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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）において複数のＳＴＡ（ｓｔａ
ｔｉｏｎ）にデータを送信する方法であって、
　ＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）が、複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ（ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含むＰＰＤＵ
を生成するステップであって、
　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵは、複数のサブチャネル帯域を介して送
信され、
　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、シグナルフィールドとＭＩＭ
Ｏ送信のための少なくとも一つのトレーニングフィールドとを含み、
　前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの個数は、前記複数のサブチャネル帯域
の周波数帯域の各々に割り当てられる空間的ストリームの個数の最大値に基づいて決定さ
れ、
　サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、前記ＭＩＭＯ送信のための同じ個数のト
レーニングフィールドを有し、
　前記シグナルフィールドは前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの前記個数を
指示し、
　前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの前記個数は、１，２，４，６，８のう
ち一つに決定される、ステップと、



(2) JP 6310081 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

　前記ＡＰが前記ＰＰＤＵを前記複数のＳＴＡに送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記シグナルフィールドは、グループ識別子情報、帯域幅情報及びＮｓｔｓ情報をさら
に指示し、
　前記グループ識別子情報は、前記複数のＳＴＡを指示するための識別子情報を含み、
　前記帯域幅情報は、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々に割り当てら
れたチャネル帯域に対する情報を含み、
　前記Ｎｓｔｓ情報は、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々のための前
記空間的ストリームの個数に対する情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、ＰＳＤＵ（ＰＬＣＰ　ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含み、
　前記ＰＳＤＵの送信のために使われるガードインターバルは、ＬＧＩ（ｌｏｎｇ　ｇｕ
ａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）、ＳＧＩ（ｓｈｏｒｔ　ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）及
びＧＩ（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）組合せのうち一つであり、
　前記ＧＩ組合せは、ＤＧＩ（ｄｏｕｂｌｅ　ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）と、前記
ＬＧＩ及び前記ＳＧＩの間の一つのＧＩとの組合せである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＧＩは、前記ＰＳＤＵの送信のための全体ＯＦＤＭシンボルでＰＩＦＳ（ＰＣＦ（
ｐｏｉｎｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）ｉｎｔｅｒ　ｆｒａｍｅ　
ｓｙｍｂｏｌ）間隔に対応する複数のＯＦＤＭシンボルのうち少なくとも一つのＯＦＤＭ
シンボルで使われ、
　前記ＤＧＩは、前記全体ＯＦＤＭシンボルのうち前記少なくとも一つのＯＦＤＭシンボ
ルを除外した残りのＯＦＤＭシンボルで使われる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）において複数のＳＴＡ（ｓｔａ
ｔｉｏｎ）にデータを送信するＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）であって、
　前記ＡＰは、
　　無線信号を送信または受信するよう構成されるＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）部と、
　　前記ＲＦ部と選択的に連結されるプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　　複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含むＰＰＤＵを生成し、
　　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵは、複数のサブチャネル帯域を介して
送信され、
　　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、シグナルフィールドとＭＩ
ＭＯ送信のための少なくとも一つのトレーニングフィールドとを含み、
　　前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの個数は、前記複数のサブチャネル帯
域の周波数帯域の各々に割り当てられる空間的ストリームの個数の最大値に基づいて決定
され、
　　サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、前記ＭＩＭＯ送信のための同じ個数の
トレーニングフィールドを有し、
　　前記シグナルフィールドは前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの前記個数
を指示し、
　　前記少なくとも一つのトレーニングフィールドの前記個数は、１，２，４，６，８の
うち一つに決定され、
　　前記ＰＰＤＵを前記複数のＳＴＡに送信するよう構成される、ＡＰ。
【請求項６】
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　前記シグナルフィールドは、グループ識別子情報、帯域幅情報及びＮｓｔｓ情報をさら
に指示し、
　前記グループ識別子情報は、前記複数のＳＴＡを指示するための識別子情報を含み、
　前記帯域幅情報は、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々に割り当てら
れたチャネル帯域に対する情報を含み、
　前記Ｎｓｔｓ情報は、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々のための前
記空間的ストリームの個数に対する情報を含む、請求項５に記載のＡＰ。
【請求項７】
　前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、ＰＳＤＵ（ＰＬＣＰ　ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）を含み、
　前記ＰＳＤＵの送信のために使われるガードインターバルは、ＬＧＩ（ｌｏｎｇ　ｇｕ
ａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）、ＳＧＩ（ｓｈｏｒｔ　ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）及
びＧＩ（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）組合せのうち一つであり、
　前記ＧＩ組合せは、ＤＧＩ（ｄｏｕｂｌｅ　ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）と、前記
ＬＧＩ及び前記ＳＧＩの間の一つのＧＩとの組合せである、請求項５に記載のＡＰ。
【請求項８】
　前記ＧＩは、前記ＰＳＤＵの送信のための全体ＯＦＤＭシンボルでＰＩＦＳ（ＰＣＦ（
ｐｏｉｎｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）ｉｎｔｅｒ　ｆｒａｍｅ　
ｓｙｍｂｏｌ）間隔に対応する複数のＯＦＤＭシンボルのうち少なくとも一つのＯＦＤＭ
シンボルで使われ、
　前記ＤＧＩは、前記全体ＯＦＤＭシンボルのうち前記少なくとも一つのＯＦＤＭシンボ
ルを除外した残りのＯＦＤＭシンボルで使われる、請求項７に記載のＡＰ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａ
ｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬＡＮ）において複数の端末にデータを送信する方法
及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１のＷＮＧ　ＳＣ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｎｅ
ｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）は、次世代無線
ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を中長期的に議論
するアドホック委員会（ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）である。
【０００３】
　２０１３年３月ＩＥＥＥ会議で、ブロードコムは、無線ＬＡＮ標準化ヒストリに基づい
て、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ標準が完成される２０１３年上半期にＩＥＥＥ８０２．１
１ａｃ以後の次世代ＷＬＡＮに対する議論が必要であると提示した。技術的な必要性及び
標準化の必要性に基づいて、２０１３年３月ＩＥＥＥ会議で、オレンジとブロードコムが
提案し、大部分のメンバが同意して次世代ＷＬＡＮのためのスタディグループ創設に対す
るモーションが通過した。
【０００４】
　別名ＨＥＷ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ＷＬＡＮ）と呼ばれる次世代無線ＬＡ
Ｎスタディグループで主に議論されるＨＥＷの範囲（ｓｃｏｐｅ）は、１）２．４ＧＨｚ
及び５ＧＨｚ帯域で８０２．１１ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）層とＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ
　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）層の向上、２）スペクトラム効率性（ｓｐｅｃｔｒｕ
ｍ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）と領域スループット（ａｒｅａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を
高めるもの、３）干渉ソースが存在する環境、密集した異種ネットワーク（ｈｅｔｅｒｏ
ｇｅｎｅｏｕｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）環境及び高いユーザ負荷が存在する環境のような実際
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の室内環境及び室外環境で性能を向上させるもの、などがある。即ち、ＨＥＷは、既存無
線ＬＡＮシステムと同様に、２．４ＧＨｚと５ＧＨｚで動作する。主に考慮されるシナリ
オは、ＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）とＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）が多い密集環境で
あり、このような状況でスペクトラム効率（ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）
と空間スループット（ａｒｅａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）改善を議論する。特に、室内環
境だけでなく、既存ＷＬＡＮであまり考慮されていなかった室外環境での実質的な性能改
善にも関心を有する。
【０００５】
