２つ連結したものに対応する。例えば、例示的な実施形態におい
て、１６０ＭＨｚ幅チャネルのＯＦＤＭシンボルは、図９の８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボ
ル９００を２つ連結したものに対応する。代替的に、別の実施形態において、１６０ＭＨ
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ｚ幅チャネルに対応するＯＦＤＭシンボルが、符号化されたビットの１つのセグメント、
及び２０４８のＩＤＦＴサイズ（１／２トーン間隔を利用するＯＦＤＭシンボルを使用）
又は１０２４のＩＤＦＴサイズ（１／２トーン間隔を利用するＯＦＤＭシンボルを使用）
を用いて生成される。一実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネルに対応し、符号化さ
れたビットの１つのセグメントを用いて生成されるＯＦＤＭシンボルは、ガードトーン、
ＤＣトーン、及びパイロットトーンを含む。一実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネ
ルに対応し、第１の通信プロトコルの１つのセグメントフォーマットに準拠するＯＦＤＭ
シンボルは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠する１６０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル
と比較して、より少ないパイロットトーンを含む。例えば、１６０ＭＨｚ幅チャネルに対
応し、第１の通信プロトコルの１つのセグメントフォーマットに準拠するＯＦＤＭシンボ
ルは、１６０ＭＨｚ帯域幅全体に少なくともほぼ均等に間隔を空けて配置された１０個の
パイロットトーンを含む。一実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネルに対して第１の
通信プロトコルにより規定されたパイロットトーン位置は、４で割り切れる。しかし別の
実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネルに対して第１の通信プロトコルにより規定さ
れたパイロットトーン位置は、必ずしも４で割り切れるわけではない。
【００９４】
　単なる一例として、一実施形態において、１６０ＭＨｚ幅チャネル、及び２０４８のＩ
ＤＦＴサイズ（１／４トーン間隔）に対応するＯＦＤＭシンボルは、２０４８個のトーン
を含む。－１０２４から１０２３まで索引付けされた２０４８個のトーンは、ガードトー
ン、ＤＣトーン、データトーン、及びパイロットトーンを含む。１３個の最下位周波数ト
ーン、及び１２個の最上位周波数トーンはガードトーンである。－１から＋１まで索引付
けされた３つのトーンはＤＣトーンである。一実施形態において、２０４８個のトーンは
１０個のパイロットトーンを更に含む。一実施形態において、１０個のパイロットトーン
は、１６０ＭＨｚ帯域幅にわたり少なくともほぼ均等に間隔を空けて配置されている。一
実施形態において、１０個のパイロットトーンのパイロットトーン位置は４で割り切れる
。しかし別の実施形態において、１０個のパイロットトーンのパイロットトーン位置は、
必ずしも４で割り切れるわけではない。一実施形態において、２０４８個のトーンは２０
１０個のデータトーンを含む。この実施形態において、データトーンの数は３及び６で割
り切れる。この実施形態において、データトーン効率はおよそ９８．１４％（２０１０個
のデータトーン／２０４８個の合計トーン）である。
【００９５】
　図１０は、一実施形態に従って、ＡＰ１４がクライアントステーション（例えば、クラ
イアントステーション２５－１）にＯＦＤＭ変調を介して送信するよう構成されている、
ＰＨＹデータユニット１０００の図である。一実施形態において、クライアントステーシ
ョン２５－１も、データユニット１０００をＡＰ１４に送信するよう構成されている。一
実施形態において、図５のＰＨＹ処理ユニット５００、又は図６のＰＨＹ処理ユニット６
００などのＰＨＹ処理ユニットは、データユニット１０００を生成するよう構成されてい
る。しかし他の複数の実施形態において、データユニット１０００は、図５のＰＨＹ処理
ユニット５００、又は図６のＰＨＹ処理ユニット６００と異なるＰＨＹ処理ユニットによ
り生成される。
【００９６】
　ＯＦＤＭデータユニット１０００は、図２ＡのＯＦＤＭデータユニット２００と類似し
ており、図２ＡのＯＦＤＭデータユニット２００の同一の要素のうち多くを含む。図２Ａ
のＯＦＤＭデータユニット２００と同じ番号の要素のうち少なくともいくつかは、単に簡
潔にするために詳細に論じられることはない。更に、ＯＦＤＭデータユニット１０００は
、信号拡張（ＳＥ）フィールド１００２を含む。図示された実施形態において、ＳＥフィ
ールド１００２はデータフィールド２０４に続く。一実施形態において、ＳＥフィールド
１００２は、データユニット１０００の受信機が、データユニット１０００の受信に成功
した（又は失敗した）ことを知らせる確認応答を送信する前に、データユニット１０００
の末端を復号するのに用い得る余分の時間を提供する。例えば、一実施形態において、第
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１の通信に従って、１６μｓのショートフレーム間隔（ＳＩＦＳ）などの一定期間後に、
受信デバイスは確認応答信号を送信する。しかし、少なくともいくつかの実施形態及び／
又はシナリオにおいて、第１の通信プロトコルの縮小トーン間隔及びより高いデータ効率
に起因して、受信デバイスは、データユニット１０００のデータフィールド２４０の各Ｏ
ＦＤＭシンボルの相対的により大きい数のビットを処理して復号する必要がある。特に、
データユニット１０００が相対的により大きい帯域幅（例えば、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨ
ｚなど）に対応する送信モード、及び／又は、相対的により大きい変調オーダー及び／又
は相対的に高い符号化レート（「高次のＭＣＳ」）の変調・符号化スキーム（ＭＣＳ）を
用いる送信モードで送信される場合がそうである。一実施形態において、ＳＥフィールド
１００２は、データユニット１０００の末端の後の一定期間（例えば、ＳＩＦＳ）が終了
する前に、受信デバイスがデータ部２４０のＯＦＤＭシンボルを処理して復号し、確認応
