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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て送信される物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット）を生
成する方法であって、
　１以上のロングトレーニングフィールドを含む、前記ＰＨＹデータユニットの第１プリ
アンブル部分を生成する段階であって、前記１以上のロングトレーニングフィールドのう
ちの少なくとも１つが、複数のデータトーン及び複数のパイロットトーンを少なくとも含
む、段階と、
　前記ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生成する段階と、
　複数の直交周波数分割多重シンボル（複数のＯＦＤＭシンボル）を生成するために、前
記第１プリアンブル部分及び前記データ部分を変調する段階と、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルを含むべく前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階と、
　マッピング行列を使用して、前記複数のデータトーンを複数の空間ストリームにマッピ
ングする段階と、
　前記マッピング行列の特定の一列を使用して、前記複数のパイロットトーンを前記複数
の空間ストリームにマッピングする段階と
を備え、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも
８μｓである、方法。
【請求項２】
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　前記複数のパイロットトーンを前記複数の空間ストリームにマッピングするのに使用さ
れる前記マッピング行列の前記特定の一列は、前記マッピング行列の第１番目の列である
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２プリアンブル部分を生成する段階と、
　シングルキャリア変調を使用して、前記第２プリアンブル部分を変調する段階と、を更
に備え、
　前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、前記第２プリアンブル部分を含める段階
を有する請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２プリアンブル部分は、バーカー符号シーケンスの繰り返しを複数含む請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２プリアンブル部分は、ゴレイ符号シーケンスの繰り返しを複数含む請求項３に
記載の方法。
【請求項６】
　第１クロックレートを有する第１クロック信号を使用して、更なるＰＨＹデータユニッ
トを生成する段階を更に備え、
　前記更なるＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　前記第１クロックレートの分数である第２クロックレートを有する第２クロック信号を
、前記第１クロック信号を使用して生成する段階を有し、
　前記更なるＰＨＹデータユニットは、前記第２クロック信号を使用して生成される請求
項１から５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＰＨＹデータユニットの第１プリアンブル部分を生成する段階は、
　短距離無線通信が要求される場合に、いずれのパイロットトーンも含んでいない前記１
以上のロングトレーニングフィールドを含む前記第１プリアンブル部分を生成する段階と
、
　長距離無線通信が要求される場合に、前記複数のパイロットトーンを含む前記１以上の
ロングトレーニングフィールドのうちの前記少なくとも１つを含む前記第１プリアンブル
部分を生成する段階であって、前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルの前記
シンボル継続期間が、前記短距離無線通信が要求される場合の前記シンボル継続期間より
長い段階とを有する請求項１から６の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　前記ＰＨＹデータユニットが通常モードで送信される場合に、第１帯域幅に対応する第
１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階と、
　前記ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第２帯域幅に対
応する第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階とを備え、
　受信装置が、前記ＰＨＹデータユニットが前記第１帯域幅と前記第２帯域幅とのいずれ
で送信されたかを自動的に検出できるような態様で、前記ＰＨＹデータユニットのプリア
ンブルが変調される請求項１から７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　第１のサイズの高速フーリエ変換を使用して、前記ＰＨＹデータユニットの直交周波数
分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を含み、
　前記第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　第２のサイズの高速フーリエ変換を使用して、前記ＰＨＹデータユニットの直交周波数
分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記第２のサイズは、３２以下である請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワークインターフェースを備える装置であって、
　前記ネットワークインターフェースは、物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット
）の１以上のロングトレーニングフィールドを含む第１プリアンブル部分であって、前記
１以上のロングトレーニングフィールドのうちの少なくとも１つが、複数のデータトーン
及び複数のパイロットトーンを少なくとも含む、第１プリアンブル部分を生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生成し、
　複数の直交周波数分割多重シンボル（複数のＯＦＤＭシンボル）を使用して、前記第１
プリアンブル部分及び前記データ部分を変調し、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルを含むべく前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　マッピング行列を使用して、前記複数のデータトーンを複数の空間ストリームにマッピ
ングし、
　前記マッピング行列の特定の一列を使用して、前記複数のパイロットトーンを前記複数
の空間ストリームにマッピングするよう構成され、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも
８μｓである、装置。
【請求項１２】
　前記ネットワークインターフェースは、前記マッピング行列の第１番目の列を使用して
、前記複数のパイロットトーンを複数の空間ストリームにマッピングするよう構成される
請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ネットワークインターフェースは更に、第２プリアンブル部分を生成するよう構成
され、
　前記第２プリアンブル部分は、シングルキャリア変調を使用して変調され、
　前記ネットワークインターフェースは、前記ＰＨＹデータユニットの中に前記第２プリ
アンブル部分を含めるように構成される請求項１１又は１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２プリアンブル部分は、バーカー符号シーケンスの繰り返しを複数含む請求項１
３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２プリアンブル部分は、ゴレイ符号シーケンスの繰り返しを複数含む請求項１３
に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ネットワークインターフェースは更に、
　第１クロックレートを有する第１クロック信号を使用して、更なるＰＨＹデータユニッ
トを生成し、
　前記第１クロックレートの分数である第２クロックレートを有する第２クロック信号を
、前記第１クロック信号を使用して生成するよう構成され、
　前記更なるＰＨＹデータユニットは、前記第２クロック信号を使用して生成される請求
項１１から１５の何れか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ネットワークインターフェースは、
　短距離無線通信が要求される場合に、パイロットトーンを含まない前記１以上のロング
トレーニングフィールドを含む前記第１プリアンブル部分を生成し、
　長距離無線通信が要求される場合に、前記複数のパイロットトーンを含む前記１以上の
ロングトレーニングフィールドのうちの前記少なくとも１つを含む前記第１プリアンブル
部分であって、前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルの前記シンボル継続期
間が、前記短距離無線通信が要求される場合の前記シンボル継続期間より長い前記第１プ
リアンブル部分を生成するよう構成される請求項１１から１６の何れか一項に記載の装置
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。
【請求項１８】
　前記ネットワークインターフェースは更に、
　物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット）が通常モードで送信される場合に、第
１帯域幅に対応する第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第２帯域幅に対
応する第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットが前記第１帯域幅と前記第２帯域幅とのいずれで送信された
かを受信装置が自動的に検出できるよう、前記ＰＨＹデータユニットのプリアンブルを変
調するよう構成される請求項１１から１７の何れか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ネットワークインターフェースは、
　前記第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成するのに、第１のサイズ
の高速フーリエ変換を使用し、
　前記第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成するのに、第２のサイズ
の高速フーリエ変換を使用する請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第２のサイズは、３２以下である請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、通信ネットワークに関し、より詳細には、長距離低電力無線ローカ
ルエリアネットワークに関する。
【０００２】
　[優先権情報］
　本開示は、２０１１年１月２８日出願の米国仮出願61/437,506号"Preamble of 11ah fo
r WLAN Range Extension（無線ＬＡＮ伝播範囲拡張のための１１ａｈプリアンブル）"、
２０１１年２月３日出願の米国仮出願61/439,311号"Preamble of 11ah for WLAN Range E
xtension（無線ＬＡＮ伝播範囲拡張のための１１ａｈプリアンブル）"、２０１１年２月
