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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は
、前記データ部分中の有効なデータの長さを示す超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩ
Ｇ－Ｂ）フィールドを含み、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記データ部分との双
方が、同じ数のサブキャリアを使用することと、
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドに基づいて、前記データ部分をデコードすることと
を含み、
　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
　ここにおいて、前記フレーム中の前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの総電力は、前記
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのトーン当たりの電力がプリアンブルトレーニングフィー
ルドのトーン当たりの電力と異なるとき、プリアンブルトレーニングフィールドの総電力
と等しい、方法。
【請求項２】
　前記サブキャリアの数は５６であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚで
あり、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、２６個のプリコードされたビットを含む請
求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記サブキャリアの数は、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記データ部分との双
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方に対して、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む請
求項２記載の方法。
【請求項４】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信するように構成されており、
前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示す超高スループッ
ト信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィールドを含み、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド
と前記データ部分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する受信機と、
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドに基づいて、前記データ部分をデコードするように
構成されている処理システムとを具備し、
　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されており、
　ここにおいて、前記フレーム中の前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの総電力は、前記
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのトーン当たりの電力がプリアンブルトレーニングフィー
ルドのトーン当たりの電力と異なるとき、プリアンブルトレーニングフィールドの総電力
と等しい、装置。
【請求項５】
　前記サブキャリアの数は５６であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚで
あり、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、２６個のプリコードされたビットを含む請
求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して、４本の
パイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む請求項５記載の装置。
【請求項７】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信する手段であって、前記プリ
アンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示す超高スループット信号Ｂ
（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィールドを含み、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記デ
ータ部分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する手段と、
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドに基づいて、前記データ部分をデコードする手段と
を具備し、
　前記受信する手段は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されており
、
　ここにおいて、前記フレーム中の前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの総電力は、前記
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのトーン当たりの電力がプリアンブルトレーニングフィー
ルドのトーン当たりの電力と異なるとき、プリアンブルトレーニングフィールドの総電力
と等しい、装置。
【請求項８】
　前記サブキャリアの数は５６であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚで
あり、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、２６個のプリコードされたビットを含む請
求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記サブキャリアの数は、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記データ部分との双
方に対して、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む請
求項８記載の装置。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムを記憶した一時的でないコンピュータ
読取可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は
、前記データ部分中の有効なデータの長さを示す超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩ
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Ｇ－Ｂ）フィールドを含み、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記データ部分との双
方が、同じ数のサブキャリアを使用し、
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドに基づいて、前記データ部分をデコードするように
実行可能な命令を含み、
　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
　ここにおいて、前記フレーム中の前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの総電力は、前記
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのトーン当たりの電力がプリアンブルトレーニングフィー
ルドのトーン当たりの電力と異なるとき、プリアンブルトレーニングフィールドの総電力
と等しい、コンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１１】
　前記サブキャリアの数は５６であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚで
あり、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、２６個のプリコードされたビットを含む請
求項１０記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１２】
　前記サブキャリアの数は、前記ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドと前記データ部分との双
方に対して、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む請
求項１１記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１０年６月２日に出願され、“８０２．１１ＡＣ標準規格におけるＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ｂのフォーマット”と題され、参照によりここに組み込まれている米国仮特
許出願シリアル番号第６１／３５０，８１７号の利益を主張する。
【分野】
【０００２】
　本開示のある態様は、一般的にワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、超高スループ
ット（ＶＨＴ）ワイヤレス通信のためのＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドおよびサービスフ
ィールドのフォーマッティングに関する。
【背景】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムに対して要望される帯域幅要求の増加の問題を取り扱うために
、チャネルリソースを共有することにより、複数のユーザ端末が単一のアクセスポイント
と通信することが可能になる一方で、高データスループットを達成するように、異なるス
キームが開発されている。複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）技術は、次世代通信システムの
ための人気のある技術として近年登場してきた、このような１つのアプローチを表してい
る。ＭＩＭＯ技術は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１標準規格のような、い
くつかの新興のワイヤレス通信標準規格において採用されている。ＩＥＥＥ８０２．１１
は、短距離通信（例えば、数十メートルから数百メートル）のためにＩＥＥＥ８０２．１
１委員会により開発された１組のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）エ
アインターフェース標準規格を示す。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、複数（ＮT本）の送信アンテナと複数（ＮR

