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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動ステーションによって無線ローカルエリアネットワークシステムにおいて通信する
方法であって、該方法は、
　該移動ステーションによって、複数の移動ステーションへのマルチユーザの複数の入力
／複数の出力（ＭＵ　ＭＩＭＯ）の送信を介して、アクセスポイント（ＡＰ）によって送
信された第１のＰＰＤＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ
　Ｕｎｉｔ）を受信することであって、該第１のＰＰＤＵは、第１のフィードバックシー
ケンス識別子およびフィードバック順序を含み、該第１のフィードバックシーケンス識別
子は、該複数のステーションの全てを識別する、ことと、
　該移動ステーションによって、該移動ステーションが該第１のフィードバックシーケン
ス識別子により示される該複数のステーションのうちの１つに属することを決定すること
と、
　該移動ステーションが該複数のステーションのうちの１つに属することが決定された場
合に、該第１のＰＰＤＵに基づいてＭＩＭＯチャネルを推定することと、
　該移動ステーションによって、第２のＰＰＤＵを該ＡＰへ送信することと
　を含み、
　該第１のフィードバックシーケンス識別子は、該複数のステーションの全てを示す値に
設定され、
　該フィードバック順序は、該第１のＰＰＤＵに対する応答を送信するための該複数の移
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動ステーションのうちの第１の移動ステーションを示し、
　該第２のＰＰＤＵは、該ＭＩＭＯチャネルのチャンネル情報と、該第１のフィードバッ
クシーケンス識別子の該値を含む第２のフィードバックシーケンス識別子とを含む、方法
。
【請求項２】
　無線ローカルエリアネットワークシステムにおいて通信する無線装置であって、該無線
装置は、メモリと、該メモリに結合されたプロセッサとを含み、該プロセッサは、
　複数の移動ステーションへのマルチユーザの複数の入力／複数の出力（ＭＵ　ＭＩＭＯ
）の送信を介して、アクセスポイント（ＡＰ）によって送信された第１のＰＰＤＵ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を受信することで
あって、該第１のＰＰＤＵは、第１のフィードバックシーケンス識別子およびフィードバ
ック順序を含み、該第１のフィードバックシーケンス識別子は、該複数のステーションの
全てを識別する、ことと、
　該無線装置が該第１のフィードバックシーケンス識別子により示される該複数のステー
ションのうちの１つに属することを決定することと、
　該無線装置が該複数のステーションのうちの１つに属することが決定された場合に、該
第１のＰＰＤＵに基づいてＭＩＭＯチャネルを推定することと、
　第２のＰＰＤＵを該ＡＰへ送信することと
　を実行するように構成され、
　該第１のフィードバックシーケンス識別子は、該複数のステーションの全てを示す値に
設定され、
　該フィードバック順序は、該第１のＰＰＤＵに対する応答を送信するための該複数の移
動ステーションのうちの第１の移動ステーションを示し、
　該第２のＰＰＤＵは、該ＭＩＭＯチャネルのチャンネル情報と、該第１のフィードバッ
クシーケンス識別子の該値を含む第２のフィードバックシーケンス識別子とを含む、無線
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線近距離接続ネットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ）に関し、より具体的には、超高収率無線ＬＡＮ（ＷＬＡ
Ｎ）システムで無線リソースの割当を受ける方法に関する。
【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（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ）は、
無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　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　Ｐｌａｙｅｒ；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にインターネットに
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進行されている。
【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



(3) JP 5642169 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

。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
使用して最高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２．４ＧＨ
ｚ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（Ｂａｃｋ
ｗａｒｄ　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。ＩＥＥＥ８０２．１
１ｎ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
ることを目的とする。
【０００７】
　より具体的に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ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端に多重アンテナを