　ＨＥＷでは、無線オフィス（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｏｆｆｉｃｅ）、スマートホーム（ｓ
ｍａｒｔ　ｈｏｍｅ）、スタジアム（Ｓｔａｄｉｕｍ）、ホットスポット（Ｈｏｔｓｐｏ
ｔ）、ビル／アパート（ｂｕｉｌｄｉｎｇ／ａｐａｒｔｍｅｎｔ）のようなシナリオに関
心が大きく、該当シナリオに基づいてＡＰとＳＴＡが多い密集環境でのシステム性能向上
に対する議論が進行されている。
【０００６】
　今後、ＨＥＷは、一つのＢＳＳ（ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ）での単一リン
ク性能向上よりは、ＯＢＳＳ（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ｂａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　
ｓｅｔ）環境でのシステム性能向上及び室外環境性能改善、そしてセルラーオフローディ
ングなどに対する議論が活発になると予想される。このようなＨＥＷの方向性は、次世代
無線ＬＡＮが益々移動通信と類似の技術範囲を有するようになることを意味する。最近、
スモールセル及びＤ２Ｄ（Ｄｉｒｅｃｔ－ｔｏ－Ｄｉｒｅｃｔ）通信領域で移動通信と無
線ＬＡＮ技術が共に議論されている状況を考慮してみる時、ＨＥＷに基づく次世代無線Ｌ
ＡＮと移動通信の技術的及び事業的な融合は、一層活発になると予測される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、無線ＬＡＮにおいて複数の端末にデータを送信する方法を提供するこ
とである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、無線ＬＡＮにおいて複数の端末にデータを送信する装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した本発明の目的を達成するための本発明の一側面による、無線ＬＡＮにおいて複
数のＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）にデータを送信する方法は、ＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉ
ｎｔ）がＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）
－ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）フォーマットＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａ
ｙｅｒ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　
ｕｎｉｔ）を生成するステップと、ＡＰが前記ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤ
Ｕを前記複数のＳＴＡに送信するステップと、を含み、前記ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォー
マットＰＰＤＵは、時間上に同期化された複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを含
み、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、複数のサブチャネル帯域の
各々を介して前記複数のＳＴＡの各々に送信され、前記複数のサブチャネルフォーマット
ＰＰＤＵの各々に含まれているＭＩＭＯ送信のためのトレーニングフィールドの個数は、
同じである。
【００１０】
　前述した本発明の目的を達成するための本発明の他の側面による、無線ＬＡＮにおいて
複数のＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ）にデータを送信するＡＰ（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）
は、無線信号を送信または受信するために実装されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ）部と、前記ＲＦ部と選択的に連結されるプロセッサと、を含み、前記プロセッサは
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、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）－ＯＦ
ＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）フォーマットＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ
　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉ
ｔ）を生成し、前記ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵを前記複数のＳＴＡに送
信するように実装され、前記ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵは、時間上に同
期化された複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを含み、前記複数のサブチャネルフ
ォーマットＰＰＤＵの各々は、複数のサブチャネル帯域の各々を介して前記複数のＳＴＡ
の各々に送信され、前記複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々に含まれている
ＭＩＭＯ送信のためのトレーニングフィールドの個数は、同じである。
【発明の効果】
【００１１】
　ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）－ＯＦ
ＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ　ａｃｃｅｓｓ）ベースのデータ送信方法を介して、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｓ）８０２．１１無線ＬＡＮにおいて、ＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）層及び／またはＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）層の効率性を高め、データス
ループット及び周波数効率を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬ
ＡＮ）の構造を示す概念図である。
【図２】ＩＥＥＥ８０２．１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムの階層アーキテ
クチャを示す。
【図３】本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信をサポートするＰＰＤＵを示す
概念図である。
【図４】本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡのためのＰＰＤＵを示す概念図であ
る。
【図５】本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡをサポートするＰＰＤＵを示す概念
図である。
【図６】本発明の実施例によるＨＥＷ－ＳＩＧフィールドを示す概念図である。
【図７】本発明の実施例によるＭＵ　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信を示す概念図である。
【図８】本発明の実施例によるＭＵ　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信を示す概念図である。
【図９】本発明の実施例によるコーディングフィールドを示す概念図である。
【図１０】本発明の実施例によるＰＳＤＵで使われるガードインターバルのタイプを示す
概念図である。
【図１１】本発明の実施例によるＧＩ関連情報を示す概念図である。
【図１２】本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、無線ＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、Ｗ
ＬＡＮ）の構造を示す概念図である。
【００１４】
　図１の上段は、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ
　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１のインフラストラクチャネ
ットワーク（ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の構造を示す。
【００１５】
　図１の上段を参照すると、無線ＬＡＮシステムは、一つまたはそれ以上の基本サービス
セット（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ、ＢＳＳ）１００、１０５を含むことがで
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きる。ＢＳＳ１００、１０５は、同期化に成功して互いに通信できるアクセスポイント（
ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）１２５及びＳＴＡ１（Ｓｔａｔｉｏｎ）１００－１の
ようなＡＰとＳＴＡのセットであり、特定領域を示す概念ではない。ＢＳＳ１０５は、一
つのＡＰ１３０に一つ以上の結合可能なＳＴＡ１０５－１、１０５－２を含むこともでき
る。
【００１６】
　インフラストラクチャＢＳＳは、少なくとも一つのＳＴＡ、分散サービス（Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するＡＰ１２５、１３０及び複数のＡＰを連結
させる分散システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＤＳ）１１０を含むこ
とができる。
【００１７】
　分散システム１１０は、複数のＢＳＳ１００、１０５を連結して拡張されたサービスセ
ットであるＥＳＳ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ）１４０を実現すること
ができる。ＥＳＳ１４０は、一つまたは複数個のＡＰ１２５、２３０が分散システム１１
０を介して連結されて構成された一つのネットワークを指示する用語として使われること
ができる。一つのＥＳＳ１４０に含まれるＡＰは、同じＳＳＩＤ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅ
ｔ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を有することができる。
【００１８】
　ポータル（ｐｏｒｔａｌ）１２０は、無線ＬＡＮネットワーク（ＩＥＥＥ８０２．１１
）と他のネットワーク（例えば、８０２．Ｘ）との連結を実行するブリッジの役割を遂行
することができる。
【００１９】
　図１の上段のようなインフラストラクチャネットワークでは、ＡＰ１２５、１３０間の
ネットワーク及びＡＰ１２５、１３０とＳＴＡ１００－１、１０５－１、１０５－２との
間のネットワークが実現されることができる。しかし、ＡＰ１２５、１３０無しでＳＴＡ
間にネットワークを設定して通信を実行することも可能である。ＡＰ１２５、１３０無し
でＳＴＡ間にネットワークを設定して通信を実行するネットワークをアドホックネットワ
ーク（Ａｄ－Ｈｏｃ　ｎｅｔｗｏｒｋ）または独立ＢＳＳ（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｂ
ａｓｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｅｔ）と定義する。
【００２０】
　図１の下段は、独立ＢＳＳを示す概念図である。
【００２１】
　図１の下段を参照すると、独立ＢＳＳ（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ、ＩＢＳＳ）
は、アドホックモードで動作するＢＳＳである。ＩＢＳＳは、ＡＰを含まないため、中央
で管理機能を遂行するエンティティ（ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
ｅｎｔｉｔｙ）がない。即ち、ＩＢＳＳにおいて、ＳＴＡ１５０－１、１５０－２、１５
０－３、１５５－１、１５５－２は、分散された方式（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｍａｎ
ｎｅｒ）で管理される。ＩＢＳＳにおいて、全てのＳＴＡ１５０－１、１５０－２、１５
０－３、１５５－１、１５５－２は、移動ＳＴＡからなることができ、分散システムへの