答フレームを準備することを可能にすべく、十分に長い時間を提供するのに適切な長さで
ある。一実施形態において、受信機は、例えば、推定的にデータユニット１０００を受信
する前、又はデータユニット１０００のプリアンブル（例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィー
ルド２２０及び／又はＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド２３５）を復号した後に、データユニ
ット１０００のＳＥフィールド１００２の存在及び長さを認識する。更に、一実施形態に
おいて、Ｌ－ＳＩＧフィールド２１５の後の、データユニット１０００の長さを示すＬ－
ＳＩＧフィールド２１５の長さ表示が、ＳＥフィールド１００２を含む長さを示す。しか
し受信デバイスは、一実施形態において、ＳＥフィールド１００２を処理及び／又は復号
する必要はない。
【００９７】
　一実施形態において、ＳＥフィールド１００２は一連の「ゼロ」ビットを含む。別の実
施形態において、ＳＥフィールド１００２は、任意の適切な「ジャンク」ビットを含む。
一実施形態において、ＳＥフィールド１００２のジャンクビットは、データ部２４０にあ
るのと同じＰＡＰＲを保持すべく提供される。一実施形態において、ＳＥフィールド１０
０２は、標準的なトーン間隔及び０．８μｓの標準ガードインターバルを用いて生成する
１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含む。この実施形態において、ＳＥフィールド１００
２の１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルのそれぞれの時間長は４μｓである。しかし他の複
数の実施形態において、ＳＥフィールド１００２の１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルは、
標準的なトーン間隔と異なる適切なトーン間隔、及び／又は、標準ガードインターバルと
異なるガードインターバルで生成される。少なくともいくつかのそのような実施形態にお
いて、標準的なトーン間隔と異なる適切なトーン間隔、及び／又は、標準ガードインター
バルと異なるガードインターバルで生成された１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルのそれぞ
れの時間長は、４μｓと異なる値である。いくつかの実施形態において、データ部２４０
の電力と同一の又は類似した電力を保持すべく、ＳＥフィールド１００２にパワーブース
トが提供される。
【００９８】
　一実施形態において、ＳＥフィールド１００２などのＳＥフィールドが、第１の通信プ
ロトコルにより規定された全ての送信モード（例えば、全てのチャネル帯域幅、及び全て
の変調・符号化スキーム）に準拠するデータユニットとともに用いられる。代替的に、別
の実施形態において、ＳＥフィールド１００２などのＳＥフィールドが、第１の通信プロ
トコルにより規定されたいくつかの送信モードだけに準拠するデータユニットとともに（
例えば、チャネル帯域幅と変調・符号化スキームのいくつかの組み合わせだけとともに）
用いられる。単なる説明のための例として、一実施形態において、ＳＥフィールド１００
２などのＳＥフィールドが、８０ＭＨｚ幅チャネル及び１６０ＭＨｚ幅チャネルとだけ用
いられる。別の例として、ＳＥフィールド１００２などのＳＥフィールドが、８０ＭＨｚ
幅チャネル及び１６０ＭＨｚ幅チャネルとだけ、更に１つ又は複数の高次の変調・符号化
スキームとだけ用いられる。一実施形態において、送信デバイスが、ＳＥフィールドをデ
ータユニットに含めるかどうかを決定し、データユニットのプリアンブルにＳＥフィール
ドが存在する又は存在しないことを示す。例えば、一実施形態において、データユニット
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１０００のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド２２０又はＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド２３５は
、データユニット１１００にＳＥフィールドが存在する又は存在しないことを示す表示（
例えば、１つのビット）を含む。
【００９９】
　図１１は、一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法１１００のフロ
ー図である。図１を参照すると、一実施形態において、方法１１００はネットワークイン
タフェースデバイス１６により実行される。例えば、１つのそのような実施形態において
、ＰＨＹ処理ユニット２０は方法１１００を実行するよう構成されている。別の実施形態
に従って、ＭＡＣ処理１８も方法１１００の少なくとも一部を実行するよう構成されてい
る。図１を引き続き参照すると、更に別の実施形態において、方法１１００はネットワー
クインタフェースデバイス２７（例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９及び／又はＭＡＣ処理
ユニット２８）により実行される。他の複数の実施形態において、方法１１００は、他の
適切なネットワークインタフェースデバイスにより実行される。
【０１００】
　ブロック１１０２において、第１の通信プロトコルに準拠するデータユニットの１つ又
は複数のＯＦＤＭシンボルが生成される。一実施形態において、各ＯＦＤＭシンボルは第
１の帯域幅を占有し、第１のトーン間隔で生成され、一連のパイロットトーンを含む。一
実施形態において、第１のトーン間隔は、第１の帯域幅に対して第２の通信プロトコルに
より規定されたトーン間隔に対する縮小トーン間隔である。一例として、第１のトーン間
隔は図３Ｃの縮小トーン間隔３５０に対応するが、第２のトーン間隔は図３Ａの標準的な
トーン間隔３００に対応する。この実施形態において、第１のトーン間隔は、第２のトー
ン間隔に対して１／４倍に縮小されている。結果として、ブロック１１０２で生成された
ＯＦＤＭシンボルは、第２の通信プロトコルに従って第１の帯域幅に対して生成されたＯ
ＦＤＭシンボルと比較すると、より大きい数のトーン（４倍にスケーリングされている）
を含む。その一方で、一実施形態において、ＯＦＤＭシンボルに含まれる一連のパイロッ
トトーンは、第１の帯域幅に対して第２の通信プロトコルにより規定されたパイロットト
ーンの数と同一である。一実施形態において、第１の通信プロトコルはＨＥＷ通信プロト