使用するＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔｓ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕ
ｔｐｕｔｓ）技術に基づいている。
【０００８】
　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（Ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ；ＯＦＤ
Ｍ）を使用することも可能である。
【０００９】
　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高まっている。超高処理率
（Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ；ＶＨＴ）無線ＬＡＮシステムは、１Ｇｂ
ｐｓ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ＩＥＥＥ８
０２．１１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１Ｇｂｐｓ以上のスループットを提供するために４×４ＭＩＭＯ及び
８０ＭＨｚまたはその以上のチャネルバンド幅を使用すると共に、チャネル接続技法とし
て空間分割多重接続（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ；ＳＤＭＡ）技法を使用するシステムに対する実現可能性テスト（ｆｅａｓｉｂｉｌ
ｉｔｙ　ｔｅｓｔ）が進行されている。
【００１０】
　然しながら、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ無線ＬＡＮシステムや他の無線ＬＡＮシステムで
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使われている既存のチャネル接続メカニズムは、１Ｇｂｐｓ以上のスループット（ｔｈｒ
ｏｕｇｈｐｕｔ）、端末間１対１通信は、最小５００Ｍｂｐｓ以上のスループットを提供
する無線ＬＡＮシステム（以下、‘超高処理率（Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ；ＶＨＴ）無線ＬＡＮシステム’という）のチャネル接続メカニズムとしてそのまま
適用することができない。その理由は、既存の無線ＬＡＮシステムは、２０ＭＨｚまたは
４０ＭＨｚのチャネルバンド幅を前提としたものであり、このような狭いチャネルバンド
幅ではサービスアクセスポイント（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ；ＳＡＰ
）で１Ｇｂｐｓ以上のスループットの達成が不可能であるため、ＶＨＴ無線ＬＡＮシステ
ムでは前述したように最小８０ＭＨｚのチャネルバンド幅を使用するためである。
【００１１】
　従って、ＶＨＴ　ＢＳＳの１Ｇｂｐｓ以上の総スループットを満たすためには複数のＶ
ＨＴ　ＳＴＡが効率的に同時にチャネル（ｃｈａｎｎｅｌ）を使用する必要がある。複数
のＶＨＴ　ＳＴＡが効率的に同時にチャネルを使用するために、ＶＨＴ　ＡＰは、ＳＤＭ
Ａ（Ｓｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用する。即
ち、複数のＶＨＴ　ＳＴＡがＶＨＴ　ＡＰとデータ送受信を同時にすることが許容される
。
【００１２】
　このようなＩＥＥＥ８０２．１１ｎＭＩＭＯ環境でリンク適応（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔ
ａｔｉｏｎ）をより効果的にサポートするための方案のうち一つがＭＣＳフィードバック
（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ）技法である。リンク適応過程は、与えられたリンク品質で
特定変調及びコーディング方式を使用し、可能な最も高い送信率を使用してデータの収率
（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を増加させるための過程である。然しながら、既存のＭＣＳフ
ィードバック技法は、ステーションとＡＰとの間の１対１通信を前提として行われるため
、マルチユーザＭＩＭＯに適用する場合には補完が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　前述したように、リンク適応プロトコル（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）は、ＭＣＳフィードバック手順（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅ）をポイントツーポイント送信（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ）状況に限定している。従って、マルチユーザＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ
　ＭＩＭＯ）のような環境でポイントツーマルチポイント（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｍｕｌｔ
ｉ　Ｐｏｉｎｔ）送信時に発生可能な他の要因を十分に考慮することができないという問
題点が存在する。
【００１４】
　本発明の実施例ではマルチユーザ環境に適するリンク適応技法を提供しようとする。多
数のユーザが同時にデータ送信または受信を実行する場合、他のユーザによる影響を反映
しようとする。この場合、実際通信環境をリアルタイムに考慮することによってより正確
な情報によりリンク適応を実行することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様で、無線ＬＡＮシステムにおけるマルチユーザ送信のためのリンク適応
手順を実行する方法は、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）が複数のステーションに送信
したＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信す
る段階、他のステーションに送信された前記ＭＣＳフィードバック要求に相応する空間的
ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）を考慮してＭＣＳを推定する段階、及び推
定された前記ＭＣＳを含むＭＣＳフィードバック応答（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅ）を前記ＡＰに送信する段階を含む。
【００１６】
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、前記ＭＣＳフィードバック要求を受信する各々のス
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テーションに相応するプリコーディングベクトル（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ
）によって調整されたサウンディングＰＰＤＵ（ｓｔｅｅｒｅｄ　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｐ
ＰＤＵ）に含まれて送信される。
【００１７】
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、前記ＭＣＳフィードバック要求に相応する複数の前
記ＭＣＳフィードバック応答の順序を指定するＭＣＳフィードバック順序（ＭＣＳ　Ｆｅ
ｅｄｂａｃｋ　Ｏｒｄｅｒ）を含み、前記ＭＣＳフィードバック応答は、前記ＭＣＳフィ
ードバック順序による時点に送信する。
【００１８】
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、ＮＤＰ告知（ＮＤＰ（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　Ｐａｃ
ｋｅｔ）Ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）と共に受信され、前記リンク適応手順遂行方法は、
前記ＮＤＰ告知と前記ＭＣＳフィードバック要求の以後にＮＤＰフレームをＡＰから受信
する段階をさらに含む。
【００１９】
　前記ＭＣＳは、前記ＮＤＰフレームを用いて推定される。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線ＬＡＮシステムにおけるマルチユーザ送信のためのリンク適応手順を実行する方法
において、
　ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）が複数のステーションに送信したＭＣＳフィードバ
ック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信する段階；
　他のステーションに送信された前記ＭＣＳフィードバック要求に相応する空間的ストリ
ーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）を考慮してＭＣＳを推定する段階；及び、
　推定された前記ＭＣＳを含むＭＣＳフィードバック応答（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を前記ＡＰに送信する段階；
　を含むリンク適応手順実行方法。
（項目２）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、前記ＭＣＳフィードバック要求を受信する各々のス
テーションに相応するプリコーディングベクトル（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ
）によって調整されたサウンディングＰＰＤＵ（ｓｔｅｅｒｅｄ　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｐ
ＰＤＵ）に含まれて送信されることを特徴とする項目１に記載のリンク適応手順実行方法
。
（項目３）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、前記ＭＣＳフィードバック要求及びＭＣＳフィード
バック応答に相応するＭＣＳフィードバックシーケンス識別子（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃ
ｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含み、同じＭＣＳフィードバックシー
ケンスによって複数の前記ステーションに受信されるＭＣＳフィードバック要求及び複数
の前記ステーションから送信されるＭＣＳフィードバック応答のＭＣＳフィードバックシ
ーケンス識別子は同じであることを特徴とする項目１に記載のリンク適応手順実行方法。
（項目４）
　ＭＣＳフィードバック要求は、前記ＭＣＳフィードバック要求に相応する複数の前記Ｍ
ＣＳフィードバック応答の順序を指定するＭＣＳフィードバック順序（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄ
ｂａｃｋ　Ｏｒｄｅｒ）を含み、前記ＭＣＳフィードバック応答は、前記ＭＣＳフィード
バック順序による時点に送信することを特徴とする項目１に記載のリンク適応手順実行方
法。
（項目５）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、ＮＤＰ告知（ＮＤＰ（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　Ｐａｃ
ｋｅｔ）Ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）と共に受信され、前記ＮＤＰ告知と前記ＭＣＳフィ
ードバック要求の以後にＮＤＰフレームをＡＰから受信する段階をさらに含む項目１に記
載のリンク適応手順実行方法。