接続が許容されなくて自己完備的ネットワーク（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）を構築する。
【００２２】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１標準の規定に従う媒体接続制
御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ）と無線媒体に対する物理層
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ）インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義
では、ＡＰと非ＡＰ　ＳＴＡ（Ｎｏｎ－ＡＰ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を両方とも含む意味とし
て使われることができる。
【００２３】
　ＳＴＡは、移動端末（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓ
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ｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、無線送受信ユニット（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅ
ｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ；ＷＴＲＵ）、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ
）、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ）、モバイル加入者ユニット（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）または単純にユーザ（ｕｓｅｒ）などの多様
な名称で呼ばれることもある。
【００２４】
　図２は、ＩＥＥＥ８０２．１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムの階層アーキ
テクチャを示す。
【００２５】
　図２では、無線ＬＡＮシステムの階層アーキテクチャ（ＰＨＹ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ
ｒｅ）を概念的に示す。
【００２６】
　無線ＬＡＮシステムの階層アーキテクチャは、ＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｃｏｎｔｒｏｌ）副層（ｓｕｂｌａｙｅｒ）２２０、ＰＬＣＰ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａ
ｙｅｒ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）副層２１０、及びＰＭＤ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）副層２００を含むことができる。Ｐ
ＬＣＰ副層２１０は、ＭＡＣ副層２２０がＰＭＤ副層２００に最小限の従属性を有して動
作できるように実現される。ＰＭＤ副層２００は、複数のＳＴＡ間でデータを送受信する
ための送信インターフェースの役割を遂行することができる。
【００２７】
　ＭＡＣ副層２２０、ＰＬＣＰ副層２１０、及びＰＭＤ副層２００は、概念的に管理部（
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉｔｙ）を含むことができる。
【００２８】
　ＭＡＣ副層２２０の管理部は、ＭＬＭＥ（ＭＡＣ　Ｌａｙｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｅｎｔｉｔｙ）２２５であり、物理層の管理部は、ＰＬＭＥ（ＰＨＹ　Ｌａｙｅｒ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）２１５である。このような管理部は、階層管理動作
が実行されるインターフェースを提供することができる。ＰＬＭＥ２１５は、ＭＬＭＥ２
２５と連結されてＰＬＣＰ副層２１０及びＰＭＤ副層２００の管理動作（ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を実行することができ、ＭＬＭＥ２２５もＰＬＭＥ２１５
と連結されてＭＡＣ副層２２０の管理動作（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
）を実行することができる。
【００２９】
　正確なＭＡＣ層動作が実行されるために、ＳＭＥ（ＳＴＡ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅ
ｎｔｉｔｙ）２５０が存在する。ＳＭＥ２５０は、階層に独立的な構成部として運用され
ることができる。ＭＬＭＥ、ＰＬＭＥ、及びＳＭＥは、プリミティブ（ｐｒｉｍｉｔｉｖ
ｅ）に基づいて相互構成部間に情報を送信及び受信することができる。
【００３０】
　各副層での動作を簡略に説明すると、下記の通りである。ＰＬＣＰ副層１１０は、ＭＡ
Ｃ副層２２０とＰＭＤ副層２００との間でＭＡＣ層の指示によってＭＡＣ副層２２０から
受けたＭＰＤＵ（ＭＡＣ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）をＰＭＤ副層２００
に伝達し、またはＰＭＤ副層２００から来るフレームをＭＡＣ副層２２０に伝達する。Ｐ
ＭＤ副層２００は、ＰＬＣＰの下位層であり、無線媒体を介した複数のＳＴＡ間でのデー
タ送信及び受信を実行することができる。ＭＡＣ副層２２０が伝達したＭＰＤＵ（ＭＡＣ
　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）は、ＰＬＣＰ副層２１０でＰＳＤＵ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）という。ＭＰＤＵは、ＰＳＤＵと類
似するが、複数のＭＰＤＵをアグリゲーション（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）したＡ－ＭＰ
ＤＵ（ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ　ＭＰＤＵ）が伝達された場合、各々のＭＰＤＵとＰＳＤＵ
は、互いに異なる。
【００３１】
　ＰＬＣＰ副層２１０は、ＰＳＤＵをＭＡＣ副層２２０から受けてＰＭＤ副層２００に伝
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達する過程で物理層の送受信機により必要な情報を含む付加フィールドを付ける。このと
き、付加されるフィールドは、ＰＳＤＵにＰＬＣＰプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）、
ＰＬＣＰヘッダ（ｈｅａｄｅｒ）、コンボリューションエンコーダをゼロ状態（ｚｅｒｏ
　ｓｔａｔｅ）に返すのに必要なテールビット（Ｔａｉｌ　Ｂｉｔｓ）などである。ＰＬ
ＣＰプリアンブルは、ＰＳＤＵが送信される前に受信機に同期化機能とアンテナダイバー
シティを用意するようにする役割をすることができる。データフィールドは、ＰＳＤＵに
パディングビット、スクランブラを初期化するためのビットシーケンスを含むサービスフ
ィールド及びテールビットが付けられたビットシーケンスがエンコーディングされたコー
ド化シーケンス（ｃｏｄｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を含むことができる。このとき、エン
コーディング方式は、ＰＰＤＵを受信するＳＴＡでサポートされるエンコーディング方式
によって、ＢＣＣ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｄｉｎｇ）エンコ
ーディングまたはＬＤＰＣ（Ｌｏｗ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｐａｒｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ）エン
コーディングの中から一つが選択されることができる。ＰＬＣＰヘッダには送信するＰＰ
ＤＵ（ＰＬＣＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）に対する情報を含むフィール
ドが含まれることができる。
【００３２】
　ＰＬＣＰ副層２１０では、ＰＳＤＵに前述したフィールドを付加してＰＰＤＵ（ＰＬＣ
Ｐ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を生成してＰＭＤ副層２００を経由して受
信ステーションに送信し、受信ステーションは、ＰＰＤＵを受信してＰＬＣＰプリアンブ
ル、ＰＬＣＰヘッダからデータ復元に必要な情報を得て復元する。
【００３３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａ標準をサポートする端末は、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）に基づいて５Ｇ
Ｈｚの周波数帯域で２０ＭＨｚのチャネル帯域を介してデータを送信する時、最大５４Ｍ
ｂｐｓの送信速度を有することができる。
【００３４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準をサポートする端末は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉ
ｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）に基づいて２．４ＧＨｚまたは５ＧＨｚの
周波数帯域で２０ＭＨｚまたは４０ＭＨｚのチャネル帯域幅を介してデータを送信する時
、最大６００Ｍｂｐｓの送信速度を有することができる。
【００３５】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ標準は、ＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）ＳＡＰ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）層で１Ｇｂｐｓ以上のスル
ープット（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を提供することを目標とする。ＩＥＥＥ８０２．１１
ａｃ標準をサポートする無線ＬＡＮシステムは、Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ（ＶＨＴ）システムという用語で表現することもできる。ＭＡＣ　ＳＡＰ層で１Ｇｂ
ｐｓ以上のスループットのために、ＶＨＴシステムは、８０／１６０ＭＨｚチャネル帯域
、８個の空間的ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）（または、時空間ストリー
ム（ｓｐａｃｅ　ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａｍ））をサポートすることができる。ＶＨＴシス
テムにおいて、１６０ＭＨｚチャネル帯域幅、最大８個の空間的ストリーム、２５６ＱＡ
Ｍ（ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、短いＧＩ（
Ｓｈｏｒｔ　ＧＩ）がサポートされる場合、ＶＨＴシステムをサポートする端末は、物理
層でデータを送信する時、最大６．９Ｇｂｐｓの送信速度を有することができる。
【００３６】
　前述したスループットを満たすために、ＶＨＴシステムをサポートする複数のＶＨＴ　
ＳＴＡは、ＡＰと通信時、同時に同じチャネルを介してデータを送信及び受信することが
できる。ＶＨＴ　ＡＰは、ＳＤＭＡ（Ｓｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ａｃｃｅｓｓ）またはＭＵ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯに基づいて複数
のＶＨＴ　ＳＴＡに同時にデータを送信することができる。即ち、複数のＶＨＴ　ＳＴＡ
とＶＨＴ　ＡＰとの間に同時にデータが同時に送信または受信されることができる。
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【００３７】
　現在高画質マルチメディア送信に対する需要の増加によって、非免許周波数帯域が拡大
される傾向にある。また、既存の無線ＬＡＮ標準により使われるチャネル帯域幅によりＩ
ＥＥＥ８０２．１１ａｃで連続する１６０ＭＨｚのチャネル帯域幅の確保は、容易ではな
い。したがって、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃでは、不連続チャネル（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉ
ｇｕｏｕｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）をアグリゲーション（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）した１６
０ＭＨｚのチャネル帯域幅が使われることもできる。
【００３８】
　以下、本発明の実施例では、ＩＥＥＥ８０２．１１無線ＬＡＮにおけるＭＡＣ層及び／
またはＰＨＹ層の効率性を高めるためのＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）－ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｃｃｅｓｓ）ベースの送信方法に
対して開示する。
【００３９】
　例えば、無線ＬＡＮにおけるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信のために、複数のＳＴＡの各々
に対して２０ＭＨｚのチャネル帯域が割り当てられることができる。即ち、ＡＰがＭＩＭ
Ｏ－ＯＦＤＭＡ送信を介して複数のＳＴＡにデータを送信する場合、複数のＳＴＡの各々
は、割り当てられた２０ＭＨｚチャネル帯域を介して同時にＡＰにデータを送信すること
ができる。
【００４０】
　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信のために使われる全体チャネル帯域で複数のＳＴＡの各々の
ために割り当てられるチャネル帯域は、サブチャネル帯域という用語で表現できる。ＭＩ
ＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信のために、全体８０ＭＨｚチャネル帯域のうち２０ＭＨｚチャネル
帯域が複数のＳＴＡの各々に割り当てられる場合、２０ＭＨｚチャネル帯域がサブチャネ
ル帯域である。
【００４１】
　図３は、本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信をサポートするＰＰＤＵを示
す概念図である。
【００４２】
　図３を参照すると、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信をサポートするＰＰＤＵは、レガシ（ｌ
ｅｇａｃｙ）部分、ＨＥＷ部分、及びデータフィールドを含むことができる。以下、ＭＩ
ＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信をサポートするＰＰＤＵをＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰ
ＤＵという用語で表現できる。
【００４３】
　レガシ部分は、Ｌ（ｌｅｇａｃｙ）－ＳＴＦ（ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅ
ｌｄ）３００、Ｌ－ＬＴＦ（ｌｏｎｇ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）３１０、及びＬ
－ＳＩＧ（ｓｉｇｎａｌ）３２０を含むことができ、ＨＥＷ部分は、ＨＥＷ－ＳＩＧ３３
０、Ｈ－ＳＴＦ３４０、Ｈ－ＬＴＦ３５０、及びＨ－ＳＩＧ３６０を含むことができる。
【００４４】
　Ｌ－ＳＴＦ３００、Ｌ－ＬＴＦ３１０、Ｌ－ＳＩＧ３２０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ
／ｎ／ａｃをサポートするレガシＳＴＡとの後方互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａ
ｔｉｂｉｌｉｔｙ）のために送信されることができる。
【００４５】
　Ｌ－ＳＴＦ３００は、短いトレーニングＯＦＤＭシンボル（ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉ
ｎｇ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ　ｓｙｍｂｏｌ）を含むことができる。Ｌ－ＳＴＦ３００は、フレーム探知（
ｆｒａｍｅ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）、ＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）、ダイバーシティ探知（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）、コース周
波数／時間同期化（ｃｏａｒｓｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ／ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ）のために使われることができる。
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【００４６】
　Ｌ－ＬＴＦ３１０は、長いトレーニングＯＦＤＭシンボル（ｌｏｎｇ　ｔｒａｉｎｉｎ
ｇ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ　ｓｙｍｂｏｌ）を含むことができる。Ｌ－ＬＴＦ３１０は、ファイン周波数／
時間同期化（ｆｉｎｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ／ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏ
ｎ）及びチャネル予測のために使われることができる。
【００４７】
　Ｌ－ＳＩＧ３２０は、制御情報を送信するために使われることができる。Ｌ－ＳＩＧ３
２０は、データ送信率（ｒａｔｅ）、データ長さ（ｌｅｎｇｔｈ）に対する情報を含むこ
とができる。
【００４８】
　Ｌ－ＳＩＧ３２０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＰＳＤＵ
の送信デュレーションに対する情報を伝達してレガシＳＴＡからＰＳＤＵを保護すること
ができる。
【００４９】
　ＨＥＷ－ＳＩＧ３３０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＰＳ
ＤＵの受信のための情報を含むことができる。例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧ３３０は、ＯＦＤ
Ｍユーザグループ割当（ＯＦＤＭＡ　ｕｓｅｒ　ｇｒｏｕｐ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）に
対する情報、サブチャネル割当（ｓｕｂ－ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）に対
する情報及び空間的ストリーム割当（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ　ａｓｓｉｇｎｍｅ
ｎｔ）に対する情報を含むことができる。
【００５０】
　Ｈ－ＳＴＦ（ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉ
ｅｌｄ）３４０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＰＳＤＵをデ
コーディングするための周波数オフセット予測（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｏｆｆｓｅｔ　ｅ
ｓｔｉｍａｔｉｏｎ）、位相オフセット予測（ｐｈａｓｅ　ｏｆｆｓｅｔ　ｅｓｔｉｍａ
ｔｉｏｎ）のために使われることができる。
【００５１】
　Ｈ－ＬＴＦ（ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｌｏｎｇ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅ
ｌｄ）３５０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＰＳＤＵをデコ
ーディングするためのＭＩＭＯチャネル予測のために使われることができる。ＭＩＭＯ－
ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ３５０の個数を決定する方法に対
しては具体的に後述する。
【００５２】
　以下の表１は、Ｎ＿｛ＳＴＳ、ｔｏｔａｌ｝、即ち、全体空間的ストリームの個数によ
るＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ３５０の個数を示す
。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　表１を参照すると、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡに基づいて送信される空間的ストリームの個
数が１、２、３、４、５、６、７及び８の場合、必要なＨ－ＬＴＦの個数は、各々、１、
２、４、４、６、６、８及び８に対応される。
【００５５】
　Ｈ－ＬＴＦｓ３５０以後に送信されるＨ－ＳＩＧ３６０は、サブチャネルの各々を介し
て送信されるＰＳＤＵに対するユーザ特定情報（ＳＴＡの各々に対する個別情報）を含む
ことができる。例えば、Ｈ－ＳＩＧ３６０は、各々のＳＴＡでＰＳＤＵに対するデコーデ
ィングを実行するためのＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈ
ｅｍｅ）、ＧＩ（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）及びＰＳＤＵの長さに対する情報など
を含むことができる。ＨＥＷ－ＳＩＧ３３０及び／またはＨ－ＳＩＧ３６０を指示する用
語としてシグナルフィールドという用語を使用することができる。ＨＥＷ－ＳＩＧ３３０
及びＨ－ＳＩＧ３６０に対しては具体的に後述する。
【００５６】
　図３では、ＡＰが各々の２０ＭＨｚサブチャネル帯域を介してＳＴＡ１、ＳＴＡ２、Ｓ
ＴＡ３及びＳＴＡ４に対するデータ送信を実行する場合、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマ
ットＰＰＤＵが開示される。ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵは、サブチャネ
ルの各々を介して送信されるＰＰＤＵの集合である。以下、本発明の実施例では、サブチ
ャネルの各々を介して送信されるＰＰＤＵをサブチャネルフォーマットＰＰＤＵという用
語で表現する。複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵは、時間的に同期化されてＭＩ
ＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵを構成することができる。
【００５７】
　ＡＰは、ＳＴＡ１に第１のサブチャネル帯域を介して１個の空間的ストリームを使用し
て第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ３８０を送信することができる。
【００５８】
　ＡＰは、ＳＴＡ２に第２のサブチャネル帯域を介して２個の空間的ストリームを使用し
て第２のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ３８５を送信することができる。
【００５９】
　ＡＰは、ＳＴＡ３に第３のサブチャネル帯域を介して３個の空間的ストリームを使用し
て第３のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ３９０を送信することができる。
【００６０】
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　ＡＰは、ＳＴＡ４に第４のサブチャネル帯域を介して４個の空間的ストリームを使用し
て第４のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ３９５を送信することができる。
【００６１】
　第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ３８０乃至第４のサブチャネルフォーマット
ＰＰＤＵ３９５は、時間的に同期化されてＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵを
構成することができる。
【００６２】
　ＡＰは、８０ＭＨｚチャネル帯域幅を４個の２０ＭＨｚチャネル帯域幅に区分し、２０
ＭＨｚチャネル帯域幅の各々を介して複数のＳＴＡの各々にサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵを送信することができる。また、ＡＰは、複数の空間的ストリームを使用してＳＴ
Ａ２、ＳＴＡ３及びＳＴＡ４の各々に各々のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを送信す