本）の受信アンテナとを用いる。ＮT本の送信アンテナとＮR本の受信アンテナとにより形
成されるＭＩＭＯチャネルは、ＮS個の独立したチャネルに分解でき、これは、空間チャ
ネルとも呼ばれ、ここで、ＮS ≦ ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立したチャネル
のそれぞれは、次元に対応する。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナおよび受信ア
ンテナにより生成される追加の次元を利用する場合に、改善された性能（例えば、より高
いスループットおよび／またはより大きな信頼性）を提供できる。
【０００５】
　単一のアクセスポイント（ＡＰ）と複数のユーザ局（ＳＴＡ）とを持つワイヤレスネッ
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トワークでは、アップリンク方向およびダウンリンク方向の双方において、異なる局に向
けて、複数のチャネル上で、並行した送信が起こることがある。このようなシステムには
、多くの課題が存在する。
【概要】
【０００６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させることと、発生させたフレー
ムを送信することとを含み、プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを
示すフィールドを含み、フィールドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリアを使用
する。
【０００７】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させるように構成されている処理
システムと、発生させたフレームを送信するように構成されている送信機とを具備し、プ
リアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィー
ルドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリアを使用する。
【０００８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させる手段と、発生させたフレー
ムを送信する手段とを具備し、プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さ
を示すフィールドを含み、フィールドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリアを使
用する。
【０００９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、一般的に、プリアンブル部分とデータ部
分とを有するフレームを発生させ、発生させたフレームを送信するように実行可能な命令
を有するコンピュータ読取可能媒体を具備し、プリアンブル部分は、データ部分中の有効
なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドとデータ部分の双方が、同じ数のサ
ブキャリアを使用する。
【００１０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信し、プリアンブル部分は、データ
部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドとデータ部分の双方が
、同じ数のサブキャリアを使用することと、フィールドに基づいて、データ部分をデコー
ドすることとを含む。
【００１１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信するように構成されており、プリ
アンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィール
ドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリアを使用する受信機と、フィールドに基づ
いて、データ部分をデコードするように構成されている処理システムとを具備する。
【００１２】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分が、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィー
ルドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリアを使用する、プリアンブル部分とデー
タ部分とを有するフレームを受信する手段と、フィールドに基づいて、データ部分をデコ
ードする手段とを具備する。
【００１３】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、一般的に、プリアンブル部分が、データ
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部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドとデータ部分の双方が
、同じ数のサブキャリアを使用する、プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレーム
を受信し、フィールドに基づいて、データ部分をデコードするように実行可能である命令
を有するコンピュータ読取可能媒体を具備する。
【００１４】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させることと、チャネルを介して
、発生させたフレームを送信することとを含み、プリアンブル部分は、データ部分中の有
効なデータの長さを示すフィールドを含む。フレームを発生させることは、典型的に、送
信のためにチャネルの帯域幅を決定することと、決定した帯域幅に基づいて、ビットのブ
ロックを発生させることと、フレーム中にフィールドを発生させるために、決定した帯域
幅にしたがった回数、ビットのブロックを繰り返すこととを含む。
【００１５】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させるように構成されている処理
システムと、チャネルを介して、発生させたフレームを送信するように構成されている送
信機とを具備し、プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィー
ルドを含む。処理システムは、典型的に、フレームを送信するために、送信機に対するチ
ャネルの帯域幅を決定することと、決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生
させることと、フレーム中にフィールドを発生させるために、決定した帯域幅にしたがっ
た回数、ビットのブロックを繰り返すこととにより、フレームを発生させるように構成さ
れている。
【００１６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させる手段と、チャネルを介して
、発生させたフレームを送信する手段とを具備し、プリアンブル部分は、データ部分中の
有効なデータの長さを示すフィールドを含む。発生させる手段は、典型的に、フレームを
送信するためにチャネルの帯域幅を決定し、決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロッ
クを発生させ、フレーム中にフィールドを発生させるために、決定した帯域幅にしたがっ
た回数、ビットのブロックを繰り返すように構成されている。
【００１７】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、一般的に、プリアンブル部分とデータ部
分とを有するフレームを発生させ、チャネルを介して、発生させたフレームを送信するよ
うに実行可能である命令を有するコンピュータ読取可能媒体を具備し、プリアンブル部分
は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含む。命令は、典型的に、フ
レームを送信するためにチャネルの帯域幅を決定することと、決定した帯域幅に基づいて
、ビットのブロックを発生させることと、フレーム中にフィールドを発生させるために、
決定した帯域幅にしたがった回数、ビットのブロックを繰り返すこととにより、フレーム
を発生させるように実行可能である。
【００１８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信し、プリアンブル部分は、データ
部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドは、ブロックのうちの
１つのブロックのビットが、ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数
の複製されたブロックを含むことと、フィールドに基づいて、データ部分をデコードする
こととを含む。
【００１９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、受
信機と処理システムとを具備する。受信機は、典型的に、プリアンブル部分とデータ部分
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とを有するフレームを受信するように構成されており、プリアンブル部分は、データ部分
中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドは、ブロックのうちの１つ
のブロックのビットが、ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数の複
製されたブロックを含む。処理システムは、典型的に、フィールドに基づいて、データ部
分をデコードするように構成されている。
【００２０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、プ
リアンブル部分が、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィー
ルドは、ブロックのうちの１つのブロックのビットが、ブロックのそれぞれにおいて繰り
返されているような、複数の複製されたブロックを含む、プリアンブル部分とデータ部分
とを有するフレームを受信する手段と、フィールドに基づいて、データ部分をデコードす
る手段とを具備する。
【００２１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、一般的に、プリアンブル部分が、データ
部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、フィールドは、ブロックのうちの
１つのブロックのビットが、ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数
の複製されたブロックを含む、プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信
し、フィールドに基づいて、データ部分をデコードするように実行可能である命令を有す
るコンピュータ読取可能媒体を具備する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本開示の先に記載した特徴を詳細に理解できるように、先では簡単にまとめられている
さらに特定の説明を、態様に対する参照によって得てもよく、態様のうちのいくつかは、
添付した図面中で示されている。しかしながら、添付した図面は、本開示のある典型的な
態様のみを示しており、それゆえ、その範囲を限定するものとして考えるべきでないこと
に留意すべきである。説明は、他の等しく有効な態様に適応できる余地があるためである
。
【図１】図１は、本開示のある態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークのダイヤ
グラムを図示している。
【図２】図２は、本開示のある態様にしたがった、例示的なアクセスポイント（ＡＰ）と
ユーザ端末のブロックダイヤグラムを図示している。
【図３】図３は、本開示のある態様にしたがった、パケットのプリアンブル部分の例示的