８日出願の米国仮出願61/440,788号"Preamble of 11ah for WLAN Range Extension（無線
ＬＡＮ伝播範囲拡張のための１１ａｈプリアンブル）"、２０１１年１月２８日出願の米
国仮出願61/437,270号"PHY Layer of 11ah for WLAN Range Extension（無線ＬＡＮ伝播
範囲拡張のための１１ａｈ物理層）"、２０１１年２月４日出願の米国仮出願61/439,773
号"PHY Layer of 11ah for WLAN Range Extension（無線ＬＡＮ伝播範囲拡張のための１
１ａｈ物理層）"、及び、２０１１年２月８日出願の米国仮出願61/440,797号"PHY Layer 
of 11ah for WLAN Range Extension（無線ＬＡＮ伝播範囲拡張のための１１ａｈ物理層）
"の優先権を主張するものであり、前記出願の内容は、参照により本明細書に組み込まれ
る。
【背景技術】
【０００３】
　本発明の理解するための背景を、一般的に説明することを目的として、背景技術を説明
する。以下、背景技術の章において説明される範囲及び出願時には従来技術として認めら
れていない側面の範囲において、本願発明者の仕事は、本開示に対して明示的に又は非明
示的にも、従来技術であるとは認めていない。
【０００４】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）は、インフラストラクチャモードで動作
する場合、通常、１つのアクセスポイント（ＡＰ）及び１以上のクライアント局を備える
。ＷＬＡＮは、過去１０年で飛躍的に発展した。電気電子技術者境界（ＩＥＥＥ）８０２
．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ及び８０２．１１ｎ規格のような無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）規格により、シングルユーザ・ピークデータスループ
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ットの改善がなされてきた。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格では、１１メガビット
／秒（Ｍｂｐｓ）のシングルユーザスループットが規定されており、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａ及び８０２．１１ｇ規格では、５４Ｍｂｐｓのシングルユーザスループットが規定さ
れており、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格では、６００Ｍｂｐｓのシングルユーザスループ
ットが規定されており、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ格では、ギガビット／秒（Ｇｂｐｓ）
の範囲のシングルユーザスループットが規定されている。
【０００５】
　サブ１ＧＨｚ周波数で動作する無線ネットワークを規定する新たな規格であるＩＥＥＥ
８０２．１１ａｈ及びＩＥＥＥ８０２．１１ａｆについての検討も進められている。低い
周波数の通信チャネルは一般的に、良好な伝播特性を有し、高い周波数での伝送と比較し
て、広い伝播範囲を有する。これまで、サブ１ＧＨｚ領域は、別の用途（例えば、テレビ
の周波数帯域、無線周波数帯域等）に割り当てられており、無線通信ネットワークでは利
用されてこなかった。サブ１ＧＨｚ領域で割り当てられていない未使用の周波数帯が僅か
に存在し、異なる地理的領域では未使用の周波数が異なる。ＩＥＥＥ８０２．１１ａｈ規
格は、利用可能なサブ１ＧＨｚ周波数帯での無線オペレーションを規定している。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａｆ規格は、テレビのホワイトスペース（ＴＶＷＳ）、すなわち、サブ１
ＧＨｚ周波数帯で利用されていないＴＶチャネルでの無線オペレーションを規定している
。
【発明の概要】
【０００６】
　一実施形態では、通信チャネルを介して送信される物理層（ＰＨＹ）データユニットを
生成する方法は、ＰＨＹデータユニットの１以上のロングトレーニングフィールドを含む
第１プリアンブル部分を生成する段階と、ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生成する
段階とを備える。方法は更に、複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを使用し
て、第１プリアンブル部分及びデータ部分を変調する段階を備え、複数のＯＦＤＭシンボ
ルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも８μｓである。方法は更に、
複数のＯＦＤＭシンボルを含むべくＰＨＹデータユニットを生成する段階を備える。
【０００７】
　別の実施形態では、装置は、１以上のロングトレーニングフィールドを含む物理層（Ｐ
ＨＹ）データユニットの第１プリアンブル部分を生成するネットワークインターフェース
を備える。ネットワークインタフェースはまた、ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生
成する。ネットワークインターフェースは更に、複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
シンボルを使用して、第１プリアンブル部分及びデータ部分を変調し、複数のＯＦＤＭシ
ンボルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも８μｓである。ネットワ
ークインターフェースは更に、複数のＯＦＤＭシンボルを含むべくＰＨＹデータユニット
を生成する。
【０００８】
　更なる別の実施形態では、通信チャネルを介して送信される物理層（ＰＨＹ）データユ
ニットを生成する方法は、ＰＨＹデータユニットが通常モードで送信される場合に、第１
帯域幅に対応する第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階を備
える。方法はまた、ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第
２帯域幅に対応する第２ＰＨＹ形式に従ってＰＨＹデータユニットを生成する段階とを備
える。上記方法では、受信装置が、ＰＨＹデータユニットが第１帯域幅又は第２帯域幅の
何れかで送信されたか自動的に検出できるような態様で、ＰＨＹデータユニットのプリア
ンブルが変調される。
【０００９】
　更なる別の実施形態では、装置は、物理層（ＰＨＹ）データユニットが通常モードで送
信される場合に、第１帯域幅に対応する第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニッ
トを生成しネットワークインターフェースを備える。ネットワークインターフェースはま
た、ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第２帯域幅に対応
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する第２ＰＨＹ形式に従ってＰＨＹデータユニットを生成するように構成される。受信装
置が、ＰＨＹデータユニットが第１帯域幅又は第２帯域幅の何れかで送信されたか自動的
に検出できるような態様で、ＰＨＹデータユニットのプリアンブルが変調される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態に係る無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１０を示したブ
ロック図である。
【図２Ａ】一実施形態に係る短距離直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）データユニットを示
した図である。
【図２Ｂ】一実施形態に係る短距離直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）データユニットを示
した図である。
【図３】一実施形態に係る短距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図４】別の実施形態に係る短距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図５】別の実施形態に係る短距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図６】ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格で規定される様々なプリアンブルフィールドの変調
を示した図である。
【図７】ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で規定される様々なプリアンブルフィールドの変
調を示した図である。
【図８】一実施形態に係るシングルキャリア（ＳＣ）短距離データユニットを示した図で
ある。
【図９】一実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１０】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１１】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１２】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１３】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１４】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１５】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１６】別の実施形態に係る長距離ＯＦＤＭデータユニットを示した図である。
【図１７】一実施形態に係るデータユニットを生成する方法の一例を示したフローチャー
トである。
【図１８】別の実施形態に係るデータユニットを生成する方法の一例を示したフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に記載される実施形態では、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）のような無線ネットワークデバイスが、１以上のクライアント局に
データストリームを送信する。ＡＰは、少なくとも第１通信プロトコルにしたがって、ク
ライアント局とのオペレーションを行うように構成されている。第１通信プロトコルは、
サブ１ＧＨｚ周波数帯におけるオペレーションを規定し、典型的には、相対的に低いデー
タレートで長距離の無線通信を行うアプリケーションで使用される。以下、第１通信プロ
トコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｆ又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｈ）を"長距離"
通信プロトコルと称する。ある実施形態では、ＡＰは、相対的に高いデータレートで近距
離で通信を行うのに使用され、一般的に高い周波数帯でオペレーションを規定する１以上
の別の通信プロトコルにしたがって、クライアント局との動作を行うように構成される。
以下、近距離通信プロトコルを、"短距離"通信プロトコルと称する。
【００１２】
　ある実施形態では、長距離通信プロトコルは、近距離通信プロトコルの１以上によって
規定される物理層データユニット形式と同様な又は同一の１以上の物理層データユニット
形式を規定する。一実施形態では、長距離通信をサポートし、典型的には低い周波数（サ
ブ１ＧＨｚ）で利用可能な小さな帯域幅のチャネルに適用させるべく、長距離通信プロト