ることができる。既存のＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ３５０の個数は、ＡＰで送信され
る空間的ストリームの個数に基づいて決定されることができる。本発明の実施例によると
、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵにおいて、データフィールド（または、Ｐ
ＳＤＵ）３７０の前のフィールドまでの送信デュレーションを同じに設定することができ
る。したがって、各サブチャネル帯域を介して送信されるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマ
ットＰＰＤＵを構成するサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ３５０
の個数を同じに設定することができる。即ち、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含ま
れるＨ－ＬＴＦ３５０の個数は、ＡＰからサブチャネル帯域を介して送信される空間的ス
トリームの個数と異なる。サブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ３５
０の個数を設定する方法は、後述する。
【００６３】
　図３では、各々のサブチャネルを介して送信されるＰＳＤＵのために使われるガードイ
ンターバルの大きさは全て同じである。
【００６４】
　図４は、本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡのためのＰＰＤＵを示す概念図で
ある。
【００６５】
　図４を参照すると、ＡＰがＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３及びＳＴＡ４の各々に対して
２０ＭＨｚサブチャネル帯域の各々を割り当てた場合を示す。図４では、各々の２０ＭＨ
ｚサブチャネル帯域を介して送信されるデータフィールド（または、ＰＳＤＵ）４００を
送信するためのＧＩが互いに異なる場合に対して開示する。
【００６６】
　ＡＰが第１のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ１に第１のサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵ４１０を送信し、第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵのデータフィールドの
送信のためのＧＩは、ダブルＧＩ（ｄｏｕｂｌｅ　ＧＩ）である。
【００６７】
　ＡＰが第２のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ２に第２のサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵ４２０を送信し、第２のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ４２０のデータフィー
ルドの送信のためのＧＩは、短いＧＩ（ｓｈｏｒｔ　ＧＩ）である。
【００６８】
　ＡＰが第３のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ３に第３のサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵ４３０を送信し、第３のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ４３０のデータフィー
ルドの送信のためのＧＩは、長いＧＩ（ｌｏｎｇ　ＧＩ）である。
【００６９】
　ＡＰが第４のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ４に第４のサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵ４４０を送信し、第４のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ４４０のデータフィー
ルドの送信のためのＧＩは、長いＧＩである。
【００７０】
　前述したように、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信をサポートするＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォ
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ーマットＰＰＤＵの重要な特徴は、ＰＳＤＵ４００の送信時点が同じでなければならない
。一般的に、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、ＨＥＷ－ＳＩＧ、Ｈ－ＳＴＦ、Ｈ－ＬＴＦ、Ｈ－
ＳＩＧは、０．８ｕｓのデュレーションを有するＧＩを使用して４ｕｓのＯＦＤＭシンボ
ル上で送信されることができる。
【００７１】
　ＰＳＤＵ（または、データフィールド）４７０は、０．８ｕｓ（ＬＧＩ）、０．４ｕｓ
（ＳＧＩ）、１．２ｕｓ（ＤＧＩ）等、多様なデュレーションのＧＩを使用してＯＦＤＭ
シンボル上で送信されることができる。
【００７２】
　本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信では、各々のサブチャネル帯域を介し
て送信されるＰＳＤＵ４７０の送信時点及びＰＳＤＵ４７０の終了時点が同じに設定され
る必要がある。
【００７３】
　前述したように、サブチャネル帯域の各々を介してＰＰＤＵを送信するための空間的ス
トリームの個数によって、Ｈ－ＬＴＦ４５０の個数が変わる。したがって、サブチャネル
帯域幅の各々を介して送信されるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＰＳＤＵ
４７０の送信時点を同じに設定するためには、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤ
Ｕに含まれる複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々のＨ－ＬＴＦ４５０の個数
が同じに設定されることができる。
【００７４】
　複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々に含まれるＨ－ＬＴＦ４５０の個数を
同じに設定するための第１の方法として、複数のサブチャネル帯域の各々を介して送信さ
れるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの送信のための空間的ストリームの個数が同じに
設定されることができる。即ち、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信を実行する時、サブチャネル
フォーマットＰＰＤＵを送信するための空間的ストリームの個数は、常に同じに設定され
ることができる。このような方法を使用する場合、ＡＰがＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信に基
づいてデータを送信する時、受信ＳＴＡのうち特定ＳＴＡが他のＳＴＡより相対的に小さ
い数の空間的ストリームのみをサポートする場合、使用可能な空間的ストリームの個数に
対する制限を受けることができる。
【００７５】
　空間的ストリームでＨ－ＬＴＦ４５０の個数を同じに設定するための第２の方法として
、ＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ４５０の個数は、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの
ための空間的ストリームの個数のうち最大値に基づいて設定されることができる。
【００７６】
　即ち、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの送信のための実際の空間的ストリームの個
数によってＨ－ＬＴＦ４５０の個数が決まらない。最も多い個数の空間的ストリームを介
して送信されるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ４５０の個数を
基準にして他のサブチャネル帯域幅で送信される他のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ
のＨ－ＬＴＦ４５０の個数が決定されることができる。複数のサブチャネルフォーマット
ＰＰＤＵでＰＳＤＵ４００の終了時点を同じに設定するための方法としてＯＦＤＭシンボ
ル間の境界を合わせることができる。
【００７７】
　図５は、本発明の実施例によるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡをサポートするＰＰＤＵを示す概
念図である。
【００７８】
　図５を参照すると、ＡＰが複数のサブチャネル帯域幅の各々を介してＳＴＡ１、ＳＴＡ
２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４の各々にサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを送信することがで
きる。
【００７９】
　ＡＰが第１のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ１に第１のサブチャネルフォーマットＰ
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的ストリームを介して送信されることができる。
【００８０】
　ＡＰが第２のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ２に第２のサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵ５２０を送信し、第２のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ５２０は、２個の空間
的ストリームを介して送信されることができる。
【００８１】
　ＡＰが第３のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ４に第３のサブチャネル帯域ＰＰＤＵ５
３０を送信し、第３のサブチャネル帯域ＰＰＤＵ５３０は、３個の空間的ストリームを介
して送信されることができる。
【００８２】
　ＡＰが第４のサブチャネル帯域を介してＳＴＡ４に第４のサブチャネル帯域ＰＰＤＵ５
４０を送信し、第４のサブチャネル帯域ＰＰＤＵ５４０は、４個の空間的ストリームを介
して送信されることができる。
【００８３】
　前述したように、最も多い個数の空間的ストリームを介して送信されるサブチャネルフ
ォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数を基準にして他のサブチャネル帯
域幅で送信される他のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵのＨ－ＬＴＦ５５０の個数が決
定されることができる。
【００８４】
　図５のような場合、第４のサブチャネル帯域で４個の空間的ストリームを介して送信さ
れる第４のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ５４０に含まれる４個のＨ－ＬＴＦ５５０
を基準にして他のサブチャネル帯域で送信される他のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ
５１０、５２０、５３０に含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数が決定されることができる。
即ち、第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ５１０、第２のサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵ５２０、及び第３のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ５３０に含まれるＨ－
ＬＴＦ５５０の個数が４個に設定されることができる。
【００８５】
　このような方法に基づいて複数のサブチャネルの各々を介して送信される複数のサブチ
ャネルフォーマットＰＰＤＵの送信開始時点が同じに設定されることができる。
【００８６】
　複数のサブチャネル帯域を介して複数の空間的ストリームに基づいてＨ－ＬＴＦ５５０
を重複送信する場合、複数のサブチャネル帯域を介して送信されるＨ－ＬＴＦ５５０間の
直交性を保証するための行列が適用されることができる。
【００８７】
　Ｈ－ＬＴＦ５５０間の直交性を保証するための行列は、時空間ドメイン上でＨ－ＬＴＦ
シーケンスに乗算される。以下の数式１は、Ｈ－ＬＴＦ５１０間の直交性を保証するため
の４×４行列及び８×８行列を示す。
【００８８】
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【数１】