な構造を図示している。
【図４】図４は、本開示のある態様にしたがった、図３中のパケットの超高スループット
信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィールドおよびデータ部分の例示的な構造を図示してい
る。
【図５】図５は、本開示のある態様にしたがった、フレームのプリアンブル部分において
フィールドを有し、フレームのフィールドとデータ部分とが同じ数のサブキャリアを有す
るフレームを送信するためにＡＰにおいて実行されてもよい例示的な動作を説明している
。
【図５Ａ】図５Ａは、図５において示されている動作を実行することが可能な例示的な手
段を説明している。
【図６】図６は、本開示のある態様にしたがった、フレームのプリアンブル部分において
フィールドを有し、フレームのフィールドとデータ部分とが同じ数のサブキャリアを有す
るフレームを受信するために局（ＳＴＡ）において実行されてもよい例示的な動作を説明
している。
【図６Ａ】図６Ａは、図６において示されている動作を実行することが可能な例示的な手
段を説明している。
【図７】図７は、本開示のある態様にしたがった、プリアンブル部分のフィールド中のビ
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ットがチャネル帯域幅に基づいて繰り返されているフレームを送信するためにＡＰにおい
て実行されてもよい例示的な動作を説明している。
【図７Ａ】図７Ａは、図７において示されている動作を実行することが可能な例示的な手
段を説明している。
【図８】図８は、本開示のある態様にしたがった、プリアンブル部分のフィールド中のビ
ットがチャネル帯域幅に基づいて繰り返されているフレームを受信するためにＳＴＡにお
いて実行されてもよい例示的な動作を説明している。
【図８Ａ】図８Ａは、図８において示されている動作を実行することが可能な例示的な手
段を説明している。
【図９】図９は、本開示のある態様にしたがった、チャネル帯域幅にしたがって繰り返さ
れているビットを持つＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの例示的な構造を図示している。
【詳細な説明】
【００２３】
　添付の図面を参照して、開示のさまざまな態様をここより後でさらに十分に説明する。
しかしながら、本開示は、多くの異なる形態で具現化されてもよく、本開示全体を通して
提示される任意の特定の構造または機能に限定されるものとして解釈すべきではない。む
しろ、これらの態様は、本開示が詳細かつ完成するように提供され、本開示の範囲を当業
者に十分に伝えるだろう。本開示の他の何らかの態様から独立して、または、本開示の他
の何らかの態様と組み合わせて、実現されるか否かにかかわらず、本開示の範囲が、ここ
で開示する開示のあらゆる態様をカバーするように意図されていることを、ここでの教示
に基づいて、当業者は正しく認識すべきである。例えば、ここで述べる任意の数の態様を
使用して、装置が実現されてもよく、または、方法が実施されてもよい。加えて、本開示
の範囲は、ここで述べる開示のさまざまな態様に加えて、または、ここで述べる開示のさ
まざまな態様以外に、他の構造、機能性、あるいは、構造および機能性を使用して実施さ
れる、このような装置または方法をカバーすることを意図している。請求項の１つ以上の
エレメントにより、ここで開示する開示の任意の態様を具現化してもよいことを理解すべ
きである。
【００２４】
　“例として、事例として、あるいは実例として機能すること”を意味するために、“例
示的な”という用語をここで使用する。“例示的な”ものとして、ここで説明するいずれ
の態様も、他の態様と比較して、必ずしも好ましいものとして、または、効果的なものと
して解釈すべきではない。
【００２５】
　特定の態様をここで説明するが、これらの態様の多くのバリエーションおよび置換が本
開示の範囲内にある。好ましい態様の何らかの利益および利点を述べるが、本開示の範囲
は、特定の利益、使用、または、目的に限定されることを意図していない。むしろ、本開
示の態様は、異なるワイヤレス技術、システムコンフィギュレーション、ネットワーク、
および、送信プロトコルに広く適用可能であるように意図されており、そのうちのいくつ
かは、一例として、図面中および好ましい態様の以下の説明中で示されている。詳細な説
明および図は、限定ではなく、本開示の単なる例示であり、本開示の範囲は、添付の特許
請求の範囲およびそれらの均等物により規定されている。
【００２６】
　例示的なワイヤレス通信システム
　ここで説明する技術は、直交多重化スキームに基づいている通信システムを含む、さま
ざまなブロードバンドワイヤレス通信システムに対して使用されてもよい。このような通
信システムの例は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、単一搬送波周波数分割多
元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム等を含む。ＳＤＭＡシステムは、十分に異なる方向を
利用して、複数のユーザ端末に属するデータを同時に送信してもよい。ＴＤＭＡシステム
は、送信信号を、各タイムスロットが異なるユーザ端末に割り当てられている異なるタイ
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ムスロットに分割することにより、複数のユーザ端末が、同じ周波数チャネルを共有する
ことを可能にしてもよい。ＯＦＤＭＡシステムは、システム全体の帯域幅を複数の直交サ
ブキャリアに区分する変調技術である直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用する。こ
れらのサブキャリアは、トーン、ビン等とも呼ぶことがある。ＯＦＤＭでは、各サブキャ
リアは、データにより独立して変調されてもよい。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、インター
リーブされたＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）を利用して、システム帯域幅にわたって分散されて
いるサブキャリア上で送信してもよく、局所化されたＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）を利用して
、隣り合ったサブキャリアのブロック上で送信してもよく、または、拡張されたＦＤＭＡ
（ＥＦＤＭＡ）を利用して、隣り合ったサブキャリアの複数のブロック上で送信してもよ
い。一般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数ドメイン中で、および、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａでは時間ドメイン中で送られる。
【００２７】
　ここでの教示は、さまざまなワイヤードまたはワイヤレスの装置（例えば、ノード）中
に組み込まれてもよい（例えば、これらの装置内で実現されてもよく、または、これらの
装置により実行されてもよい）。いくつかの態様では、ここでの教示にしたがって実現さ
れるワイヤレスノードは、アクセスポイントまたはアクセス端末を含んでもよい。
【００２８】
　アクセスポイント（“ＡＰ”）は、ノードＢ、無線ネットワーク制御装置（“ＲＮＣ”
）、ｅノードＢ、基地局制御装置（“ＢＳＣ”）、基地トランシーバ局（“ＢＴＳ”）、
基地局（“ＢＳ”）、トランシーバ機能（“ＴＦ”）、無線ルータ、無線トランシーバ、
ベーシックサービスセット（“ＢＳＳ”）、拡張サービスセット（“ＥＳＳ”）、無線基
地局（“ＲＢＳ”）、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとし
て実現されてもよく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。
【００２９】
　アクセス端末（“ＡＴ”）は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠
隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器、ユー
ザ局、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとして実現されても
よく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。いくつかの構成では、アクセス端
末は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル（“ＳＩＰ”）電話
機、ワイヤレスローカルループ（“ＷＬＬ”）局、パーソナルデジタルアシスタント（“
ＰＤＡ”）、ワイヤレス接続能力を有するハンドヘルドデバイス、局（“ＳＴＡ”）、ま
たは、ワイヤレスモデムに接続されている他の何らかの適切な処理デバイスを含んでもよ
い。したがって、ここで教示する１つ以上の態様は、電話機（例えば、セルラ電話機また
はスマートフォン）中に、コンピュータ（例えば、ラップトップ）中に、ポータブル通信
デバイス中に、ポータブルコンピューティングデバイス（例えば、パーソナルデータアシ
スタント）中に、エンターテインメントデバイス（例えば、音楽またはビデオのデバイス
、あるいは、衛星ラジオ）中に、グローバルポジショニングシステムデバイス中に、ある
いは、ワイヤレスまたはワイヤードの媒体を介して通信するように構成されている他の何
らかの適切なデバイス中に、組み込まれてもよい。いくつかの態様では、ノードはワイヤ
レスノードである。このようなワイヤレスノードは、例えば、ワイヤードまたはワイヤレ
スの通信リンクを介しての、ネットワーク（例えば、インターネットのようなワイドエリ
アネットワークまたはセルラネットワーク）のための接続性あるいはネットワーク（例え
ば、インターネットのようなワイドエリアネットワークまたはセルラネットワーク）への
接続性を提供してもよい。
【００３０】
　図１は、アクセスポイントとユーザ端末とを持つ多元接続複数入力複数出力（ＭＩＭＯ
）システム１００を図示している。簡潔さのために、図１では、１つのアクセスポイント
１１０のみが示されている。アクセスポイントは、一般的に、ユーザ端末と通信する固定
局であり、基地局または他の何らかの専門用語と呼ぶこともある。ユーザ端末は、固定ま
たは移動性のものであってもよく、移動局、ワイヤレスデバイス、または、他の何らかの
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専門用語と呼ぶこともある。アクセスポイント１１０は、何らかの所定の瞬間において、
ダウンリンク上およびアップリンク上で、１つ以上のユーザ端末１２０と通信してもよい
。ダウンリンク（すなわち、フォワードリンク）は、アクセスポイントからユーザ端末へ
の通信リンクであり、アップリンク（すなわち、リバースリンク）は、ユーザ端末からア
クセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピア・ツー
・ピアで通信してもよい。システム制御装置１３０は、アクセスポイントに結合され、ア
クセスポイントに対して調整および制御を提供する。
【００３１】
　以下の開示の一部は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）により通信することが可能なユー
ザ端末１２０を説明しているが、ある実施形態に対して、ユーザ端末１２０は、ＳＤＭＡ
をサポートしない何らかのユーザ端末も含んでもよい。したがって、このような実施形態
に対して、ＳＤＭＡユーザ端末および非ＳＤＭＡユーザ端末の双方と通信するようにＡＰ
１１０が構成されてもよい。都合のよいことに、このアプローチにより、古いバージョン
のユーザ端末（“レガシー”局）を企業で採用し続けることが可能になり、それらの有効
寿命が伸びる一方で、適切であると思われるときには、より新しいＳＤＭＡユーザ端末を
導入することが可能になる。
【００３２】
　システム１００は、データ送信のために、ダウンリンク上およびアップリンク上で、複
数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを用いる。アクセスポイント１１０には、Ｎap