コルであり、第２の通信プロトコルはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格である。別の実施形
態において、第１の通信プロトコル及び／又は第２の通信プロトコルは、別の適切な通信
プロトコルである。
【０１０１】
　ブロック１１０４において、データユニットが生成される。一実施形態において、図２
Ａのデータユニット２００又は図１０のデータユニット１０００のうち一方が生成される
。別の実施形態において、別の適切なデータユニットが生成される。一実施形態において
、データユニットは、ブロック１１０２で生成された１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを
含むよう生成される。一実施形態において、データユニットは、ブロック１１０２で生成
された１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルをデータユニットのデータ部に含むよう生成され
る。
【０１０２】
　図１２は、一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法１２００のフロ
ー図である。図１を参照すると、一実施形態において、方法１２００はネットワークイン
タフェースデバイス１６により実行される。例えば、１つのそのような実施形態において
、ＰＨＹ処理ユニット２０は方法１２００を実行するよう構成されている。別の実施形態
に従って、ＭＡＣ処理１８も方法１２００の少なくとも一部を実行するよう構成されてい
る。図１を引き続き参照すると、更に別の実施形態において、方法１２００はネットワー
クインタフェースデバイス２７（例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９及び／又はＭＡＣ処理
ユニット２８）により実行される。他の複数の実施形態において、方法１２００は、他の
適切なネットワークインタフェースデバイスにより実行される。
【０１０３】
　ブロック１２０２において、データユニットの１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルが生成
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される。ブロック１２０２は、ブロック１２０４及び１２０６を含む。ブロック１２０４
において、データユニットが、第１の帯域幅に対応する第１の送信モード、又は第２の帯
域幅に対応する第２の送信モードで送信される場合、１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルは
、第１の数のＯＦＤＭトーンに対応する第１のトーンマップに基づき生成される。一実施
形態において、第２の帯域幅は第１の帯域幅の２倍である。例えば、一実施形態において
、第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、第２の帯域幅は４０ＭＨｚである。他の複数の実施
形態において、第１の帯域幅は２０ＭＨｚと異なる適切なバンド幅であり、及び／又は、
第２の帯域幅は４０ＭＨｚと異なる適切なバンド幅である。一実施形態において、第１の
トーンマップは２５６個のＯＦＤＭトーンに対応する（例えば、図７のトーンマップ７０
０、又は２５６個のＯＦＤＭトーンを有する別の適切なトーンマップ）。この実施形態に
おいて、データユニットが第１の帯域幅に対応する第１の送信モードで送信される場合、
ブロック１２０４で生成された各ＯＦＤＭシンボルは、第１のトーンマップに基づき生成
された２５６個のＯＦＤＭトーンを含む。同一の実施形態で続けると、データユニットが
第２の帯域幅に対応する第２の送信モードで送信される場合、ブロック１２０４で生成さ
れた各ＯＦＤＭシンボルは、５１２個のＯＦＤＭトーンを含む。具体的には、データユニ
ットが第２の送信モードで送信される場合、ブロック１２０４で生成された各ＯＦＤＭシ
ンボルは、２５６個のＯＦＤＭトーンから成る２つのブロックを含み、一実施形態におい
て、各ブロックは、第２の帯域幅のサブバンドに対応し、対応するサブバンドに移された
又は反映された第１のトーンマップに基づき生成される。例えば、一実施形態において、
第１のブロックは、４０ＭＨｚ幅チャネルの下位の２０ＭＨｚサブバンドに対応し、４０
ＭＨｚ幅チャネルの下位の２０ＭＨｚサブバンドに移された又は反映された第１のトーン
マップに基づき生成され、第２のブロックは、４０ＭＨｚ幅チャネルの上位の２０ＭＨｚ
サブバンドに対応し、４０ＭＨｚ幅チャネルの上位の２０ＭＨｚサブバンドに移された又
は反映された第１のトーンマップに基づき生成される。別の実施形態において、第１のト
ーンマップは、２５６個のＯＦＤＭトーンと異なる適切な数のＯＦＤＭトーンを含む。
【０１０４】
　ブロック１２０６において、データユニットが、第３の帯域幅に対応する第３の送信モ
ード、又は第４の帯域幅に対応する第４の送信モードで送信される場合、１つ又は複数の
ＯＦＤＭシンボルは、第２の数のＯＦＤＭトーンに対応する第２のトーンマップに基づき
生成される。一実施形態において、第３の帯域幅は第２の帯域幅の２倍であり、第４の帯
域幅は第３の帯域幅の２倍である。例えば、一実施形態において、上記の実施形態で続け
ると、ブロック１２０４において第１の帯域幅が２０ＭＨｚであり、第２の帯域幅が４０
ＭＨｚであるならば、ブロック１２０６において第３の帯域幅は８０ＭＨｚであり、第４
の帯域幅は１６０ＭＨｚである。他の複数の実施形態において、第３の帯域幅は８０ＭＨ
ｚと異なる適切なバンド幅であり、及び／又は、第４の帯域幅は１６０ＭＨｚと異なる適
切なバンド幅である。一実施形態において、第２のトーンマップは１０２４個のＯＦＤＭ
トーンに対応する。この実施形態において、データユニットが第３の帯域幅に対応する第
３の送信モードで送信される場合、ブロック１２０６で生成された各ＯＦＤＭシンボルは
１０２４個のＯＦＤＭトーンを含む（例えば、図９のトーンマップ９００、又は１０２４
個のＯＦＤＭトーンを有する別の適切なトーンマップ）。同一の実施形態で続けると、デ
ータユニットが第４の帯域幅に対応する第４の送信モードで送信される場合、ブロック１
２０６で生成された各ＯＦＤＭシンボルは、２０４８個のＯＦＤＭトーンを含む。具体的
には、データユニットが第２の送信モードで送信される場合、ブロック１２０６で生成さ
れた各ＯＦＤＭシンボルは、１０２４個のＯＦＤＭトーンから成る２つのブロックを含み