【００８９】
　数式１を参照すると、４×４行列（Ｐ４×４）は、図５のように４個のサブチャネル帯
域を介して送信される４個のＨ－ＬＴＦ５５０の送信に適用されることができる。８×８
行列（Ｐ８×８）は、８個のサブチャネル帯域を介して送信される８個のＨ－ＬＴＦの送
信に適用されることができる。
【００９０】
　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信において、ＳＴＡの各々は、割り当てられたサブチャネル帯
域を介して送信されるＰＳＤＵ５００をデコーディングするために、ＰＳＤＵ５００を送
信する空間的ストリームの個数に対する情報を知らなければならない。
【００９１】
　ＳＴＡがサブチャネル帯域を介して送信される空間的ストリームの個数を知る場合、空
間的ストリームを介して送信されるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－Ｌ
ＴＦ５５０の個数を知ることができる。ＳＴＡは、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵを
介して受信したＨ－ＬＴＦ５５０に基づいてチャネル予測を実行し、ＰＰＤＵに対するデ
コーディングを実行することができる。
【００９２】
　前述したように、実際の空間的ストリームの個数によって、Ｈ－ＬＴＦ５５０の個数が
決まらずに、複数のサブチャネル帯域の各々を介して送信される複数のサブチャネルフォ
ーマットＰＰＤＵのための空間的ストリームの個数のうち最大値により複数のサブチャネ
ルフォーマットＰＰＤＵの各々に含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数が決定されることがで
きる。このような場合、ＳＴＡは、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵのデコーディング
のために割り当てられたサブチャネル帯域幅を介して送信されるサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数を知るための追加情報が必要である。ＳＴ
ＡがサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数に対する情報
を取得するためには多様な方法が使われることができる。
【００９３】
　サブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数を伝達するため
の第１の方法として、ＡＰがＳＴＡにサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを送信するため
に使用する実際の空間的ストリームの個数の外にサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含
まれているＨ－ＬＴＦ５５０の個数に対する情報をＨＥＷ－ＳＩＧ５６０を介して送信す
ることができる。即ち、ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０は、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵに
含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数に対する情報を含むことができる。
【００９４】
　サブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数を伝達するため
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の第２の方法として、ＡＰが複数のＳＴＡの各々に複数のサブチャネルフォーマットＰＰ
ＤＵの各々を送信するために使用した実際の空間的ストリームの個数に対する情報をＨＥ
Ｗ－ＳＩＧ５６０を介して送信することができる。即ち、ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０は、複数
のＳＴＡの各々（または、サブチャネル帯域の各々）にサブチャネルフォーマットＰＰＤ
Ｕを送信するために使用した実際の空間的ストリームの個数に対する情報を含むことがで
きる。ＳＴＡは、複数のＳＴＡの各々に複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々
を送信するために使われた実際の空間的ストリームの個数に対する情報に基づいてＳＴＡ
に送信されるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数を知
ることができる。具体的に、ＳＴＡは、ＳＴＡに送信されるサブチャネルフォーマットＰ
ＰＤＵに含まれるＨ－ＬＴＦ５５０の個数をサブチャネル帯域の各々で使われる空間的ス
トリームの個数のうち最大値に基づいて決定することができる。
【００９５】
　以下の表１は、ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０に含まれる下位フィールドを示す。
【００９６】
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【００９７】
　以下の表２は、Ｈ－ＳＩＧ５７０に含まれる下位フィールドを示す。
【００９８】
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【表３】

【００９９】
　Ｈ－ＳＩＧ５７０は、後述するＧＩタイプフィールド及びＧＩ明確化フィールドをさら
に含むことができる。Ｈ－ＳＩＧ５７０とＨＥＷ－ＳＩＧ５６０は、一つのシグナルフィ
ールドで実現されることもできる。また、Ｈ－ＳＩＧ５７０とＨＥＷ－ＳＩＧ５６０の各
々に含まれる下位フィールドは、表１に例示されたＨＥＷ－ＳＩＧ５６０の下位フィール
ドと表２に例示されたＨ－ＳＩＧ５７０の下位フィールドとの多様な組合せである。
【０１００】
　ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０に含まれているグループ識別子（Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）フィールド
は、ＳＴＡのグルーピングのためのグループ識別子情報を含むことができる。各々のＳＴ
Ａは、ＡＰからグループ識別子フィールドを介してＳＴＡの各々に対するグループ識別子
を受信することができる。ＳＴＡは、各々に対するグループ識別子に対応されるユーザ位
置情報を取得することができる。
【０１０１】

【表４】

【０１０２】
　表３では、ＳＴＡがＡＰから受信したグループ識別子及びグループ識別子に対応される
ユーザ位置に対して開示する。
【０１０３】
　ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０を介してＳＴＡのグループ識別子を受信したＳＴＡは、次のよう
な動作を実行することができる。具体的な例として、ＳＴＡが受信したサブチャネルフォ
ーマットＰＰＤＵでＨＥＷ－ＳＩＧ５６０のグループ識別子の値が１２の場合、ＳＴＡの
ユーザ位置は３に対応されることができる。ＳＴＡは、ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０の帯域幅フ
ィールドユーザ位置３に対応されるビットに基づいてＳＴＡに対するダウンリンク送信帯
域幅の大きさに対する情報を取得することができる。即ち、その他、多様な方法に基づい
て、ＳＴＡは、ＡＰからグループ識別子及びユーザ位置に対する情報に基づいてダウンリ
ンク送信帯域幅に対する情報を取得することができる。



(19) JP 6310081 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

【０１０４】
　ＳＴＡは、ＨＥＷ－ＳＩＧ５６０のＮｓｔｓフィールドで及びＳＴＡに対する空間的ス
トリームの個数に対する情報を取得することができる。
【０１０５】
　図６は、本発明の実施例によるＨＥＷ－ＳＩＧフィールドを示す概念図である。
【０１０６】
　図６の上段は、帯域幅フィールドを示す。
【０１０７】
　図６の上段を参照すると、帯域幅フィールドを構成する８ビットは、２ビットずつユー
ザ位置の値の各々に対応されることができる。例えば、帯域幅フィールドの１番目のビッ
ト及び２番目のビットに対応されるＢＷ［０：１］６１０は、ＳＴＡのユーザ位置の値が
１である場合に帯域幅の大きさに対する情報に対応され、帯域幅フィールドの３番目のビ
ット及び４番目のビットに対応されるＢＷ［２：３］６２０は、ＳＴＡのユーザ位置の値
が２である場合に帯域幅の大きさに対する情報に対応され、帯域幅フィールドの５番目の
ビット及び６番目のビットに対応されるＢＷ［４：５］６３０は、ＳＴＡのユーザ位置の
値が３である場合に帯域幅の大きさに対する情報に対応され、帯域幅フィールドの７番目
のビット及び８番目のビットに対応されるＢＷ［６：７］６４０は、ＳＴＡのユーザ位置
の値が４である場合に帯域幅の大きさに対する情報に対応されることができる。即ち、一
つの帯域幅フィールドは、互いに異なるユーザ位置に対応される４個のＳＴＡの各々に対
する帯域幅情報を含むことができる。
【０１０８】
　帯域幅フィールドに含まれる二つのビットの値が０の場合（００）は、０ＭＨｚ大きさ
の帯域幅の大きさを指示し、二つのビットの値が１の場合（０１）は、２０ＭＨｚ大きさ
の帯域幅の大きさを指示し、二つのビットの値が２の場合（１０）は、４０ＭＨｚ大きさ
の帯域幅の大きさを指示し、二つのビットの値が３の場合（１１）は、８０ＭＨｚ大きさ
の帯域幅の大きさを指示することができる。０ＭＨｚは、ＡＰによりＳＴＡにサブチャネ
ルフォーマットＰＰＤＵが送信されないことを指示することができる。
【０１０９】
　図６の下段は、Ｎｓｔｓフィールドを示す。
【０１１０】
　図６の下段を参照すると、Ｎｓｔｓフィールドを構成する８ビットは、２ビットずつユ
ーザ位置の値の各々に対応されることができる。例えば、Ｎｓｔｓフィールドの１番目の
ビット及び２番目のビットに対応されるＮｓｔｓ［０：１］６５０は、ＳＴＡのユーザ位
置の値が１である場合に空間的ストリームの個数に対する情報に対応され、Ｎｓｔｓフィ
ールドの３番目のビット及び４番目のビットに対応されるＮｓｔｓ［２：３］６６０は、
ＳＴＡのユーザ位置の値が２である場合に空間的ストリームの個数に対する情報に対応さ
れ、Ｎｓｔｓフィールドの５番目のビット及び６番目のビットに対応されるＮｓｔｓ［４
：５］６７０は、ＳＴＡのユーザ位置の値が３である場合に空間的ストリームの個数に対
する情報に対応され、Ｎｓｔｓフィールドの７番目のビット及び８番目のビットに対応さ
れるＮｓｔｓ［６：７］６８０は、ＳＴＡのユーザ位置の値が４である場合に空間的スト
リームの個数に対する情報に対応されることができる。即ち、一つのＮｓｔｓフィールド
は、互いに異なるユーザ位置に対応される４個のＳＴＡの各々に対する空間的ストリーム
の個数に対する情報を含むことができる。
【０１１１】
　二つのビットの値が０の場合（００）は、１個の空間的ストリームを指示し、二つのビ
ットの値が１の場合（０１）は、２個の空間的ストリームを指示し、二つのビットの値が
２の場合（１０）は、３個の空間的ストリームを指示し、二つのビットの値が３の場合（
１１）、４個の空間的ストリームを指示することができる。
【０１１２】
　前述した例において、ＳＴＡのグループ識別子の値が１２であり、ＳＴＡのユーザ位置
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が３の場合、ＳＴＡは、帯域幅フィールド及びＮｓｔｓフィールドでユーザ位置３に対応
されるビットに基づいてＳＴＡに送信されるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに対する
チャネル帯域情報を取得し、ＳＴＡに送信される空間的ストリームの個数に対する情報を
取得することができる。即ち、ＢＷ［４：５］６３０、Ｎｓｔｓ［４：５］６７０に対応
されるビットを介して、ＳＴＡは、受信すべきサブチャネルフォーマットＰＰＤＵのチャ
ネル帯域の大きさ及びサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを送信する空間的ストリームの
個数を取得することができる。ＢＷ［４：５］が０１であり、Ｎｓｔｓ［４：５］６７０
が１０の場合、ＳＴＡは、２０ＭＨｚのサブチャネル帯域で３個の空間的ストリームを介
してサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを受信することができる。
【０１１３】
　具体的に、ＳＴＡのグループ識別子が１２であり、ユーザ位置が１の場合、ＢＷ［０：
１］６１０、Ｎｓｔｓ［０：１］６５０に対応されるビットを介して、ＳＴＡは、受信す
べきサブチャネルフォーマットＰＰＤＵに対するチャネル帯域の大きさ及びサブチャネル
フォーマットＰＰＤＵを送信する空間的ストリームの個数に対する情報を取得することが
できる。
【０１１４】
　ＳＴＡのグループ識別子が１２であり、ユーザ位置が２の場合、ＢＷ［２：３］６２０