本のアンテナが装備され、アクセスポイント１１０は、ダウンリンク送信に対する複数入
力（ＭＩ）と、アップリンク送信に対する複数出力（ＭＯ）とを表す。１組のＫ個の選択
されたユーザ端末１２０は、集合的に、ダウンリンク送信に対する複数出力と、アップリ
ンク送信に対する複数入力とを表す。純粋なＳＤＭＡに対して、何らかの手段により、Ｋ
個のユーザ端末に対するデータシンボルストリームが、コードで、周波数で、または、時
間で多重化されていない場合に、Ｎap≧Ｋ≧１を有することが望ましい。ＴＤＭＡ技術を
使用して、ＣＤＭＡでは異なるコードチャネルを使用して、ＯＦＤＭでは互いに素な集合
のサブバンドを使用する等して、データシンボルストリームを多重化できる場合に、Ｋは
、Ｎapよりも大きいことがある。選択された各ユーザ端末は、アクセスポイントに対して
、ユーザ固有のデータを送信し、および／または、アクセスポイントから、ユーザ固有の
データを受信する。一般に、選択された各ユーザ端末には、１本または複数のアンテナ（
すなわち、Ｎut≧１）が装備されていてもよい。Ｋ個の選択されたユーザ端末は、同じ数
のアンテナまたは異なる数のアンテナを有することができる。
【００３３】
　ＭＩＭＯシステム１００は、時分割複信（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割複信（Ｆ
ＤＤ）システムであってもよい。ＴＤＤシステムに対して、ダウンリンクとアップリンク
は、同じ周波数帯域を共有する。ＦＤＤシステムに対して、ダウンリンクとアップリンク
は、異なる周波数帯域を使用する。ＭＩＭＯシステム１００はまた、送信のために、単一
の搬送波または複数の搬送波を利用してもよい。各ユーザ端末には、（例えば、コストを
低く抑えるために）単一のアンテナが装備されていてもよく、または、（例えば、付加的
なコストをサポートできる場合には）複数のアンテナが装備されていてもよい。送信／受
信を、異なるタイムスロットが異なるユーザ端末１２０に割り当てられている各タイムス
ロットに分割することにより、ユーザ端末１２０が同じ周波数チャネルを共有する場合に
、システム１００はまた、ＴＤＭＡシステムであってもよい。
【００３４】
　図２は、ＭＩＭＯシステム１００中の、アクセスポイント１１０と２つのユーザ端末１
２０ｍおよび１２０ｘのブロックダイヤグラムを図示している。アクセスポイント１１０
には、Ｎt本のアンテナ２２４ａないし２２４ｔが装備されている。ユーザ端末１２０ｍ
には、Ｎut,m本のアンテナ２５２ｍａないし２５２ｍｕが装備されており、ユーザ端末１
２０ｘには、Ｎut,x本のアンテナ２５２ｘａないし２５２ｘｕが装備されている。アクセ
スポイント１１０は、ダウンリンクリンクに対しては送信エンティティであり、アップリ
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ンクに対しては受信エンティティである。各ユーザ端末１２０は、アップリンクに対して
は送信エンティティであり、ダウンリンクに対しては受信エンティティである。ここで使
用するような“送信エンティティ”は、ワイヤレスチャネルを介してデータを送信するこ
とが可能な、独立して動作する装置またはデバイスであり、“受信エンティティ”は、ワ
イヤレスチャネルを介してデータを受信することが可能な、独立して動作する装置または
デバイスである。以下の説明では、下付き文字“ｄｎ”は、ダウンリンクを示し、下付き
文字“ｕｐ”は、アップリンクを示し、Ｎup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時
送信に対して選択され、Ｎdn個のユーザ端末が、ダウンリンク上での同時送信に対して選
択され、Ｎupは、Ｎdnに等しくてもよく、または、等しくなくてもよく、ＮupおよびＮdn

は、静的な値であってもよく、あるいは、各スケジューリング間隔の間に変化することが
ある。アクセスポイントならびにユーザ端末において、ビームステアリングまたは他の何
らかの空間処理技術が使用されてもよい。
【００３５】
　アップリンク上では、アップリンク送信に対して選択された各ユーザ端末１２０におい
て、ＴＸデータプロセッサ２８８が、データソース２８６からトラフィックデータを受け
取り、制御装置２８０から制御データを受け取る。ＴＸデータプロセッサ２８８は、ユー
ザ端末に対して選択されているレートに関係するコーディングおよび変調スキームに基づ
いて、ユーザ端末に対するトラフィックデータを処理し（例えば、エンコードし、インタ
ーリーブし、および変調し）、データシンボルストリームを提供する。ＴＸ空間プロセッ
サ２９０は、データシンボルストリーム上で空間処理を実行し、Ｎut,m本のアンテナに対
するＮut,m個の送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット（ＴＭＴＲ）２５
４は、それぞれの送信シンボルストリームを受け取って処理して（例えば、アナログへと
コンバートして、増幅して、フィルタリングして、および、周波数アップコンバートして
）、アップリンク信号を発生させる。Ｎut,m台の送信機ユニット２５４は、Ｎut,m本のア
ンテナ２５２からアクセスポイントへの送信に対して、Ｎut,m個のアップリンク信号を提
供する。
【００３６】
　アップリンク上での同時送信に対して、Ｎup個のユーザ端末をスケジュールしてもよい
。これらのユーザ端末のそれぞれは、そのデータシンボルストリーム上で空間処理を実行
し、その組の送信シンボルストリームをアップリンク上でアクセスポイントに送信する。
【００３７】
　アクセスポイント１１０において、Ｎap本のアンテナ２２４ａないし２２４ａｐは、ア
ップリンク上で送信するすべてのＮup個のユーザ端末からのアップリンク信号を受信する
。各アンテナ２２４は、それぞれの受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２２２に対して、受信し
た信号を提供する。各受信機ユニット２２２は、送信機ユニット２５４により実行される
処理と相補的な処理を実行し、受信したシンボルストリームを提供する。ＲＸ空間プロセ
ッサ２４０は、Ｎap台の受信機ユニット２２２からのＮap個の受信したシンボルストリー
ム上で、受信機空間処理を実行し、Ｎup個の復元したアップリンクデータシンボルストリ
ームを提供する。チャネル相関マトリックス逆変換（ＣＣＭＩ）、最小平均二乗誤差（Ｍ
ＭＳＥ）、ソフト干渉消去（ＳＩＣ）、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機
空間処理が実行される。各復元したアップリンクデータシンボルストリームは、それぞれ
のユーザ端末により送信されたデータシンボルストリームの推定である。ＲＸデータプロ
セッサ２４２は、そのストリームに対して使用されているレートにしたがって、各復元し
たアップリンクデータシンボルストリームを処理して（例えば、復調して、デインターリ
ーブして、および、デコードして）、デコードしたデータを取得する。各ユーザ端末に対
するデコードしたデータを、記憶のためにデータシンク２４４に提供してもよく、および
／または、さらなる処理のために制御装置２３０に提供してもよい。
【００３８】
　ダウンリンク上では、アクセスポイント１１０において、ＴＸデータプロセッサ２１０
が、ダウンリンク送信に対してスケジュールされているＮdn個のユーザ端末に対するトラ
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フィックデータをデータソース２０８から受け取り、制御装置２３０から制御データを受
け取り、場合によっては、スケジューラ２３４から他のデータを受け取る。さまざまなタ
イプのデータが、異なるトランスポートチャネル上で送られてもよい。ＴＸデータプロセ
ッサ２１０は、そのユーザ端末に対して選択されているレートに基づいて、各ユーザ端末
に対するトラフィックデータを処理する（例えば、エンコードする、インターリーブする
、および、変調する）。ＴＸデータプロセッサ２１０は、Ｎdn個のユーザ端末に対するＮ

dn個のダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。ＴＸ空間プロセッサ２２０は
、Ｎdn個のダウンリンクデータシンボルストリーム上で（本開示で説明するようなプリコ
ーディングまたはビームフォーミング等の）空間処理を実行し、Ｎap本のアンテナに対し
てＮap個の送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット２２２は、それぞれの
送信シンボルストリームを受け取って処理し、ダウンリンク信号を発生させる。Ｎap台の
送信機ユニット２２２は、Ｎap本のアンテナ２２４からユーザ端末への送信に対して、Ｎ

ap個のダウンリンク信号を提供する。
【００３９】
　各ユーザ端末１２０において、Ｎut,m本のアンテナ２５２は、アクセスポイント１１０
からＮap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット２５４は、関係付けられて
いるアンテナ２５２からの受信信号を処理し、受信したシンボルストリームを提供する。
ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎut,m台の受信機ユニット２５４からのＮut,m個の受信し
たシンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末に対する復元したダウン
リンクデータシンボルストリームを提供する。ＣＣＭＩ、ＭＭＳＥ、または、他の何らか
の技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。ＲＸデータプロセッサ２７０は、復
元したダウンリンクデータシンボルストリームを処理して（例えば、復調して、デインタ
ーリーブして、および、デコードして）、ユーザ端末に対するデコードしたデータを取得
する。
【００４０】
　各ユーザ端末１２０において、チャネル推定器２７８は、ダウンリンクチャネル応答を
推定して、ダウンリンクチャネル推定を提供する。ダウンリンクチャネル推定は、チャネ
ル利得推定、ＳＮＲ推定、ノイズ分散等を含んでもよい。同様に、チャネル推定器２２８
は、アップリンクチャネル応答を推定して、アップリンクチャネル推定を提供する。各ユ
ーザ端末に対する制御装置２８０は、典型的に、そのユーザ端末に対するダウンリンクチ
ャネル応答マトリックスＨdn,mに基づいて、ユーザ端末に対する空間フィルタマトリック
スを導出する。制御装置２３０は、実効アップリンクチャネル応答マトリックスＨup,eff

