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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）システムにおいてアクセスポイントによ
って制御情報を送信する方法であって、前記方法は、
　前記アクセスポイントによって、複数のターゲットステーションによって共通に受信さ
れる制御情報を含む第１の超高処理率制御信号（ＶＨＴＳＩＧ－Ａ）を含む第１の制御シ
ーケンスを生成することと、
　前記アクセスポイントによって、前記複数のターゲットステーションの各々によって特
異的に受信される制御情報を含む第２の超高処理率制御信号（ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ）を含む
第２の制御シーケンスを生成することと、
　前記第１の制御シーケンスを変調させることによって、前記アクセスポイントによって
、第１の時間領域の信号を生成することと、
　前記第２の制御シーケンスを変調させることによって、前記アクセスポイントによって
、第２の時間領域の信号を生成することと、
　前記アクセスポイントによって、前記第１の時間領域の信号と前記第２の時間領域の信
号とを前記複数のステーションに送信することと
　を含み、
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、前記第２の時間領域の信号がＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－
Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）方式を使
用して送信されるかＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎ
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ｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）方式を使用して送信されるかを示すＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ指示子を含む、方法。
【請求項２】
　前記第２の時間領域の信号がＭＵ－ＭＩＭＯ方式を使用して送信されることを前記ＭＵ
－ＭＩＭＯ指示子が示す場合に、前記第２の制御シーケンスを変調させるステップの前に
、プリコード化された第２の制御信号を形成するために、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－
Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）のステア
リング行列を前記第２の制御シーケンスに適用することをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスを含み
、前記ＭＣＳインデックスは、前記送信するステップにおいて使用されたＭＣＳを指示す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂのサイズを示すサイズ情報をさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、２個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）シンボルの各々において４８個のデータ副
搬送波を介して送信され、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、１つのＯＦＤＭシンボルにおいて少
なくとも５２個のデータ副搬送波を介して送信される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａのためのビットの数は４８であり、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂのため
のビットの数は２６以上である、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）システムにおいて制御情報を送信する無
線装置であって、前記装置は、プロセッサを含み、前記プロセッサは、
　複数のターゲットステーションによって共通に受信される制御情報を含む第１の超高処
理率制御信号（ＶＨＴＳＩＧ－Ａ）を含む第１の制御シーケンスを生成することと、
　前記複数のターゲットステーションの各々によって特異的に受信される制御情報を含む
第２の超高処理率制御信号（ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ）を含む第２の制御シーケンスを生成する
ことと、
　前記第１の制御シーケンスを変調させることによって、第１の時間領域の信号を生成す
ることと、
　前記第２の制御シーケンスを変調させることによって、第２の時間領域の信号を生成す
ることと、
　前記第１の時間領域の信号と前記第２の時間領域の信号とを前記複数のステーションに
送信することと
　を行うように構成されており、
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、前記第２の時間領域の信号がＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－
Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）方式を使
用して送信されるかＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎ
ｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）方式を使用して送信されるかを示すＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ指示子を含む、装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記第２の制御シーケンスを変調させるステップの前に、プリコー
ド化された第２の制御信号を形成するために、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－Ｕｓｅｒ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）のステアリング行列
を前記第２の制御シーケンスに適用するようにさらに構成されている、請求項７に記載の
装置。
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【請求項９】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）インデックスを含み
、前記ＭＣＳインデックスは、前記送信するステップにおいて使用されたＭＣＳを指示す
る、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂのサイズを示すサイズ情報をさらに含
む、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、２個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）シンボルの各々において４８個のデータ副
搬送波を介して送信され、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、１つのＯＦＤＭシンボルにおいて少
なくとも５２個のデータ副搬送波を介して送信される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＶＨＴＳＩＧ－Ａのためのビットの数は４８であり、前記ＶＨＴＳＩＧ－Ｂのため
のビットの数は２６以上である、請求項１０に記載の装置。
【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、多重アンテナをサポートする無線ＬＡＮシ
ステムにおける制御情報送信方法及びこれをサポートする装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報通信技術の発展とともに多様な無線通信技術が開発されている。このうち無
線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）は、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ；ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、
携帯型マルチメディアプレーヤ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅ
ｒ；ＰＭＰ）などのような携帯型端末機を用いて家庭や企業または特定サービス提供地域
で無線でインターネットに接続することができるようにする技術である。
【０００３】
　ＷＬＡＮ技術の標準化機構であるＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２が１９８０年
２月に設立された以来、多くの標準化作業が実行されている。
【０００４】
　初期のＷＬＡＮ技術は、ＩＥＥＥ８０２．１１を介して２．４ＧＨｚ周波数を使用して
周波数ホッピング、帯域拡散、赤外線通信などで１～２Ｍｂｐｓの速度をサポートした以
来、最近にはＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）を適用して最大５４Ｍｂｐｓの速度をサポートすることができる
。その他、ＩＥＥＥ８０２．１１では、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）の向上、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）プロトコル互換、セキュリ
ティ強化（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ）、無線リソース測定（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）、車両環境のための無線接続（Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｖｅｈｉｃｕｌａｒ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、速いロー
ミング（Ｆａｓｔ　Ｒｏａｍｉｎｇ）、メッシュネットワーク（Ｍｅｓｈ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）、外部ネットワークとの相互作用（Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｅｘｔｅ
ｒｎａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、無線ネットワーク管理（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）等、多様な技術の標準を実用化または開発中である。
【０００５】
　ＩＥＥＥ８０２．１１のうちＩＥＥＥ８０２．１１ｂは、２．４ＧＨｚ帯域の周波数を
使用しつつ最高１１Ｍｂｓの通信速度をサポートする。ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ以後に商
用化されたＩＥＥＥ８０２．１１ａは、２．４ＧＨｚ帯域でない５ＧＨｚ帯域の周波数を
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使用することによって、相当混雑した２．４ＧＨｚ帯域の周波数に比べて干渉に対する影
響を減らし、ＯＦＤＭ技術を使用して通信速度を最大５４Ｍｂｐｓまで向上させた。然し
ながら、ＩＥＥＥ８０２．１１ａは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂに比べて通信距離が短いと
いう短所がある。また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂと同様に２
．４ＧＨｚ帯域の周波数を使用して最大５４Ｍｂｐｓの通信速度を具現し、後方互換性（
Ｂａｃｋｗａｒｄ　Ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を満たしているため相当な注目を浴び
ており、通信距離においてもＩＥＥＥ８０２．１１ａより優位にある。
【０００６】
　また、無線ＬＡＮで脆弱点と指摘されてきた通信速度に対する限界を克服するために比
較的最近に制定された技術規格としてＩＥＥＥ８０２．１１ｎがある。ＩＥＥＥ８０２．
１１ｎは、ネットワークの速度と信頼性を増加させ、無線ネットワークの運営距離を拡張
することを目的にする。より具体的に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎでは、データ処理速度が
最大５４０Ｍｂｐｓ以上である高処理率（Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ；ＨＴ）をサ
ポートし、また、送信エラーを最小化してデータ速度を最適化するために送信部と受信部
の両方ともに多重アンテナを使用するＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔｓ　ａｎ
ｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔｓ）技術に基づいている。また、この規格は、デー
タ信頼性を高めるために重複する写本を複数個送信するコーディング方式を使用するだけ
でなく、速度を増加させるために直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ；ＯＦＤＭ）を使用することもでき
る。
【０００７】
　ＷＬＡＮの普及が活性化され、これを用いたアプリケーションが多様化されることによ
って、最近にはＩＥＥＥ８０２．１１ｎがサポートするデータ処理速度より高い処理率を
サポートするための新たなＷＬＡＮシステムに対する必要性が台頭されている。超高処理
率（Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ；ＶＨＴ）無線ＬＡＮシステムは、１Ｇ
ｂｐｓ以上のデータ処理速度をサポートするために最近に新たに提案されているＩＥＥＥ
８０２．１１無線ＬＡＮシステムのうち一つである。ＶＨＴ無線ＬＡＮシステムという名
称は、任意であり、現在は１Ｇｂｐｓ以上のスループットを提供するために、４×４ＭＩ
ＭＯ及び８０ＭＨｚまたはその以上のチャネル帯域幅を使用するシステムに対する実現可
能性テスト（ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ　ｔｅｓｔ）が進行されている。
【０００８】
　現在論議されているＶＨＴ無線ＬＡＮシステムは、その使用周波数帯域として６ＧＨｚ
以下の帯域と６０ＧＨｚ帯域を用いる二つの方法が論議されている。６ＧＨｚ以下の周波
数帯域を使用する場合、６ＧＨｚ以下の周波数帯域を使用している従来の無線ＬＡＮシス
テムとの共存可能性などが問題になることができる。
【０００９】
　一方、ＩＥＥＥ８０２．１１の物理階層アーキテクチャ（ＰＨＹ　ｌａｙｅｒ　ａｒｃ
ｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）は、ＰＬＭＥ（ＰＨＹ　Ｌａｙｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎ
ｔｉｔｙ）、ＰＬＣＰ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅ）副階層、ＰＭＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ）副階層で構成される。ＰＬＭＥは、ＭＬＭＥ（ＭＡＣ　Ｌａｙｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と協調して物理階層の管理機能を提供する。ＰＬＣＰ副階層は、
ＭＡＣ階層とＰＭＤ階層との間でＭＡＣ階層の指示によってＭＡＣ階層から受けたＭＰＤ
Ｕ（ＭＡＣ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）をＰＭＤ副階層に伝達したり、或
いはＰＭＤ副階層から来るフレームをＭＡＣ階層に伝達する。ＰＭＤ副階層は、ＰＬＣＰ
の後方階層であり、無線媒体を介する二つのステーション間物理階層エンティティ（ｅｎ
ｔｉｔｙ）の送受信が可能にする。
【００１０】
　ＰＬＣＰ副階層は、ＭＰＤＵをＭＡＣ階層から受けてＰＭＤ副階層に伝達する過程で物
理階層送受信機により必要な情報を含む付加フィールドを加える。この時、付加されるフ
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ィールドは、ＭＰＤＵにＰＬＣＰプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）、ＰＬＣＰヘッダ（
ｈｅａｄｅｒ）、データフィールド上に必要なテールビット（Ｔａｉｌ　Ｂｉｔｓ）など
になることができる。ＰＬＣＰプリアンブルは、ＰＳＤＵ（ＰＬＣＰ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ＝ＭＰＤＵ）の送信前に受信機に同期化機能とアンテナダイバーシテ
ィを準備するようにする役割をする。ＰＬＣＰヘッダは、フレームに対する情報、例えば
、ＰＳＤＵの長さ（ＰＳＤＵ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｗｏｒｄ；ＰＬＷ）、ＰＳＤＵ部分のデー
タ速度、ヘッダエラー検査（Ｈｅａｄｅｒ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｈｅｃｋ）情報を含む。
【００１１】
　ＰＬＣＰ副階層ではＭＰＤＵに前述したフィールドを付加してＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を生成し、ＰＭＤ副階層を経て受信ステーション
に送信し、受信ステーションは、受信したＰＰＤＵの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データを復元する。
【００１２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎなど、多様なレガシステーションとＶＨＴステー
ションが共存する時、ＰＬＣＰフォーマットによってレガシステーションはこれを認識す
ることができない、或いは間違って認識して誤動作することができる。このために、全て
の送信データに全てのステーションが認識することができるように、レガシステーション
が認識することができるＰＬＣＰフォーマットとＶＨＴステーションのためのフォーマッ
トを加える場合、そのオーバーヘッドが大きくて無線リソースの効率的な活用を阻害する
。また、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする無線ＬＡＮシステムにおける無線フレームがマル
チユーザに対する空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）されて送信
される時、送信対象でないステーションは、これを認識することができないという問題点
が発生することができる。併せて、ＭＵ－ＭＩＭＯサポートによるデータ送信及び受信、
復号に必要な制御情報の量も増加すると予想される。
【００１３】
　ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする無線ＬＡＮシステムにおける制御情報の送信方法、及び
増加する制御情報を受け入れ、後方互換性をサポートしてレガシステーションとの共存を
保障することができるＶＨＴ無線ＬＡＮシステムのための新たなフレームフォーマットに
対する考慮が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明が解決しようとする一つの課題は、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする無線ＬＡＮシ