、Ｎｓｔｓ［２：３］６６０に対応されるビットを介して、ＳＴＡは、受信すべきサブチ
ャネルフォーマットＰＰＤＵに対するチャネル帯域の大きさ及びサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵを送信する空間的ストリームの個数に対する情報を取得することができる。
【０１１５】
　ＳＴＡのグループ識別子が１２であり、ユーザ位置が４の場合、ＢＷ［６：７］６４０
、Ｎｓｔｓ［６：７］６８０に対応されるビットを介して、ＳＴＡは、受信すべきサブチ
ャネルフォーマットＰＰＤＵに対するチャネル帯域の大きさ及びサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵを送信する空間的ストリームの個数に対する情報を取得することができる。
【０１１６】
　例えば、ＢＷ［０：１］６１０が１、ＢＷ［２：３］６２０が１、ＢＷ［４：５］６３
０が０、ＢＷ［６：７］６４０が２の場合、ユーザ位置１に対応されるＳＴＡ１は、２０
ＭＨｚサブチャネル帯域を介してサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを受信する。ユーザ
位置２に対応されるＳＴＡ２は、ＳＴＡ１に割り当てられた２０ＭＨｚサブチャネル帯域
より高い周波数に該当する２０ＭＨｚサブチャネル帯域を介してサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵを受信することができる。ユーザ位置３に対応されるＳＴＡ３は、受信すべき
サブチャネルフォーマットＰＰＤＵがないことを知るようになる。ユーザ位置４に対応さ
れるＳＴＡ４は、ＳＴＡ２に割り当てられた２０ＭＨｚサブチャネル帯域より高い周波数
に位置した４０ＭＨｚサブチャネル帯域を介してサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを受
信することができる。
【０１１７】
　もし、ＢＷ［４：５］６３０が０でない場合、ＳＴＡ４は、ＳＴＡ３に割り当てられた
サブチャネル帯域より高い周波数帯域に位置した４０ＭＨｚサブチャネル帯域を介してサ
ブチャネルフォーマットＰＰＤＵを受信することができる。
【０１１８】
　その他、本発明の実施例によるＳＴＡのグループ識別子及びユーザ位置に基づいて帯域
幅フィールドで複数のＳＴＡの各々に対する帯域幅を決定する方法及び／またはＳＴＡの
グループ識別子及びユーザ位置に基づいてＮｓｔｓフィールドで複数のＳＴＡの各々に対
する空間的ストリームの個数を決定する方法は、多様に使われることができる。
【０１１９】
　以下、本発明の実施例では、ＭＵ　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信に対して開示する。
【０１２０】
　例えば、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡにＳＤＭＡ（ＭＵ（ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ）ＭＩＭＯ）
機能を追加する場合、一つのサブチャネル帯域で互いに異なるＳＴＡに互いに異なるサブ
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チャネルフォーマットＰＰＤＵを送信することができる。
【０１２１】
　図７は、本発明の実施例によるＭＵ　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信を示す概念図である。
【０１２２】
　図７を参照すると、一つのサブチャネル帯域で複数のＳＴＡに互いに異なるサブチャネ
ルフォーマットＰＰＤＵを送信することができる。説明の便宜上、全体チャネル帯域が第
１のサブチャネル帯域７１０及び第２のサブチャネル帯域７２０を含むと仮定する。
【０１２３】
　ＡＰは、第１のサブチャネル帯域７１０を介してＭＵ－ＭＩＭＯ送信方法に基づいて、
ＳＴＡ１に第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ７５０を送信し、ＳＴＡ２に第２の
サブチャネルフォーマットＰＰＤＵ７６０を送信することができる。
【０１２４】
　ＡＰは、第２のサブチャネル帯域７２０を介してＭＵ－ＭＩＭＯ送信方法に基づいて、
ＳＴＡ３に第３のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ７７０を送信し、ＳＴＡ４に第４の
サブチャネルフォーマットＰＰＤＵ７８０を送信することができる。
【０１２５】
　ＭＵ－ＭＩＭＯは、同じサブチャネル帯域を介して複数のターゲット端末の各々（例え
ば、ターゲットＳＴＡ）へ向かうサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ間の空間的直交性（
ｓｐａｔｉａｌ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｉｔｙ）のために複数のアンテナにプリコーディ
ング（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）を適用することができる。
【０１２６】
　本発明の実施例によると、ＡＰは、多様な送信方法に基づいてサブチャネルフォーマッ
トＰＰＤＵを送信することができる。サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの送信方法に対
する情報がサブチャネルフォーマットＰＰＤＵのフィールドに含まれることができる。
【０１２７】
　例えば、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵのＨＥＷ－ＳＩＧは、サブチャネルフォー
マットＰＰＤＵの送信方法に対する情報を含むことができる。例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧは
、下位フィールドとしてＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィールド（ＨＥＷ　ＰＰＤＵ　Ｔｙｐ
ｅ　ｆｉｅｌｄ）を含むことができる。ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィールドは、ＳＵ－Ｍ
ＩＭＯ、ＭＵ－ＭＩＭＯ、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ及びＭＵ－ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡのうち
サブチャネルフォーマットＰＰＤＵの送信時に使われた一つの送信方法を指示することが
できる。具体的に、ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィールドの値が０の場合、サブチャネルフ
ォーマットＰＰＤＵがＳＵ－ＭＩＭＯに基づいて送信され、ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィ
ールドの値が１の場合、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵがＭＵ－ＭＩＭＯに基づいて
送信され、サブチャネルフォーマットＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィールドの値が２の場合
、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵがＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡに基づいて送信され、ＨＥ
Ｗ　ＰＰＤＵタイプフィールドの値が３の場合、サブチャネルフォーマットＰＰＤＵがＭ
Ｕ－ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡに基づいて送信されることを指示することができる。
【０１２８】
　ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィールドの値が２の場合とＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプフィール
ドの値が３の場合、ＨＥＷ－ＳＩＧの下位フィールドである帯域幅フィールドが異なるよ
うに解析されることができる。
【０１２９】
　帯域幅フィールドが８ビットであり、各々の２ビット単位に４個のＳＴＡの各々に対す
る帯域幅を指示することができる。前述したように、００（０）は、０ＭＨｚのサブチャ
ネル帯域を指示し、０１（１）は、２０ＭＨｚのサブチャネル帯域を指示し、１０（２）
は、４０ＭＨｚのサブチャネル帯域を指示し、及び１１（３）は、８０ＭＨｚのサブチャ
ネル帯域を指示することができる。
【０１３０】
　ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプが２の場合、前述したように、各々のサブチャネル帯域は、互
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いに重ならない帯域である。
【０１３１】
　ＨＥＷ　ＰＰＤＵタイプが３の場合、プライマリ２０ＭＨｚチャネルを基準にして各々
のＰＰＤＵが送信されるサブチャネル帯域が決定されることができる。ＨＥＷ　ＰＰＤＵ
タイプが３の場合、ＰＰＤＵの送信のためのチャネル帯域幅が重なることができる。
【０１３２】
　図８は、本発明の実施例によるＭＵ　ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡ送信を示す概念図である。
【０１３３】
　図８では、帯域幅フィールドのＢＷ［０：１］が１、ＢＷ［２：３］が２、ＢＷ［４：
５］が０、ＢＷ［６：７］が３の場合に対して開示する。帯域幅フィールドの値が１の場
合は、２０ＭＨｚサブチャネル帯域を意味し、帯域幅フィールドの値が２の場合は、４０
ＭＨｚサブチャネル帯域を意味し、帯域幅フィールドの値が０の場合は、０ＭＨｚサブチ
ャネル帯域を意味し、及び帯域幅フィールドの値が３の場合は、８０ＭＨｚサブチャネル
帯域を意味する。図８を参照すると、プライマリ２０ＭＨｚチャネル、プライマリ４０Ｍ
Ｈｚチャネル、プライマリ８０ＭＨｚチャネル間の相関関係が示されている。
【０１３４】
　第１のユーザ位置に該当するＳＴＡ１は、ＡＰからプライマリ２０ＭＨｚチャネル８１
０を介して第１のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ８５０を受信することができる。
【０１３５】
　第２のユーザ位置に該当するＳＴＡ２は、ＡＰからＳＴＡ１に割り当てられたプライマ
リ２０ＭＨｚチャネルを含むプライマリ４０ＭＨｚチャネル８２０を介して第２のサブチ
ャネルフォーマットＰＰＤＵ８６０を受信することができる。
【０１３６】
　第３のユーザ位置に該当するＳＴＡ３は、受信すべきＰＰＤＵがないことを知ることが
できる。
【０１３７】
　第４のユーザ位置に該当するＳＴＡ４は、ＡＰからＳＴＡ２に割り当てられたプライマ
リ４０ＭＨｚチャネルを含むプライマリ８０ＭＨｚチャネル８４０を介して第４のサブチ
ャネルフォーマットＰＰＤＵ８７０を受信することができる。
【０１３８】
　図９は、本発明の実施例によるコーディングフィールドを示す概念図である。
【０１３９】
　図９を参照すると、ＨＥＷ－ＳＩＧに含まれるコーディングフィールドは、４ビットで
構成されることができる。
【０１４０】
　コーディングフィールドを構成する各々のビットは、各々のユーザ位置に対応されるＳ
ＴＡに送信されるＰＳＤＵに対するコーディング方法に対する情報を含むことができる。
例えば、コーディングフィールドを構成する各々のビットが１か０かによって、ＢＣＣ（
ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｅｓ）またはＬＤＰＣ（ｌｏｗ　ｄ
ｅｎｓｉｔｙ　ｐａｒｉｔｙ　ｃｈｅｃｋ）が指示されることができる。
【０１４１】
　コーディングフィールドの１番目のビットであるＣｏｄｉｎｇ［０］９００は、ユーザ
位置１に対応されるＳＴＡに送信されるＰＳＤＵのコーディング方法に対する情報を含む
ことができる。
【０１４２】
　コーディングフィールドの２番目のビットであるＣｏｄｉｎｇ［１］９１０は、ユーザ
位置２に対応されるＳＴＡに送信されるＰＳＤＵのコーディング方法に対する情報を含む
ことができる。
【０１４３】
　コーディングフィールドの３番目のビットであるＣｏｄｉｎｇ［２］９２０は、ユーザ
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位置３に対応されるＳＴＡに送信されるＰＳＤＵのコーディング方法に対する情報を含む
ことができる。
【０１４４】
　コーディングフィールドの４番目のビットであるＣｏｄｉｎｇ［３］９３０は、ユーザ
位置４に対応されるＳＴＡに送信されるＰＳＤＵのコーディング方法に対する情報を含む
ことができる。
【０１４５】
　ＡＰは、４ビットのコーディングフィールドを介して、各々のサブチャネル帯域を介し