に基づいて、アクセスポイントに対する空間フィルタマトリックスを導出する。各ユーザ
端末に対する制御装置２８０は、アクセスポイントにフィードバック情報（例えば、ダウ
ンリンクおよび／またはアップリンクの固有ベクトル、固有値、ＳＮＲ推定等）を送って
もよい。制御装置２３０および２８０はまた、アクセスポイント１１０およびユーザ端末
１２０におけるさまざまな処理ユニットの動作をそれぞれ制御する。
【００４１】
　例示的なプリアンブル構造
　図３は、本開示のある態様にしたがった、プリアンブル３００の例示的な構造を図示し
ている。プリアンブル３００は、例えば、図１において図示されているＭＩＭＯシステム
１００中で、アクセスポイント（ＡＰ）１１０からユーザ端末１２０に送信されてもよい
。
【００４２】
　プリアンブル３００は、全レガシー部分３０２（すなわち、ビームフォーミングされて
いない部分）と、プリコードされたＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ ＶＨＴ（超高スループッ
ト）部分３０４とを含んでもよい。全レガシー部分３０２は、レガシーショートトレーニ
ングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）３０６と、レガシーロングトレーニングフィールド３０８
と、レガシー信号（Ｌ－ＳＩＧ）フィールド３１０と、ＶＨＴ信号Ａ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－
Ａ）フィールド３１２、３１４に対する２つのＯＦＤＭシンボルとを含んでもよい。ＶＨ
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Ｔ－ＳＩＧ－Ａフィールド３１２、３１４（すなわち、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１およびＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ａ２）は、全方向に送信されてもよく、ＳＴＡの組み合わせ（組）に対する
、空間ストリームの数の割り振りを示してもよい。
【００４３】
　プリコードされたＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ ＶＨＴ部分３０４は、ＶＨＴショートト
レーニングフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）３１８と、ＶＨＴロングトレーニングフィール
ド１（ＶＨＴ－ＬＴＦ１）３２０と、潜在的に他のＶＨＴロングトレーニングフィールド
（ＶＨＴ－ＬＴＦ）３２２と、ＶＨＴ信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィールド３２４と
、データ部分３２６とを含んでもよい。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、１つの
ＯＦＤＭシンボルを含んでもよく、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、プリコード
／ビームフォーミングされて、送信されてもよい。
【００４４】
　図１からのシステム１００のような、次世代ＷＬＡＮでは、ダウンリンク（ＤＬ）マル
チユーザ（ＭＵ）ＭＩＭＯ送信は、ネットワーク全体のスループットを増加させるための
将来有望な技術を表してもよい。ロバストＭＵ－ＭＩＭＯ受信は、ＡＰが、すべてのサポ
ートしているＳＴＡに、すべてのＶＨＴ－ＬＴＦ３２２を送信することを伴ってもよい。
ＶＨＴ－ＬＴＦ３２２により、ＡＰのすべてのアンテナからＳＴＡのアンテナへのＭＩＭ
Ｏチャネルを各ＳＴＡが推定することが可能になってもよい。ＳＴＡは、推定したチャネ
ルを利用して、他のＳＴＡに対応するＭＵ－ＭＩＭＯストリームからの実効干渉ヌリング
を実行してもよい。ロバストな干渉消去を実行するために、各ＳＴＡは、どの空間ストリ
ームがそのＳＴＡに属するかを、および、どの空間ストリームが他のユーザに属するかを
知るように期待されてもよい。
【００４５】
　ＤＬ ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の大抵の態様では、アクセスポイントから複数のユーザ局（
ＳＴＡ）に送信されるプリアンブルのビームフォーミングされていない部分が、空間スト
リーム割り振りフィールドを搬送してもよく、空間ストリーム割り振りフィールドは、Ｓ
ＴＡに対する空間ストリームの割り振りを示す。この割り振り情報をＳＴＡ側において構
文解析するために、各ＳＴＡは、ＭＵ送信を受信するようにスケジュールされている複数
のＳＴＡからのＳＴＡの組中でのその順序またはＳＴＡ番号を知る必要があることがある
。これは、グループの形成を必要とすることがあり、ここで、ある態様に対して、プリア
ンブル中のグループ識別子（グループＩＤ）フィールド３１６が、所定のＭＵ－ＭＩＭＯ
送信で送信されるＳＴＡの組（およびそれらの順序）を、サポートされているすべてのＳ
ＴＡに伝えてもよい。他の態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールド３１２、３１４
内（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１中のビット４～９）のような、プリアンブル３００中
の別のフィールドの一部として、グループＩＤが示されてもよい。
【００４６】
　図４は、図３中のパケットのＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４およびデータ部分３
２６の例示的な構造をさらに詳細に図示している。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４
は、物理レイヤコンバージェンスプロトコル（ＰＬＣＰ）サービスデータユニット（ＰＳ
ＤＵ）中の有効なデータの長さ（例えば、データ部分３２６中の有効なデータの長さ）を
示してもよい。マルチユーザ適用のような、ある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィ
ールド３２４は、ユーザ固有の情報（例えば、変調およびコーディングレート）を含んで
もよく、異なるＳＴＡに対して空間的に多重化されてもよい。そのため、ＶＨＴ－ＳＩＧ
－Ｂフィールド３２４は、多数の情報ビット４０２に続いて、多数のテールビット４０４
を含んでもよい。例えば、２０ＭＨｚチャネルに対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド
３２４は、２６ビットを含んでもよく、２６ビットは、２０個の情報ビットと、６個のテ
ールビットとに分割されてもよい。マルチユーザ適用に対して、２０個の情報ビットは、
（データ部分中の有効なデータの長さを示す）１６ビットの長さフィールドと、４ビット
の変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）インデックスとを含んでもよい。単一ユー
ザ適用に対して、２０個の情報ビットは、１７ビットの長さフィールドと、３個の予約さ
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れたビットとを含んでもよい。
【００４７】
　データ部分３２６は、サービスフィールド４０６と、ＶＨＴ集約ＭＡＣプロトコルデー
タユニット（ＶＨＴ－ＡＭＰＤＵ）４０８とを含んでもよい。ある態様に対して、サービ
スフィールド４０６は、２バイト（すなわち、１６ビット）を含んでもよい。データ部分
をスクランブルするスクランブラの初期化のために使用されるとき、サービスフィールド
４０６は、スクランブラ４１０と、多数の予約ビット４１１と、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィ
ールド３２４に対する巡回冗長検査（ＣＲＣ）４１２とを含んでもよい。ある態様に対し
て、図４において示されているように、１個の予約ビット４１１を残して、スクランブラ
４１０が７ビットを含んでもよく、ＣＲＣ４１２が８ビットを含んでもよい。
【００４８】
　例示的なＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのフォーマット
　先に説明したように、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、すべてのターゲットＳ
ＴＡへのＳＤＭＡ送信のために使用されるパラメータ値を含んでもよい。ＶＨＴ－ＳＩＧ
－Ｂフィールド３２４は、変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）インデックス値、
チャネルの帯域幅、および／または、空間ストリームの数を示す値のような、個別のＳＴ
Ａにしたがって異なって設定されてもよいパラメータ値に関する情報を含んでもよい。Ｖ
ＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４に対する多数の適用または目的が規定されているが、
いくつかの未解決の問題が、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのフォーマットに関して残っ
ている。これらの問題は、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド内の、サブキャリアの数と、パ
イロットマッピングと、ガードインターバルと、持続時間（または長さ）フィールドとを
含む。ある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、４００ｎｓの短ガー
ドインターバル（ＧＩ）とは対照的に、８００ｎｓであってもよい長ＧＩを常に使用して
もよい。残りの問題は、以下で詳細に説明する。
【００４９】
　サブキャリアの数
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４に対するサブキャリアの数を選ぶために、少なく
とも２つのオプションが利用可能である。ある態様に対して、サブキャリアの数は、ＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ａフィールド３１２のサブキャリアの数に等しくてもよい一方で、他の態様
に対して、サブキャリアの数は、ＶＨＴデータ部分３２６に対して使用されるサブキャリ
アの数に等しくてもよい。
【００５０】
　第１のオプションでは、すべての２０ＭＨｚサブチャネル中のサブキャリアは、まさに
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールド３１２のように複製されてもよい。しかしながら、ＶＨＴ
－ＳＩＧ－Ｂに対するパイロットマッピングは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａパイロットマッピン
グを使用するのではなく、データ部分３２６に対するパイロットマッピングと同じであっ
てもよい。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ総電力をＶＨＴ－ＬＴＦ総電力に等しく維持するために、
電力スケーリングが適用されてもよい。しかしながら、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３
２４のトーン当たりの電力は、ＶＨＴ－ＬＴＦフィールド３２０、３２２のトーン当たり
の電力と異なってもよい。これは、グリーンフィールド（ＧＦ）パケット中のＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドに類似してもよい。ＶＨＴ
－ＳＩＧ－Ｂ中のサブキャリアの数が、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａのサブキャリアの数に等しい
場合、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、２０ＭＨｚモードにおいて２４ビットを含んで
もよい。
【００５１】
　第２のオプションにしたがうと、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ中のサブキャリア（すなわち、ト
ーン）の数は、ＶＨＴ－ＤＡＴＡ（すなわち、データ部分３２６）に対して使用されるサ
ブキャリアの数に等しくてもよい。このケースでは、パイロットマッピングおよび電力ス
ケーリングもまた、データ部分３２６と同じであってもよい。ある態様に対して、このこ
とが意味するのは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、２０ＭＨｚチャネルに対し
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て利用可能な６４本のサブキャリアを有することがあるが、データ部分３２６と同様に５
６本のサブキャリアのみを使用してもよいということである。これらの５６本のサブキャ
リアのうち、４本のサブキャリアをパイロットのために使用してもよい。ＶＨＴ－ＳＩＧ
－Ｂ中のサブキャリアの数が、ＶＨＴ－ＤＡＴＡのサブキャリアの数に等しい場合、ＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、２０ＭＨｚモードにおいて２６ビットを含んでもよ
い。
【００５２】
　送信される前に、これらの２６個のプリコードされたビットが、変調およびエンコード
され、これにより、異なる数のビットが実際には送信される。例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－
Ｂフィールド３２４中の２６個のプリコードされたビットは、レート＝１／２の畳み込み
エンコーディングとともに２相位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）を使用して、変調およ
びエンコードされて、送信するために実際に処理される５２個のコーディングビットが形
成されてもよい。しかしながら、異なる変調およびコーディングスキームを使用してもよ
いことから、本説明中のここより後の“ビット”という用語は、主として、変調およびコ
ーディングの前の、さまざまなフィールド中のプリコードされたビットの数のことを指す
だろう。
【００５３】
　図５は、本開示のある態様にしたがった、フレームのプリアンブル部分においてフィー
ルドを有し、フレームのフィールドとデータ部分とが同じ数のサブキャリアを有するフレ
ームを送信するためにアクセスポイント（ＡＰ）において実行されてもよい例示的な動作
５００を説明している。動作５００は、プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレー
ム（すなわち、パケット）を発生させることにより、５０２において開始してもよい。プ
リアンブル部分は、図３のプリアンブル３００のすべてまたは任意の部分を含んでもよく
、データ部分は、図３のデータ部分３２６であってもよい。プリアンブル部分は、データ
部分中の有効なデータの長さを示すフィールド（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド
３２４）を含んでもよい。フィールドとデータ部分の双方が、同じ数のサブキャリア（例
えば、２０ＭＨｚチャネルに対して５６本のサブキャリア、４０ＭＨｚチャネルに対して
１１４本のサブキャリア、８０ＭＨｚチャネルに対して２４２本のサブキャリア、または
、１６０ＭＨｚチャネルに対して４８４本のサブキャリア）を使用してもよい。５０４に
おいて、ＡＰは、発生させたフレームを送信してもよい。
【００５４】
　図６は、本開示のある態様にしたがった、フレームのプリアンブル部分においてフィー
ルドを有し、フレームのフィールドとデータ部分とが同じ数のサブキャリアを有するフレ
ームを受信するために局（ＳＴＡ）において実行されてもよい例示的な動作６００を説明
している。動作６００は、プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信する
ことにより、６０２において開始してもよい。プリアンブル部分は、図３のプリアンブル
３００のすべてまたは任意の部分を含んでもよく、データ部分は、図３のデータ部分３２
６であってもよい。プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィ
ールド（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４）を含んでもよい。フィールドと
データ部分の双方が、同じ数のサブキャリア（例えば、２０ＭＨｚチャネルに対して５６
本のサブキャリア、４０ＭＨｚチャネルに対して１１４本のサブキャリア、８０ＭＨｚチ
ャネルに対して２４２本のサブキャリア、または、１６０ＭＨｚチャネルに対して４８４
本のサブキャリア）を使用する。６０４において、ＳＴＡは、フィールドに基づいて、デ
ータ部分をデコードしてもよい。ＳＴＡは、フィールドにしたがった有効なデータの長さ
に基づいて、有効なデータの終わりに達した後、データ部分をデコードするのを止めても
よい。
【００５５】
　ある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４中のビットのブロックは、４
０ＭＨｚモード、８０ＭＨｚモード、および、１６０ＭＨｚモードのような、より広い帯
域幅に対して、何回か、繰り返されてもよく、または、コピーされてもよい。このビット
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の繰り返しは、情報ビットおよびテールビットの双方を含んでもよい。２０ＭＨｚよりも
広いチャネル帯域幅に対する任意の追加ビットは、予約ビットとして示されてもよい。あ
る態様に対して、ビットのブロック中の任意の予約ビットもまた、繰り返されてもよい。
より広いチャネル帯域幅に対してビットを繰り返すことは、受信機が、（例えば、テール
ビットの繰り返しによって）繰り返されているソフト値の平均化により、処理利得を達成
するための簡単な方法を提供する。
【００５６】
　図７は、本開示のある態様にしたがった、プリアンブル部分のフィールド中のビットが
チャネル帯域幅に基づいて繰り返されているフレームを送信するためにアクセスポイント
１１０において実行されてもよい例示的な動作７００を説明している。動作７００は、プ
リアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを発生させることにより、７０２におい
て開始してもよい。プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィ
ールド（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４）を含んでもよい。７０４におい
て、ＡＰは、ワイヤレスチャネルのような、チャネルを介して、発生させたフレームを送
信してもよい。チャネルの帯域幅は、例えば、おおよそ２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０Ｍ
Ｈｚ、または、１６０ＭＨｚであってもよい。７０２におけるフレームの発生は、７０４
におけるフレームの送信のためにチャネルの帯域幅を決定することと、決定した帯域幅に
基づいて、ビットのブロックを発生させることと、フレーム中にフィールドを発生させる
ために、決定した帯域幅にしたがった回数、ビットのブロックを繰り返すこととを含んで
もよい。
【００５７】
　図８は、本開示のある態様にしたがった、プリアンブル部分のフィールド中のビットが
チャネル帯域幅に基づいて繰り返されているフレームを受信するためにＳＴＡにおいて実
行されてもよい例示的な動作８００を説明している。動作８００は、先に説明したような
プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレームを受信することにより、８０２におい
て開始してもよい。プリアンブル部分は、データ部分中の有効なデータの長さを示すフィ
ールド（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４）を含んでもよい。フィールドは
、ブロックのうちの１つのブロックのビットが、ブロックのそれぞれにおいて繰り返され
ているような、複数の複製されたビットのブロックを含んでもよい。８０４において、Ｓ
ＴＡは、フィールドに基づいて、データ部分をデコードしてもよい。ＳＴＡは、フィール
ドにしたがった有効なデータの長さに基づいて、有効なデータの終わりに達した後、デー
タ部分をデコードするのを止めてもよい。
【００５８】
　図９は、本開示のある態様にしたがった、チャネル帯域幅にしたがって繰り返されてい
るビットを持つＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドの例示的な構造を図示している。先に説明
したように、２０ＭＨｚモードに対するＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４（すなわち
、２０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４20）は、２０個の情報ビット４０２
に続いて、６個のテールビット４０４を含んでもよい。
【００５９】
　４０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４40は、２回繰り返されているビット
のブロックを含んでもよい。４０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４40中のビ
ットの各ブロックは、ブロック中の総数２７ビットに対して、２０個の情報ビットと、単
一の予約ビット９０２と、６個のテールビットとを含んでもよい。２７ビットのブロック
を２回繰り返すことにより、４０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４40は、総
数５４ビットを含む。
【００６０】
　同様に、８０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４80は、４回繰り返されてい
るビットのブロックを含んでもよい。８０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４8