、一実施形態において、各ブロックは、第４の帯域幅のサブバンドに対応し、第４の帯域
幅の対応するサブバンドに移された又は反映された第２のトーンマップに基づき生成され
る。例えば、一実施形態において、第１のブロックは、１６０ＭＨｚ幅チャネルの下位の
８０ＭＨｚサブバンドに対応し、１６０ＭＨｚ幅チャネルの下位の８０ＭＨｚサブバンド
に移された又は反映された第２のトーンマップに基づき生成され、第２のブロックは、１
６０ＭＨｚ幅チャネルの上位の８０ＭＨｚサブバンドに対応し、１６０ＭＨｚ幅チャネル
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の上位の８０ＭＨｚサブバンドに移された又は反映された第２のトーンマップに基づき生
成される。別の実施形態において、第２のトーンマップは、１０２４個のＯＦＤＭトーン
と異なる適切な数のＯＦＤＭトーンを含む。
【０１０５】
　ブロック１２０８において、データユニットが生成される。一実施形態において、図２
Ａのデータユニット２００又は図１０のデータユニット１０００のうち一方が生成される
。別の実施形態において、別の適切なデータユニットが生成される。一実施形態において
、データユニットは、ブロック１２０２で生成された１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを
含むよう生成される。一実施形態において、データユニットは、ブロック１２０２で生成
された１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルをデータユニットのデータ部に含むよう生成され
る。
【０１０６】
　本発明の更なる複数の態様は、次の複数の項目のうち１つ又は複数に関する。
【０１０７】
　一実施形態において、通信チャネルを介した送信のデータユニット、つまり第１の通信
プロトコルに準拠するデータユニットを生成する方法は、通信デバイスにおいて、１つ又
は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を含む。１つ又は複数
のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、（ｉ）第１の帯域幅を占有し、（ｉｉ）第
１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一連のパイロットトーンを含む。第１のトーン間
隔は、第２のトーン間隔の１／Ｎの割合であり、第２のトーン間隔は、第２の通信プロト
コルによって第１の帯域幅に対して規定され、Ｎは１より大きい正の整数である。一連の
パイロットトーンは、第２の通信プロトコルによって第１の帯域幅に対して規定されたの
と同じ数のパイロットトーンを含む。本方法は更に、通信デバイスにおいて、データユニ
ットのデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含むデータユニットを生成する段階
を含む。
【０１０８】
　他の複数の実施形態において、本方法は、以下の特徴のうち１つ又は複数の任意の適切
な組み合せを含む。
【０１０９】
　１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、１つ又は複数のバイナリ畳み込み
符号（ＢＣＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビットを符号化して、複数の符号化された
ビットを生成する段階と、第１のセットのインターリーブパラメータを用いて、複数の符
号化されたビットをインターリーブする段階であって、第１のセットのインターリーブパ
ラメータの複数のインターリーブパラメータは、第２のセットのインターリーブパラメー
タの対応する複数のインターリーブパラメータのスケーリング版であり、第２のセットの
インターリーブパラメータは、第２の通信プロトコルにより第１の帯域幅に対して規定さ
れる、インターリーブする段階と、インターリーブされた複数の符号化されたビットを複
数のコンスタレーションポイント上にマッピングする段階と、１つ又は複数のＯＦＤＭシ
ンボルを複数のコンスタレーションポイントに基づき形成する段階とを含む。
【０１１０】
　第１のセットのインターリーブパラメータは、Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔを含
む。
【０１１１】
　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｃｏｌは、Ｎの平方根を乗じ且つ各ＯＦ
ＤＭシンボルのデータトーンの総数に基づき調整された、第２のセットのインターリーブ
パラメータのＮｃｏｌである。
【０１１２】
　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗは、Ｎの平方根を乗じた、第２の
セットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗである。
【０１１３】
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　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔは、Ｎを乗じた、第２のセットの
インターリーブパラメータのＮｒｏｔである。
【０１１４】
　１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、１つ又は複数の低密度パリティチ
ェック（ＬＤＰＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビットを符号化して複数の符号化され
たビットを生成する段階と、複数の符号化されたビットから成る複数のブロックを複数の
コンスタレーションポイント上にマッピングする段階と、連続的に生成された複数のコン
スタレーションポイントを、トーンマッピング距離Ｄ１を用いて複数の非連続トーン上に
マッピングする段階とを含み、トーンマッピング距離Ｄ１は、第２の通信プロトコルによ
り第１の帯域幅に対して規定された対応するトーンマッピング距離Ｄ２のスケーリング版
であり、Ｄ１＝Ｎ×Ｄ２である。
【０１１５】
　１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、第１のセットのガードトー
ンを更に含み、第１のセットのガードトーンは、第２のセットのガードトーンのガードト