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コルは、長距離通信プロトコルによって規定される物理層データユニット形式とほぼ同様
である形式を有するが低いクロックレートで生成されるデータユニットを規定する。一実
施形態では、ＡＰは、短距離（及び高スループット）オペレーションに適したクロックレ
ートで動作し、ダウンクロックを利用して、サブ１ＧＨｚオペレーションで利用可能なク
ロック信号を新たに生成する。この実施形態では、長距離通信プロトコルに準拠するデー
タユニット（"長距離データユニット"）が、概して短距離通信プロトコルに準拠するデー
タユニット（"短距離データユニット"）の物理層形式を維持するが、より長い期間にわた
って送信される。また、ある実施形態では、長距離通信プロトコルは、更に低いデータレ
ートを有し、より広い通信範囲でのオペレーションを想定した１以上の通信モードを規定
する。
【００１３】
　図１は、一実施形態に係る、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１０の一例
を示したブロック図である。ＡＰ１４は、ネットワークインターフェース１６に接続され
たホストプロセッサ１５を備える。ネットワークインターフェース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を有する。ＰＨ
Ｙ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に接続されている。図１には、３つの送受信機２１及び３つのアンテナ２４が示
されているが、別の実施形態では、ＡＰ１４は、異なる数（例えば、１、２、４、５等）
の送受信機２１及びアンテナ２４を備えてもよい。
【００１４】
　ＷＬＡＮ１０は、複数のクライアント局２５を備える。図１には、４つのクライアント
局２５が示されているが、他のシナリオ及び／又は実施形態では、ＷＬＡＮ１０は、異な
る数（例えば、１、２、３、５、６等）のクライアント局２５を含んでもよい。複数のク
ライアント局２５のうちの少なくとも１つ（例えば、クライアント局２５－１）は、少な
くとも長距離通信プロトコルに従って動作するよう構成されている。ある実施形態では、
複数のクライアント局２５のうちの少なくとも１つ（例えば、クライアント局２５－４）
は、少なくとも短距離通信プロトコルの１以上に従って動作するよう構成されている。
【００１５】
　クライアント局２５－１は、ネットワークインターフェース２７に接続されたホストプ
ロセッサ２６を備える。ネットワークインターフェース２７は、ＭＡＣ処理ユニット２８
及びＰＨＹ処理ユニット２９を有する。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に接続されている。図１には、３つ
の送受信機３０及び３つのアンテナ３４が示されているが、別の実施形態では、クライア
ント局２５－１は、異なる数（例えば、１、２、４、５等）の送受信機３０及びアンテナ
３４を備えてもよい。
【００１６】
　一実施形態では、クライアント局２５－２及び２５－３のうちの１つ又は両方が、クラ
イアント局２５－１と同一の又は同様な構造を有する。一実施形態において、クライアン
ト局２５－４は、クライアント局２５－１と同一の又は同様な構造を有する。これらの実
施形態では、クライアント局２５－１と同一の又は同様な構造を有する複数のクライアン
ト局２５は、同じ数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
において、クライアント局２５－２は、送受信機及びアンテナをそれぞれ２つのみ有する
。
【００１７】
　様々な実施形態において、ＡＰ１４のＰＨＹユニット２０は、長距離通信プロトコルに
準拠し、以下に説明するような形式を有するデータユニットを生成するように構成される
。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。同様
に、送受信機２４は、アンテナ２１を介してデータユニットを受信する。様々な実施形態
において、ＡＰ１４のＰＨＹユニット２０は、長距離通信プロトコルに準拠し、以下に説
明する形式を有する受信データユニットを処理するように構成される。
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【００１８】
　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ユニット２９は、長
距離通信プロトコルに準拠し、以下に説明する形式を有するデータユニットを生成するよ
うに構成される。送受信機３０は、アンテナ３４を介して、生成されたデータユニットを
送信する。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。
一実施形態において、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹユニット２９は、第１通信
プロトコルに準拠する受信データユニットを処理するように構成される。
【００１９】
　図２Ａは、一実施形態に係る直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、クライア
ント局２５－４にＡＰ１４が送信する短距離ＯＦＤＭデータユニット２００を示した図で
ある。一実施形態において、クライアント局２５－４も、データユニット２００をＡＰ１
４に送信する。データユニット２００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠し、２０メ
ガヘルツ（ＭＨｚ）帯を占める。データユニット２００は、一般的にパケット検出、初期
同期及び自動ゲイン制御等に使用されるレガシーショートトレーニングフィールド（Ｌ－
ＳＴＦ）２０２、及び、一般的にチャネル推定及び精度の高い同期に使用されるレガシー
ロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）２０４を有するプリアンブルを含む。デー
タユニット２００はまた、例えば、変調の種類及びデータユニットの送信に使用される符
合化レートのような、データユニット２００に関する特定の物理層（ＰＨＹ）パラメータ
を搬送するのに使用されるレガシー信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）２０６を含む。データ
ユニット２００はまた、データ部分２０８を含む。図２Ｂは、必要に応じて、サービスフ
ィールド、暗号化された物理層サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）、テールビット及び
パディングビットを含むデータ部分２０８（低密度パリティ検査符号で符合化されていな
い）の一例を示している。データユニット２００は、単入力単出力（ＳＩＳＯ）チャネル
構成で、１つの空間又は空間時間ストリーム上で送信されるように設計されている。
【００２０】
　図３は、一実施形態に係る直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介してクライアント
局２５－４にＡＰ１４が送信する短距離ＯＦＤＭデータユニット３００を示している。一
実施形態において、クライアント局２５－４も、ＡＰ１４に対してデータユニット３００
を送信するように構成される。データユニット３００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に
準拠し、２０ＭＨｚ帯域を占め、混合モードの場合に適するように設計されている、すな
わち、ＷＬＡＮが、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するがＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規
格には準拠してないクライアント局を１以上含む場合に適するように設計されている。デ
ータユニット３００は、Ｌ－ＳＴＦ３０２、Ｌ－ＬＴＦ３０４、Ｌ－ＳＩＧ３０６、高ス
ループット信号フィールド（ＨＴ－ＳＩＧ）３０８、高スループットショートトレーニン
グフィールド（ＨＴ－ＳＴＦ）３１０、及び、Ｍ個のデータ高スループットロングトレー
ニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）３１２を含むプリアンブルを有し、ここで、Ｍは、一
般的に複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）チャネル構成でデータユニット３００を送信するの
に使用される空間ストリームの数に対応する整数である。より詳細には、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｎ規格に準拠して、データユニット３００が２つの空間ストリームを使用して送信
される場合には、データユニット３００は２つのＨＴ－ＬＴＦ３１２を含み、データユニ
ット３００が３つ又は４つの空間ストリームを使用して送信される場合には、データユニ
ット３００は４つのＨＴ－ＬＴＦ３１２を含む。使用される空間ストリームの特定の数を
示す情報は、ＨＴ－ＳＩＧフィールド３０８に含まれる。データユニット３００は、デー
タ部分３１４を含む。
【００２１】
　図４は、一実施形態に係る直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介してクライアント
局２５－４にＡＰ１４が送信する短距離ＯＦＤＭデータユニット４００を示している。一
実施形態において、クライアント局２５－４も、ＡＰ１４に対してデータユニット４００
を送信するように構成される。データユニット４００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に
準拠し、２０ＭＨｚ帯域を占め、"グリーンフィールド"に適するように設計されている、
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すなわち、ＷＬＡＮがＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するがＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
規格には準拠しないクライアント局を含まない場合に適するように設計されている。デー
タユニット４００は、高スループットグリーンフィールドショートトレーニングフィール
ド（ＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ）４０２、第１高スループットロングトレーニングフィールド（
ＨＴ－ＬＴＦ１）４０４、ＨＴ－ＳＩＧ４０６、及び、Ｍ個のＨＴ－ＬＴＦ４０８を含む
プリアンブルを有し、ここで、Ｍは、一般的に複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）チャネル構
成でデータユニット４００を送信するのに使用される空間ストリームの数に対応する整数
である。データユニット９０はまた、データ部分９８を含む。
【００２２】
　図５は、一実施形態に係る直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介してクライアント
局２５－４にＡＰ１４が送信する短距離ＯＦＤＭデータユニット５００を示している。一
実施形態において、クライアント局２５－４も、ＡＰ１４に対してデータユニット５００
を送信するように構成される。データユニット５００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格
に準拠し、"混合フィールド"の場合に適するように設計されている、データユニット５０
０は、２０ＭＨｚ帯域を占める。別の実施形態又は別のシナリオでは、データユニット５
００と同様なデータユニットが、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ又は１６０ＭＨｚといった異な