0中のビットの各ブロックは、ブロック中の総数２９ビットに対して、２０個の情報ビッ
トと、３個の予約ビット９０４のブロックと、６個のテールビットとを含んでもよい。２
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９ビットのブロックを４回繰り返し、フィールドの終わりに単一の予約ビット９０６を追
加することによって、８０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４80は、総数１１
７ビット（または、予約ビット９０６のない、少なくとも１１６ビット）を含んでもよい
。
【００６１】
　同様に、１６０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４160は、８回繰り返されて
いるビットのブロックを含んでもよい。１６０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３
２４160中のビットの各ブロックは、８０ＭＨｚモード中におけるのと同じビットのブロ
ックである、ブロック中の総数２９ビットに対して、２０個の情報ビットと、３個の予約
ビット９０４のブロックと、６個のテールビットとを含んでもよい。２９ビットのブロッ
クを８回繰り返し、フィールドの終わりに２個の予約ビット９０８を追加することによっ
て、１６０ＭＨｚ ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４160は、総数２３４ビット（また
は、２個の予約ビット９０８のない、少なくとも２３２ビット）を含んでもよい。
【００６２】
　パイロットマッピング
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４のパイロットマッピングは、現在、未解決の問題
である。ある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、単一のストリーム
のパイロットを使用してもよい。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、データ部分（
すなわち、ＤＡＴＡシンボル）中で使用されるものと同じパイロットを使用してもよく、
ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂに対してＤＡＴＡシンボル番号０を使用してもよい。これは、（例え
ば、スクランブルするために、ゼロ位相シフトを使用するために）第１のＤＡＴＡシンボ
ルおよびＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂの双方が、ＤＡＴＡシンボル番号０を使用することを意味す
る。パイロットスクランブリングシーケンスは、Ｌ－ＳＩＧフィールド３１０において、
値０によって開始してもよく、そのため、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４は、パイ
ロットシーケンス番号３（パイロットスクランブリングパターンが、ＶＨＴ－ＳＴＦシン
ボルおよびＶＨＴ－ＬＴＦシンボルに適用されないと仮定すると、Ｌ－ＳＩＧ、ＶＨＴ－
ＳＩＧ－Ａ１、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ２、そして、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）を有してもよい。
【００６３】
　長さフィールド
　有効なデータの長さを示す、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド中のフィールド（または、
より適切には、サブフィールド）もまた、未解決の問題として残っている。この長さ（ま
たは、持続時間）フィールドは、ＳＴＡ当たりのベース（すなわち、ユーザ当たりの長さ
）で表されてもよい。このようなユーザ当たりの長さでは、いったん、ユーザ当たりの長
さに達すると、デコーディングを止めることによって、電力セービングが達成されてもよ
い。ユーザ当たりの長さはまた、集約ＭＡＣプロトコルデータユニット（Ａ－ＭＰＤＵ）
制限を除去してもよく、ＭＡＣフレームパディングではなく、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎに
おけるような物理レイヤ（ＰＨＹ）パディングの使用を可能にしてもよい。
【００６４】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４に対するいくつかの初期の提案は、１０ビットの
ユーザ当たりのシンボル持続時間フィールドを有していた。１０ビットのユーザ当たりの
シンボル持続時間フィールドは、長ＧＩのために、４ｍｓを超える最大パケット持続時間
をカバーしていた。これらの初期の提案のための２６ビットのＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィー
ルド中の他のフィールドは、４ビットのＭＣＳインデックスと、４ビットのＣＲＣ（現在
はサービスフィールド４０６に移動している）と、６個のテールビットと、１個の集約ビ
ットと、１個のコーディングビットとを含んでいた。しかしながら、１０ビットの持続時
間フィールドは、シンボル当たりの最大数のバイトに対して十分に長くないかもしれない
。例えば、２５６ＱＡＭおよび５／６のコーディングレートによって変調された、１６０
ＭＨｚの最高レートモードは、シンボル当たり３１２０バイトを必要とし、これは、少な
くとも１２ビット（２12＝４０９６）を示す。したがって、１つのオプションは、サービ
スフィールド４０６を使用して、データ部分３２６中の有効なデータの長さを示すことで
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ある。
【００６５】
　例示的なサービスフィールドのフォーマット
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４ではなく、サービスフィールド４０６を使用して
、データ部分３２６中の有効なデータの長さを示すためのさまざまなオプションを、以下
に提示する。
【００６６】
　第１のオプションのようなある態様に対して、サービスフィールド４０６は、２バイト
のデータフィールドとして残っている。１６ビットのうち、１２ビットを使用して、有効
なデータの長さを示してもよく、スクランブラの初期化のために４ビットを使用してもよ
い。スクランブラが７ビットを使用することから、最後の３ビットは、常に、すべてゼロ
のような、ある値であるように、指定されてもよい。サービスフィールド４０６の４個の
スクランブラ初期化ビットは、３個の固定ビットと組み合わされて、スクランブラの初期
化パターンが形成されてもよい。これは、１５個の異なるスクランブリングパターンを残
し、これで十分である。
【００６７】
　第２のオプションのような他の態様に対して、サービスフィールドが、３バイト（２４
ビット）に拡張されてもよい。３バイトでは、サービスフィールド４０６は、スクランブ
ラの初期化のための７ビットと、最後のシンボル中のバイトの数を表すための（すなわち
、有効なデータの長さを示すための）１２ビットと、４ビットのＣＲＣと、１個の予約ビ
ットとを含んでもよい。
【００６８】
　第３のオプションのような他の態様に対して、サービスフィールド４０６は、３バイト
に拡張されてもよい。２４ビットでは、サービスフィールドは、スクランブラの初期化の
ための７ビットと、バイトの総数を表すための（すなわち、有効なデータの長さを示すた
めの）１７ビットとを含んでもよい。このケースでは、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３
２４が、プリアンブル中で使用される必要も、プリアンブル中に含まれる必要もない。
【００６９】
　第４のオプションのような他の態様に対して、サービスフィールド４０６は、４バイト
（３２ビット）に拡張されてもよい。４バイトでは、サービスフィールドは、スクランブ
ラの初期化のための６ビット（７番目のビットは、常に０のような固定値であると理解さ
れる）と、バイトの総数を表すための（すなわち、有効なデータの長さを示すための）１
８ビットと、８ビットのＣＲＣとを含んでもよい。
【００７０】
　第５のオプションのような他の態様に対して、サービスフィールドは、４バイトに拡張
されてもよい。３２ビットでは、サービスフィールド４０６は、スクランブラの初期化の
ための４ビット（最後の３個のビットは、常に０００のような固定値であると理解される
）と、バイトの総数を表すための（すなわち、有効なデータの長さを示すための）２０ビ
ットと、８ビットのＣＲＣとを含んでもよい。
【００７１】
　例示的な２４ビットのＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドのフォーマット
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールド３２４が、２０ＭＨｚモードでは２４ビットを含んでい
る場合に（例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ中のサブキャリアの数が、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａの
サブキャリアの数に等しいときに）、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂに対するさまざまな適切なフォ
ーマットがある。例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドは、総数２４ビットに対して、
有効なデータの長さを示す９ビットの持続時間フィールドと、４ビットのＭＣＳインデッ
クスと、４ビットのＣＲＣと、６個のテールビットと、１個のコーディングビットとを含
んでもよい。しかしながら、先に説明したように、９ビットの持続時間フィールドは、シ
ンボルの数として有効なデータの長さを表すには短すぎる。
【００７２】
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　したがって、１つのオプションは、９ビットの持続時間フィールドを使用して、５１２
バイトのブロックの数を表すことである。これは、以下のものに等しい。
【数１】