ーン数より大きい数のガードトーンを含み、第２のセットのガードトーンは、第２の通信
プロトコルにより第１の帯域幅に対して規定される。
【０１１６】
　第１の帯域幅は８０ＭＨｚであり、１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシン
ボルは１０２４のトーンを含む。
【０１１７】
　整数Ｎは４に等しい。
【０１１８】
　データユニットを生成する段階は、１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルに続く拡張信号フ
ィールドを更に含むデータユニットを生成する段階を更に有し、拡張信号フィールドは、
第２の通信プロトコルにより第１の帯域幅に対して規定された第２のトーン間隔を用いて
生成される。
【０１１９】
　別の実施形態において、装置はネットワークインタフェースデバイスを備え、ネットワ
ークインタフェースデバイスは、１つ又は複数の集積回路を有し、第１の通信プロトコル
に準拠するデータユニット用の１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル
を生成するよう構成されている。１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボル
は、（ｉ）第１の帯域幅を占有し、（ｉｉ）第１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一
連のパイロットトーンを含む。第１のトーン間隔は、第２のトーン間隔の１／Ｎの割合で
あり、第２のトーン間隔は、第２の通信プロトコルによって第１の帯域幅に対して規定さ
れ、Ｎは１より大きい正の整数である。一連のパイロットトーンは、第２の通信プロトコ
ルによって第１の帯域幅に対して規定されたのと同じ数のパイロットトーンを含む。１つ
又は複数の集積回路は、データユニットのデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを
含むデータユニットを生成するよう更に構成されている。
【０１２０】
　他の複数の実施形態において、本装置は、以下の特徴のうち１つ又は複数の任意の適切
な組み合せを含む。
【０１２１】
　１つ又は複数の集積回路は、１つ又は複数のバイナリ畳み込み符号（ＢＣＣ）エンコー
ダを用いて複数の情報ビットを符号化し、データユニットに含まれる複数の符号化された
ビットを生成するよう更に構成されている。
【０１２２】
　１つ又は複数の集積回路は、複数の符号化されたビットをインターリーブするよう更に
構成され、第１のセットのインターリーブパラメータを用いて複数の符号化されたビット
をインターリーブすることを含み、第１のセットのインターリーブパラメータの複数のイ
ンターリーブパラメータは、第２のセットのインターリーブパラメータの対応する複数の
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インターリーブパラメータのスケーリング版であり、第２のセットのインターリーブパラ
メータは、第２の通信プロトコルにより第１の帯域幅に対して規定される。
【０１２３】
　１つ又は複数の集積回路は、インターリーブされた複数の符号化されたビットを複数の
コンスタレーションポイント上にマッピングし、複数のコンスタレーションポイントに基
づき１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを形成するよう更に構成されている。
【０１２４】
　第１のセットのインターリーブパラメータは、Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔを含
む。
【０１２５】
　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｃｏｌは、Ｎの平方根を乗じ且つ各ＯＦ
ＤＭシンボルのデータトーンの総数に基づき調整された、第２のセットのインターリーブ
パラメータのＮｃｏｌである。
【０１２６】
　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗは、Ｎの平方根を乗じた、第２の
セットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗである。
【０１２７】
　第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔは、Ｎを乗じた、第２のセットの
インターリーブパラメータのＮｒｏｔである。
【０１２８】
　１つ又は複数の集積回路は、１つ又は複数の低密度パリティチェック（ＬＤＰＣ）エン
コーダを用いて複数の情報ビットを符号化して、複数の符号化されたビットを生成するよ
う構成されている。
【０１２９】
　１つ又は複数の集積回路は、複数の符号化されたビットから成る複数のブロックを複数
のコンスタレーションポイント上にマッピングするよう更に構成されている。
【０１３０】
　１つ又は複数の集積回路は、連続的に生成された複数のコンスタレーションポイントを
、トーンマッピング距離Ｄ１を用いるなどして複数の非連続トーン上にマッピングするよ
う更に構成され、トーンマッピング距離Ｄ１は、第２の通信プロトコルにより第１の帯域
幅に対して規定された対応するトーンマッピング距離Ｄ２のスケーリング版であり、Ｄ１

＝Ｎ×Ｄ２である。
【０１３１】
　１つ又は複数の集積回路は、第１のセットのガードトーンを更に含む１つ又は複数のＯ
ＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルを生成するよう構成され、第１のセットのガードト
ーンは、第２のセットのガードトーンのガードトーン数より大きい数のガードトーンを含
み、第２のセットのガードトーンは、第２の通信プロトコルにより第１の帯域幅に対して
規定される。
【０１３２】
　第１の帯域幅は８０ＭＨｚであり、１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシン
ボルは１０２４のトーンを含む。
【０１３３】
　整数Ｎは４に等しい。
【０１３４】
　１つ又は複数の集積回路は、（ｉ）１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルと、（ｉｉ）１つ
又は複数のＯＦＤＭシンボルに続く拡張信号フィールドと、を含むデータユニットを生成