ステムで制御情報の送信方法を提供することである。
【００１５】
　本発明が解決しようとする一つの課題は、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする無線ＬＡＮシ
ステムで制御情報を受け入れてフレームの送信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　一態様において、無線ＬＡＮシステムにおける制御情報を送信する方法は、第１の制御
情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し、及び第２の制御情報を送
信することを含み、前記第１の制御情報は、前記第２の制御情報の複数のターゲットステ
ーションの各々が前記第２の制御情報の受信に必要な情報を含み、前記第２の制御情報は
、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信される。
【００１７】
　前記第１の制御情報は、前記複数のターゲットステーションに対して空間多重化された
ＳＤＭＡ（ｓｐａｔａｉｌ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）デー
タの送信に所要される送信時間情報をさらに含む。
【００１８】
　前記第２の制御情報は、前記複数のターゲットステーションの各々に対する制御情報を
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含む。
【００１９】
　前記複数のターゲットステーションの各々に対する前記制御情報は、ＭＣＳ（ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）情報、チャネル帯域幅情報、空間
ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）個数情報、送信パワー情報のうち少なくと
もいずれか一つである。
【００２０】
　前記第１の制御情報及び前記第２の制御情報は、第１のフレームを介して送信され、前
記第２の制御情報は、前記第１のフレームの以後に送信される一つ以上の第２のフレーム
送信に所要される送信時間情報をさらに含む。
【００２１】
　前記第１の制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル当たり副搬送波
の個数は、前記第２の制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボル当たり副搬送波
の個数より小さい。
【００２２】
　前記共用制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数は、前記ＳＴＡ－特
定制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数より多い。
【００２３】
　前記第１の制御情報と前記第２の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線ＬＡＮシステムにおける制御情報を送信する方法において、
　第１の制御情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し；及び、
　第２の制御情報を送信する；ことを含み、
　前記第１の制御情報は、前記第２の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が
前記第２の制御情報の受信に必要な情報を含み、
　前記第２の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信さ
れることを特徴とする方法。
（項目２）
　前記第１の制御情報は、前記複数のターゲットステーションに対して空間多重化された
ＳＤＭＡ（ｓｐａｔａｉｌ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）デー
タの送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記第２の制御情報は、前記複数のターゲットステーションの各々に対する制御情報を
含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記複数のターゲットステーションの各々に対する前記制御情報は、ＭＣＳ（ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）情報、チャネル帯域幅情報、空間
ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）個数情報、送信パワー情報のうち少なくと
もいずれか一つであることを特徴とする項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記第１の制御情報及び前記第２の制御情報は、第１のフレームを介して送信され、
　前記第２の制御情報は、前記第１のフレームの以後に送信される一つ以上の第２のフレ
ーム送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記第１の制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル当たり副搬送波
の個数は、前記第２の制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボル当たり副搬送波
の個数より小さい項目１に記載の方法。
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（項目７）
　前記共用制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数は、前記ＳＴＡ－特
定制御情報の送信に割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数より多い項目６に記載の方法
。
（項目８）
　前記共用制御情報の以前のＯＦＤＭシンボルを介して前記共用制御情報の受信に使われ
るチャネル推定のための第１のＬＴＦ（Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｎｉｎｇ　Ｆｉｅｌｄ）が送信
されることをさらに含む項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記共用制御情報と前記ＳＴＡ－特定制御情報との間のＯＦＤＭシンボルを介して前記
ＳＴＡ－特定制御情報の受信に使われるチャネル推定のための第２のＬＴＦが送信される
ことをさらに含む項目７に記載の方法。
（項目１０）
　前記第２のＬＴＦと前記ＳＴＡ－特定制御情報は、同じプリコーディング行列を用いて
ビーム形成される項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記第１の制御情報と前記第２の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される項
目１に記載の方法。
（項目１２）
　プロセッサ；及び、
　前記プロセッサと機能的に連結され、フレームを送信及び受信するトランシーバ；を含
み、
　前記プロセッサは、第１の制御情報を全方向（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ）に
送信し、
　第２の制御情報を送信するように設定され、
　前記第１の制御情報は、前記第２の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が
前記第２の制御情報の受信に必要な情報を含み、
　前記第２の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信さ
れることを特徴とする無線装置。
【発明の効果】
【００２４】
　ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする無線ＬＡＮシステムに適用されることができる制御情報
送信方法及びＰＬＣＰフレームフォーマットを提供し、後方互換性をサポートしてＶＨＴ
ステーションとレガシステーションの共存を保障する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮシステムの一例を示す。
【図２】既存ＰＬＣＰフレームフォーマットの例を示す。
【図３】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明によるＶＨＴシステムに適用されるＰＬＣＰフレームの一例を示す。
【図５】ＶＨＴＳＩＧ－ＡとＶＨＴＳＩＧ－Ｂの送信に使用するリソースの割当を示す。
【図６】ＶＨＴＳＩＧ－ＡのためのＢＰＳＫコンステレイションの一例を示す。
【図７】本発明の一実施例に係る制御情報送信方法を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック
図である。
【図９】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック
図である。
【図１０】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
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【図１１】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１２】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１３】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１４】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１５】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１６】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１７】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１８】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１９】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２０】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２１】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２２】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２３】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２４】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２５】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２６】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２７】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２８】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２９】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３０】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３１】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３２】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３３】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３４】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３５】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
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【図３６】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３７】本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３８】本発明の実施例が具現される無線装置の他の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施例に対して詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮシステムの一例を示す。
【００２８】
　図１を参照すると、無線ＬＡＮシステムは、一つまたはその以上の基本サービスセット
（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ；ＢＳＳ）を含む。ＢＳＳは、成功的に同期化を
行って互いに通信することができるステーション（Ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ）の集合であ
り、特定領域を意味するものではない。また、本発明の実施例が適用されることができる
無線ＬＡＮシステムのように、ＭＡＣ　ＳＡＰで１ＧＨｚ以上の超高速データ処理をサポ
ートするＢＳＳをＶＨＴ（Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）ＢＳＳという。
【００２９】
　ＶＨＴ　ＢＳＳもインフラストラクチャＢＳＳ（ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ＢＳ
Ｓ）と独立ＢＳＳ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ；ＩＢＳＳ）に区分し、図１にはイ
ンフラストラクチャＢＳＳが図示されている。インフラストラクチャＢＳＳ（ＢＳＳ１、
ＢＳＳ２）は、一つまたはその以上のＮｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ（ＳＴＡ１、ＳＴＡ３、ＳＴ
Ａ４）、分配サービス（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するステー
ションであるアクセスポイント（ＡＰ１（ＳＴＡ２）、ＡＰ２（ＳＴＡ５））、及び複数
のアクセスポイント（ＡＰ１、ＡＰ２）を連結させる分配システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ）を含む。インフラストラクチャＢＳＳではＡＰ　ＳＴＡが
ＢＳＳのＮｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡを管理する。
【００３０】
　反面、独立ＢＳＳはアドホックモードに動作するＢＳＳである。ＩＢＳＳは、ＡＰ　Ｖ
ＨＴ　ＳＴＡ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（Ｃｅｎｔｒａｌ
ｉｚｅｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）がない。即ち、ＩＢＳＳではＮｏｎ－
ＡＰ　ＳＴＡが分散された方式（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｍａｎｎｅｒ）に管理される
。ＩＢＳＳでは全てのＳＴＡが移動ステーションからなることができ、ＤＳへの接続が許
容されないため、自己完備的ネットワーク（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）を構築する。
【００３１】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準の規定による媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）と無線媒体に対する物理層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌ
ａｙｅｒ）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ステー
ション（Ｎｏｎ－ＡＰ　Ｓｔａｔｉｏｎ）を含む。また、後述のような多重チャネル環境
で１ＧＨｚ以上の超高速データ処理をサポートするＳＴＡをＶＨＴ　ＳＴＡという。本発
明の実施例が適用されることができるＶＨＴ無線ＬＡＮシステムでは、前記ＢＳＳに含ま
れるＳＴＡは全部ＶＨＴ　ＳＴＡであり、或いはＶＨＴ　ＳＴＡとレガシＳＴＡ（例えば
、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎによるＨＴ　ＳＴＡ）が共存することができる。
【００３２】
　無線通信のためのＳＴＡは、プロセッサ（Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）とトランシーバ（ｔｒ
ａｎｓｃｅｉｖｅｒ）を含み、ユーザインターフェースとディスプレイ手段などを含むこ
とができる。プロセッサは、無線ネットワークを介して送信するフレームを生成したり、
或いは前記無線ネットワークを介して受信されたフレームを処理するように考案された機
能ユニットであり、ＳＴＡを制御するための多様な機能を遂行する。また、トランシーバ
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は、前記プロセッサと機能的に連結されており、ステーションのために無線ネットワーク
を介してフレームを送受信するように考案されたユニットである。
【００３３】
　ＳＴＡのうちユーザが操作する携帯用端末は、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ（ＳＴＡ１、ＳＴ
Ａ３、ＳＴＡ４、ＳＴＡ５）であり、単にＳＴＡとする時はＮｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡを意味
する。Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡは、端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線送受信ユニット（Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ；ＷＴＲＵ）、ユーザ装備
（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；Ｍ
Ｓ）、携帯用端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、または移動スクライバユニット
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）など、他の名称と呼ばれることもあ
る。また、後述のようなＭＵ－ＭＩＭＯ技術に基づいて超高速データ処理をサポートする
Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡをＮｏｎ－ＡＰ　ＶＨＴ　ＳＴＡまたは簡単にＶＨＴ　ＳＴＡとい
う。
【００３４】
　また、ＡＰ（ＡＰ１、ＡＰ２）は、自体に結合されたＳＴＡ（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）のために無線媒体を経由してＤＳに対する接続を提供する機能エンティ
ティである。ＡＰを含むインフラストラクチャＢＳＳで非ＡＰ　ＳＴＡ間の通信は、ＡＰ
を経由して行われることが原則であるが、ダイレクトリンク（ｄｉｒｅｃｔ　ｌｉｎｋ）
が設定された場合には非ＡＰ　ＳＴＡ（ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ）間でも直接通信が可能で