る帯域幅を占める。データユニット５００は、Ｌ－ＳＴＦ５０２、Ｌ－ＬＴＦ５０４、Ｌ
－ＳＩＧ５０６、第１超高スループット信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ）５０８、
超高スループットショートトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）５１０、Ｍ個の超
高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）５１２、及び、第２超
高スループット信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）５１２を含むプリアンブルを有し
、ここで、Ｍは、整数である。データユニット５００はまた、データ部分５１４を含む。
ある実施形態では、データユニット５００は、クライアント局２５の２以上に同時に情報
を搬送するマルチユーザデータユニットである。このような実施形態又はシナリオでは、
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａは、宛先クライアント局の全てに共通の情報を含み、ＶＨＴ－ＳＩＧ
－Ｂは、宛先クライアント局のそれぞれについてのユーザ固有情報を含む。
【００２３】
　図６には、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格によって規定されているＬ－ＳＩＧ、ＨＴ－Ｓ
ＩＧ１及びＨＴ－ＳＩＧ２フィールドの変調を示した一連の図が示されている。Ｌ－ＳＩ
Ｇフィールドは、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）に従って変調され、ＨＴ－ＳＩＧ１及びＨ
Ｔ－ＳＩＧ２フィールドは、横軸でＢＰＳＫに従って変調される（Ｑ－ＢＰＳＫ）。すな
わち、ＨＴ－ＳＩＧ１及びＨＴ－ＳＩＧ２フィールドの変調は、Ｌ－ＳＩＧフィールドの
変調と比較して、９０°回転される。図６に示されるように、このような変調によって、
受信装置は、プリアンブル全体をデコードすることなく、データユニットがＩＥＥＥ８０
２．１１ａ規格ではなく、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠しているいと判断できる又
は自動的に検出できる。
【００２４】
　図７には、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に規定されるように、Ｌ－ＳＩＧフィールド
、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールドの第１シンボル、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールドの第２
シンボル、及び、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂの変調を示した一連の図が示されている。Ｌ－ＳＩ
Ｇは、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）に従って変調される。同様に、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフ
ィールドの第１シンボルもＢＰＳＫに従って変調される。一方、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィ
ールドの第２シンボルは、横軸でＢＰＳＫに従って変調される（Ｑ－ＢＰＳＫ）。ＶＨＴ
－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールド及びＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールドの
第１シンボルと同様に、ＢＰＳＫにしたがって変調される。上記で説明した８０２．１１
ｎ自動検出機能と同様に、上記のような変調によって、受信装置は、プリアンブル全体を
デコードすることなく、データユニットが、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格又はＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ規格のうちの１つではなく、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠している
いと判断できる又は自動的に検出できる。
【００２５】
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　図８には、一実施形態に係る、シングルキャリアチャネルを介して、ＡＰ１４がクライ
アント局２５－４に送信するシングルキャリア（ＳＣ）短距離データユニット８００を示
した図である。一実施形態では、クライアント局２５－４もデータユニット８００をＡＰ
１４に送信するように構成される。データユニット８００は、受信機がデータユニットの
存在を検出することを可能とし、入力信号との同期を開始することが可能となるＳＹＮＣ
フィールド８０２を含む。データ８００は、フレームの開始を通知するスタートフレーム
デリミタ（ＳＦＤ）フィールド８０４を含む。ＳＹＮＣフィールド８０２及びＳＦＤフィ
ールド８０４は、データユニット８００のプリアンブル部分を構成する。データユニット
８００は更に、ＳＩＧＮＡＬフィールド８０６、ＳＥＲＶＩＣＥフィールド８０８、ＬＥ
ＮＧＴＨフィールド８１０、及び、ＣＲＣフィールド８１２を含む。データユニット８０
０は更に、物理層サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）、すなわち、データ部分８１４を
含む。
【００２６】
　様々な実施形態及び／又はシナリオにおいて、長距離データユニットは、短距離通信プ
ロトコルによって規定される物理層データユニット形式（例えば、図２Ａ～図５を参照し
て上記で説明した物理データユニット形式）と同一の又は同様な物理層形式を有するが、
より遅いクロックレートを使用して送信される。このような実施形態の場合、ＡＰ１４は
、短距離データユニットを生成するのに使用されるクロックレートを比Ｎ分だけダウンサ
ンプリング又はダウンクロックして、長距離データユニットを送信するのに使用するクロ
ックレートを低くする。ダウンクロックする比Ｎは、異なる実施形態では異なる。例えば
、一実施形態では、ダウンクロック比Ｎは、１０である。この実施形態では、ダウンクロ
ックされたクロックレートを使用して生成された長距離データユニットは、対応する短距
離データユニットを送信するのにかかる時間の１０倍の長さの時間を掛けて送信される。
この実施形態の場合、ダウンクロックされたクロックレートを使用して生成された長距離
データユニットは、周波数ドメインでは、対応する短距離データユニットが占める帯域幅
の１０分の１の帯域幅を占める。別の実施形態では、その他の好適なダウンクロック比（
Ｎ）の値が使用され、長距離データユニットの送信時間及び帯域幅が、比Ｎに従って変更
される。ある実施形態では、ダウンクロックの比Ｎは、２のべき乗である（例えば、Ｎ＝
８、１６、３２等）。ある実施形態では、長距離通信プロトコルは、２以上のダウンクロ
ック比Ｎを規定し、例えば、異なる地域での異なる帯域幅要求を満たすべく、異なる地理
的領域で使用される比Ｎを異ならせる（例えば、米国ではＮ＝１６、ヨーロッパではＮ＝
６４等）。
【００２７】
　一実施形態において、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは、少なくとも
実質的にＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格によって規定されるデータユニット形式に従ってフ
ォーマットされる。別の実施形態では、長距離通信プロトコルに適合するデータユニット
は、オペレーションモードに応じて、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格又はＩＥＥＥ８０２．
１１ｎ規格によって規定されるデータユニット形式に少なくとも実質的に従ってフォーマ
ットされる。更に別の実施形態では、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは
、オペレーションモードに応じて、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格又はＩＥＥＥ８０２．１
１ｎ規格グリーンフィールド形式に規定されるデータユニット形式に少なくとも実質的に
従ってフォーマットされる。更に別の実施形態では、長距離通信プロトコルに適合するデ
ータユニットは、オペレーションモードに応じて、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｎ規格又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格グリーンフィールド形式に規定
されるデータユニット形式に少なくとも実質的に従ってフォーマットされる。別の実施形
態では、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは、オペレーションモードに応
じて、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に規定されるデー
タユニット形式に少なくとも実質的に従ってフォーマットされる。更に別の実施形態では
、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは、オペレーションモードに応じて、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規
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格グリーンフィールド形式又はＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に規定されるデータユニッ
ト形式に少なくとも実質的に従ってフォーマットされる。別の実施形態では、長距離通信
プロトコルに適合するデータユニットは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に規定されるデー
タユニット形式に少なくとも実質的に従ってフォーマットされる。更に別の実施形態では
、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格グリ
ーンフィールド形式に規定されるデータユニット形式に少なくとも実質的に従ってフォー
マットされる。別の実施形態では、長距離通信プロトコルに適合するデータユニットは、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に規定されるデータユニット形式に少なくとも実質的に従
ってフォーマットされる。データユニットが１以上の短距離通信プロトコルに従ってフォ
ーマットされる本明細書に記載されたある実施形態では、上記に説明したようなプリアン
ブル変調形式は、受信装置が特定のモードが使用されていることを判断（又は自動検出）
可能とするべく使用される。ある実施形態に係る長距離通信プロトコルに適合したデータ
ユニットの例が、図９から図１３を参照して以下に説明される。
【００２８】
　図９は、一実施形態に係る直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、クライアン
ト局２５－１にＡＰ１４が送信する長距離ＯＦＤＭデータユニット９００を示した図であ
る。一実施形態において、クライアント局２５－１も、データユニット９００をＡＰ１４
に送信する。データユニット９００は、短距離クロックレートをダウンクロック比Ｎだけ
ダウンクロックしたクロックレートを使用して送信される以外は、図５のデータユニット