するよう更に構成され、拡張信号フィールドは、第２の通信プロトコルにより第１の帯域
幅に対して規定された第２のトーン間隔を用いて生成される。
【０１３５】
　更に別の実施形態において、通信チャネルを介した送信のためにデータユニットを生成
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する方法は、通信デバイスにおいて、１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シ
ンボルを生成する段階を含み、第１の数のＯＦＤＭトーンに対応する第１のトーンマップ
に基づき、又は第２の数のＯＦＤＭトーンに対応する第２のトーンマップに基づき、１つ
又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を含む。第１のトーンマップは、データユニ
ットが第１の帯域幅に対応する第１の送信モード、又は第２の帯域幅に対応する第２の送
信モードで送信される場合に用いられ、第２の帯域幅は第１の帯域幅の２倍である。第２
のトーンマップは、データユニットが第３の帯域幅に対応する第３の送信モード、又は第
４の帯域幅に対応する第４の送信モードで送信される場合に用いられ、第３の帯域幅は第
２の帯域幅の２倍であり、第４の帯域幅は第３の帯域幅の２倍である。本方法は、データ
ユニットのデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含むデータユニットを生成する
段階を更に含む。
【０１３６】
　他の複数の実施形態において、本方法は、以下の特徴のうち１つ又は複数の任意の適切
な組み合せを含む。
【０１３７】
　第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、第２の帯域幅は４０ＭＨｚであり、第３の帯域幅は
８０ＭＨｚであり、第４の帯域幅は１６０ＭＨｚである。
【０１３８】
　第１の数のＯＦＤＭトーンは２５６個のトーンであり、第２の数のＯＦＤＭトーンは５
１２個のトーンであり、第３の数のＯＦＤＭトーンは１０２４個のトーンであり、第４の
数のＯＦＤＭトーンは２０４８個のトーンである。
【０１３９】
　更に別の実施形態において、装置は、１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
シンボルを生成するよう構成された１つ又は複数の集積回路を有するネットワークインタ
フェースデバイスを備え、第１の数のＯＦＤＭトーンに対応する第１のトーンマップに基
づき、又は第２の数のＯＦＤＭトーンに対応する第２のトーンマップに基づき、１つ又は
複数のＯＦＤＭシンボルを生成することを含む。第１のトーンマップは、データユニット
が第１の帯域幅に対応する第１の送信モード、又は第２の帯域幅に対応する第２の送信モ
ードで送信される場合に用いられ、第２の帯域幅は第１の帯域幅の２倍である。第２のト
ーンマップは、データユニットが第３の帯域幅に対応する第３の送信モード、又は第４の
帯域幅に対応する第４の送信モードで送信される場合に用いられ、第３の帯域幅は第２の
帯域幅の２倍であり、第４の帯域幅は第３の帯域幅の２倍である。１つ又は複数の集積回
路は、データユニットのデータ部に１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含むデータユニッ
トを生成するよう更に構成されている。
【０１４０】
　他の複数の実施形態において、本装置は、以下の特徴のうち１つ又は複数の任意の適切
な組み合せを含む。
【０１４１】
　第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、第２の帯域幅は４０ＭＨｚであり、第３の帯域幅は
８０ＭＨｚであり、第４の帯域幅は１６０ＭＨｚである。
【０１４２】
　第１の数のＯＦＤＭトーンは２５６個のトーンであり、第２の数のＯＦＤＭトーンは５
１２個のトーンであり、第３の数のＯＦＤＭトーンは１０２４個のトーンであり、第４の
数のＯＦＤＭトーンは２０４８個のトーンである。上述された様々なブロック、動作、及
び技術のうち少なくともいくつかは、ハードウェア、ファームウェア命令を実行するプロ
セッサ、ソフトウェア命令を実行するプロセッサ、又はそれらの任意の組み合わせを利用
して実装され得る。ソフトウェア命令又はファームウェア命令を実行するプロセッサを利
用して実装された場合、ソフトウェア命令又はファームウェア命令は、任意のコンピュー
タ可読メモリ、例えば、磁気ディスク、光ディスク、又は他の記憶媒体に、ＲＡＭ又はＲ
ＯＭ又はフラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光ディスクドライブ
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、テープドライブなどに格納され得る。同様に、ソフトウェア命令又はファームウェア命
令は、例えば、コンピュータ可読ディスク又は他の可搬型のコンピュータ記憶メカニズム
上を含む任意の知られた又は望まれる提供方法を介して、又は通信媒体を介して、ユーザ
又はシステムに提供され得る。通信媒体は通常、コンピュータ可読命令、データ構成、プ
ログラムモジュール、又は他のデータを、搬送波又は他の搬送メカニズムなどの変調デー
タ信号に含む。用語「変調データ信号」は、信号の情報を符号化するような態様で設定又
は変更された信号の特性のうち１つ又は複数を有する信号を意味する。限定ではなく例と
して、通信媒体は、有線ネットワーク又はダイレクト有線接続などの有線媒体、並びに、
音波、無線周波数、赤外線、及び他の無線媒体などの無線媒体を含む。従って、ソフトウ
ェア命令又はファームウェア命令は、電話回線、ＤＳＬ回線、ケーブルテレビ回線、光フ
ァイバ回線、無線通信チャネル、インターネットなどの通信チャネルを介してユーザ又は
システムに提供され得る（これらの通信チャネルは、そのようなソフトウェアを可搬型の
記憶媒体を介して提供するのと同一である、又はそれと互換性があるとみなされる）。ソ
フトウェア命令又はファームウェア命令は、プロセッサにより実行された場合に、プロセ
ッサに様々な行為を実行させる機械可読命令を含み得る。
【０１４３】
　ハードウェアに実装された場合、ハードウェアは、複数のディスクリートコンポーネン
ト、集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのうち１つ又は複数を含み得る。
【０１４４】