ある。ＡＰは、アクセスポイントという名称外に集中制御器、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ；ＢＳ）、ノードＢ、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）、またはサイト制御器などと呼ばれることもある。また、後述のようなＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ技術に基づいて超高速データ処理をサポートするＡＰをＶＨＴ　ＡＰという。
【００３５】
　複数のインフラストラクチャＢＳＳは、分配システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ；ＤＳ）を介して相互連結されることができる。ＤＳを介して連結された複数
のＢＳＳを拡張サービスセット（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ；ＥＳＳ）
という。ＥＳＳに含まれるＳＴＡは互いに通信することができ、同じＥＳＳ内で非ＡＰ　
ＳＴＡはシームレス通信しつつ一つのＢＳＳから他のＢＳＳに移動することができる。
【００３６】
　ＤＳは、一つのＡＰが他のＡＰと通信するためのメカニズムであり、これによると、Ａ
Ｐは、自体が管理するＢＳＳに結合されているＳＴＡのためにフレームを送信したり、或
いはいずれか一つのＳＴＡが他のＢＳＳに移動した場合、フレームを伝達したり、有線ネ
ットワークなどのような外部ネットワークとフレームを伝達することができる。このよう
なＤＳは、必ずネットワークである必要はなく、ＩＥＥＥ８０２．１１に規定された所定
の分配サービスを提供することができれば、その形態に対しては何らの制限がない。例え
ば、ＤＳは、メッシュネットワークのような無線ネットワークであってもよく、ＡＰを互
いに連結させる物理的な構造物であってもよい。
【００３７】
　一方、ＶＨＴ無線ＬＡＮシステムは、複数のＳＴＡが効率的に同時に無線チャネルを使
用するためにＭＵ－ＭＩＭＯを使用する。言い換えれば、同時に複数のＳＴＡがＡＰと送
受信することを許容する。ＡＰは、空間多重化された無線フレームを複数のＳＴＡに同時
に送信することができる。このためにチャネル状況を測定してビーム形成を実行し、複数
の空間ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）を用いてデータを送受信することが
できる。
【００３８】
　以下、データを複数のＳＴＡに対して空間多重化して送信することをＭＵ－ＭＩＭＯ送
信またはＳＤＭＡ送信という。ＭＵ－ＭＩＭＯ送信において送信対象となるＳＴＡの各々
に対し、少なくとも一つの空間ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）が割り当て
られ、割り当てられた空間ストリームを用いてデータが送信されることができる。
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　以下、ＶＨＴ　ＳＴＡを除いた従来のＳＴＡ（ｎｏｎ－ＶＨＴ　ＳＴＡ）をレガシ（ｌ
ｅｇａｃｙ）ＳＴＡという。レガシＳＴＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ標準をサ
ポートするｎｏｎ－ＨＴ　ＳＴＡ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準をサポートするＨＴ　Ｓ
ＴＡを含む。以下、本発明が提案する多様なＰＬＣＰフレームフォーマットで同じ名称で
呼ばれる各フィールドの機能は、特別な言及がない場合には明細書の全範囲内で同じであ
る。
【００４０】
　本発明が提案するＰＬＣＰフレームフォーマットによるＰＬＣＰフレームは、ＳＴＡの
ＰＬＣＰ副階層で生成され、ＰＭＤ副階層を経て多重アンテナを用いて本発明が提案する
ＰＬＣＰフレーム送信方式に送信ターゲットＳＴＡに送信される。以下、図面を参照して
記述されるＰＬＣＰフレームフォーマット及び構成するフィールドの送信方法は、本発明
の多様な実施例の一例であり、フィールドの送信順序は図面に示されたことに限定されず
、以下の技術でその送信順序を特定しない限り、その順序を異なるようにすることができ
、一部フィールドが省略されたり、或いは必要によって追加されることができる。以下の
ＰＬＣＰフレームフォーマット及びその送信方法は、ＢＳＳを構成するＳＴＡの種類及び
数、送信すべきデータの量、優先順位などによって適応的に選択されて使われることがで
きる。
【００４１】
　図２は、既存ＰＬＣＰフレームフォーマットの例を示す。これは２００９年６月に開示
されたＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／Ｄ１１．０“Ｐａｒｔ　１１：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡ
Ｎ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｌａｙｅｒ（ＰＨＹ）　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ；Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ５：Ｅ
ｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ”の２０．３節
を参照することができる。
【００４２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準は、Ｎｏｎ－ＨＴフォーマット、ＨＴ－ｍｉｘｅｄフォー
マット、ＨＴ－ｇｒｅｅｎｆｉｅｌｄフォーマットという三つの類型のＰＬＣＰ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）フレームを提供
する。ＰＬＣＰフレームは、ＰＰＤＵ（ＰＬＣＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉ
ｔ）の送信に使われる。
【００４３】
　ＰＬＣＰフレームに含まれる要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）は、次の表のとおりである。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　Ｎｏｎ－ＨＴフォーマットは、Ｌ－ＳＴＡにより使われ、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ
－ＳＩＧを含む。
【００４６】
　ＨＴ－ｍｉｘｅｄフォーマットは、ＨＴ－ＳＴＡとＬ－ＳＴＡが共存する時に使われる
。Ｌ－ＳＴＡに後方互換性を提供するために、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、及びＬ－ＳＩＧ
が最初に順次送信される。ＨＴ－ＳＩＧは、ＨＴ－ＳＴＡがデータのデコーディングに使
用する。
【００４７】
　ＨＴ－ｇｒｅｅｎｆｉｅｌｄフォーマットは、ＨＴ－ＳＴＡのみで構成されたシステム
で使われる。即ち、このフォーマットは、Ｌ－ＳＴＡが受信することができない。
【００４８】
　Ｌ－ＳＴＦ、ＨＴ－ＳＴＦ、ＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦのようなＳＴＦ（Ｓｈｏｒｔ　Ｔｒａ
ｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）は、フレームタイミング獲得（ｆｒａｍｅ　ｔｉｍｉｎｇ　ａ
ｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）、ＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）制
御などに使われるため、同期信号または同期チャネルとも呼ばれる。即ち、ＳＴＦは、Ｓ
ＴＡ間またはＳＴＡとＡＰとの間の同期を合わせるために使われる。
【００４９】
　Ｌ－ＬＴＦ、ＨＴ－ＬＴＦのようなＬＴＦ（Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ
）は、データ及び／または制御情報の復調のためのチャネル推定に使われるため、基準信
号、トレーニング信号（ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｓｉｇｎａｌ）またはプリアンブル（ｐｒｅ
ａｍｂｌｅ）とも呼ばれる。
【００５０】
　Ｌ－ＳＩＧ、ＨＴ－ＳＩＧは、データのデコーディングに必要な多様な情報を提供する
ため、制御情報とも呼ばれる。
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【００５１】
　図３は、本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示すブロック図
である。
【００５２】
　ＶＨＴ　ＰＬＣＰフレーム３００は、ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィールド３３０、ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ｂフィールド３４０、データフィールド３６０を含む。ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィールド
３３０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４０には受信ＳＴＡがデータフィールド３６０を
復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）とデコーディング（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）に必要な制御
情報が含まれる。ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィールド３３０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４
０の名称は任意であり、各々、第１の制御情報と第２の制御情報、または第１の制御信号
と第２の制御信号などで多様に表現されることができる。
【００５３】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィールド３３０には、以後送信されるフィールドのＭＵ－ＭＩＭＯ
送信に対する共通情報が含まれる。ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィールド３３０には、ＢＳＳ内の
全てのＳＴＡがこれを受信することができるように送信されることができる。ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ａフィールド３３０には、以後送信されるＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４０のター
ゲットＳＴＡに関する情報、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４０の受信に必要な情報が含
まれることができる。ターゲットＳＴＡに対するデータ送信において共通情報がさらに含
まれることができ、例えば、使われるチャネル帯域幅情報、変調及びコーディング情報、
使われる空間ストリーム個数に関する情報とともにＳＤＭＡ送信時間（ＳＤＭＡ　ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ）を指示する情報が含まれることができる。ＳＤＭＡ送信
時間は、複数のステーションに対して空間多重化されたデータフレームであるＳＤＭＡ（
Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）データが送信さ
れる時間であり、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信時間といえる。送信対象以外のＳＴＡは、ＳＤＭＡ
送信時間を指示する情報を受信し、該当送信期間中ネットワーク割当ベクトル（Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ；ＮＡＶ）を設定し、チャネル接近（ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ａｃｃｅｓｓ）を延期（ｄｅｆｅｒ）することができる。
【００５４】
　ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３４０には、各々の送信対象ＳＴＡ別にＳＤＭＡ送信のた
めに使われるパラメータ値が含まれる。一例として使われたＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を指示するＭＣＳインデックス値、チャネル
の帯域幅、空間ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）の個数を指示する値など、
個別ＳＴＡによって異なるように設定されることができるパラメータ値の情報が含まれる
ことができる。
【００５５】
　データフィールド３６０は、送信対象ＳＴＡに送信されるＳＤＭＡプリコーディングさ
れたデータを含み、必要によってテールビット（ｔａｉｌ　ｂｉｔｓ）及び／またはビッ
トパディング（Ｂｉｔ　Ｐａｄｄｉｎｇ）要素をさらに含むことができる。
【００５６】
　ＶＨＴ　ＰＬＣＰフレーム３００は、必要によって、フレームタイミング獲得とＡＧＣ
（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）コンバージェンス（ｃｏｎｖｅｒｇ
ｅｎｃｅ）、ダイバーシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）選択のための情報、チャネル推定（
ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）のための情報を含んでいる一つまたは複数のフ
ィールドをさらに含むことができる。前述した一つまたは複数のフィールドは、レガシＳ
ＴＡ及びＨＴ　ＳＴＡが認識することができるフォーマットであってもよく、レガシＳＴ
Ａ及びＨＴ　ＳＴＡが認識することができるフォーマットのフィールドがさらに付加され
たものであってもよい。
【００５７】
　ＶＨＴ　ＰＬＣＰフレーム３００を送信する送信ステーションは、ＶＨＴＳＩＧ－Ａフ
ィールド３３０をＳＤＭＡプリコーディング無しに全方向送信（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔ
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ｉｏｎａｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）し、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４０と以後
送信されるデータフィールド３６０などは、ＳＤＭＡプリコーディングを適用し、ビーム
形成（ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）して送信する。本発明において、全方向に信号を送信す
ることは、時間領域で循環遅延ダイバーシティ（ｃｙｃｌｉｃ　ｄｅｌａｙ　ｄｉｖｅｒ
ｓｉｔｙ）ビーム形成（ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）を用いた信号の送信である。この時
、各々の送信アンテナに送信される信号は、他の送信アンテナのＯＦＤＭシンボル範囲内
の時間領域循環シフトされた信号（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ
ｅｄ　ｓｉｇｎａｌｓ）である。
【００５８】
　ＢＳＳのＳＴＡは、ＳＤＭＡプリコーディング無しに全方向送信されるＶＨＴＳＩＧ－
Ａフィールド３３０を受信し、送信対象に該当しないＳＴＡは、ＶＨＴＳＩＧ－Ａフィー
ルド３３０に含まれたＳＤＭＡ送信時間情報が指示する期間中ＮＡＶを設定し、チャネル
接近（ｃｈａｎｎｅｌ　ａｃｃｅｓｓ）を延期（ｄｅｆｅｒ）することができる。送信対
象に該当するＳＴＡは、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂフィールド３４０で自体に個別化された情報を
得て自体に送信されるデータを受信、復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、デコーディン
グ（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）することができる。
【００５９】
　図４は、本発明によるＶＨＴシステムに適用されるＰＬＣＰフレームの一例を示す。
【００６０】
　ＰＬＣＰフレームは、Ｌ－ＳＴＦ４１０、Ｌ－ＬＴＦ４２０、Ｌ－ＳＩＧ４３０、ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ａ４４０、ＶＨＴ－ＳＴＦ４５０、ＶＨＴ－ＬＴＦ４６０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ
４７０、及びデータ４８０を含む。
【００６１】
　Ｌ－ＳＴＦ４１０は、フレームタイミング獲得（ｆｒａｍｅ　ｔｉｍｉｎｇ　ａｃｑｕ
ｉｓｉｔｉｏｎ）、ＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）制御、粗
い（ｃｏａｒｓｅ）周波数獲得などに使用する。
【００６２】
　Ｌ－ＬＴＦ４２０は、Ｌ－ＳＩＧ４３０及びＶＨＴＳＩＧ－Ａ４４０の復調のためのチ
ャネル推定に使用する。
【００６３】
　ＶＨＴ－ＳＴＦ４５０は、ＭＩＭＯシステムでＶＨＴ－ＳＴＡがＡＧＣ推定を向上させ
るために使用する。
【００６４】
　ＶＨＴ－ＬＴＦ４６０は、複数個で構成され、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ４７０とデータ４８０
の復調のためのチャネル推定に使われる。これをデータＶＨＴ－ＬＴＦと呼ばれることも
ある。追加的に、チャネルサウンディングのための拡張ＶＨＴ－ＬＴＦが使われることが
できる。
【００６５】
　Ｌ－ＳＴＦ４１０、Ｌ－ＬＴＦ４２０、Ｌ－ＳＩＧ４３０、及びＶＨＴＳＩＧ－Ａ４４
０には、ビーム形成（ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）が適用されない。これに比べて、ＶＨ
Ｔ－ＳＴＦ４５０、ＶＨＴ－ＬＴＦ４６０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ４７０、及びデータ４８０
には、ＭＵ－ＭＩＭＯのためのビーム形成（ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）が適用される。
ビーム形成は、各フィールドが同じプリコーディング行列（またはプリコーディングベク
トル）を介して処理されることである。データ４８０とＶＨＴ－ＬＴＦ４６０が同じプリ
コーディング行列で処理されるため、ＶＨＴ－ＳＴＡは、プリコーディング行列を知って
いなくてもＶＨＴ－ＬＴＦ４６０で推定したチャネルを介してデータ４８０を直接復調ま
たはデコーディングすることができる。
【００６６】
　ＰＬＣＰフレーム内でビーム形成されない領域とビーム形成される領域には、互いに異
なる循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）が適用されることができる。即ち、Ｌ－Ｓ
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ＴＦ４１０、Ｌ－ＬＴＦ４２０、Ｌ－ＳＩＧ４３０、及びＶＨＴＳＩＧ－Ａ４４０には、
第１の循環シフトが適用され、ＶＨＴ－ＳＴＦ４５０、ＶＨＴ－ＬＴＦ４６０、ＶＨＴＳ
ＩＧ－Ｂ４７０には、第２の循環シフトが適用されることができる。
【００６７】
　循環シフトは、各ＯＦＤＭシンボルに対して適用されることができる。また、循環シフ
トは、各送信チェーン別に与えられることができる。
【００６８】
　例えば、循環シフト量（ａｍｏｕｎｔ）Ｔｃｓを区間０≦ｔ≦Ｔの信号ｓ（ｔ）に適用
するとする時、循環シフトされる信号ｓｃｓ（ｔ）は、次のように定義されることができ
る。
【００６９】
【数１】