【００７３】
ここで、Ｌは、バイトでの長さであり、以下のものは天井関数である。
【数２】

【００７４】
これに合わせて、サービスフィールド４０６中の９ビットを使用して、２４ビットのＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ｂフィールドによって表わされている、１～５１２バイトの、最後のブロッ
ク中のバイトの数を示してもよい。サービスフィールドのビットは、以下のいずれかをシ
グナリングしてもよい。
【数３】

【００７５】
（すなわち、最後のブロック中の欠落したバイトの数）、または、

【数４】

【００７６】
（すなわち、最後のブロック中のバイトの数であり、ここで、以下のものは床関数である
。）

【数５】

【００７７】
　以前の例は、ユーザ当たりの総長が１８ビット（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂフィールドからの
９ビットと、サービスフィールド４０６からの９ビット）までであってもよいことを仮定
していた。しかしながら、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ中の長さサブフィールドに対して１０ビッ
トが利用可能である場合に（例えば、コーディングビットが使用されない場合に）、ＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ－Ｂ長さサブフィールドは、以下のものをシグナリングしてもよい。
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【数６】

【００７８】
これに合わせて、サービスフィールド中の８ビットを使用して、最後のブロック中のバイ
トの数を示してもよい。最後のブロック中のバイトの数は、以下のように示される。

【数７】

【００７９】
他の態様に対して、１６ビットの長さフィールドのみが所望されている場合に、ＶＨＴ－
ＳＩＧ－Ｂ長さサブフィールドは、８ビットのみを使用して、以下のものをシグナリング
してもよい。

【数８】

【００８０】
このケースでは、サービスフィールド４０６中の８ビットを使用して、最後のブロック中
のバイトの数を示してもよい。最後のブロック中のバイトの数は、以下のように示される
。
【数９】

【００８１】
　対応する機能を実行することが可能な何らかの適切な手段により、先に説明した方法の
さまざまな動作を実行してもよい。手段は、これらに限定されないが、回路、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、または、プロセッサを含む、さまざまなハードウェアならびに
／あるいはソフトウェアのコンポーネントおよび／またはモジュールを含んでもよい。一
般的に、図面中で図示されている動作がある場合に、これらの動作は、類似するナンバリ
ングを持つ、対応する相当のミーンズプラスファンクションコンポーネントを有していて
もよい。例えば、図５において説明されている動作５００は、図５Ａにおいて説明されて
いる手段５００Ａに対応している。
【００８２】
　例示的な手段として、送信する手段は、図２において図示されているアクセスポイント
１１０の送信機２２２のような、トランシーバまたは送信機を含んでもよい。受信する手
段は、図２において描写されているユーザ端末１２０の受信機ユニット２５４のような、
トランシーバまたは受信機を含んでもよい。発生させる手段、処理する手段、または、決
定する手段は、図２において図示されているアクセスポイント１１０のＴＸデータプロセ
ッサ２１０、スケジューラ２３４、および／または、制御装置２３０のような、１つ以上
のプロセッサを含んでもよい、処理システムを含んでもよい。デコードする手段、処理す
る手段、または、決定する手段は、図２において図示されているユーザ端末１２０のＲＸ
データプロセッサ２７０、および／または、制御装置２８０のような、１つ以上のプロセ
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ッサを含んでもよい、処理システムを含んでもよい。
【００８３】
　ここで使用したような、“決定する”という用語は、幅広いさまざまなアクションを含
んでいる。例えば、“決定する”は、算出する、計算する、処理する、導出する、調べる
、検索する（例えば、表、データベース、または、別のデータ構造中で検索する）、確認
する、および、これらに類するものを含んでもよい。また、“決定する”は、受信する（
例えば、情報を受信する）、アクセスする（例えば、メモリ中のデータにアクセスする）
、および、これらに類するものを含んでもよい。さらに、“決定する”は、解決する、選
択する、選ぶ、確立する、および、これらに類するものを含んでもよい。
【００８４】
　ここで使用したような、アイテムのリスト“のうちの少なくとも１つ”を指すフレーズ
は、単一のメンバーを含む、これらのアイテムの何らかの組み合わせのことを指す。例と
して、“ａ、ｂ、または、ｃのうちの少なくとも１つ”は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ
、ｂ－ｃ、および、ａ－ｂ－ｃをカバーすることを意図している。
【００８５】
　本開示に関連して説明した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュールおよび回路
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラム可能
論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリー
トハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで説明した機能を実行するために設計さ
れたこれらの何らかの組み合わせで、実現あるいは実行されてもよい。汎用プロセッサは
、マイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの商
業的に入手可能なプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械であって
もよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、
ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備
えた１つ以上のマイクロプロセッサ、あるいは、このようなコンフィギュレーションの他
の何らかのものとして実現されてもよい。
【００８６】
　本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェア
で、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、２つの組み合わ
せで、具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、技術的に知られている何らかの
形態の記憶媒体中に存在していてもよい。使用してもよい記憶媒体のいくつかの例は、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ
、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リ
ムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等を含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令ま
たは多くの命令を含んでもよく、いくつかの異なるコードセグメントを通して、異なるプ
ログラム間で、および、複数の記憶媒体にわたって、分散されてもよい。記憶媒体は、プ
ロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように
、プロセッサに結合されていてもよい。代替実施形態では、記憶媒体は、プロセッサに一
体化していてもよい。
【００８７】
　ここで開示した方法は、説明した方法を達成するための１つ以上のステップまたはアク
ションを含む。方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱す
ることなく、互いに交換可能であってもよい。言い換えると、ステップまたはアクション
の特定の順序が特定されていない限り、特定のステップおよび／またはアクションの順序
ならびに／あるいは使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく、修正されてもよい。
【００８８】
　説明した機能は、ハードウェアで、ソフトウェアで、ファームウェアで、または、これ
らの何らかの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェアで実現された場合、例示的な
ハードウェアコンフィギュレーションは、ワイヤレスノード中の処理システムを含んでも
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よい。処理システムは、バスアーキテクチャによって実現されてもよい。バスは、処理シ
ステムの特定の応用および設計全体の制約に依存して、任意の数の相互接続するバスおよ
びブリッジを含んでもよい。バスは、プロセッサ、機械読取可能媒体、および、バスイン
ターフェースを含むさまざまな回路を共にリンクしてもよい。バスインターフェースを使
用して、バスを介して、とりわけ、ネットワークアダプタを、処理システムに接続しても
よい。ネットワークアダプタを使用して、ＰＨＹレイヤの信号処理機能を実現してもよい
。ユーザ端末１２０のケースでは（図１参照）、ユーザインターフェース（例えば、キー
パッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティック等）もまた、バスに接続されてもよい
。バスは、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路、および、こ
れらに類するもののような、他のさまざまな回路もリンクしてもよいが、これらは、技術
的によく知られているため、これ以上説明しない。
【００８９】
　プロセッサ１０４は、バスの管理と、機械読取可能媒体上に記憶されているソフトウェ
アの実行を含む汎用処理とを担っていてもよい。プロセッサは、１つ以上の汎用プロセッ
サおよび／または特殊目的プロセッサによって実現されてもよい。例は、マイクロプロセ
ッサ、マイクロ制御装置、ＤＳＰプロセッサ、および、ソフトウェアを実行できる他の回
路を含む。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェ
ア記述言語、または、その他のものと呼ばれるか否かにかかわらず、ソフトウェアは、命
令、データ、または、これらの何らかの組み合わせを意味するように広く解釈すべきであ
る。機械読取可能媒体は、一例として、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、フラッシュ
メモリ、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ）、ＰＲＯＭ（プログラム可能リードオンリーメ
モリ）、ＥＰＲＯＭ（消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（
（登録商標、電気的に消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ）、レジスタ、磁気
ディスク、光ディスク、ハードドライブ、または、他の何らかの適切な記憶媒体、あるい
は、これらの何らかの組み合わせを含んでもよい。機械読取可能媒体は、コンピュータプ
ログラムプロダクト中で具現化されてもよい。コンピュータプログラムプロダクトは、パ
ッケージングマテリアルを含んでもよい。
【００９０】
　ハードウェア構成では、機械読取可能媒体は、プロセッサから分離された処理システム
の一部であってもよい。しかしながら、当業者が容易に正しく認識するように、機械読取
可能媒体またはその何らかの一部は、処理システムの外部にあってもよい。一例として、
機械読取可能媒体は、伝送路、データによって変調された搬送波、および／または、ワイ
ヤレスノードから分離されたコンピュータプロダクトを含んでもよく、バスインターフェ
ースを通してプロセッサによってこれらすべてにアクセスしてもよい。代替的に、または
、加えて、機械読取可能媒体またはその一部が、プロセッサ中に統合されてもよく、例え
ば、キャッシュおよび／または汎用レジスタファイルがそうである。
【００９１】
　処理システムは、プロセッサ機能性を提供する１つ以上のマイクロプロセッサと、機械
読取可能媒体の少なくとも一部を提供する外部メモリとを持ち、すべてが外部バスアーキ
テクチャを通して他の支援回路と共にリンクされている、汎用処理システムとして構成さ
れてもよい。代替的に、処理システムは、プロセッサと、バスインターフェースと、（ア
クセス端末のケースでは）ユーザ端末と、支援回路と、単一のチップ中に統合されている
機械読取可能媒体の少なくとも一部とを持つＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）によって
実現されてもよく、あるいは、１つ以上のＦＰＧＡ（フィールドプログラム可能ゲートア
レイ）、ＰＬＤ（プログラム可能論理デバイス）、制御装置、状態機械、ゲート論理、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、または、他の何らかの適切な回路、もしくは
、本開示全体を通して説明したさまざまな機能性を実行できる回路の何らかの組み合わせ
によって、実現されてもよい。当業者は、特定の応用およびシステム全体に課せられた設
計全体の制約に依存して、処理システムに対する説明した機能性を実現するための最良の
方法を認識するだろう。
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【００９２】
　機械読取可能媒体は、多数のソフトウェアモジュールを含んでもよい。ソフトウェアモ
ジュールは、プロセッサによって実行されるときに、さまざまな機能を処理システムに実
行させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールおよび受信モジュール
を含んでもよい。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス中に存在してもよく
、または、複数の記憶デバイスにわたって分散されていてもよい。一例として、ソフトウ
ェアモジュールは、トリガイベントが起こったときに、ハードドライブからＲＡＭにロー
ドされてもよい。ソフトウェアモジュールの実行の間、プロセッサは、アクセススピード
を増加させるために、命令のうちのいくつかをキャッシュにロードしてもよい。その後、
１つ以上のキャッシュラインが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファイルに
ロードされてもよい。以下のソフトウェアモジュールの機能性に言及するときに、このよ
うな機能性は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行するときにプロセッサによ
って実現されることが理解されるだろう。
【００９３】
　ソフトウェアで実現される場合に、機能は、１つ以上の命令またはコードとして、コン
ピュータ読取可能媒体上に記憶されてもよく、あるいは、１つ以上の命令またはコードと
して、コンピュータ読取可能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読取可能媒体は、
１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何らかの媒体を含
むコンピュータ記憶媒体および通信媒体の双方を含む。記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセスできる何らかの利用可能な媒体であってもよい。一例として、これらに限定さ
れないが、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標）、ＣＤ－ＲＯＭ、または、他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、あ
るいは、コンピュータによってアクセスでき、命令またはデータ構造の形態で、所望のプ
ログラムコードを搬送または記憶するために使用できる他の何らかの媒体を含むことがで
きる。また、あらゆる接続は、コンピュータ読取可能媒体と適切に呼ばれる。例えば、同
軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、赤
外線（ＩＲ）、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用しているウェブサ
イト、サーバ、または、他の遠隔ソースから、ソフトウェアが送信される場合には、同軸
ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、ＤＳＬ、あるいは、赤外線、無線、およびマイ
クロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用したようなディス
ク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク（登録
商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク、および、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含むが、一般的に、ディスク（ｄｉｓ
ｋ）は、データを磁気的に再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）はデータをレーザによ
って光学的に再生する。したがって、ある態様では、コンピュータ読取可能媒体は、一時
的でないコンピュータ読取可能媒体（例えば、有体的媒体）を含んでもよい。加えて、他
の態様に対して、コンピュータ読取可能媒体は、一時的なコンピュータ読取可能媒体（例
えば、信号）を含んでもよい。先のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読取可
能媒体の範囲内に含められるべきである。
【００９４】
　したがって、ある態様は、ここで提示した動作を実行するためのコンピュータプログラ
ムプロダクトを含んでもよい。例えば、このようなコンピュータプログラムプロダクトは
、その上に命令を記憶（および／または、エンコード）させるコンピュータ読取可能媒体
を具備してもよく、命令は、ここで説明した動作を実行するために１つ以上のプロセッサ
によって実行可能である。ある態様に対して、コンピュータプログラムプロダクトは、パ
ッケージングマテリアルを含んでもよい。
【００９５】
　さらに、モジュールおよび／またはここで説明した方法および技術を実行する他の適切
な手段を、ユーザ端末および／または基地局によって、適宜、ダウンロードできるか、お
よび／または、そうでなければ取得できる。例えば、ここで説明した方法を実行する手段
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の転送を促進するために、このようなデバイスをサーバに結合できる。代替的に、デバイ
スに記憶装置手段を結合するときに、または、デバイスに記憶装置手段を提供するときに
、ユーザ端末および／または基地局がさまざまな方法を取得できるように、ここで説明し
たさまざまな方法は、記憶装置手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）またはフロッピーディスクのような物理記憶媒体等）を介して提供できる。さらに、
ここで説明した方法および技術をデバイスに提供するための他の何らかの適切な技術を利
用できる。
【００９６】
　特許請求の範囲は、先に示したまさにそのコンフィギュレーションおよびコンポーネン
トに限定されるものではないことを理解すべきである。さまざまな修正、変更、および、
バリエーションが、先に説明した方法ならびに装置の構成、運用、および、詳細において
、特許請求の範囲から逸脱することなく行われてもよい。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　ワイヤレス通信の方法において、プリアンブル部分とデータ部分とを有するフレ
ームを発生させることと、前記発生させたフレームを送信することとを含み、前記プリア
ンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、前記フ
ィールドと前記データ部分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する方法。
［２］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィールド
を含む［１］記載の方法。
［３］　前記送信することは、チャネルを通して前記フレームを送信することを含み、前
記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個のプリコ
ードされたビットを含む［１］記載の方法。
［４］　前記送信することは、チャネルを通して前記フレームを送信することを含み、前
記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個のブロック
を含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返されている［３
］記載の方法。
［５］　前記送信することは、チャネルを通して前記フレームを送信することを含み、前
記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６である
［１］記載の方法。
［６］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して、
４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［５］記載の方
法。
［７］　前記送信することは、チャネルを通して前記フレームを送信することを含み、前
記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は１１４であ
る［１］記載の方法。
［８］　前記発生させることは、前記送信のためにチャネルの帯域幅を決定することと、
前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生させることと、前記フレーム中
に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅にしたがった回数、前記ビッ
トのブロックを繰り返すこととを含む［１］記載の方法。
［９］　前記決定した帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記ビットのブロックは
、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、少
なくとも２３２個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを８回
繰り返すことを含む［８］記載の方法。
［１０］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１］記載の方法。
［１１］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［１］記載の方法。
［１２］ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有す
るフレームを発生させるように構成されている処理システムと、前記発生させたフレーム