５００と同様である。したがって、データユニット９００のＯＦＤＭシンボルそれぞれの
シンボル継続期間は、データユニット５００におけるＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期
間と比較して、Ｎ倍長くなる。図９の実施形態では、Ｎは１０である。この場合、データ
ユニット９００に含まれるＯＦＤＭシンボルそれぞれの長さは、データユニット５００に
含まれるＯＦＤＭシンボルと比較して１０倍長くなる。別の実施形態では、異なる好適な
ダウンクロック比が使用される。
【００２９】
　図１０は、一実施形態に係る直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、クライア
ント局２５－１にＡＰ１４が送信する長距離ＯＦＤＭデータユニット１０００を示した図
である。一実施形態において、クライアント局２５－１も、データユニット１０００をＡ
Ｐ１４に送信する。データユニット１０００は、短距離クロックレートをダウンクロック
比Ｎだけダウンクロックしたクロックレートを使用して送信される以外は、図４の"グリ
ーンフィールド"データユニット４００と同様である。したがって、データユニット１０
００のＯＦＤＭシンボルそれぞれのシンボル継続期間は、データユニット４００に含まれ
るＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間と比較して、Ｎ倍長くなる。図１０の実施形態で
は、Ｎは１０である。この場合、データユニット１０００に含まれるＯＦＤＭシンボルそ
れぞれの長さは、データユニット４００に含まれるＯＦＤＭシンボルと比較して１０倍長
くなる。別の実施形態では、異なる好適なダウンクロック比が使用される。
【００３０】
　図１１は、一実施形態に係る、長距離モードで動作する場合の、直交周波数領域多重（
ＯＦＤＭ）変調を介して、クライアント局２５－１にＡＰ１４が送信するＯＦＤＭデータ
ユニット１１００を示した図である。一実施形態において、クライアント局２５－１も、
データユニット１１００をＡＰ１４に送信する。データユニット１１００は、短距離クロ
ックレートをダウンクロック比Ｎだけダウンクロックしたクロックレートを使用して送信
される以外は、図５のデータユニット５００と同様である。したがって、データユニット
１１００のＯＦＤＭシンボルそれぞれのシンボル継続期間は、データユニット５００にお
けるＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間と比較して、Ｎ倍長くなる。図１１の実施形態
では、Ｎは１０である。この場合、データユニット１１００に含まれるＯＦＤＭシンボル
それぞれの長さは、データユニット５００に含まれるＯＦＤＭシンボルと比較して１０倍
長くなる。別の実施形態では、異なる好適なダウンクロック比が使用される。
【００３１】
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　図１２は、一実施形態に係る、長距離モードで動作する場合の、直交周波数領域多重（
ＯＦＤＭ）変調を介して、クライアント局２５－１にＡＰ１４が送信するＯＦＤＭデータ
ユニット１２００を示した図である。データユニット１２００は、プリアンブルのレガシ
ー部分（すなわち、Ｌ－ＳＴＦ１１０２、Ｌ－ＬＴＦ１１０４、Ｌ－ＳＩＧ１１０６）が
データユニット１２００では省略されている以外は、図１１のデータユニット１１００と
同様である。一実施形態では、データユニット１２００においてＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィ
ールド１２１４が省略される。更に、ある実施形態では、データユニット１２００の全て
の又は一部のフィールドに対するビット割り当ては、短距離通信プロトコルによって規定
されるビット割り当てとは異なる。
【００３２】
　図１３は、一実施形態に係る、長距離モードで動作する場合の、直交周波数領域多重（
ＯＦＤＭ）変調を介して、クライアント局２５－１にＡＰ１４が送信するＯＦＤＭデータ
ユニット１３００を示した図である。一実施形態において、クライアント局２５－１も、
データユニット１３００をＡＰ１４に送信する。データユニット１３００は、短距離クロ
ックレートをダウンクロック比Ｎだけダウンクロックしたクロックレートを使用して送信
される以外は、図２Ａのデータユニット２００と同様である。したがって、データユニッ
ト１３００のＯＦＤＭシンボルそれぞれのシンボル継続期間は、データユニット２００に
含まれるＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間と比較して、Ｎ倍長くなる。図１３の実施
形態では、Ｎは１０である。この場合、データユニット１３００に含まれるＯＦＤＭシン
ボルそれぞれの長さは、データユニット２００に含まれるＯＦＤＭシンボルと比較して１
０倍長くなる。別の実施形態では、異なる好適なダウンクロック比が使用される。
【００３３】
　ある実施形態では、ＡＰ１４及び／又はクライアント局２５－１は、デュアルバンド構
成で動作可能である。このような実施形態では、ＡＰ１４は、オペレーションモードを短
距離モードと長距離モードとで切り替えることができる。一実施形態では、ＡＰ１４は、
短距離モードで動作する場合、短距離通信プロトコルの１以上に適合したデータユニット
を送受信し、長距離モードで動作する場合、長距離通信プロトコルに適合したデータユニ
ットを送受信する。一実施形態において、デュアルバンド装置は、短距離オペレーション
に適した第１クロック、及び、短距離オペレーションに適した第２クロックを使用し、第
２クロックの周波数は、第１クロックの周波数よりも比Ｎだけ低い。一実施形態において
、デュアルバンド装置は、第１クロック信号を比Ｎだけダウンクロックして、長距離オペ
レーションのための第２クロック信号を生成する。このような実施形態の場合、長距離モ
ードで使用されるクロックレートは、短距離モードで使用されるクロックレートの何分の
一かになる。このような実施形態では、長距離モードでのデータユニットは、上記したよ
うに、低いクロックレートを使用した短距離形式に従って生成される。さらに、ある実施
形態では、ＡＰ１４及び／又はクライアント局２５－１は、長距離通信プロトコルによっ
て長距離オペレーションに対して規定された異なる低い周波数帯域間（例えば、異なる地
理的エリアに対して長距離通信プロトコルで規定された異なるサブ１ＧＨｚ周波数帯）で
切り替えを行うことができる。別の実施形態では、ＡＰ１４及び／又はクライアント局２
５－１は、１つの長距離周波数帯でのみ動作するように構成されたシングルバンド装置で
ある。ある実施形態では、上記したような様々のモード長距離モードに対して生成されて
いるが全般的には短距離ＰＨＹデータユニット形式に従って生成された場合、生成された
データのプリアンブルは、データユニットが長距離送信により適するように変更される。
すなわち、このような実施形態では、対応する短距離データユニットと比較して、異なる
（変更された）プリアンブルを使用して長距離データユニットが生成される。例えば、長
距離での送信では、送信された信号の信号対雑音比が低くなる必要がある。そこで、ある
実施形態では、受信機において良好なチャネルトレーニングを可能とし、それによって受
信機感度を改善するべく、長距離データユニットに対しては、短距離データユニットと比
較して長いプリアンブルが使用される。一方、ある長距離アプリケーションでは、典型的
な長距離データユニットは、典型的な短距離データユニットよりも少ないデータを搬送し
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分を占める。したがって、ある実施形態では、長距離データユニットのプリアンブルの長
さを制限するのが有効である。状況によっては、１つの通信チャネルにおける長距離デー
タユニットのマルチパス遅延が、短距離データユニットのマルチパス遅延と比較して長く
なる場合がある。更に、長距離データユニットが伝送される長距離送信チャネルは、少な
くともある状況においては、送信機と受信機との間の周波数及び位相オフセットが大きく
なる。
【００３４】
　一実施形態では、大きな周波数位相オフセットに対処するべく、長距離データユニット
は、プリアンブルの長距離トレーニングフィールドの一部又は全てにおいて、シングルス
トリームパイロットトーンを含む。これを明確にするべく、以下に、図１０の長距離デー
タユニット１０００を参照して、シングルストリームパイロットトーンについて説明する
。しかしながら、別の実施形態では、これら又は同様なパイロットトーン挿入技術が、別
の長距離データユニット（例えば、図９又は図１１から図１３のデータユニット）に適用
される。
【００３５】
　図４に示すように、短距離データユニット４００は、ＨＴ－ＬＴＦフィールド４０８の
何れにもパイロットトーンを含まない。図１０に示す長距離送信のために生成されたデー
タユニット１０００は、長い継続期間を有するＯＦＤＭシンボルを含み、その結果、デー
タユニット１０００のＬＴＦフィールドは、データユニット４００のＬＴＦフィールドと
比較して長くなっている。データユニット１０００の長距離送信に使用される送信搬送周
波数は、データユニット４００の短距離送信に使用される送信搬送周波数よりも通常低い
。一例として、一実施形態では、距離データユニット４００は、５ＧＨｚ周波数帯で送信
され、長距離データユニット１０００は、９００ＭＨｚ周波数帯で送信される。この実施
形態では、近距離モードでデータユニットを送信するのに使用される搬送周波数は、長距
離モードの約５倍である。したがって、ＯＦＤＭシンボル継続時間及びロングトレーニン
グフィールドの長さが、長距離モードでは、短距離モードの１０倍の大きさとなり（ダウ
ンクロック比Ｎが１０の場合）、低い周波数での伝送が、長い伝送時間を埋め合わせるこ
とができない。このように、ロングトレーニングフィールドは、長距離モードにおいて短
距離モードと比較して、伝送の間により大きな位相シフトになる傾向がある。位相シフト
の問題を最小限にするべく、ある実施形態では、パイロットトーンが、長距離データユニ
ット１０００のトレーニングフィールドに挿入され、送信機と受信機との間の位相追跡に
使用される。
【００３６】
　一実施形態では、データユニット１０００は、あるシナリオにおいて、複数の空間スト
リームで送信されるマルチストリームデータユニットである。この実施形態では、挿入さ
れたパイロットトーンもマルチストリームである場合（例えば、データトーンをマッピン
グするのに使用したマッピング行列と同じマッピング行列を使用して複数の空間ストリー
ムにマッピングされた場合）、位相追跡の前に受信することが必要な少なくとも対応する
数のロングトレーニングフィールドを実行することができる。全てのトレーニングフィー
ルドを受信する前に、受信装置が位相追跡を実行できるようにするために、ある実施形態
では、データユニット１０００のロングトレーニングフィールド１０１２に含まれパイロ
ットトーンは、シングルストリームパイロットトーンである。
【００３７】
　図１０を参照して、一実施形態では、ＨＴ－ＬＴＦフィールド１０１２のＯＦＤＭデー
タ及びパイロットトーンは、次の式１に従って複数の空間ストリームにマッピングされる
。
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【数１】

　ここで、添え字ｋはトーンインデックスを表し、Ｑは空間マッピング行列、ＤＣＳＤは
時間ドメインにおける周期シフトを表す対角要素を有する対角行列、ＡＨＴＬＴＦはロン
グトレーニングフィールドのマッピング行列、ＬＴＦｋはｋ番目のトーンのロングトレー
ニングフィールドの値である。式１において、Ｋｐｉｌｏｔは、パイロットトーンに対応
するトーンインデックスのセットを表し、ＰＨＴＬＨＦは、ロングトレーニングフィール
ドデータトーンを複数の空間ストリームにマッピングするのに使用されるマッピング行列
である。一例として、一実施形態では、複数のＬＴＦデータトーンを複数の空間ストリー
ムにマッピングするためのＰＨＴＬＨＦは、次のように規定される。