【００７０】
　ビーム形成を介してデータ４８０に含まれる各ＰＳＤＵは、各ＳＴＡに送信される。
【００７１】
　ＶＨＴ－ＳＴＡのためには、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ４４０及びＶＨＴＳＩＧ－Ｂ４７０とい
う２のの制御情報がＰＬＣＰフレームに含まれる。ＶＨＴＳＩＧ－Ａ４４０は、ＶＨＴＳ
ＩＧ－Ｂ４７０を各ＳＴＡが受信することができるようにするための共用制御情報（また
は、第１の制御情報という）である。ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ４７０は、各ＳＴＡが自体のデー
タ４８０を復調及び／またはデコーディングするためのＳＴＡ－特定（ＳＴＡ－ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ）制御情報（または第２の制御情報という）である。
【００７２】
　共用制御情報には、次のフィールドのうち少なくとも一つが含まれることができる。
【００７３】

【表２】

【００７４】
　ＳＴＡ－特定制御情報（または、ユーザ－特定制御情報という）には、次のフィールド
のうち少なくとも一つが含まれることができる。
【００７５】

【表３】

【００７６】
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　前記表２及び表３でフィールド名は例示に過ぎず、他の名称が使われることができる。
表２及び表３のフィールドは例示に過ぎず、あるフィールドは省略可能であり、他のフィ
ールドがさらに追加されることができる。
【００７７】
　図５は、ＶＨＴＳＩＧ－ＡとＶＨＴＳＩＧ－Ｂの送信に使用するリソースの割当を示す
。
【００７８】
　２０ＭＨｚの帯域幅を使用するとする時、ビーム形成が使われないＬ－ＳＴＦ、Ｌ－Ｌ
ＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、Ｌ－ＳＴＡをサポートするためにＯＦＤＭ（Ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）シンボル当たり５２個の副搬送波（これを狭帯域（ｎａｒｒｏｗｂａｎｄ；ＮＢ）副
搬送波という）を使用する。５２個のＮＢ副搬送波は、４８個のデータＮＢ副搬送波と４
個のパイロットＮＢ副搬送波に分けられる。
【００７９】
　ビーム形成が使われるＶＨＴ－ＬＴＦ、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、ＯＦＤＭシンボル当たり
５６個の副搬送波（これを広帯域（ｗｉｄｅｂａｎｄ；ＷＢ）副搬送波という）を使用す
る。５６個のＷＢ副搬送波は、５２個のデータＷＢ副搬送波と４個のパイロットＷＢ副搬
送波に分けられる。
【００８０】
　Ｌ－ＳＴＡは、２０ＭＨｚ帯域でＯＦＤＭシンボル当たり５２個の副搬送波を使用する
。後方互換性を提供するために、ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、Ｌ－ＳＴＦ及びＬ－ＬＴＦと同じ
個数の副搬送波を使用する。
【００８１】
　Ｌ－ＳＴＦは、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉ
ｎｇ）変調を使用し、一つのＯＦＤＭシンボルに次のような周波数領域のシーケンスＳで
示すことができる。
【００８２】
　Ｓ－２６，２６＝Ｋ｛０，０，１＋ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，１＋ｊ，
０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０，０，
０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０，１＋
ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０｝
　ここで、Ｋは、ＱＰＳＫ正規化（ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ）ファクタであり、Ｋ＝
【００８３】
【化１】

【００８４】
である。ＤＣ副搬送波は使われない。
【００８５】
　Ｌ－ＬＴＦは、一つのＯＦＤＭシンボルに次のような周波数領域のシーケンスＴで示す
ことができる。
【００８６】
　Ｔ－２６，２６＝｛１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，
１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，０，１，－１，－１，
１，１，－１，１，－１，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，－１，－１，１
，－１，１，－１，１，１，１，１｝
　Ｌ－ＳＩＧは、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変
調を使用し、４８個のデータＮＢ副搬送波が割り当てられるため、４８ビットを有するこ
とができる。１／２コード率（ｃｏｄｅ　ｒａｔｅ）を有する時、Ｌ－ＳＩＧの情報ビッ
トの数は２４である。
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【００８７】
　ＶＨＴＳＩＧ－ＡもＢＰＳＫ変調を使用し、４８個のデータＮＢ副搬送波が割り当てら
れるため、ＯＦＤＭシンボル当たり４８ビットを有することができる。１／２コード率（
ｃｏｄｅ　ｒａｔｅ）を有し、２個のＯＦＤＭシンボルが割り当てられると、ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ａの情報ビットの数は４８になる。
【００８８】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａの検出を容易にするために、ＶＨＴＳＩＧ－ＡのためのＢＰＳＫコン
ステレイション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）は、Ｌ－ＳＩＧのためのＢＰＳＫコンス
テレイションを基準に回転されることができる。
【００８９】
　図６は、ＶＨＴＳＩＧ－ＡのためのＢＰＳＫコンステレイションの一例を示す。
【００９０】
　ＶＨＴＳＩＧ－ＡのためのＢＰＳＫコンステレイション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ
）は、Ｌ－ＳＩＧのためのＢＰＳＫコンステレイションを基準に９０度ほど回転されたも
のである。これを回転された（ｒｏｔａｔｅｄ）コンステレイションという。これは例示
に過ぎず、回転量は４５度、１８０度等に変わることができ、ＢＰＳＫだけでなく、ＱＰ
ＳＫ、８－ＰＳＫ、１６－ＱＡＭにも同じに適用されることができる。
【００９１】
　また、図４を参照すると、ビーム形成が使われるＶＨＴ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ、Ｖ
ＨＴＳＩＧ－Ｂは、Ｌ－ＳＴＡと互換性を維持する必要がなく、周波数効率を上げるため
にＯＦＤＭシンボル当たり５６個の副搬送波を使用する。
【００９２】
　ＶＨＴ－ＳＴＦは、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）変調を使用し、一つのＯＦＤＭシンボルに次のようなシーケンスＶＨＴＳとし
て定義されることができる。
【００９３】
　ＶＨＴＳ－２８，２８＝Ｋ｛０，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０
，０，１＋ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０
，０，０，０，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，－１－ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０
，０，０，１＋ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０，１＋ｊ，０，０，０｝
　ここで、Ｋは、ＱＰＳＫ正規化（ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ）ファクタであり、Ｋ＝
【００９４】
【化２】

【００９５】
である。
【００９６】
　ＶＨＴ－ＬＴＦは、一つのＯＦＤＭシンボルに次のような周波数領域のシーケンスＶＨ
ＴＴで示すことができる。
【００９７】
　ＶＨＴＴ－２８，２８＝｛１，１，１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１
，１，１，１，１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，０，１
，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，
－１，－１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，－１，－１｝
　ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、ＶＨＴＳＩＧ－Ａと同じ変調、即ち、回転されたＢＰＳＫコンス
テレイションにマッピングされ、一つのＯＦＤＭシンボルを使用する。ＯＦＤＭシンボル
当たり５２個のデータ副搬送波があるため、１／２コード率を有する時、ＶＨＴＳＩＧ－
Ｂの情報ビットの数は２６になる。
【００９８】



(18) JP 5529969 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートするために、データのデコーディングに必要な制御情報は、
ＶＨＴＳＩＧ－ＡとＶＨＴＳＩＧ－Ｂに分けられる。ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、チャネル特徴
的（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ）ビーム形成が使われず、循環遅延シフトされた
ビーム形成（ｃｙｃｌｉｃ　ｄｅｌａｙ　ｓｈｉｆｔｅｄ　ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）
が使われて全方向（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に送信される。ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは
、ビーム形成されて送信される。
【００９９】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａに割り当てられる副搬送波の個数（例、５２個）は、ＶＨＴＳＩＧ－
Ｂに割り当てられる副搬送波の個数（例、５６個）より小さい。これはＶＨＴＳＩＧ－Ａ
に割り当てられる周波数領域リソースがＶＨＴＳＩＧ－Ｂに割り当てられる周波数領域リ
ソースより小さいということを意味する。ＶＨＴＳＩＧ－Ａは、後方互換性を維持するた
めにＬ－ＬＴＦのチャネル推定を用いてデコーディングされるためである。
【０１００】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａに割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数（例、２個）は、ＶＨＴＳ
ＩＧ－Ｂに割り当てられるＯＦＤＭシンボルの個数（例、１個）より多い。これはＶＨＴ
ＳＩＧ－Ａに割り当てられる時間領域リソースがＶＨＴＳＩＧ－Ｂに割り当てられる時間
領域リソースより大きいということを意味する。より多いＳＴＡがＭＵ－ＭＩＭＯで多重
化されると、一つのＯＦＤＭシンボルのみではＶＨＴＳＩＧ－Ａを送信するのが不十分で
あるためである。
【０１０１】
　２０ＭＨｚ帯域幅でＬ－ＳＴＡとＶＨＴ－ＳＴＡが共存する時、後方互換性を提供する
領域と後方互換性を提供しない領域に互いに異なる時間及び／または周波数リソースが割
り当てられることができる。後方互換性を提供する領域で送信されるＳＴＦ、ＬＴＦ、及
び共用制御情報には、ＢＳＳ内の全てのｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ、及びＡＰがサポートする
時間／周波数領域が割り当てられる。後方互換性を提供しない領域で送信されるＳＴＦ、
ＬＴＦ、及びＳＴＡ－特定制御情報には、ＶＨＴ－ＳＴＡまたはＶＨＴ－ＡＰのみがサポ
ートする時間／周波数領域が割り当てられる。後方互換性を保障することができ、ＭＵ－
ＭＩＭＯをサポートするＶＨＴ－ＳＴＡにもより高い周波数効率を提供することができる
。
【０１０２】
　前記構造で、ＶＨＴＳＩＧ－Ａに対する時間領域波形（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ｗａ
ｖｅｆｏｒｍ）は、次の数式のように示すことができる。
【０１０３】
【数２】

【０１０４】
　βｎは＋１または＋ｊのような位相回転値（ｐｈａｓｅ　ｒｏｔａｔｉｏｎ　ｖａｌｕ
ｅ）である。ここでＶＨＴＳＩＧ－Ａ変調されたシンボルは、ＶＨＴプリアンブル検出を
保障することができるように位相回転される。４０、８０、または１６０ＭＨｚのように
広い帯域幅をサポートするために、時間領域での２０ＭＨｚ波形は、送信される信号の各
２０ＭＨｚ帯域周波数単位に複製される。
【０１０５】
　また、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂに対する時間領域波形は、次の数式のように示すことができる
。
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【０１０６】
【数３】

【０１０７】
　ＮＴＸ：送信チェーン（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｃｈａｉｎ）の個数
　ＮＳＴＳ：時空間ストリーム（ｓｐａｃｅ　ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａｍ）の個数
　ＮｉＴｘ