(24) JP 6151293 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

を送信するように構成されている送信機とを具備し、前記プリアンブル部分は、前記デー
タ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、前記フィールドと前記データ部
分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する装置。
［１３］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［１２］記載の装置。
［１４］　前記送信機は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個の
プリコードされたビットを含む［１２］記載の装置。
［１５］　前記送信機は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個のブ
ロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返されてい
る［１４］記載の装置。
［１６］　前記送信機は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６
である［１２］記載の装置。
［１７］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［１６］記載
の装置。
［１８］　前記送信機は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は１１
４である［１２］記載の装置。
［１９］　前記処理システムは、前記フレームを送信するために、前記送信機に対するチ
ャネルの帯域幅を決定することと、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを
発生させることと、前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した
帯域幅にしたがった回数、前記ビットのブロックを繰り返すこととにより、前記フレーム
を発生させるように構成されている［１２］記載の装置。
［２０］　前記決定した帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも２３２個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを８
回繰り返すことを含む［１９］記載の装置。
［２１］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１２］記載の装置。
［２２］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［１２］記載の装置。
［２３］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを発生させる手段と、前記発生させたフレームを送信する手段とを具備し、
前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含
み、前記フィールドと前記データ部分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する装置
。
［２４］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［２３］記載の装置。
［２５］　前記送信する手段は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２
６個のプリコードされたビットを含む［２３］記載の装置。
［２６］　前記送信する手段は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４
個のブロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返さ
れている［２５］記載の装置。
［２７］　前記送信する手段は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成さ
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れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数
は５６である［２３］記載の装置。
［２８］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［２７］記載
の装置。
［２９］　前記送信する手段は、チャネルを通して前記フレームを送信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数
は１１４である［２３］記載の装置。
［３０］　前記発生させる手段は、前記フレームを送信するために、前記送信する手段に
対するチャネルの帯域幅を決定し、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを
発生させ、前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅に
したがった回数、前記ビットのブロックを繰り返すように構成されている［２３］記載の
装置。
［３１］　前記決定した帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも２３２個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを８
回繰り返すことを含む［３０］記載の装置。
［３２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［２３］記載の装置。
［３３］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［２３］記載の装置。
［３４］　命令を含むコンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコ
ンピュータプログラムプロダクトにおいて、前記命令は、プリアンブル部分とデータ部分
とを有するフレームを発生させ、前記発生させたフレームを送信するように実行可能であ
り、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールド
を含み、前記フィールドと前記データ部分との双方が、同じ数のサブキャリアを使用する
コンピュータプログラムプロダクト。
［３５］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［３４］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［３６］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを送信することにより、前記発生
させたフレームを送信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２
０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個のプリコードされたビットを含む［３４］記
載のコンピュータプログラムプロダクト。
［３７］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを送信することにより、前記発生
させたフレームを送信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８
０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個のブロックを含み、同じ２９個のプリコードさ
れたビットが、各ブロック中で繰り返されている［３６］記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
［３８］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを送信することにより、前記発生
させたフレームを送信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２
０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６である［３４］記載のコンピュータプログ
ラムプロダクト。
［３９］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［３８］記載
のコンピュータプログラムプロダクト。
［４０］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを送信することにより、前記発生
させたフレームを送信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４
０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は１１４である［３４］記載のコンピュータプロ
グラムプロダクト。
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［４１］　前記命令は、前記フレームを送信するためにチャネルの帯域幅を決定すること
と、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生させることと、前記フレー
ム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅にしたがった回数、前記
ビットのブロックを繰り返すこととにより、前記フレームを発生させるように実行可能で
ある［３４］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［４２］　前記決定した帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも２３２個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを８
回繰り返すことを含む［４１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［４３］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［３４］記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
［４４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［３４］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［４５］　ワイヤレス通信のための方法において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長
さを示すフィールドを含み、前記フィールドと前記データ部分との双方が、同じ数のサブ
キャリアを使用することと、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードする
こととを含む方法。
［４６］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［４５］記載の方法。
［４７］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個のプリ
コードされたビットを含む［４５］記載の方法。
［４８］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２個のブロッ
クを含み、同じ２７個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返されている［
４７］記載の方法。
［４９］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６であ
る［４５］記載の方法。
［５０］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［４９］記載
の方法。
［５１］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は２４２で
ある［４５］記載の方法。
［５２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［４５］記載の方法。
［５３］　前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデータの終わりに達した後、
前記デコードを止めることをさらに含む［４５］記載の方法。
［５４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［４５］記載の方法。
［５５］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを受信するように構成されており、前記プリアンブル部分は、前記データ部
分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、前記フィールドと前記データ部分と
の双方が、同じ数のサブキャリアを使用する受信機と、前記フィールドに基づいて、前記
データ部分をデコードするように構成されている処理システムとを具備する装置。
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［５６］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［５５］記載の装置。
［５７］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個の
プリコードされたビットを含む［５５］記載の装置。
［５８］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２個のブ
ロックを含み、同じ２７個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返されてい
る［５７］記載の装置。
［５９］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６
である［５５］記載の装置。
［６０］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［５９］記載
の装置。
［６１］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されてお
り、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は２４
２である［５５］記載の装置。
［６２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［５５］記載の装置。
［６３］　前記処理システムは、前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデータ
の終わりに達した後、前記デコードを止めるように構成されている［５５］記載の装置。
［６４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［５５］記載の装置。
［６５］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長
さを示すフィールドを含み、前記フィールドと前記データ部分との双方が、同じ数のサブ
キャリアを使用する手段と、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードする
手段とを具備する装置。
［６６］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［６５］記載の装置。
［６７］　前記受信する手段は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２
６個のプリコードされたビットを含む［６５］記載の装置。
［６８］　前記受信する手段は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２
個のブロックを含み、同じ２７個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返さ
れている［６７］記載の装置。
［６９］　前記受信する手段は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数
は５６である［６５］記載の装置。
［７０］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［６９］記載
の装置。
［７１］　前記受信する手段は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成さ
れており、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数
は２４２である［６５］記載の装置。
［７２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
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けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［６５］記載の装置。
［７３］　前記デコードする手段は、前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデ
ータの終わりに達した後、前記デコードを止めるように構成されている［６５］記載の装
置。
［７４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［６５］記載の装置。
［７５］　命令を含むコンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコ
ンピュータプログラムプロダクトにおいて、前記命令は、プリアンブル部分とデータ部分
とを有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデー
タの長さを示すフィールドを含み、前記フィールドと前記データ部分との双方が、同じ数
のサブキャリアを使用し、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードするよ
うに実行可能であるコンピュータプログラムプロダクト。
［７６］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［７５］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［７７］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２６個のプリ
コードされたビットを含む［７５］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［７８］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、２個のブロッ
クを含み、同じ２７個のプリコードされたビットが、各ブロック中で繰り返されている［
７７］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［７９］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ２０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は５６であ
る［７５］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［８０］　前記サブキャリアの数は、前記フィールドと前記データ部分との双方に対して
、４本のパイロットサブキャリアと、５２本のデータサブキャリアとを含む［７９］記載
のコンピュータプログラムプロダクト。
［８１］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み、
前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記サブキャリアの数は２４２で
ある［７５］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［８２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［７５］記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
［８３］　前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデータの終わりに達した後、
前記デコードを止めることをさらに含む［７５］記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
［８４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［７５］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［８５］　ワイヤレス通信のための方法において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを発生させることと、チャネルを介して、前記発生させたフレームを送信す
ることとを含み、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示
すフィールドを含み、前記発生させることは、前記送信のために前記チャネルの帯域幅を
決定することと、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生させることと
、前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅にしたがっ
た回数、前記ビットのブロックを繰り返すこととを含む方法。
［８６］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［８５］記載の方法。
［８７］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２７個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
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少なくとも５４個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを２回
繰り返すことを含む［８５］記載の方法。
［８８］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも１２６個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを４
回繰り返すことを含む［８５］記載の方法。
［８９］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは、
おおよそ４８４本のサブキャリアを使用する［８５］記載の方法。
［９０］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［８５］記載の方法。
［９１］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［８５］記載の方法。
［９２］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを発生させるように構成されている処理システムと、チャネルを介して、前
記発生させたフレームを送信するように構成されている送信機とを具備し、前記プリアン
ブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、前記処理
システムは、前記フレームを送信するために、前記送信機に対する前記チャネルの帯域幅
を決定することと、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生させること
と、前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅にしたが
った回数、前記ビットのブロックを繰り返すこととにより、前記フレームを発生させるよ
うに構成されている装置。
［９３］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィール
ドを含む［９２］記載の装置。
［９４］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２７個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも５４個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを２回
繰り返すことを含む［９２］記載の装置。
［９５］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記ビットのブロック
は、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが、
少なくとも１２６個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを４
回繰り返すことを含む［９２］記載の装置。
［９６］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは、
おおよそ４８４本のサブキャリアを使用する［９２］記載の装置。
［９７］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィールド
を含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係付
けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［９２］記載の装置。
［９８］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を含
む［９２］記載の装置。
［９９］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを有
するフレームを発生させる手段と、チャネルを介して、前記発生させたフレームを送信す
る手段とを具備し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの長さを
示すフィールドを含み、前記発生させる手段は、前記フレームを送信するために前記チャ
ネルの帯域幅を決定し、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生させ、
前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅にしたがった
回数、前記ビットのブロックを繰り返すように構成されている装置。
［１００］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
ルドを含む［９９］記載の装置。
［１０１］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記ビットのブロッ
クは、２７個のプリコードされたビットを含み、前記発生させる手段は、前記フィールド
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が、少なくとも５４個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを
２回繰り返すことにより、前記ビットのブロックを繰り返すように構成されている［９９
］記載の装置。
［１０２］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記ビットのブロッ
クは、２９個のプリコードされたビットを含み、前記発生させる手段は、前記フィールド
が、少なくとも１２６個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロック
を４回繰り返すことにより、前記ビットのブロックを繰り返すように構成されている［９
９］記載の装置。
［１０３］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは
、おおよそ４８４本のサブキャリアを使用する［９９］記載の装置。
［１０４］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［９９］記載の装置。
［１０５］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［９９］記載の装置。
［１０６］　命令を含むコンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のための
コンピュータプログラムプロダクトにおいて、前記命令は、プリアンブル部分とデータ部
分とを有するフレームを発生させ、チャネルを介して、前記発生させたフレームを送信す
るように実行可能であり、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの
長さを示すフィールドを含み、前記命令は、前記フレームを送信するために前記チャネル
の帯域幅を決定することと、前記決定した帯域幅に基づいて、ビットのブロックを発生さ
せることと、前記フレーム中に前記フィールドを発生させるために、前記決定した帯域幅
にしたがった回数、前記ビットのブロックを繰り返すこととにより、前記フレームを発生
させるように実行可能であるコンピュータプログラムプロダクト。
［１０７］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
ルドを含む［１０６］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［１０８］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記ビットのブロッ
クは、２７個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが
、少なくとも５４個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを２
回繰り返すことを含む［１０６］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［１０９］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記ビットのブロッ
クは、２９個のプリコードされたビットを含み、前記繰り返すことは、前記フィールドが
、少なくとも１２６個のプリコードされたビットを含むように、前記ビットのブロックを
４回繰り返すことを含む［１０６］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［１１０］　前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは
、おおよそ４８４本のサブキャリアを使用する［１０６］記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
［１１１］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１０６］記載のコンピュータプログラムプロ
ダクト。
［１１２］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［１０６］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［１１３］　ワイヤレス通信のための方法において、プリアンブル部分とデータ部分とを
有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの
長さを示すフィールドを含み、前記フィールドは、ブロックのうちの１つのブロックのビ
ットが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数の複製されたブ
ロックを含むことと、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードすることと
を含む方法。
［１１４］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
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ルドを含む［１１３］記載の方法。
［１１５］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個のブロ
ックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれにおいて
繰り返されている［１１３］記載の方法。
［１１６］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは、８個のブ
ロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれにおい
て繰り返されている［１１３］記載の方法。
［１１７］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、おおよそ１
１４本のサブキャリアを使用する［１１３］記載の方法。
［１１８］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１１３］記載の方法。
［１１９］　前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデータの終わりに達した後
、前記デコードを止めることをさらに含む［１１３］記載の方法。
［１２０］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［１１３］記載の方法。
［１２１］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを
有するフレームを受信するように構成されており、前記プリアンブル部分は、前記データ
部分中の有効なデータの長さを示すフィールドを含み、前記フィールドは、ブロックのう
ちの１つのブロックのビットが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているよう
な、複数の複製されたブロックを含む受信機と、前記フィールドに基づいて、前記データ
部分をデコードするように構成されている処理システムとを具備する装置。
［１２２］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
ルドを含む［１２１］記載の装置。
［１２３］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されて
おり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個の
ブロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれにお
いて繰り返されている［１２１］記載の装置。
［１２４］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されて
おり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは、８個
のブロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれに
おいて繰り返されている［１２１］記載の装置。
［１２５］　前記受信機は、チャネルを通して前記フレームを受信するように構成されて
おり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、おおよ
そ１１４本のサブキャリアを使用する［１２１］記載の装置。
［１２６］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１２１］記載の装置。
［１２７］　前記処理システムは、前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデー
タの終わりに達した後、前記デコードを止めるように構成されている［１２１］記載の装
置。
［１２８］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［１２１］記載の装置。
［１２９］　ワイヤレス通信のための装置において、プリアンブル部分とデータ部分とを
有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデータの
長さを示すフィールドを含み、前記フィールドは、ブロックのうちの１つのブロックのビ
ットが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数の複製されたブ
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ロックを含む手段と、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードする手段と
を具備する装置。
［１３０］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
ルドを含む［１２９］記載の装置。
［１３１］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚであり、前記フィールドは、４個のブロ
ックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれにおいて
繰り返されている［１２９］記載の装置。
［１３２］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨｚであり、前記フィールドは、８個のブ
ロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビットが、前記ブロックのそれぞれにおい
て繰り返されている［１２９］記載の装置。
［１３３］　前記受信することは、チャネルを通して前記フレームを受信することを含み
、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚであり、前記フィールドは、おおよそ１
１４本のサブキャリアを使用する［１２９］記載の装置。
［１３４］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１２９］記載の装置。
［１３５］　前記デコードする手段は、前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効な
データの終わりに達した後、前記デコードを止めるように構成されている［１２９］記載
の装置。
［１３６］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［１２９］記載の装置。
［１３７］　命令を含むコンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のための
コンピュータプログラムプロダクトにおいて、前記命令は、プリアンブル部分とデータ部
分とを有するフレームを受信し、前記プリアンブル部分は、前記データ部分中の有効なデ
ータの長さを示すフィールドを含み、前記フィールドは、ブロックのうちの１つのブロッ
クのビットが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されているような、複数の複製さ
れたブロックを含み、前記フィールドに基づいて、前記データ部分をデコードするように
実行可能であるコンピュータプログラムプロダクト。
［１３８］　前記フィールドは、超高スループット信号Ｂ（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂ）フィー
ルドを含む［１３７］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［１３９］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを受信することにより、前記フ
レームを受信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ８０ＭＨｚ
であり、前記フィールドは、４個のブロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビッ
トが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されている［１３７］記載のコンピュータ
プログラムプロダクト。
［１４０］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを受信することにより、前記フ
レームを受信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ１６０ＭＨ
ｚであり、前記フィールドは、８個のブロックを含み、同じ２９個のプリコードされたビ
ットが、前記ブロックのそれぞれにおいて繰り返されている［１３７］記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
［１４１］　前記命令は、チャネルを通して前記フレームを受信することにより、前記フ
レームを受信するように実行可能であり、前記チャネルの帯域幅は、おおよそ４０ＭＨｚ
であり、前記フィールドは、おおよそ１１４本のサブキャリアを使用する［１３７］記載
のコンピュータプログラムプロダクト。
［１４２］　前記データ部分は、スクランブラの初期化のために使用される別のフィール
ドを含み、前記別のフィールドは、前記有効なデータの長さを示す前記フィールドに関係
付けられた巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む［１３７］記載のコンピュータプログラムプロ
ダクト。
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［１４３］　前記有効なデータの長さに基づいて、前記有効なデータの終わりに達した後
、前記デコードを止めるように実行可能である命令をさらに含む［１３７］記載のコンピ
ュータプログラムプロダクト。
［１４４］　前記フィールドは、おおよそ８００ｎｓの長ガードインターバル（ＧＩ）を
含む［１３７］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
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