て送信されるＰＳＤＵのコーディング方法に対する情報を送信することができる。サブチ
ャネル帯域を介して送信されるＰＳＤＵに対して互いに異なるコーディング方法が適用さ
れることができる。
【０１４６】
　図１０は、本発明の実施例によるＰＳＤＵで使われるガードインターバルのタイプを示
す概念図である。
【０１４７】
　図１０では、ＰＳＤＵで使われるガードインターバル（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ
）のタイプを開示する。
【０１４８】
　図１０の上段では、ＰＳＤＵでＬＧＩ１０００が使われる場合に対して開示する。ＰＳ
ＤＵでＬＧＩ１０００が使われる場合、一つのＯＦＤＭシンボルは、０．８ｕｓのガード
インターバルと３．２ｕｓのデータインターバルを含むことができる。
【０１４９】
　図１０の中段では、ＰＳＤＵでＳＧＩ１０２０が使われる場合に対して開示する。ＰＳ
ＤＵでＳＧＩ１０２０が使われる場合、一つのＯＦＤＭシンボルは、０．４ｕｓのガード
インターバルと３．６ｕｓのデータインターバルを含むことができる。ＰＳＤＵでＳＧＩ
１０２０が使われる場合、ＬＧＩよりガードインターバルが減って送信カバレッジが減る
が、データ送信効率は増加できる。
【０１５０】
　図１０の下段では、ＰＳＤＵでＤＧＩ１０４０が使われる場合に対して開示する。ＰＳ
ＤＵでＤＧＩ１０４０が使われる場合、一つのＯＦＤＭシンボルは、１．２ｕｓのガード
インターバルと３．２ｕｓのデータインターバルを含むことができる。ＰＳＤＵでＤＧＩ
１０４０が使われる場合、ＬＧＩよりガードインターバルが増えて送信カバレッジが増え
るが、データ送信効率は減少できる。
【０１５１】
　ＰＳＤＵでＤＧＩ１０４０が使われる場合、ミッドパケット（ｍｉｄ－ｐａｃｋｅｔ）
ＣＣＡ（ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）を実行するレガシＳＴＡ
は、ＤＧＩを含むＯＦＤＭシンボルを探知することができない。
【０１５２】
　ミッドパケットＣＣＡは、セカンダリチャネルに対するＣＣＡメカニズムである。ミッ
ドパケットＣＣＡは、ＰＩＦＳ時間の間に（５ＧＨｚの周波数帯域である場合、２５ｕｓ
）ＯＦＤＭシンボルのガードインターバルを測定することができる。ミッドパケットＣＣ
Ａでは、０．８ｕｓまたは０．４ｕｓのガードインターバルが一定シグナル強度（ｓｉｇ
ｎａｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）以上に検出されると、該当チャネルがビジー（ｂｕｓｙ）と
判断することができる。
【０１５３】
　しかし、ＤＧＩ１０４０が使われる場合、ガードインターバルが１．２ｕｓになる。し
たがって、ミッドパケットＣＣＡを実行するレガシＳＴＡは、０．８ｕｓまたは０．４ｕ
ｓのガードインターバルｚを検出できなくなる。結果的に、セカンダリチャネルが実際使
用中にもかかわらず、ＳＴＡは、セカンダリチャネルの状態をアイドル（ｉｄｌｅ）と決
定できる。
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【０１５４】
　このような問題点を解決するために、本発明の実施例によると、ＰＳＤＵでＤＧＩ１０
４０が使われる場合、ＰＳＤＵは、ＰＩＦＳの時間間隔内に少なくとも一回以上のＬＧＩ
（または、ＳＧＩ）１０６０で構成されたＯＦＤＭシンボルを介して送信されることがで
きる。このような方法を使用する場合、ミッドパケットＣＣＡを実行するレガシＳＴＡは
、ＰＩＦＳの時間間隔内に少なくとも一回はＬＧＩ（または、ＳＧＩ）１０６０を検出す
ることができる。したがって、ＰＳＤＵでＤＧＩ１０４０が使われる場合にも、レガシＳ
ＴＡは、チャネルの状態を正確に判断することができるようになる。
【０１５５】
　即ち、複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々は、ＰＳＤＵを含み、ＰＳＤＵ
の送信のために使われるガードインターバルは、ＬＧＩ、ＳＧＩ及びＧＩ組合せのうち一
つである。このとき、ＧＩ組合せは、ＬＧＩ及び前記ＳＧＩのうち一つのＧＩとＤＧＩと
の組合せである。
【０１５６】
　ＧＩ組合せにおいて、ＬＧＩ及び前記ＳＧＩのうち一つのＧＩは、前記ＰＳＤＵの送信
のための全体ＯＦＤＭシンボルでＰＩＦＳ（ＰＣＦ（ｐｏｉｎｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉ
ｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）ｉｎｔｅｒ　ｆｒａｍｅ　ｓｙｍｂｏｌ）間隔に対応する複数
のＯＦＤＭシンボルのうち少なくとも一つのＯＦＤＭシンボルを構成することができる。
ＧＩ組合せにおいて、ＤＧＩは、全体シンボルのうちＬＧＩ及び前記ＳＧＩのうち一つの
ＧＩのための少なくとも一つのＯＦＤＭシンボルを除外した残りのＯＦＤＭシンボルを構
成することができる。
【０１５７】
　図１１は、本発明の実施例によるサブチャネルフォーマットＰＰＤＵ間の時間同期化を
示す概念図である。
【０１５８】
　ＨＥＷ－ＳＩＧまたはＨ－ＳＩＧフィールドのようなシグナルフィールドは、ＧＩタイ
プフィールドとＧＩ明確化フィールド（ＧＩ　ｄｉｓａｍｂｉｇｕａｔｉｏｎ　ｆｉｅｌ
ｄ）を含むことができる。
【０１５９】
　以下の表４は、ＧＩタイプフィールドを示す。
【０１６０】
【表５】

【０１６１】
　以下の表５は、ＧＩ明確化フィールドを示す。
【０１６２】
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【表６】

【０１６３】
　ＧＩタイプフィールドとＧＩ明確化フィールドがＨＥＷ－ＳＩＧに含まれる場合、複数
のサブチャネル帯域の各々を介して送信されるＰＳＤＵは、同じガードインターバルを使
用することができる。
【０１６４】
　もし、複数のサブチャネル帯域の各々を介して送信されるＰＳＤＵのガードインターバ
ルが互いに異なる値を使用するためには、ＧＩタイプフィールドとＧＩ明確化フィールド
は、ユーザ特定情報を伝達するためにＨＥＷ－ＳＩＧの以後に位置したＨ－ＳＩＧフィー
ルドに含まれることができる。
【０１６５】
　図１１を参照すると、ＳＧＩまたはＤＧＩを使用したＰＳＤＵが送信される時、ＰＳＤ
Ｕの最後のＯＦＤＭシンボルがＬＧＩを使用する４ｕｓのＯＦＤＭシンボルの境界と一致
しない。
【０１６６】
　ＳＧＩを使用したＰＳＤＵ１１００を送信する時、ＰＳＤＵは、時間リソース上で３．
６ｕｓの倍数で割り当てられることができる。ＬＧＩを使用したＰＳＤＵを送信する時、
ＰＳＤＵは、時間リソース上で４ｕｓの倍数で割り当てられることができる。したがって
、複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵで互いに異なる長さのガードインターバルを
使用する場合、ＰＰＤＵの終了境界が一致しない。
【０１６７】
　ＧＩ明確化フィールドは、ＳＧＩまたはＤＧＩを使用したＰＳＤＵを送信するための最
後のＯＦＤＭシンボルの送信終了タイミングとＬＧＩを使用するＰＳＤＵを送信するため
のＯＦＤＭシンボルの境界のマッピング可否を指示するために使われることができる。互
いに異なるＧＩを使用するＯＦＤＭシンボル間の境界をマッピングするためには、パディ
ングビットのような追加的なビットが使われることができる。または、ＧＩ明確化フィー
ルドは、ＳＧＩまたはＤＧＩを使用したＰＳＤＵを送信するためのＯＦＤＭシンボルの個
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数を明示的に指示するために使われることもできる。
【０１６８】
　ＧＩタイプフィールドとＧＩ明確化は、以下の表６のように表現されることもできる。
【０１６９】
【表７】

【０１７０】
　即ち、ＧＩタイプによって、ＬＧＩを使用する場合、ＬＧＩで構成される４ｕｓのＯＦ
ＤＭシンボルの境界とマッピングされるように、ＳＧＩまたはＤＧＩで構成されるＯＦＤ
Ｍシンボルタイミングを合わせることができる。
【０１７１】
　図１２は、本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である
。
【０１７２】
　図１２を参照すると、無線装置１２００は、前述した実施例を実現することができるＳ
ＴＡであり、ＡＰ１２５０または非ＡＰ　ＳＴＡ（ｎｏｎ－ＡＰ　ｓｔａｔｉｏｎ）（ま
たは、ＳＴＡ）１２００である。
【０１７３】
　ＳＴＡ１２００は、プロセッサ１２１０、メモリ１２２０及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１２３０を含む。
【０１７４】
　ＲＦ部１２３０は、プロセッサ１２２０と連結して無線信号を送信／受信することがで
きる。
【０１７５】
　プロセッサ１２２０は、本発明で提案されたＳＴＡの機能、過程及び／または方法を実
現する。例えば、プロセッサ１２２０は、前述した本発明の実施例による無線装置の動作
を実行するように実現されることができる。プロセッサは、図３乃至図１１の実施例で開
示したＳＴＡの動作を実行することができる。
【０１７６】
　例えば、プロセッサ１２２０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵに含まれ
ているＳＴＡに対するサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを受信することができる。
【０１７７】
　また、プロセッサ１２２０は、シグナルフィールドに含まれているグループ識別子情報
、帯域幅情報及びＮｓｔｓ情報を受信し、グループ識別子情報に基づいてサブチャネルフ
ォーマットＰＰＤＵの受信可否を決定し、帯域幅情報に基づいてＳＴＡに対するサブチャ
ネルフォーマットＰＰＤＵに割り当てられたチャネル帯域に対する情報を取得し、Ｎｓｔ
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間的ストリームの個数に対する情報を取得するように実現されることができる。
【０１７８】
　ＡＰ１２５０は、プロセッサ１２６０、メモリ１２７０及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）１２８０を含む。
【０１７９】
　ＲＦ部１２８０は、プロセッサ１２６０と連結して無線信号を送信／受信することがで
きる。
【０１８０】
　プロセッサ１２６０は、本発明で提案された機能、過程及び／または方法を実現する。
例えば、プロセッサ１２２０は、前述した本発明の実施例による無線装置の動作を実行す
るように実装されることができる。プロセッサは、図３乃至図１１の実施例でＡＰの動作
を実行することができる。
【０１８１】
　例えば、プロセッサ１２６０は、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵを生成し
、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵを前記複数のＳＴＡに送信するように実装
されることができる。ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭＡフォーマットＰＰＤＵは、時間上に同期化さ
れた複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵを含み、複数のサブチャネルフォーマット
ＰＰＤＵの各々は、複数のサブチャネル帯域の各々を介して複数のＳＴＡの各々に送信さ
れ、複数のサブチャネルフォーマットＰＰＤＵの各々に含まれているＭＩＭＯ送信のため
のトレーニングフィールドの個数は同じである。
【０１８２】
　プロセッサ１２１０、１２６０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路、データ
処理装置及び／またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を含むことが
できる。メモリ１２２０、１２７０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、
ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカー
ド、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部１２３０、１２８０
は、無線信号を送信及び／または受信する一つ以上のアンテナを含むことができる。
【０１８３】
　実施例がソフトウェアで実装される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジ
ュール（過程、機能など）で実装されることができる。モジュールは、メモリ１２２０、
１２７０に格納され、プロセッサ１２１０、１２６０により実行されることができる。メ
モリ１２２０、１２７０は、プロセッサ１２１０、１２６０の内部または外部にあり、よ
く知られた多様な手段でプロセッサ１２１０、１２６０と連結されることができる。
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