ＣＳ：ｉＴＸ送信チェーンの循環シフト
　ＮｉＳＴＳ

ＣＳ：ｉＳＴＳ時空間ストリームの循環シフト
　Ｎｔｏｎｅ

ＶＨＴ－ＳＩＧＡ：ＶＨＴ－ＳＩＧＡに使われる副搬送波の個数
　Ｎｔｏｎｅ

ＶＨＴ－ＳＩＧＢ：ＶＨＴ－ＳＩＧＢに使われる副搬送波の個数
　ＮＳＲ：ＶＨＴＳＩＧ－Ｂのために使われる送信された信号帯域幅の半分にある副搬送
波の個数
　βｎ：位相回転値（ｐｈａｓｅ　ｒｏｔａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅ）
　ＴＳＹＭ：シンボル長さ（ｓｙｍｂｏｌ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）
　ＴＧＩ：保護区間長さ（ｇｕａｒｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）
　ＰＶＨＴＬＴＦ：ＶＨＴ－ＬＴＦマッピング行列
　Ｄｋ，ｎ、ｐｎ、Ｐｋ、Ｑｋ：ＥＥＥ８０２．１１ｎ／Ｄ１１．０の２０．３節で与え
られるパラメータ
　図４には示していないが、ＰＬＣＰフレームにはＨＴ－ＳＩＧがさらに含まれることが
できる。ＨＴ－ＳＩＧは、Ｌ－ＳＩＧ以後、またはＶＨＴＳＩＧ－Ａ以後に配置されるこ
とができる。ＨＴ－ＳＩＧがさらに含まれると、ＨＴ－ＳＴＦとＨＴ－ＬＴＦもさらに含
まれることができる。ＰＬＣＰフレームがＬ－ＳＴＡに後方互換性を提供しない場合、Ｌ
－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧは含まれない。これと関連し、本発明の実施例に係る
多様なＰＬＣＰフレームフォーマットは、以後にブロック図と共に詳細に説明する。
【０１０８】
　前記実施例では、２０ＭＨｚ帯域幅に対して記述しているが、これは例示に過ぎず、４
０ＭＨｚ帯域幅またはその以上の帯域幅に対しても本発明の技術的思想は適用されること
ができる。また、２０ＭＨｚ帯域幅や４０ＭＨｚ帯域幅を複数個結合した構造にもそのま
ま適用されることができる。
【０１０９】
　４０ＭＨｚ帯域幅でビーム形成が使われないＬ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、Ｖ
ＨＴＳＩＧ－Ａは、Ｌ－ＳＴＡをサポートするためにＯＦＤＭシンボル当たり１０４個の
副搬送波を使用する。ビーム形成が使われるＶＨＴ－ＬＴＦ、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、ＯＦ
ＤＭシンボル当たり１１２個の副搬送波を使用する。
【０１１０】
　４０ＭＨｚ帯域幅でＬ－ＬＴＦは、一つのＯＦＤＭシンボルに次のような周波数領域の
シーケンスＴで示すことができる。
【０１１１】
　Ｔ－５８，５８＝｛１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，
１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，０，１，－１，－１，
１，１，－１，１，－１，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，－１，－１，１
，－１，１，－１，１，１，１，１，０，０，０，０，０，０，０，０，０，０，０，１
，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，１，１，－１，－１，１
，１，－１，１，－１，１，１，１，１，０，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１
，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，－１，－１，１，－１，１，－１，１，
１，１，１｝
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　４０ＭＨｚ帯域幅でＶＨＴ－ＬＴＦは、一つのＯＦＤＭシンボルに次のような周波数領
域のシーケンスＶＨＴＴで示すことができる。
【０１１２】
　ＶＨＴＴ－５８，５８＝｛１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１
，１，１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，１，１，－１，
－１，１，１，－１，１，－１，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，－１，－
１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，－１，－１，－１，１，０，０，０，－１，
１，１，－１，１，１，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，１，１
，－１，－１，１，１，－１，１，－１，１，１，１，１，１，１，－１，－１，１，１
，－１，１，－１，１，－１，－１，－１，－１，－１，１，１，－１，－１，１，－１
，１，－１，１，１，１，１｝
　図７は、本発明の一実施例に係る制御情報送信方法を示すフローチャートである。
【０１１３】
　ＳＴＡまたはＡＰは、共用制御情報を送信する（Ｓ７１０）。共用制御情報は、ビーム
形成を使用せずに全方向に送信される。共用制御情報は、以前のＯＦＤＭシンボルで送信
されるＬ－ＬＴＦを介して推定されるチャネルを用いてデコーディングされる。
【０１１４】
　共用制御情報が送信された後、ＳＴＡまたはＡＰは、ＳＴＡ－特定制御情報を送信する
（Ｓ７２０）。ＳＴＡ－特定制御情報は、ビーム形成を用いて特定ＳＴＡ（または、特定
ユーザ）に送信される。特定ＳＴＡは、共用制御情報を受信し、ＳＴＡ－特定制御情報を
受信するための情報を獲得した後、ビーム形成されて送信されるＳＴＡ－特定制御情報を
受信する。ＳＴＡ－特定制御情報は、共用制御情報とＳＴＡ－特定制御情報との間のＯＦ
ＤＭシンボルで送信されるＶＨＴ－ＬＴＦを介して推定されるチャネルを用いてデコーデ
ィングされる。
【０１１５】
　共用制御情報は、ＢＳＳ内のｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ及びＡＰの両方ともが受信すべきで
あるため、ＢＳＳ内の全てのｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ及びＡＰがサポートする時間／周波数
領域が割り当てられる。これと比較し、ＳＴＡ－特定制御情報は、特定ＳＴＡまたは特定
ＡＰのみが受信する情報であるため、特定ＳＴＡまたは特定ＡＰがサポートする時間／周
波数領域が割り当てられる。従って、後方互換性（ｂａｃｋｗｏｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂ
ｉｌｔｙ）を保障することができ、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートするＶＨＴ－ＳＴＡにもよ
り高い周波数効率を提供することができる。
【０１１６】
　周波数領域で共用制御情報の周波数リソースの大きさは、ＳＴＡ－特定制御情報の周波
数リソースの大きさより小さい。例えば、共用制御情報に割り当てられる副搬送波の個数
は、ＳＴＡ－特定制御情報に割り当てられる副搬送波の個数より小さい。
【０１１７】
　時間領域で共用制御情報の時間リソースの大きさは、ＳＴＡ－特定（ＳＴＡ－ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ）制御情報の時間リソースの大きさより大きい。例えば、共用制御情報に割り当
てられるＯＦＤＭシンボルの個数は、ＳＴＡ－特定制御情報に割り当てられるＯＦＤＭシ
ンボルの個数より大きい。
【０１１８】
　共用制御情報とＳＴＡ－特定制御情報は、互いに異なる量の循環シフトが適用されるこ
とができる。
【０１１９】
　前述した制御情報に対する周波数リソースの割当方法、変調方法、送信方法、及び循環
シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）適用方法は、以下の本発明が提案する多様なＰＬＣ
Ｐフレームフォーマットにも同じに適用されることができる。
【０１２０】
　図８は、ＰＬＣＰフレーム構造の一例を示す。これは図４のＰＬＣＰフレームでデータ
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が送信される中間部分に中間ＶＨＴ－ＬＴＦを追加することを提案するものである。
【０１２１】
　一般的なＷＬＡＮシステムは、インドア（ｉｎｄｏｏｒ）環境を仮定しているが、アウ
トドア（ｏｕｔｄｏｏｒ）環境で使用する可能性を排除することができない。例えば、大
学キャンパス或いは室外駐車場等で無線ＬＡＮを使用することができる。アウトドア環境
は、インドア環境よりチャネル変化が激しい。
【０１２２】
　ドップラ効果（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｅｆｆｅｃｔ）のみを考慮しても、データの量が多く
てデータの送信区間が長くなると、途中にチャネルの変化する可能性があるため、性能の
劣化が予想される。
【０１２３】
　データを分割して送ることもできるが、これはＰＣＬＰフレームのフォーマットによっ
て、ＳＴＦ、ＬＴＦのオーバーヘッドが発生することができる。従って、データの中間部
分にチャネル推定のための中間ＶＨＴ－ＬＴＦを追加し、チャネル環境の変化にもチャネ
ル推定性能が悪化しないようにすることができる。
【０１２４】
　中間ＶＨＴ－ＬＴＦの送信可否は、ＶＨＴＳＩＧ－ＡまたはＶＨＴＳＩＧ－Ｂを介して
知らせることができる。
【０１２５】
　図９は、ＰＬＣＰフレーム構造の他の例を示す。これは図４のＰＬＣＰフレームの最後
にＶＨＴ－ＬＴＦを追加することを提案するものである。
【０１２６】
　図１０は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示
すブロック図である。
【０１２７】
　本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームは、ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ（ＶＨＴ
　Ｇｒｅｅｎ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｈｏｒｔ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｆｉｅｌｄ）、ＶＨＴ－Ｌ
ＴＦ１（ＶＨＴ　Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｆｉｅｌｄ　１）、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１
０５０の順に送信される。ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ１は、フレームのタイ
ミング獲得、ＡＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）コンバージェン
ス、チャネル推定のための制御信号を含んでいる。ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴ
Ｆ１、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１０５０は、全方向（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ）送信
される。ＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ）のＶＨＴ　ＳＴＡが全方向送信
されるＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ１、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１０５０を受信して
チャネルが使用中であることを知ることができる。
【０１２８】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１０５０の以後に送信されるＶＨＴＳＩＧ－Ｂ１０６０、ＶＨＴ－Ｌ
ＴＦ、データフィールドは、ＳＤＭＡプリコーディングされてビーム形成送信される。Ｖ
ＨＴＳＩＧ－Ｂ１０６０、ＶＨＴ－ＬＴＦ、データフィールドは、ＭＵ－ＭＩＭＯを介し
て複数のターゲットＳＴＡに送信されるため、ターゲットＳＴＡ別に個別化された情報を
送信することができる。
【０１２９】
　図１０において、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１０５０までは循環シフトＣＳＤ１が使われ、ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ａ１０５０の以後からは循環シフトＣＳＤ２が使われ、互いに異なる循環シフ
トが使われることができることを例示している。
【０１３０】
　図１１は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１３１】
　図１１のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットは、図１０のＶＨＴ－ＧＦ－Ｐ
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ＬＣＰフレームでＶＨＴＳＩＧ－ＡとＶＨＴＳＩＧ－Ｂとの間にＶＨＴ－ＬＴＦ２をさら
に送信する一例を示す。ＶＨＴ－ＬＴＦ２は、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ前に送信され、受信ＳＴ
Ａが以後に送信されるＶＨＴＳＩＧ－Ｂを受信するためのチャネル推定に使用する制御情
報を提供する。
【０１３２】
　図１２は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１３３】
　図１２のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットは、図１１のＶＨＴ－ＧＦ－Ｐ
ＬＣＰフレームでＶＨＴＳＩＧ－ＡとＶＨＴ－ＬＴＦ２との間にＶＨＴ－ＳＴＦ１２５２
をさらに送信する一例を示す。ＶＨＴ－ＳＴＦ１２５２をさらに送信することは、受信Ｓ
ＴＡが全方向送信からビーム形成送信に送信方式が変更されることによって変化すること
ができる送信パワーをＡＧＣで適切に補償することができるようにする制御信号を送信す
るためである。
【０１３４】
　図１３は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１３５】
　ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ１、一つのＶＨＴＳＩＧ１３５０を全方向に送
信し、ＢＳＳの全てのＳＴＡが受信することができるようにし、以後プリコーディングを
実行してビーム形成送信されるＶＨＴ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ、データフィールドを送
信する。
【０１３６】
　図１４は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１３７】
　図１４のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームは、図１３のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレー
ムと同様にＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ１、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１４５０、ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ｂ１４６０を全方向に送信してＢＳＳの全てのＳＴＡが受信することができる
ようにし、以後プリコーディングを実行してビーム形成送信されるＶＨＴ－ＳＴＦ、ＶＨ
Ｔ－ＬＴＦ、データフィールドを送信する。この時、複数のターゲットＳＴＡに対して空
間多重化されたデータを送信する時、ＭＵ－ＭＩＭＯを介するストリームの個数が可変的
（ｖａｒｉａｂｌｅ）であるため、これによって制御情報も可変的である。図１４のＶＨ
Ｔ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットは、図１３のＶＨＴ－ＳＩＧ１３５０をＶＨＴ
ＳＩＧ－Ａ１４５０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ１４６０に分け、可変的な個別ターゲットＳＴＡ
に対する制御情報を含むＶＨＴＳＩＧ－Ｂ１４６０の大きさに対する情報をＶＨＴＳＩＧ
－Ａ１４５０が指示することができるようにする。
【０１３８】
　図１５は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１３９】
　図１５のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットは、ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、Ｖ
ＨＴ－ＬＴＦ１、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ、及びＶＨＴＳＩＧ－Ｂを全方向送信し、以後ＶＨＴ
－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ、及びデータフィールドをプリコーディングした後にビーム形
成送信する一例である。図１５のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送
信をする図１０乃至図１４のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームの場合とは違って、ＳＵ－
ＭＩＭＯ送信をする場合に使われることができるＰＬＣＰフレームの一例である。二つの
ＶＨＴ－ＳＩＧ（ＶＨＴＳＩＧ－Ａ、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ）を全方向送信することは、ＭＵ