　本発明は、複数の特定の例を参照して説明されているが、それらの例は本発明を説明す
ることのみを意図するものであって、限定することを意図するものではなく、複数の変更
、追加、及び／又は削除が、本発明の範囲を逸脱することなく開示された複数の実施形態
に行われてよい。本明細書によれば、以下の各項目に記載の事項もまた開示される。
［項目１］
　通信チャネルを介した送信のためのデータユニットを生成する方法であって、前記デー
タユニットは第１の通信プロトコルに準拠し、前記方法は、
　通信デバイスにおいて、１つ又は複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生
成する段階であって、前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、（
ｉ）第１の帯域幅を占有し、（ｉｉ）第１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一連のパ
イロットトーンを含み、前記第１のトーン間隔は、第２のトーン間隔の１／Ｎの割合であ
り、前記第２のトーン間隔は、第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規
定され、Ｎは１より大きい正の整数であり、前記一連のパイロットトーンは、前記第２の
通信プロトコルにより第２の帯域幅に対して規定されたのと少なくとも同じ数のパイロッ
トトーンを含み、前記第２の帯域幅が前記第１の帯域幅のＮ倍である、段階と、
　前記通信デバイスにおいて、前記データユニットのデータ部に前記１つ又は複数のＯＦ
ＤＭシンボルを含む前記データユニットを生成する段階と、
　を備える、
　方法。
［項目２］
　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
　１つ又は複数のバイナリ畳み込み符号（ＢＣＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビット
を符号化して、複数の符号化されたビットを生成する段階と、
　第１のセットのインターリーブパラメータを用いて前記複数の符号化されたビットをイ
ンターリーブする段階であって、前記第１のセットのインターリーブパラメータの複数の
インターリーブパラメータは、第２のセットのインターリーブパラメータの対応する複数
のインターリーブパラメータのスケーリング版であり、前記第２のセットのインターリー
ブパラメータは、前記第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定される
、段階と、
　インターリーブされた前記複数の符号化されたビットを複数のコンスタレーションポイ
ント上にマッピングする段階と、
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　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを前記複数のコンスタレーションポイントに基づ
き形成する段階と、
　を含む、
　項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記第１のセットのインターリーブパラメータは、Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔ

を含み、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｃｏｌは、Ｎの平方根を乗じ、各Ｏ
ＦＤＭシンボルのデータトーンの総数に基づき調整された、前記第２のセットのインター
リーブパラメータのＮｃｏｌであり、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗは、Ｎの平方根を乗じた前記
第２のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗであり、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔは、Ｎを乗じた前記第２のセ
ットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔである、
　項目２に記載の方法。
［項目４］
　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
　１つ又は複数の低密度パリティチェック（ＬＤＰＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビ
ットを符号化して複数の符号化されたビットを生成する段階と、
　前記複数の符号化されたビットから成る複数のブロックを複数のコンスタレーションポ
イント上にマッピングする段階と、
　連続的に生成された複数のコンスタレーションポイントを、トーンマッピング距離Ｄ１

を用いて複数の非連続トーン上にマッピングする段階であって、前記トーンマッピング距
離Ｄ１は、前記第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定された対応す
るトーンマッピング距離Ｄ２のスケーリング版であり、Ｄ１＝Ｎ×Ｄ２である、段階と、
　を含む、
　項目１から３の何れか一項に記載の方法。
［項目５］
　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、第１のセットのガード
トーンを更に含み、
　前記第１のセットのガードトーンは、第２のセットのガードトーンのガードトーン数よ
り大きい数のガードトーンを含み、前記第２のセットのガードトーンは、前記第２の通信
プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定される、
　項目１から４の何れか一項に記載の方法。
［項目６］
　前記第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦ
ＤＭシンボルは２５６のトーンを含む、
　項目１から５の何れか一項に記載の方法。
［項目７］
　整数である前記Ｎは４に等しい、
　項目１から６の何れか一項に記載の方法。
［項目８］
　前記データユニットを生成する段階は、
　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルに続く拡張信号フィールドを更に含む前記データ
ユニットを生成する段階を更に有し、