【数２】

【００３８】
　一実施形態において、ＬＴＦデータユニットが４つ未満の空間ストリームを使用して送
信される場合（例えば、２つのＬＴＦが２つの空間ストリームを使用して送信される場合
は、２×２のサブセット行列、４つのＬＴＦが３つの空間ストリームを使用して送信され
る場合には、３×４サブセット行列）には、ＬＴＦデータトーンのマッピングに、式２に
おけるマッピング行列のサブセットが使用される。更に、ＲＨＴＬＦＴ行列は、異なる実
施形態において異なるように規定されるＬＴＦパイロットトーンに対するマッピング行列
である。一実施形態において、ＲＨＴＬＦＴ行列は、次のように規定される。

【数３】

【００３９】
　この実施形態では、データユニット１０００のＨＴ－ＬＴＦフィールド１０１２におけ
る全てのパイロットトーンは、空間ストリームマッピング行列Ｐの第１列を使用して、複
数の空間ストリームにマッピングされる。更に、この実施形態では、データユニット１０
００のデータ部分１０１６におけるパイロットトーンは、式４に示すようにマッピングさ
れる。

【数４】

　ここで、ｎは、シンボルのインデックスである。すなわち、この場合、データ部分にお
けるパイロットトーンも、トーンマッピング行列Ｐの第１列を使用して、複数の空間スト
リームにマッピングされる。
【００４０】
　別の実施形態では、ＲＨＴＬＦＴ行列は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に規定されて
いるように、次の式５で表される。

【数５】

　この実施形態では、データユニット１０００のＨＴ－ＬＴＦフィールド１０１２におけ
る全てのパイロットトーンが、空間ストリームマッピング行列Ｐの第１行を使用して、複
数の空間ストリームにマッピングされる。さらに、この実施形態では、データユニット１
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０００のデータ部分１０１６におけるパイロットトーンは、式６に示すようにマッピング
される。
【数６】

　ここで、ｎは、シンボルのインデックスである。すなわち、この場合、データ部分にお
けるパイロットトーンも、トーンマッピング行列Ｐの第１行を使用して、複数の空間スト
リームにマッピングされる。
【００４１】
　ある実施形態では（パイロットトーン挿入がある又はない場合を含む）、長距離データ
ユニットに使用されるプリアンブルは、短距離データユニットに使用されるプリアンブル
と比較して、長いプリアンブルが使用される。一実施形態では、例えば、受信機の感度を
改善し、ＳＮＲ性能を改善させるために、より長いプリアンブルが使用される。
【００４２】
　図１４は、一実施形態に係る、直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、クライ
アント局２５－１にＡＰ１４が送信する長距離ＯＦＤＭデータユニット１４００を示した
図である。一実施形態において、クライアント局２５－４も、データユニット１４００を
ＡＰ１４に送信する。データユニット１４００は、更なるプリアンブル部分１４０６を含
む点を除いて、様々なダウンクロックされた短距離データユニットを参照して上記で説明
したような様々な長距離データユニット（例えば、図９のデータユニット９００、図１０
のデータユニット１０００、図１１のデータユニット１１００、図１２のデータユニット
１２００、図１３のデータユニット１３００）と同様である。一実施形態において、更な
るプリアンブル部分１４０６は、例えば、ＳＴＦフィールドに含まれるショートトレーニ
ングシーケンスの複数の繰り返しを含む。ある実施形態では、データユニット１４００が
、更なるプリアンブル部分１４０６を含む場合には、ＳＴＦ部分１４０４はデータユニッ
ト１４００から省略される。ある実施形態では、データユニット１４００のような長距離
データユニットは、オペレーションモードに応じて、更なるプリアンブル部分を含む又は
含まない。このような実施形態では、受信クライアント局は、受信したデータユニットが
更なるプリアンブルを含むか否かを、プリアンブルのＳＴＦ部分とＬＴＦ部分との間の境
界の時間によって自動的に検出することができる。
【００４３】
　図１５は、一実施形態に係る、直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、ＡＰ１
４がクライアント局２５－１に送信する長距離ＯＦＤＭデータユニット１５００を示した
図である。一実施形態において、クライアント局２５－４も、データユニット１５００を
ＡＰ１４に送信する。データユニット１５００は、シングルキャリア（ＳＣ）の更なるプ
リアンブル部分１５０２を含む点を除いて、図４のデータユニット１４００と同様である
。更なるＳＣプリアンブル１６０２は、ＳＹＮＣフィールド１４０６及びＳＦＤフィール
ド１４０４を含む。一実施形態では、ＳＣプリアンブルは、少なくとも、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｂ規格によって規定されるＳＣプリアンブルとほぼ同じである。一実施形態におい
て、データユニット１５００のＳＣプリアンブルは、データユニット８００（図８）のＰ
ＬＣＰプリアンブル８１４と少なくともほぼ同じであり、ＯＦＤＭ部分１５１２を生成す
るのに使用されたダウンクロック比と同じダウンクロック比Ｎだけダウンクロックされて
いる。別の実施形態では、ＯＦＤＭ部分１５１２に使用されたダウンクロック比とは異な
るダウンクロック比を、ＳＣプリアンブル部分１５０２に使用する。
【００４４】
　図１６は、一実施形態に係る、直交周波数領域多重（ＯＦＤＭ）変調を介して、ＡＰ１
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４がクライアント局２５－１に送信する長距離ＯＦＤＭデータユニット１６００を示した
図である。一実施形態において、クライアント局２５－４も、データユニット１６００を
ＡＰ１４に送信する。データユニット１６００は、ＳＹＮＣフィールド１５０４がゴレイ
符号（Golay code）フィールド１６０４で置き換えられる以外は、図５のデータユニット
１５００と同様である。ある実施形態では、ゴレイ符号（Golay code）フィールドは、例
えば、ゴレイ相補シーケンス（ＧＣＳ）の複数の繰り返しを含む。一実施形態において、
繰り返しの数は、利用される特定のゴレイシーケンスの長さ、及び、データユニット１６
００のプリアンブル全体の長さに依存する。幾つかの実施形態では、長さが、１６、３２
、６４、１２８又はその他の好適な長さのゴレイシーケンスが使用される。ある実施形態
では、長距離通信プロトコルは、異なる数のゴレイシーケンス繰り返しで構成されており
、長いプリアンブル及び短いプリアンブルを規定する。このような一実施形態では、長い
プリアンブルの場合と短いプリアンブルの場合とで、異なる相補シーケンスが使用され（
例えば、長いプリアンブルにはＧａシーケンス、短いプリアンブルにはＧｂシーケンスを
使用する）、受信機が、受信したデータユニットがどちらの種類のプリアンブルか判断で
きるようにしている。一般的に、２つの相補シーケンスＧａ及びＧｂは、受信装置におけ
る検出に適した相関特性を有する。例えば、相補拡散シーケンスＧａ及びＧｂは、シーケ
ンスＧａ及びＧｂの対応する位相不一致非周期自己相関係数の合計がゼロになるように選
択されてもよい。ある実施形態では、相補シーケンスＧａ及びＧｂは、周期的相互相関が
ゼロ又はほぼゼロとなる。別の場合には、シーケンスＧａ及びＧｂは、狭いメインローブ
と低レベルのサイドローブとを有する非周期的相互相関を有してもよいし、狭いメインロ
ーブと低レベルのサイドローブとを有する非周期的自己相関を有してもよい。
【００４５】
　広い帯域幅のＯＦＤＭデータユニット（例えば、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨ
ｚ等）に対して更なるＳＣプリアンブル部分を含む実施形態では、ＳＣプリアンブルは、
ダウンクロックされた２０ＭＨｚサブバンドそれぞれにおいて繰り替えされる。ある実施
形態では、ＳＴＦフィールド（すなわち、図１５におけるフィールド１５０８、図１６に
おけるフィールド１６０８）が省略される。
【００４６】
　ある実施形態では、長距離通信プロトコルに従うオペレーションモードは、上記で説明
したダウンクロックされた短距離モード（"通常モード"）に加えて、１以上の低いデータ
レートモード（"伝播範囲拡張モード"）を含む。
【００４７】
　一実施形態では、例えば、伝播範囲拡張モードは、通常モードで使用されたダウンクロ
ック比よりも高いダウンクロック比に対応する。すなわち、この実施形態では、長距離通
信プロトコルは、２つ以上の異なるダウンクロック比を規定する。すなわち、通常モード
に使用される比及び１以上の伝播範囲拡張モードで使用される１以上の比を規定する。一
実施形態では、例えば、通常モードのダウンクロック比は１０であり、伝播範囲拡張モー
ドで使用されるダウンクロック比は２０である。別の実施形態では、その他の好適な第１
ダウンクロック比及び第２ダウンクロック比が使用される。複数のダウンクロック比が使
用される実施形態では、長距離データユニット形式は、規定されたどの比率が使用される
かを示す情報を含む。例えば、一実施形態では、図６及び図７を参照して説明した技術の
うちの１つと同様な変調技術を使用して、受信装置にモードを通知し、使用されるモード
に応じて様々なプリアンブル部分が異なって変調される。この場合、受信機は、データユ
ニットの送信にどのクロックレートが使用されたか判断することができ、例えば、データ
を適切にデコードすることにより自身のクロックを設定することができる。
【００４８】
　別の実施形態では、伝播範囲拡張モードに対して生成されるデータユニットは、通常モ
ードのデータユニットの生成に使用された係数と同じダウンクロック比を使用して生成さ
れるが、通常モードのデータユニットの生成に使用された高速フーリエ変換（ＦＦＴ）と
比較して、より小さなサイズのＦＦＴが伝播範囲拡張モードでは使用される。このような
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実施形態において、ＦＦＴサイズが小さいと、各ＯＦＤＭシンボルにおいて少ないサブキ
ャリアを有するデータユニットとなり、その結果、低いデータレートとなり、伝播範囲拡
張モードで生成されたデータユニット占める帯域幅は、通常モードで大きなサイズのＦＦ
Ｔを使用して生成された同じデータユニットと比較して、低い帯域幅となる。一例として
、一実施形態では、通常モードは、サイズ６４（又は、１２８、２５６、５１２、又は、
６４より大きな好適なサイズ）のＦＦＴを使用し、伝播範囲拡張モードでは、サイズ３２
、１６又は６４より小さな好適なサイズのＦＦＴを使用する。一実施形態では、特定のモ
ードが使用され、データユニットを生成するのに使用された特定のＦＦＴサイズが、図６
及び図７に関して上記で説明したようなプリアンブル変調技術によって、受信装置へと通
知される。
【００４９】
　これに替えて又はこれに加えて、ある実施形態では、伝播範囲拡張モードで送信される
データユニットは、シングルキャリア短距離データユニット形式（例えば、図８）のダウ
ンクロックバージョンにしたがって生成されるシングルキャリアデータユニットであり、
通常モードで送信されるデータユニットは、ＯＦＤＭ短距離データユニット形式（例えば
、図９から図１３）のダウンクロックバージョンにしたがって生成されたＯＦＤＭデータ
である。このような実施形態では、伝播範囲拡張モード（シングルキャリア）データユニ
ット及び通常モード（ＯＦＤＭ）データユニットは、同じダウンクロック比Ｎを使用して
生成される。このような実施形態では、伝播範囲拡張データユニットは、典型的には、通
常モードユニットが占める最も低い帯域幅と比較して、より小さな帯域幅を占める。例え
ば、一実施形態において、ダウンクロック比Ｎが１０に等しい場合、（ＩＥＥＥ８０２．