－ＭＩＭＯ送信の場合とは違って、ＳＤＭＡ送信が行われないため、互いに異なるＳＴＡ
へ向かうＰＬＣＰフレームの衝突、干渉問題が発生しないためである。
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【０１４０】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ａ１５５０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ１５６０には、ＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰ
フレームがＭＵ－ＭＩＭＯのＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームであるか、或いはＳＵ－Ｍ
ＩＭＯのＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームであるかを識別することができるようにする指
示子（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）をサブフィールド形態に含まれることができる。例えば、Ｖ
ＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームの類型を指示する情報を含めた類型サブフィールド（ｔｙ
ｐｅ　ｓｕｂｆｉｅｌｄ）が０に設定されて送信される場合、受信ＳＴＡは、ＳＵ－ＭＩ
ＭＯ　ＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームであると認識し、類型サブフィールド（ｔｙｐｅ
　ｓｕｂｆｉｅｌｄ）が１に設定されて送信される場合、受信ＳＴＡは、ＭＵ－ＭＩＭＯ
　ＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームであると認識することができる。
【０１４１】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ１５６０の以後の送信方式の変化によるＡＧＣでの補償のための制御
信号を含めたＶＨＴ－ＳＴＦを送信し、ＶＨＴ－ＳＴＦからプリコーディングしてビーム
形成送信する。
【０１４２】
　図１６は、本発明が提案するＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示すブロック図である。
【０１４３】
　図１６は、ＳＵ－ＭＩＭＯで使用することができるＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフ
ォーマットであり、ＢＳＳの他のＳＴＡにＶＨＴＳＩＧ－Ａさえ送信する必要がない場合
に使われることができる。図１６のＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームは、図１５の例と違
って、全てのフィールドがＳＤＭＡプリコーディングされて送信される。フレーム送信で
送信方式の変化がないため、図１５のＰＬＣＰフレームフォーマットと違ってＶＨＴ－Ｓ
ＴＦが省略されることができる。
【０１４４】
　図１７は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの一
例を示すブロック図である。
【０１４５】
　本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームは、レガシＳＴＡのためのト
レーニングフィールド（ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）と、シグナルフィールド（ＳＩ
Ｇ　ｆｉｅｌｄ）を含む。レガシＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィ
ールドは、ＶＨＴ　ＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドの送信
以前に送信され、レガシＳＴＡがこれを受信し、チャネルが使われていることを知ること
ができるようにする。
【０１４６】
　図１７を参照すると、まず、レガシＳＴＡのためのトレーニングフィールドであるＬ－
ＳＴＦ（ｌｅｇａｃｙ　ｓｈｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）、Ｌ－ＬＴＦ（ｌ
ｅｇａｃｙ　ｌｏｎｇ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）が送信される。Ｌ－ＳＴＦは、
フレームのタイミング獲得（ｆｒａｍｅ　ｔｉｍｉｎｇ　ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）とＡ
ＧＣ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）コンバージェンス（ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ）のために使われ、Ｌ－ＬＴＦは、シグナルフィールド（ＳＩＧ　ｆｉｅｌ
ｄ）とデータを復調するためのチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）
に使われる。
【０１４７】
　トレーニングフィールドの次にシグナルフィールドが送信され、ｎｏｎ－ＨＴ　ＳＴＡ
のためのＬ－ＳＩＧ、ＨＴ　ＳＴＡのためのＨＴ－ＳＩＧが送信されることができる。Ｈ
Ｔ－ＳＩＧは、図１０の例と同様に、Ｌ－ＳＩＧの次に一つのフィールド形態で送信され
たり、或いは必要によってＬ－ＳＩＧに含まれて送信されることができる。Ｌ－ＳＩＧ、
ＨＴ－ＳＩＧには、以後に送信されるデータフィールドを復調してデコーディング（ｄｅ
ｃｏｄｉｎｇ）に必要なＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈ
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ｅｍｅ）情報が含まれている。
【０１４８】
　レガシＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドが送信され、以後
ＶＨＴ　ＳＴＡのためのフィールドが送信される。ＶＨＴ　ＳＴＡのためのフィールドと
して、ＶＨＴ－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ１、ＶＨＴ－ＳＩＧ、個別ＳＴＡとのチャネル推
定のためのＶＨＴ－ＬＴＦ、及び拡張ＶＨＴ－ＬＴＦが送信されることができる。ＶＨＴ
　ＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドが送信された以後にデー
タフィールドが送信される。
【０１４９】
　図１７の例で、レガシＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドは
、レガシＳＴＡが認識することができるようにプリコーディング無しにＣＳＤ（ｃｙｃｌ
ｉｃ　ｓｈｉｆｔ　ｄｅｌａｙ）のみを実行して全方向に送信される。ＣＳＤは、信号送
信過程で逆離散フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔ
ｒａｎｓｆｏｒｍ；ＩＤＦＴ）前または後に実行されることができ、これは意図しないビ
ーム形成が生成されることを防止する役割をする。ＣＳＤは、送信機チェーン（ｔｒａｎ
ｓｍｉｔｔｅｒ　ｃｈａｉｎ）別に実行されたり、或いは時空間ストリーム（ｓｐａｃｅ
　ｔｉｍｅ　ｓｔｒｅａｍ）別に実行されることができ、空間マッパ（ｓｐａｔｉａｌ　
ｍａｐｐｅｒ）の一部として適用されることができる。以後、ＶＨＴ　ＳＴＡのためのト
レーニングフィールド、シグナルフィールド、及びデータフィールドは、ＣＳＤとプリコ
ーディングしてビーム形成されて送信されることができる。
【０１５０】
　図１８及び図１９は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォー
マットの他の一例を示すブロック図である。
【０１５１】
　図１８と図１９のＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームは、図８のＶＨＴ－ｍｉｘｅ
ｄ　ＰＬＣＰフレームと同じフィールドと同じ送信順序を有する。ただし、図１８のＶＨ
Ｔ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームは、ＶＨＴＳＩＧ－Ａまで全方向送信し、以後ＶＨＴ
ＳＩＧ－ＢからＳＤＭＡプリコーディングして送信する。図１９のＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　
ＰＬＣＰフレームは、図１８の例でＶＨＴ－ＳＴＦからＶＨＴＳＩＧ－Ａまでプリコーデ
ィングして送信するという点が異なる。
【０１５２】
　図２０は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの他
の一例を示すブロック図である。
【０１５３】
　図２０を参照すると、レガシＳＴＡのためのトレーニングフィールドとシグナルフィー
ルド、及びＶＨＴ　ＳＴＡのためのシグナルフィールドＶＨＴ－ＳＩＧを全方向送信され
る。以後、ＶＨＴ－ＳＴＦからデータフィールドまでＳＤＭＡプリコーディングされて送
信される。ここで、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドには、受信ＳＴＡが受信したデータを復調
し、デコーディングするための制御情報が含まれる。
【０１５４】
　図２１は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマッ
トの一例を示すブロック図である。
【０１５５】
　図２１のＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフォーマットは、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｎＨＴ　ＳＴＡとＶＨＴ　ＳＴＡのみで構成された無線ＬＡＮシステムまたはｎｏｎ－Ｈ
Ｔ　ＳＴＡに対する考慮が必要でない場合に効果的なＰＬＣＰフレームフォーマットであ
る。ＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームは、ｎｏｎ－ＨＴ　ＳＴＡに対する考
慮が必要でないため、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧを送信しない。ただし、ＨＴ
　ＳＴＡがＰＬＣＰフレームを認識することができるようにＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＨＴ－
ＬＴＦ１、ＨＴ－ＳＩＧを送信し、以後にＶＨＴ　ＳＴＡのためのＶＨＴＳＩＧ、ＶＨＴ
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－ＬＴＦ、及びデータフィールドを送信する。
【０１５６】
　図２１のＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームは、全てのフィールドがプリコ
ーディングされ、プリコーディングされた値が全てのフィールドに適用されるため、ＶＨ
Ｔ－ＳＴＦ無しにＨＴ－ＳＩＧ、ＶＨＴ－ＳＩＧ以後にＶＨＴ－ＬＴＦ及びデータフィー
ルドが続けて送信される。
【０１５７】
　図２２は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマッ
トの他の一例を示すブロック図である。
【０１５８】
　図２１の例と違って、ＶＨＴ－ＳＩＧまで全方向送信し、ＢＳＳ内の全てのＨＴ　ＳＴ
ＡとＶＨＴ　ＳＴＡがＨＴ－ＳＩＧとＶＨＴ－ＳＩＧを受信することができるようにする
。その以後に送信されるフィールドは、プリコーディングをして送信するため、ＶＨＴ－
ＳＴＦが送信された後、ＶＨＴ－ＬＴＦとデータフィールドが送信される。
【０１５９】
　図２３は、本発明が提案するＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマッ
トの他の一例を示すブロック図である。
【０１６０】
　図２３のＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームは、ＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ、ＨＴ
－ＬＴＦ１、ＨＴ－ＳＩＧ、ＶＨＴＳＩＧ－Ａまで全方向（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏ
ｎａｌ）に送信され、次に送信されるフィールドは、全部プリコーディングされ、ＶＨＴ
－ＳＴＦ、ＶＨＴ－ＬＴＦ、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ、ＶＨＴ－ＬＴＦ、及びデータフィールド
の順に順次送信される。追加的に、ＶＨＴＳＩＧ－Ａは送信されず、データの復調とデコ
ーディングのためのパラメータは、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂに送信されることができる。この場
合、ＨＴ－ＳＩＧに送信されたサブフィールドの情報が再使用されることができる。受信
ＳＴＡは、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂの情報に基づいてデータフィールドの復調とデコーディング
を実行することができる。図２３のＰＬＣＰフレームフォーマットの一部フィールドは、
必要によって省略されることができ、図２４と図２５はその一例を示す。
【０１６１】
　図２４及び図２５は、図２３の例で、各々ＶＨＴ－ＳＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦ１が省
略された形態であり、ＳＴＡの具現によって変形されることができるＶＨＴ－ｍｉｘｅｄ
－ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの一例である。
【０１６２】
　図２６は、本発明の実施例に係るＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレームフォーマット
及びフレーム送信の一例である。
【０１６３】
　ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０は、レガシＳＴＡのための（レガシＳ
ＴＡが認識することができる）ＴＦ（ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）及びＳＩＧ、ＶＨ
Ｔ　ＳＴＡのためのＴＦ及びＳＩＧ、データフィールドを含む。レガシＳＴＡのためのＴ
Ｆ（ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）及びＳＩＧの一例として、図２６のＶＨＴ－Ｍｉｘ
ｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０は、Ｌ－ＳＴＦ（Ｎｏｎ－ＨＴ　ｓｈｏｒｔ　Ｔｒａｉ
ｎｉｎｇ　ｆｉｅｌｄ）２６１２、Ｌ－ＬＴＦ（Ｎｏｎ－ＨＴ　Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｉｎｉ
ｎｇ　ｆｉｅｌｄ）２６１４、Ｌ－ＳＩＧ（Ｎｏｎ－ＨＴ　ＳＩＧＮＡＬ　ｆｉｅｌｄ）
２６１６、ＨＴ－ＳＩＧ（ＨＴ　ＳＩＧＮＡＬ　ｆｉｅｌｄ）２６１８を含む。
【０１６４】
　Ｌ－ＳＴＦ２６１２は、フレームタイミング獲得（ｆｒａｍｅ　ｔｉｍｉｎｇ　ａｃｑ
ｕｉｓｉｔｉｏｎ）と自動利得制御（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ；
ＡＧＣ）コンバージェンス（ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）のために使われ、Ｌ－ＬＴＦ２６
１４は、Ｌ－ＳＩＧ２６１６とデータを復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）するためのチ
ャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）に使われる。Ｌ－ＳＩＧ２６１６
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には、その以後のデータを復調してデコーディング（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）するための情報
が含まれる。ＨＴ－ＳＩＧ２６１８は、ＨＴ　ＳＴＡのためのＳＩＧフィールドであり、
Ｌ－ＳＩＧ２６１６に含まれて送信されることができる。Ｌ－ＳＴＦ２６１２、Ｌ－ＬＴ
Ｆ２６１４、Ｌ－ＳＩＧ２６１６は、他のフィールド以前に送信され、レガシＳＴＡがこ
れらを認識し、チャネルが使われていることを知ることができるようにする。
【０１６５】
　本発明の実施例によるＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０は、ＶＨＴ　Ｓ
ＴＡのためのＶＨＴ－ＳＴＦ２６２２、ＶＨＴ－ＬＴＦ１、二つのＶＨＴ－ＳＩＧ（ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ａ２６３０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２６４０）、及びＶＨＴ－ＬＴＦ２６５０－１
，．．．，２６５０－Ｌを含む。ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２６３０は、以後送信されるフィール
ド及びＰＬＣＰフレームに対する共通情報を含み、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２６４０は、データ
を送信するターゲットＳＴＡ別に個別化された情報を含むことができる。
【０１６６】
　本発明の実施例によるフレームの送信方法は、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム
２６１０が送信され、以後、Ｎ個のＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２６９０－１，．．．，２６