　前記拡張信号フィールドは、前記第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対し
て規定された前記第２のトーン間隔を用いて生成される、
　項目１から７の何れか一項に記載の方法。
［項目９］
　第１の通信プロトコルに準拠するデータユニット用の１つ又は複数の直交周波数分割多
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重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成し、
　前記データユニットのデータ部に前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルを含む前記デー
タユニットを生成する、
　１つ又は複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備え、
　前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルは、（ｉ）第１の帯域幅を
占有し、（ｉｉ）第１のトーン間隔で生成され、（ｉｉｉ）一連のパイロットトーンを含
み、
　前記第１のトーン間隔は第２のトーン間隔の１／Ｎの割合であり、前記第２のトーン間
隔は、第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定され、Ｎは１より大き
い正の整数であり、前記一連のパイロットトーンは、前記第２の通信プロトコルにより第
２の帯域幅に対して規定されたのと少なくとも同じ数のパイロットトーンを含み、前記第
２の帯域幅が前記第１の帯域幅のＮ倍である、
　装置。
［項目１０］
　前記１つ又は複数の集積回路は更に、
　１つ又は複数のバイナリ畳み込み符号（ＢＣＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビット
を符号化して、前記データユニットに含まれる複数の符号化されたビットを生成し、
　前記複数の符号化されたビットを、第１のセットのインターリーブパラメータを用いて
インターリーブし、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータの複数のインターリーブパラメータは、
第２のセットのインターリーブパラメータの対応する複数のインターリーブパラメータの
スケーリング版であり、前記第２のセットのインターリーブパラメータは、前記第２の通
信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定され、
　インターリーブされた前記複数の符号化されたビットを複数のコンスタレーションポイ
ント上にマッピングし、
　前記複数のコンスタレーションポイントに基づき、前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボ
ルを形成する、
　項目９に記載の装置。
［項目１１］
　前記第１のセットのインターリーブパラメータは、Ｎｃｏｌ、Ｎｒｏｗ、及びＮｒｏｔ

を含み、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｃｏｌは、Ｎの平方根を乗じ、各Ｏ
ＦＤＭシンボルのデータトーンの総数に基づき調整された、前記第２のセットのインター
リーブパラメータのＮｃｏｌであり、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗは、Ｎの平方根を乗じた前記
第２のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｗであり、
　前記第１のセットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔは、Ｎを乗じた前記第２のセ
ットのインターリーブパラメータのＮｒｏｔである、
　項目１０に記載の装置。
［項目１２］
　前記１つ又は複数の集積回路は、
　１つ又は複数の低密度パリティチェック（ＬＤＰＣ）エンコーダを用いて複数の情報ビ
ットを符号化して複数の符号化されたビットを生成し、
　前記複数の符号化されたビットから成る複数のブロックを複数のコンスタレーションポ
イント上にマッピングし、
　連続的に生成された複数のコンスタレーションポイントを、トーンマッピング距離Ｄ１

を用いて複数の非連続トーン上にマッピングし、
　前記トーンマッピング距離Ｄ１は、前記第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅
に対して規定された対応するトーンマッピング距離Ｄ２のスケーリング版であり、Ｄ１＝
Ｎ×Ｄ２である、
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　項目９から１１の何れか一項に記載の装置。
［項目１３］
　前記１つ又は複数の集積回路は、
　第１のセットのガードトーンを更に含む前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦ
ＤＭシンボルを生成し、
　前記第１のセットのガードトーンは、第２のセットのガードトーンのガードトーン数よ
り大きい数のガードトーンを含み、前記第２のセットのガードトーンは、前記第２の通信
プロトコルにより前記第１の帯域幅に対して規定される、
　項目９から１２の何れか一項に記載の装置。
［項目１４］
　前記第１の帯域幅は２０ＭＨｚであり、前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦ
ＤＭシンボルは２５６のトーンを含む、
　項目９から１３の何れか一項に記載の装置。
［項目１５］
　整数である前記Ｎは４に等しい、
　項目９から１４の何れか一項に記載の装置。
［項目１６］
　前記１つ又は複数の集積回路は更に、（ｉ）前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルと、
（ｉｉ）前記１つ又は複数のＯＦＤＭシンボルに続く拡張信号フィールドと、を含む前記
データユニットを生成し、
　前記拡張信号フィールドは、前記第２の通信プロトコルにより前記第１の帯域幅に対し
て規定された前記第２のトーン間隔を用いて生成される、
　項目９から１５の何れか一項に記載の装置。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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