１１規格及びＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格によって規定される最も低い帯域幅２０ＭＨ
ｚに従うと）通常モードの最も低い帯域幅は２ＭＨｚに等しい。一方、伝播範囲拡張モー
ドでは、ダウンクロック比が１０でありＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格によって規定される
データユニット形式に従って生成されるシングルキャリアデータユニットは、約１．１Ｍ
Ｈｚに等しい帯域幅を占める（通常モードＯＦＤＭデータユニットの最も低い帯域幅に従
った帯域幅の１１／２０）。別の実施形態では、伝播範囲拡張モードのシングルキャリア
データユニットを生成するのに使用されるダウンクロック比と、通常モードＯＦＤＭデー
タユニットを生成するのに使用されるダウンクロック比とは異なる。例えば、伝播範囲拡
張モードのダウンクロック比は、シングルキャリア伝播範囲拡張モードデータユニットが
、通常モードＯＦＤＭデータユニットが占める最も低い帯域幅の何分の一（例えば、１／
２、２／３、３／４等）に等しい帯域幅を占めるように規定される。一実施形態では、シ
ングルキャリアダウンクロック比は、伝播範囲拡張モードのシングルキャリアデータユニ
ットが、通常モードで送信される最も低い帯域のＯＦＤＭデータユニットのパイロットト
ーン及びデータが占める帯域幅とほぼ同じ帯域幅を占めるように選択される。
【００５０】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格では、例えば、所望のデータレートに応じて、直接シーケ
ンス・スペクトラム拡散（direct sequence spread spectrum：ＤＳＳＳ）変調技術又は
相補型符号（complimentary code keying：ＣＣＫ）変調技術を使用してデータユニット
が変調される。伝播範囲拡張モードのデータユニットが、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格で
規定されるＰＨＹデータユニット形式のダウンクロックバージョンに従って生成される実
施形態では、このようなデータユニットは、対応する変調技術（すなわち、ＤＳＳＳ又は
ＣＣＫ）に従って変調される。しかしながら、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格におけるＣＣ
Ｋ変調と関連付けられているデータレートは、ＤＳＳＳ変調と関連付けられているデータ
レートよりも高く、ＯＦＤＭデータユニットと関連付けられている低いデータレートと同
様である。したがって、ある実施形態では、ＣＣＫ変調が使用されず、伝播範囲拡張モー
ドシングルキャリアデータユニットは、ＤＳＳＳ変調技術を使用して変調され、範囲拡張
モードにおいて概して望ましい低いデータレートを達成する。
【００５１】
　更に、伝播範囲拡張モードにおいてＤＳＳＳ変調が利用される実施形態では、ＩＥＥＥ
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８０２．１１ｂに規定される１１ビット　バーカー（Barker）拡散符号とは異なる拡散コ
ードが使用される。例えば、一実施形態において、１６ビットゴレイ相補符号が利用され
る。別の実施形態では、３２ビットゴレイ相補符号又は異なるサイズのゴレイ符号が使用
される。このような符号は概して、バーカー符号と比較して良好な自己相関を提供し、そ
の結果、信号の信号対ノイズ比（ＳＮＲ）感度を低くし、処理利得を高くすることができ
る。さらに、受信装置におけるデータのデコードに相対的に単純な相関器で済むことから
、このような符号は低電力アプリケーション（例えば、センサ又はスマートメータ）で有
用である。しかしながら、ある実施形態又は状況では、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格で規
定される１１ビットバーカー符号を使用する場合もある。
【００５２】
　ある実施形態では、ＡＰ（例えば、図１のＡＰ１４）及び／又はクライアント局（例え
ば、図１のクライアント局２５）は、通信チャネルにおけるパケット衝突を回避するため
に、並行キャリア検出技術を使用する。このような実施形態では、装置は、拡張モードの
データユニット又は通常モードのデータユニットを送信する前に、通信チャネルにおいて
ＳＣ及び／又はＯＦＤＭが存在するかを検出し、別の装置がチャネルを使用していると判
断された場合には、送信を遅らせる。ある実施形態では、このような状況での送信は、装
置がチャネルが利用可能になったと判断した後からランダムな期間分遅延されて、衝突の
可能性を更に低減する。
【００５３】
　上記したように、ある実施形態では、長距離通信プロトコルは、２以上の伝播範囲拡張
モードを規定する。一実施形態では、例えば、長距離通信プロトコルは、第１伝播範囲拡
張モードで使用されるＩＥＥＥ８０２．１１ｂＰＨＹデータユニット形式をダウンクロッ
クしたもののようなシングルキャリアデータユニット形式、及び、高いダウンクロック比
を使用してダウンクロックされた又は小さなサイズのＦＦＴを使用して生成されたＯＦＤ
Ｍデータユニット形式を規定する。
【００５４】
　様々な実施形態において、ＡＰ（例えば、ＡＰ１４）及び／又はクライアント局（例え
ば、クライアント局２５－１）は、送信される（受信される）データユニットの様々なデ
ータレートに提供するべく、データユニットを並行してエンコード（デコード）する複数
のエンコーダ（デコーダ）を備える。一実施形態では、長距離データユニットは、短距離
データユニットと比較して低いデータレートで送信されるため、短距離通信プロトコルに
よって対応するデータユニットに対して規定されるエンコーダと比較して、長距離通信プ
ロトコルは、ダウンクロックレートで送信される（受信される）特定のデータユニットに
使用されるエンコーダ（デコーダ）の数は異なる。別の実施形態では、長距離通信プロト
コルは、短距離通信プロトコルによる対応するデータユニットに対して規定されるエンコ
ーダ（デコーダ）と同じ数のエンコーダ（デコーダ）を規定する。
【００５５】
　ダウンクロック比Ｎを使用して長距離データユニットを生成する実施形態では、ＰＨＹ
形式と関連付けられるその他の様々なパラメータ（例えば、周波数ドメイン及び時間ドメ
イン巡回遅延ダイバーシチ（ＣＤＤ）、ショート・インターフレーム・スペース（ＳＩＦ
Ｓ）、リデュースド・インターフレーム・スペーシング（ＲＩＦＳ）等）も、同じクロッ
ク比によって調整が行われる。
【００５６】
　ある実施形態では、２つの異なる長距離通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａｈ及びＩＥＥＥ８０２．１１ａｆ）は、概して同じＰＨＹデータユニット形式を規定
するが、異なるダウンクロック比及び異なるクロックレートを使用して、対応する特定の
周波数帯（例えば、利用可能な周波数帯域）に関する必要条件を満たしている。更に、あ
る実施形態では、信号衝突（例えば、ＴＶのホワイトスペース（ＴＶＷＳ）での動作を規
定するＩＥＥＥ８０２．１１ａｆ規格の場合、テレビチャネルと、その他の無線通信信号
との衝突）を回避する又は最小にするべく、長距離通信プロトコルは、特定の好適なチャ
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ネル検出プロセスを規定する。
【００５７】
　図１７には、一実施形態に係る、データユニットを生成する方法の一例１７００のフロ
ーチャートが示されている。一実施形態では、図１に示すように、方法１７００は、ネッ
トワークインタフェース１６に実装される。例えば、このような一実施形態では、ＰＨＹ
処理ユニット２０は、方法１７００を実装するように構成される。別の実施形態では、Ｍ
ＡＣ処理部１８も、方法１７００の少なくとも一部を実装するように構成される。別の実
施形態では、図１に示すように、方法１７００は、ネットワークインターフェース２７（
例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９及び／又はＭＡＣ処理ユニット２８）によって実装され
る。別の実施形態では、方法１７００は、その他の好適なネットワークインターフェース
によって実装される。
【００５８】
　ブロック１７０４において、第１プリアンブル部分が生成される。第１プリアンブル部
分は、短距離通信プロトコルによって規定されるプリアンブル形式と少なくとも実質的に
同様な形式を有する。一実施形態において、図１２のデータユニット１２００のプリアン
ブル部分が生成される。別の実施形態では、第１プリアンブル部分は、別の好適な形式に
従って生成され、その他の好適なフィールドを含む。
【００５９】
　ブロック１７０８では、データ部分が生成される。ブロック１７１２では、ブロック１
７０４で生成された第１プリアンブル部分及びブロック１７０８で生成されたデータ部分
が、ＯＦＤＭ変調を使用して生成される。ブロック１７１２で生成された各ＯＦＤＭシン
ボルのシンボル継続期間は、少なくとも８μｓである。一実施形態では、ＯＦＤＭシンボ
ルの継続期間は、４０μｓである。別の実施形態では、ＯＦＤＭシンボル継続起案は、少
なくとも８μｓである別の好適な値である。ブロック１７１６において、ブロック１７０
８で生成されたＯＦＤＭシンボルを含むべく、データユニットが生成される。
【００６０】
　図１８には、一実施形態に係る、データユニットを生成する方法の一例１８００のフロ
ーチャートが示されている。一実施形態では、図１に示すように、方法１８００は、ネッ
トワークインタフェース１６に実装される。例えば、このような一実施形態では、ＰＨＹ
処理ユニット２０は、方法１８００を実装するように構成される。別の実施形態では、Ｍ
ＡＣ処理部１８も、方法１８００の少なくとも一部を実装するように構成される。別の実
施形態では、図１に示すように、方法１８００は、ネットワークインターフェース２７（
例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９及び／又はＭＡＣ処理ユニット２８）によって実装され
る。別の実施形態では、方法１８００は、その他の好適なネットワークインターフェース
によって実装される。
【００６１】
　ブロック１８０２において、どのモードでデータユニットを送信するべきかが決定され
る。ブロック１８０２において、データユニットを通常モードで送信すると決定された場
合には、データユニットが第１形式に従って生成される。一実施形態において、図１２の
データユニット１２００が生成される。別の実施形態では、別の好適なデータユニットが
生成される。ブロック１８０２において、データユニットを通常モードで送信しないと決
定された場合（すなわち、データユニットが伝播範囲拡張モードで送信される）には、ブ
ロック１８０８において、データユニットが第２形式に従って生成される。一実施形態に
おいて、ブロック１８０４で、データユニットが、サイズ６４のＦＦＴを使用して生成さ
れる。別の実施形態では、６４より大きいその他の好適なサイズのＦＦＴが使用される。
ブロック１８０８において、サイズ３２のＦＦＴ、サイズ１６のＦＦＴ、又は、６４より
小さいその他の好適なサイズのＦＦＴを使用してデータユニットが生成され、その結果、
ブロック１８０８において生成されたデータユニットは、ブロック１８０４で生成される
データユニットと比較して、小さな帯域幅を有する。データユニットのプリアンブルは、
受信装置がデータユニットの帯域幅を判断可能なように、変調される。
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【００６２】
　上記で説明した様々なブロック、オペレーション及び技術の少なくとも一部は、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
ッサ又はこれらの組み合わせを使用して実装されてもよい。また、上記で説明した様々な
ブロック、オペレーション及び技術の一部は、異なる順番（及び／又は同時に）実行され