９０－Ｎが送信される。ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０には、ＶＨＴ－
Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０とＮ個のＶＨＴ　ＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２６９
０－１，．．．，２６９０－Ｎの送信時間情報が含まれる。レガシＳＴＡと送信ターゲッ
トＳＴＡでないＶＨＴ　ＳＴＡは、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０を介
してチャネルが使われていることを認識し、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６
１０に含まれた送信時間情報に基づいてチャネルが使われる時間中ＮＡＶを設定し、チャ
ネル接近を保留する。このために、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレーム２６１０で、
ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２６３０前まではレガシＳＴＡを含んだ全てのＳＴＡが受信することが
できるようにＳＤＭＡプリコーディング無しに送信され、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２６３０以後
に送信されるフィールドに対するのみでＳＤＭＡプリコーディングして送信する。
【０１６７】
　レガシＳＴＡと送信ターゲットＳＴＡでないＶＨＴ　ＳＴＡは、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－
ＰＬＣＰフレーム２６１０以後に送信されるＮ個のＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２６９０－１
，．．．，２６９０－Ｎを認識することができないが、ＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフ
レーム２６１０に含まれた送信期間情報に基づいてＶＨＴ－Ｍｉｘｅｄ－ＰＬＣＰフレー
ム２６１０とＮ個のＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２６９０－１，．．．，２６９０－Ｎの送信
に所要される時間中ＮＡＶを設定し、チャネル接近を保留するため、誤作動を防止するこ
とができる。
【０１６８】
　図２７は、本発明の実施例に係るＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレームフォーマットを示す
ブロック図である。
【０１６９】
　ＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２７００は、ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ２７１０、ＶＨＴ
－ＬＴＦ１、２個のＶＨＴ－ＳＩＧフィールド（ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２７３０、ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ｂ２７４０）、Ｎ個のＶＨＴ－ＬＴＦ２７５０－１，．．．，２７５０－Ｎ、及びデ
ータフィールドを含む。図２７の例で、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２７３０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２
７４０は、連続送信されるが、これは一例に過ぎず、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２７４０は、ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ａ２７３０が送信され次第に、又はその以後に送信されることができる。本発
明によるＶＨＴ－ＧＦ－ＰＬＣＰフレーム２７００は、ＶＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ２７１０、
ＶＨＴ－ＬＴＦ１、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２７３０フィールドは、全てのＶＨＴ　ＳＴＡが聞
こえるように全方向（ｏｍｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ）に送信される。ＶＨＴＳＩＧ
－Ｂ２７４０フィールドと以後送信されるデータは、ＳＤＭＡプリコーディングしてビー
ム形成されて送信されることができる。ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２７３０には次に送信されるＳ
ＤＭＡ送信に対する共通された情報が含まれる。その一例として、ＳＤＭＡ送信期間が含
まれ、送信ターゲットＳＴＡでない第３のＳＴＡが送信期間中ＮＡＶを設定することがで
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きるようにすることができる。ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２７４０には、送信ターゲットＳＴＡ別
にＳＤＭＡ送信のために使われるパラメータ値が設定／含まれる。その一例として、ＭＣ
Ｓインデックス、チャネル帯域幅、空間ストリームの数などがＳＴＡ別に設定／含まれて
送信されることができる。
【０１７０】
　ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２７４０フィールドと以後送信されるデータは、ＳＤＭＡプリコーデ
ィングしてビーム形成されて送信されるため、送信ターゲットＳＴＡでない第３のＳＴＡ
は、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２７４０フィールドと以後送信されるデータを受信することができ
ないが、ＶＨＴＳＩＧ－Ａ２７３０フィールドまで受信して該当プリアンブルを認識する
ことができる。
【０１７１】
　ＳＵ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯでＧＦ－ＰＬＣＰフレームは、一つのＶＨ
ＴＳＩＧを使用することができる。ＳＵ－ＭＩＭＯではＳＤＭＡ送信が行われなくて、互
いに異なるＳＴＡへ向かうＰＬＣＰフレーム間に衝突、干渉問題が発生しないためである
。ＳＵ－ＭＩＭＯ、ＭＵ－ＭＩＭＯでＧＦ－ＰＬＣＰフレーム識別のために、ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ａ２７３０、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ２７４０には、その送信類型を指示する類型サブフィ
ールドが含まれることができる。類型サブフィールドの設定値がＳＵ－ＭＩＭＯ方式の送
信を指示する場合、一つのＶＨＴＳＩＧフィールドのみが使われる。類型サブフィールド
の設定値がＭＵ－ＭＩＭＯ方式の送信を指示する場合、二つのＶＨＴＳＩＧ（ＶＨＴＳＩ
Ｇ－Ａ　、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂ）が使われる。二つのＶＨＴＳＩＧは、前述した通り、ＶＨ
ＴＳＩＧ－Ａは、全方向送信され、ＢＳＳ内のＳＴＡが送信中であるＰＬＣＰフレームの
プリアンブルを検出／認識することができるようにし、ＶＨＴＳＩＧ－Ｂは、各々の送信
ターゲットＳＴＡへ向かう空間ストリームに対するＭＣＳインデックス値、チャネル帯域
幅、空間ストリームの個数などの情報を有する。
【０１７２】
　図２８は、本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示す。
【０１７３】
　図２８のＰＬＣＰフレームは、ＶＨＴ　ｍｉｘｅｄフレームフォーマットであり、レガ
システーションのためのＬ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、及びＨＴ－ＳＩＧフィー
ルドを含む。Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、及びＨＴ－ＳＩＧフィールドの機能
は前述の通りである。
【０１７４】
　図２８の例は、ＡＰが５個の空間ストリームを２個のＳＴＡに対してＭＵ－ＭＩＭＯ方
式に送信し、１番目のＳＴＡは空間ストリーム３個を受信し、２番目のＳＴＡは空間スト
リーム２個を受信する場合を例示している。ここで、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象となるＳ
ＴＡの数及び各ＳＴＡに対して送信する空間ストリームの個数は例示であり、本発明はこ
れに限定されるものではない。
【０１７５】
　図２８のＰＬＣＰフレームは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象となるＳＴＡの各々に対する
制御情報を含む複数のＶＨＴＳＩＧフィールドを含む。即ち、ＶＨＴＳＩＧフィールドの
個数は、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象となるＳＴＡの数の同じ、或いは多い。
【０１７６】
　図２８の例で、ＶＨＴＳＩＧ１は、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象であるＳＴＡ１に対する
制御情報を含み、ＶＨＴＳＩＧ２は、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象であるＳＴＡ２に対する
制御情報を含む。
【０１７７】
　各ＳＴＡに割り当てられるＶＨＴ－ＳＩＧは、ＶＨＴＳＩＧ１，．．．，ＶＨＴＳＩＧ
Ｎの複数個のＶＨＴＳＩＧで構成されることができる。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
標準のＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２個のＨＴ－ＳＩＧで構成されており、２個のＯＦＤ
Ｍシンボルで送信される。送信すべきＶＨＴＳＩＧのＯＦＤＭシンボル個数は、ＭＵ－Ｍ
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ＩＭＯで空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）されたＳＴＡの数、
空間多重化されたストリームの個数の関数で表されることができる。
【０１７８】
　図２８の例ではＶＨＴＳＩＧフィールドが２個存在するが、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象
ＳＴＡ数が増えることによってＶＨＴＳＩＧを送信する期間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）が長く
なる。８個のストリームを送信するＡＰが８個の１Ｒｘ－ＳＴＡとＭＵ－ＭＩＭＯで動作
する場合、８個のＶＨＴＳＩＧフィールド（ＶＨＴＳＩＧ１乃至ＶＨＴＳＩＧ８）が続け
て送信されなければならない。
【０１７９】
　この時、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象ＳＴＡに対して自体に送信されるストリームが何で
あるかを知らせる階層インデックス指示（ｌａｙｅｒ　ｉｎｄｅｘ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏ
ｎ）が必要である。このために、ＶＨＴＳＩＧフィールドは、複数のＭＵ－ＭＩＭＯ送信
対象ＳＴＡのうちいずれのＳＴＡに対する制御情報であるかを指示する指示ビット（ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ　ｂｉｔ）を含むことができる。
【０１８０】
　ＬＴＦは、符号多重化（ｃｏｄｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）されて複数の空間スト
リームを介して同時に送信される。ＬＴＦの個数はＬＴＦ直交性（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
ｉｔｙ）を与えるために送信するＬＴＦ個数が変わることができるため、図２８の例でＬ
ＴＦｘで表現した。
【０１８１】
　複数のＭＵ－ＭＩＭＯ送信対象ＳＴＡの各々に対して自体のための制御情報がいずれの
ＶＨＴＳＩＧフィールドに含まれているかを指示するための方法として、ＶＨＴＳＩＧに
各ＳＴＡに対する制御情報別に区分可能な識別信号（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｓ
ｉｇｎａｌ）を追加したり、或いはＶＨＴＳＩＧのＣＲＣパリティビット（ｐａｒｉｔｙ
　ｂｉｔ）にＳＴＡを区分可能な識別値（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅ）
をビットパターンマスキング（ｂｉｔ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｍａｓｋｉｎｇ）（例えば、ｅ
ｘｃｌｕｓｉｖｅ　ＯＲ　ｔｏ　ｐａｒｉｔｙ　ｂｉｔｓ）する方法が使われることがで
きる。この時、識別値／信号は、対象ＳＴＡのＭＡＣ住所（ａｄｄｒｅｓｓ）または結合
（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）ＩＤになることができる。
【０１８２】
　ＶＨＴＳＩＧフィールドまで使われる循環シフトと以後に使われる循環シフトは異なる
ようにすることができ、ＶＨＴＳＩＧフィールド以後に送信されるフィールドは、プリコ
ーディング後にビーム形成して送信することができる。
【０１８３】
　図２９は、本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレームフォーマットの一例である。図２９
のＰＬＣＰフレームフォーマットは、ＶＨＴ　ＧＦ　ＰＬＣＰフォーマットであり、基本
的に図２８と同様である。ただし、レガシＳＴＡに対して考慮する必要がないため、レガ
シＳＴＡのためのフィールド（Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、及びＨＴ－ＳＩＧ
）は省略されることができ、全てのフィールドがビーム形成されて送信されることができ
る。
【０１８４】
　図３０及び図３１は、本発明の実施例に係るＰＬＣＰフレームフォーマットの他の一例
を示す。
【０１８５】
　図３０は、ＶＨＴ　ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォーマットを示し、図３１は、Ｖ
ＨＴ　ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマットを示す。
【０１８６】
　図３０のＰＬＣＰフレームは、レガシＳＴＡのためのフィールド（Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－Ｌ
ＴＦ、Ｌ－ＳＩＧ、及びＨＴ－ＳＩＧ）は、全方向送信され、以後各ＳＴＡに対する制御
情報を含むＶＨＴＳＩＧフィールドからはＳＴＡ別にビーム形成されて送信されることが
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できる。従って、図３０のＶＨＴ　ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォーマットでＶＨＴ
ＳＩＧは、ＡＧＣ利得（ｇａｉｎ）を考慮したＶＨＴ－ＳＴＦ送信後に送信される。即ち
、ＨＴ－ＳＩＧとＶＨＴ－ＳＩＧが続けて送信されないという特徴がある。
【０１８７】
　図２８及び図２９のＶＨＴＳＩＧフィールドがオーバーラップ（Ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎ
ｇ）されたフォーマットとは違ってＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする時、ＳＴＡの個数によ
ってＶＨＴＳＩＧフィールドの送信期間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）が変わらない。また、ＭＵ
－ＭＩＭＯ送信対象である各ＳＴＡに対してＡＰがビーム（ｂｅａｍ）（例えば、Ｂｌｏ
ｃｋ　ｄｉａｇｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ技法を利用）を形成すると、総ストリームの個数
とは関係無しに自体のストリームのみ認識することができるため、他のＳＴＡに干渉（ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を受けない。その結果、各々のＳＴＡは、ＭＵ－ＭＩＭＯによ
り動作しているという事実を知ることができず、単純に少ない数の空間ストリームを用い
たＳＵ－ＭＩＭＯにより動作すると判断する。
【０１８８】
　図３０及び図３１の例では、ＭＵ－ＭＩＭＯのためにＡＰが２個のＳＴＡをペアリング
（ｐａｉｒｉｎｇ）した一例である。ＳＴＡ１は、ストリーム３個を受信し、チャネル測
定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）のために４個のＶＨＴ－ＬＴＦを受信す
る。ＳＴＡ２は、ストリーム２個を受信し、チャネル測定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ）のために２個のＶＨＴ－ＬＴＦを受信する。
【０１８９】
　この時、ＬＴＦマッピング行列（ｍａｐｐｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ）Ｐは、数式５乃至数
式６のように示すことができる。
【０１９０】
　数式４は、２個のＬＴＦを測定する時、数式５は、３個のＬＴＦを測定する時、数式６
は、４個のＬＴＦを測定する時に使われることができるＬＴＦマッピング行列の一例であ
る。
【０１９１】
【数４】

【０１９２】
【数５】

【０１９３】
【数６】

【０１９４】
　図３１は、ＶＨＴ　ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマットであり、図３０の例でオーバ
ーラップされない（ｎｏｎ－ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）部分であるレガシステーションの
ためのフィールドが省略される。また、全てのフィールドがプリコーディングされてビー
ム形成送信されるため、ＡＣＧ利得調整のためのＶＨＴＳＴＦフィールドの送信が省略さ
れることができる。
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【０１９５】
　図３０及び図３１の例で、ＡＰが５個以上のストリームを送信することができると、各
ＳＴＡに対するビームが相互に対する干渉無しに送信されることができる。然しながら、
ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の対象ＳＴＡの総ＲＸの数字が受けることができるストリームの個数
より大きくなるようになると、ビームが形成されないため、性能損失（ｐｅｒｆｏｒｍａ
ｎｃｅ　ｌｏｓｓ）が発生することができる。一例として、ＡＰが４個のストリームの送
信時、ＳＴＡ１が３個のＲｘアンテナを有し、ＳＴＡ２が２個のＲｘアンテナを有してい
る状況を仮定する。ＡＰが各ＳＴＡに対して２個のストリームを送信するためにビームを
形成するとする時、ＳＴＡ１は性能損失が発生するようになる。
【０１９６】
　ここでの性能損失は多様な要因により発生することができる。ＡＰで使用した干渉無効
化ビーム形成（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｚｅｒｏ　ｆｏｒｃｉｎｇ　ｂｅａｍｆｏｒ
ｍｉｎｇ）を実行する当時の限定されたワード長さ精密性（ｆｉｎｉｔｅ　ｗｏｒｄ　ｌ
ｅｎｇｔｈ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）の限界とチャネル係数推定エラー（ｃｈａｎｎｅｌ　
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｅｒｒｏｒ）により正確に各ＳＴＡに
送信信号が相互干渉されないように送信されない（ここで限定されたワード長さ精密性（
Ｆｉｎｉｔｅ　ｗｏｒｄ　ｌｅｎｇｔｈ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）問題は、現代無線モデム
で信号情報をデジタルに量子化する時に失われる情報により発生する問題である）。また
、空間干渉漏洩（ｓｐａｔｉａｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｌｅａｋａｇｅ）がある
状態では同じシーケンス（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）で構成されている互いに異なるＳＴＡのた
めのＬＴＦによりチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）が誤ることが
あり、これによってデータ復調（ｄａｔａ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）が正常にされな
いため、性能損失が発生することができる。
【０１９７】
　一方、互いに異なるＳＴＡから干渉が入ってくるとしても他のＳＴＡのストリームに対
するＬＴＦ指示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を自体のＶＨＴＳＩＧフィールドに含んでいる
場合（或いは、自体のＬＴＦに対する指示をＶＨＴＳＩＧフィールドに含んでいる場合）
、適当な受信機（例えば、ＭＭＳＥ受信機）を用いて干渉を無効化することができる。本
発明は、このように自体を除いた他のＳＴＡのＬＴＦ指示をＶＨＴＳＩＧフィールドに含
ませる方法を提案する。
【０１９８】
　また、互いに異なるＳＴＡのための信号によって互いに干渉が発生する状況でチャネル
推定性能を向上させるために、ＬＴＦとその他の信号（例えば、ＳＴＦ、ＶＨＴＳＩＧ、
等）にＳＴＡ特定的スクランブリング（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ）を介して送信するシーケ
ンスを互いに異なるようにすることができるようにする送信方法を提案する。
【０１９９】
　具体的な実施例として、ＳＴＡの結合ＩＤ（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ＩＤ）を活用し
てスクランブリングコード（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｃｏｄｅ）を生成することができる
。この時、ＳＴＡ特定的スクランブリングは、必ず全てのＳＴＡ毎に異なる特定的スクラ
ンブリングである必要はなく、ＭＵ－ＭＩＭＯでペアリングされ、同時に空間多重化され
た互いに異なるＳＴＡのための信号をスクランブリングするために識別可能な程度のみあ
ればよい。
【０２００】
　これはオーバーラッピング（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）により構成される全ての技法（
ｓｃｈｅｍｅ）に応用が可能であるため、以後に提案される全てのＰＬＣＰフレームフォ
ーマットでオーバーラッピング技法（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）が含まれ
る場合、特別な言及がなくても必要によりＶＨＴＳＩＧフィールドに関連指示（ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ）が含まれることができ、ＬＴＦ、ＳＴＦ、及びＳＩＧの組合せはスクラン
ブリングされることができる。
【０２０１】
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　オーバーラッピング技法は、ＶＨＴＳＩＧのシンボル期間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）がＳＴ
Ａの数によって可変されないため、適当なオーバーヘッド（ｏｖｅｒｈｅａｄ）を維持す
ることができ、非オーバーラッピング技法（ｎｏｎ－ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ｓｃｈｅ
ｍｅ）は、ＭＵ－ＭＩＭＯのためにペアリングされたＳＴＡが自体で割り当てられたスト
リームを知ることができるという仮定下に送信された全てのＶＨＴ－ＬＴＦを用いて必要
な空間ストリームを検出することができるという長所がある。この長所を最大限生かし、
ＶＨＴＳＩＧはオーバーラッピングで送信し、ＶＨＴ－ＬＴＦは非オーバーラッピング（
ｎｏｎ－ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）で送信するＰＬＣＰフレームフォーマットを提案する
。
【０２０２】
　図３２乃至図３５は、ＶＨＴＳＩＧはオーバーラッピングで送信し、ＶＨＴ－ＬＴＦは
非オーバーラッピングで送信するＰＬＣＰフレームフォーマットの一例である。図３２及
び図３３は、ＶＨＴＳＩＧにかけられるビーム形成行列とＶＨＴ－ＬＦＴにかけられるビ
ーム形成行列が異なる時、ＡＧＣ利得調整のためのＶＨＴ－ＳＴＦがＶＨＴ－ＬＴＦ前に
必要な場合の例示である。図３４及び図３５は、ＶＨＴＳＩＧとＶＨＴ－ＬＴＦが同じビ
ーム形成行列によりビーム形成されて送信される場合であり、ＶＨＴ－ＬＴＦ送信前にＶ
ＨＴ－ＳＴＦが必要ない場合である。図３２及び図３４は、ＶＨＴ　ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣ
Ｐフレームフォーマットの一例であり、図３３及び図３５は、ＶＨＴ　ＧＦ　ＰＬＣＰフ
レームフォーマットの一例である。
【０２０３】
　図３２乃至図３５の例では受信ＳＴＡがＶＨＴＳＩＧフィールドを検出する前までＲＸ
アンテナ一個がつけられていると仮定する。受信ＳＴＡは、ＶＨＴ－ＬＴＦでＶＨＴＳＩ
Ｇを測定し、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを読み込んで自体が使用するストリームが何であ
るか或いは総ストリーム個数がいくつであるか等に対する情報を知ることができる。一方
、ＶＨＴ－ＳＩＧを読み込む前までは一つのアンテナであると仮定されているため、Ｒｘ
の個数が増加することによって得ることができるダイバーシティ利得（ｄｉｖｅｒｓｉｔ
ｙ　ｇａｉｎ）を得ることができない。
【０２０４】
　図３６及び図３７は、共用ＶＨＴＳＩＧフィールドを導入したＰＬＣＰフレームフォー
マットを示す。
【０２０５】
　図３６は、ＶＨＴ　ｍｉｘｅｄ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示し、図３７
は、ＶＨＴ　ＧＦ　ＰＬＣＰフレームフォーマットの一例を示す。
【０２０６】
　図３６及び図３７のＰＣＬＰフレームは、共通制御情報を含んでいるＶＨＴＳＩＧｃフ
ィールドを含む。ＶＨＴＳＩＧｃは、共用ＶＨＴＳＩＧフィールドであり、ＳＴＡ１、Ｓ
ＴＡ２に対する共通制御情報を含む。ＶＨＴＳＩＧｃフィールドは、全方向送信され、全
てのＳＴＡがＶＨＴＳＩＧｃフィールドの情報を獲得することができる。ＶＨＴＳＩＧｃ
フィールドには、各ＳＴＡに割り当てられたストリームを指示する情報、総ストリーム数
など、全てのＳＴＡに共通的に知らせる情報が含まれて各ＳＴＡに伝達される。ＶＨＴＳ
ＩＧｃとＶＨＴ－ＬＴＦを非オーバーラッピング方式に送信する。次に、各ＳＴＡに対す
る個別化された制御情報を含んでおり、ＶＨＴＳＩＧ１、ＶＨＴＳＩＧ２フィールドをオ
ーバーラッピング方式に送信する。
【０２０７】
　前述した多様な実施例でオーバーラッピング方法にフィールドを構成し、各々のＳＴＡ
に同時に送信する時、正常な動作のためには各ＳＴＡ方向にビームがよく形成され、ＳＴ
Ａ立場ではＳＵ－ＭＩＭＯと認識するようにしなければならない。即ち、あるＳＴＡ立場
では、他のＳＴＡでのＬＴＦなどが干渉として作用しないため、他のＳＴＡに対する存在
可否を考慮する必要がない。
【０２０８】
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　然しながら、理由が何であれ、他のＳＴＡにより干渉を受けるようになると、自体に割
り当てられたフィールドと他のＳＴＡ野に割り当てられたフィールドの区分が容易ではな
い。例えば、図３２乃至図３５のＰＬＣＰフレームフォーマットによる場合、ＳＴＡ１に
はＶＨＴ－ＬＴＦがＰ行列により３個のＶＨＴ－ＬＴＦがオーバーラッピングされて送信
され、ＳＴＡ２にはＶＨＴ－ＬＴＦがｐ行列により２個のＶＨＴ－ＬＴＦがオーバーラッ
ピングされて送信される。この時、ＳＵ－ＭＩＭＯのみをサポートする８０２．１１ｎシ
ステムでＬＴＦ　ＯＦＤＭシンボルは、｛－１，１｝で構成された固定パターン（ｆｉｘ
ｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）に与えられるため、ＳＴＡ１のＶＨＴ－ＬＴＦとＳＴＡ２のＶＨ
Ｔ－ＬＦＴは、同じパターンのＯＦＤＭシンボルを有するようになる。理想的なビームが
形成されると、ＳＴＡ１では３個のＶＨＴ－ＬＴＦを認識し、ＳＴＡ２では２個のＶＨＴ
－ＬＴＦを認識すべきであるが、何らかの理由で、ＳＴＡ１でＳＴＡ２のＶＨＴ－ＬＦＴ
が検出されることができる。例えば、ＳＴＡ１で５個のＶＨＴ－ＬＴＦを認識することが
できるが、このような場合、ＳＴＡ１立場では特別な指示方法がサポートされない限り、
干渉として入ってきたＶＨＴ－ＬＴＦを区分する方法がない。このような問題点を解決す
るために、ＳＴＡが自体のためのＶＨＴ－ＬＴＦを区別するための方法を提案する。
【０２０９】
　本発明の実施例によると、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートするために、各々のＳＴＡに送信
されるＬＴＦ／ＶＨＴＳＩＧなど、フィールドにスクランブリングコードが適用されるこ
とができる。この時、各ＳＴＡに使われるシーケンスは互いに直交（ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ）したり、或いは少なくとも良い相関（ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）特性を有するように
する。このような場合、ＳＴＡは、干渉として作用する他のＳＴＡのためのＬＴＦまたは
ＶＨＴＳＩＧを受信しても、自体のためのＬＴＦまたはＶＨＴＳＩＧと区分することがで
き、干渉抑制効果を得ることができる。スクランブリングシーケンスを初期化する時、Ｓ
ＴＡ　ＩＤまたはＳＴＡ　ＩＤと代替可能なＩＤ（例えば、結合ＩＤ（ＡＩＤ））を用い
たり、或いはＳＴＡ臨時ナンバリング（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｎｕｍｂｅｒｉｎｇ）など
を用いることができる。ＳＴＡ臨時ナンバリングを用いる方法が使われる場合、各ＳＴＡ
にナンバリングをし、その値でスクランブリングシーケンスを初期化した後、オーバーラ
ッピングされるフィールドに適用することができる。
【０２１０】
　図３８は、本発明の実施例が具現される無線装置の他の一例を示すブロック図である。
無線装置３８００は、ＡＰまたはｎｏｎ－ＡＰステーションである。
【０２１１】
　無線装置３８００は、プロセッサ３８１０、メモリ３８２０、及び送受信機３８３０を
含む。送受信機３８３０は、無線信号を送信／受信し、ＩＥＥＥ８０２．１１の物理階層
が具現される。送受信機３８３０は、多重アンテナを介してＭＩＭＯ送信をサポートする
。プロセッサ３８１０は、送受信機３８３０と連結され、ＩＥＥＥ８０２．１１のＭＡＣ
階層及び物理階層を具現する。プロセッサ３８１０が前述した方法のうち送信ステーショ
ンの動作を処理する時、無線装置３８００は、送信ステーションになる。プロセッサ３８
１０が前述した方法のうち受信ステーションの動作を処理する時、無線装置３８００は、
受信ステーションになる。
【０２１２】
　プロセッサ３８１０に具現された送信ステーションのＰＬＣＰ副階層では前述したＰＬ
ＣＰフレームフォーマットに基づいてＭＡＣ階層で送信されたＰＳＤＵにＰＬＣＰプリア
ンブルを付けてプロセッサ３８１０または送受信機３８３０に具現されたＰＭＤ副階層に
送る。ＰＭＤ副階層では、多重アンテナシステムを用いてＰＬＣＰフレームを、前述した
ＰＬＣＰフレームフォーマットのフィールド別送信方法に基づいて送受信機３８３０を介
してＰＬＣＰフレームを送信する。受信ステーションのプロセッサ３８１０に具現された
受信ステーションのＰＬＣＰ副階層では、前述したＰＬＣＰフレームフォーマットに基づ
いてＰＬＣＰプリアンブルを除去し、ＰＳＤＵを受信ステーションのプロセッサ３８１０
に具現されたＭＡＣ階層に送る。
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【０２１３】
　プロセッサ３８１０及び／または送受信機３８３０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット
、論理回路及び／またはデータ処理装置を含むことができる。メモリ３８２０は、ＲＯＭ
（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、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。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂
行するモジュール（過程、機能など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ
３８２０に格納され、プロセッサ３８１０により実行されることができる。メモリ３８２
０は、プロセッサ３８１０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３８１０と連結されることができる。
【０２１４】
　前述した実施例は多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組合
せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せが
可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲に属する全
ての交替、修正及び変更を含む。
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