てもよく、所望の結果を得ることができる。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る場合、ソフトウェア命令又はファームウェア命
令は、磁気ディスク、光ディスクのようなコンピュータ可読メモリ、又は、ＲＡＭ又はＲ
ＯＭ又はフラッシュメモリ内のその他の記憶媒体、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、テープドライブ等に格納されてもよい。同様に、ソフトウェア命
令又はファームウェア命令は、周知の任意の又は所望の供給方法、例えば、コンピュータ
可読ディスク又はその他の可搬コンピュータ記憶メカニズムにより、又は、通信媒体を介
して、ユーザ又はシステムに供給されてもよい。通信媒体は、典型的には、コンピュータ
可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は、搬送波のような変調データ信号又
はその他の搬送メカニズムにおけるその他のアデータの形態で具現化される。"変調され
たデータ信号"とは、信号における情報を符号化するような態様で設定又は変更された性
質の１以上を有する信号を意味する。例えば、これに限定されないが、通信媒体とは、有
線ネットワーク又は直接有線接続された接続のような有線媒体、及び、音波、無線周波数
、赤外のような無線媒体及びその他の無線媒体を含む。そして、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、光ファイバー回線、
無線通信チャネル、インターネット等（これらは、可搬記憶媒体を介したソフトウェアに
よる提供と同様又は交換可能と見なされる）のような通信チャネルを介して、ユーザ又は
システムに提供される。ソフトウェア命令又はファームウェア命令は、プロセッサによっ
て実行されるとプロセッサに様々な動作を行わせる機械可読命令を含んでもよい。
【００６３】
　ハードウェアに実装される場合、個別部品、集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、等の１以上を含んでもよい。
【００６４】
　本発明が、特定の例を参照して説明されたが、これは例示を目的としており、本発明を
限定することを目的としていない。本発明の範囲内において、開示された実施形態に様々
な変更、付加及び削除を行うことができる。
［項目１］
　通信チャネルを介して送信される物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット）を生
成する方法であって、
　前記ＰＨＹデータユニットの１以上のロングトレーニングフィールドを含む第１プリア
ンブル部分を生成する段階と、
　前記ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生成する段階と、
　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを使用して、前記第１プリアンブル部
分及び前記データ部分を変調する段階と、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルを含むべく前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階とを
備え、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも
８μｓである、方法。
［項目２］
　前記通信チャネルは、複数の空間ストリームを含み、r　前記１以上のロングトレーニ
ングフィールドのうちの少なくとも１つは、少なくとも複数のパイロットトーン及び複数
の非パイロットトーンを含み、
　前記方法は、
　マッピング行列を使用して、前記複数の非パイロットトーンを複数の空間ストリームに
マッピングする段階と、
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　前記マッピング行列の一列を使用して、前記複数のパイロットトーンを前記複数の空間
ストリームにマッピングする段階とを更に備える項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記複数のパイロットトーンを前記複数の空間ストリームにマッピングするのに使用さ
れる前記マッピング行列の前記一列は、前記マッピング行列の第１番目の列である項目２
に記載のＰＨＹデータユニットを生成する方法。
［項目４］
　第２プリアンブル部分を生成する段階と、
　シングルキャリア変調を使用して、前記第２プリアンブル部分を変調する段階と、を更
に備え、
　前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、前記第２プリアンブル部分を含める段階
を有する項目１又は２に記載の方法。
［項目５］
　前記第２プリアンブル部分は、バーカー符号シーケンスの繰り返しを複数含む項目４に
記載のＰＨＹデータユニットを生成する方法。
［項目６］
　前記第２プリアンブル部分は、ゴレイ符号シーケンスの繰り返しを複数含む項目４に記
載の方法。
［項目７］
　第１クロックレートを有する第１クロック信号を使用して、更なるＰＨＹデータユニッ
トを生成する段階を更に備え、
　前記更なるＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　前記第１クロックレートの分数である第２クロックレートを有する第２クロック信号を
、前記第１クロック信号を使用して生成する段階を有し、
　前記更なるＰＨＹデータユニットは、前記第２クロック信号を使用して生成される項目
１から６の何れか一項に記載の方法。
［項目８］
　ネットワークインターフェースを備える装置であって、
　前記ネットワークインターフェースは、物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット
）の１以上のロングトレーニングフィールドを含む第１プリアンブル部分を生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットのデータ部分を生成し、
　複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを使用して、前記第１プリアンブル部
分及び前記データ部分を変調し、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルを含むべく前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　前記複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦＤＭシンボルのシンボル継続期間は、少なくとも
８μｓである、装置。
［項目９］
　前記１以上のロングトレーニングフィールドのうちの少なくとも１つは、少なくとも複
数のパイロットトーン及び複数の非パイロットトーンを含み、
　前記ネットワークインターフェースは更に、
　マッピング行列を使用して、前記複数の非パイロットトーンを複数の空間ストリームに
マッピングし、
　前記マッピング行列の一列を使用して、前記複数のパイロットトーンを前記複数の空間
ストリームにマッピングする項目８に記載の装置。
［項目１０］
　前記ネットワークインターフェースは、前記マッピング行列の第１番目の列を使用して
、前記複数のパイロットトーンを複数の空間ストリームにマッピングする項目９に記載の
装置。
［項目１１］
　前記ネットワークインターフェースは更に、第２プリアンブル部分を生成し、シングル
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キャリア変調を使用して前記第２プリアンブル部分を変調するように構成され、
　前記ネットワークインターフェースは、前記第２プリアンブル部分を含めるように構成
される項目８又は９に記載の装置。
［項目１２］
　前記第２プリアンブル部分は、バーカー符号シーケンスの繰り返しを複数含む項目１１
に記載の装置。
［項目１３］
　前記第２プリアンブル部分は、ゴレイ符号シーケンスの繰り返しを複数含む項目１１に
記載の装置。
［項目１４］
　前記ネットワークインターフェースは更に、
　第１クロックレートを有する第１クロック信号を使用して、更なるＰＨＹデータユニッ
トを生成し、
　前記第１クロックレートの分数である第２クロックレートを有する第２クロック信号を
、前記第１クロック信号を使用して生成し、
　前記更なるＰＨＹデータユニットは、前記第２クロック信号を使用して生成される項目
８から１３の何れか一項に記載の装置。
［項目１５］
　通信チャネルを介して送信される物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット）を生
成する方法であって、
　前記ＰＨＹデータユニットが通常モードで送信される場合に、第１帯域幅に対応する第
１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階と、
　前記ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第２帯域幅に対
応する第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階とを備え、
　受信装置が、前記ＰＨＹデータユニットが前記第１帯域幅と前記第２帯域幅とのいずれ
かで送信されたかを自動的に検出できるような態様で、前記ＰＨＹデータユニットのプリ
アンブルが変調される、方法。
［項目１６］
　前記第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　第１のサイズの高速フーリエ変換を使用して、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボ
ルを生成する段階を含み、
　前記第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成する段階は、
　第２のサイズの高速フーリエ変換を使用して、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボ
ルを生成する段階を含む項目１５に記載の方法。
［項目１７］
　前記第２のサイズは、３２以下である項目１６に記載の方法。
［項目１８］
　ネットワークインターフェースを備える装置であって、
　前記ネットワークインターフェースは、
　物理層データユニット（ＰＨＹデータユニット）が通常モードで送信される場合に、第
１帯域幅に対応する第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットが伝播範囲拡張モードで送信される場合に、第２帯域幅に対
応する第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成し、
　受信装置が、前記ＰＨＹデータユニットが前記第１帯域幅と前記第２帯域幅とのいずれ
かで送信されたかを自動的に検出できるような態様で、前記ＰＨＹデータユニットのプリ
アンブルが変調される装置。
［項目１９］
　前記ネットワークインターフェースは、
　前記第１ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成するのに、第１のサイズ
の高速フーリエ変換を使用し、
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　前記第２ＰＨＹ形式に従って前記ＰＨＹデータユニットを生成するのに、第２のサイズ
の高速フーリエ変換を使用する項目１８に記載の装置。
［項目２０］
　前記第２のサイズは、３２以下である項目１９に記載の装置。

【図１】 【図２Ａ】
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【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１６】
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