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（項目６）
　前記ＮＤＰフレームを用いてＭＣＳを推定することを特徴とする項目５に記載のリンク
適応手順実行方法。
（項目７）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、リンクトレーニング要求メッセージと共に該当ステ
ーションに相応するプリコーディングベクトルによって調整されたサウンディングＰＰＤ
Ｕに含まれて受信され、前記ＭＣＳフィードバック応答を未調整されたサウンディングＰ
ＰＤＵ（Ｕｎｓｔｅｅｒｅｄ　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＰＰＤＵ）に含んで前記ＡＰに送信し
、前記ＡＰは、前記未調整されたサウンディングＰＰＤＵを用いてチャネル推定を実行す
ることを特徴とする項目１に記載のリンク適応手順実行方法。
（項目８）
　ＷＬＡＮにおけるマルチユーザ送信のためのリンク適応手順を実行する方法において、
　複数のステーションにＭＣＳフィードバック要求を送信する段階；及び、
　前記ステーションから推定されたＭＣＳを含むＭＣＳフィードバック応答を受信する段
階；を含み、
　前記ステーションは、他のステーションに同時に送信されたＭＣＳフィードバック要求
に相応する空間的ストリームを考慮して前記ＭＣＳを推定し、前記ＭＣＳフィードバック
応答を送信することを特徴とするリンク適応手順実行方法。
（項目９）
　前記ＭＣＳフィードバック要求を受信する各々の前記ステーションに相応するプリコー
ディングベクトルによって調整されたサウンディングＰＰＤＵに前記ＭＣＳフィードバッ
ク要求を含んで送信することを特徴とする項目８に記載のリンク適応手順実行方法。
（項目１０）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、ＮＤＰ告知（ＮＤＰ（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　Ｐａｃ
ｋｅｔ）Ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）と共に送信し、前記ＮＤＰ告知と前記ＭＣＳフィー
ドバック要求の送信の以後にＮＤＰフレームを送信する段階をさらに含み、前記ステーシ
ョンは、前記ＮＤＰフレームを用いてＭＣＳを推定することを特徴とする項目８に記載の
リンク適応手順実行方法。
（項目１１）
　前記ＭＣＳフィードバック要求は、リンクトレーニング要求メッセージと共に各々の前
記ステーションに相応するプリコーディングベクトルによって調整されたサウンディング
ＰＰＤＵに含まれて送信され、未調整されたサウンディングＰＰＤＵ（Ｕｎｓｔｅｅｒｅ
ｄ　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＰＰＤＵ）に含まれている前記ＭＣＳフィードバック応答を各々
の前記ステーションから受信し、前記未調整されたサウンディングＰＰＤＵを用いてチャ
ネル推定を実行する段階をさらに含む項目８に記載のリンク適応手順実行方法。
（項目１２）
　マルチユーザ送信のためのリンク適応手順を実行する無線通信装置において、
　ＡＰからＭＣＳフィードバック要求を受信するＲＦ部；及び、
　前記ＭＣＳフィードバック要求を受信することによって他のステーションに送信された
ＭＣＳフィードバック要求に相応する空間的ストリームを考慮してＭＣＳを推定し、推定
されたＭＣＳ情報を含むＭＣＳフィードバック応答を生成するプロセッサ；を含み、
　前記ＲＦ部は、前記プロセッサが生成したＭＣＳフィードバック応答を前記ＡＰに送信
することを特徴とする無線通信装置。
（項目１３）
　ＭＣＳフィードバック要求に含まれている、前記ＭＣＳフィードバック要求に相応する
複数の前記ＭＣＳフィードバック応答の順序を指定するＭＣＳフィードバック順序（ＭＣ
Ｓ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｏｒｄｅｒ）によって前記ＭＣＳフィードバック応答を送信する
ことを特徴とする項目１２に記載の無線通信装置。
（項目１４）
　前記ＭＣＳフィードバック要求がリンクトレーニング要求メッセージと共にサウンディ



(7) JP 5642169 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

ングＰＰＤＵに含まれて受信される場合、前記プロセッサは、前記ＭＣＳフィードバック
応答を未調整されたサウンディングＰＰＤＵに含ませて生成することを特徴とする項目１
２に記載の無線通信装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施例によると、マルチユーザ環境に適するリンク適応技法が提供される。多
数のユーザが同時にデータ送信または受信を実行する場合に、他のユーザによる影響を反
映することができる。また、実際通信環境をリアルタイムに考慮することによってより正
確な情報によりリンク適応を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例が適用されることができるＶＨＴ無線ＬＡＮシステムの一例に対
する構成を簡略に示す。
【図２】従来技術によるリンク適応技法の一例を示す。
【図３】従来技術によるリンク適応技法の問題点を示す。
【図４】本発明の実施例に係るリンク適応手順実行方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。
【図６】本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。
【図７】本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。
【図８】本発明の実施例に係るリンク適応手順を実行する無線通信装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明の実施例が適用されることができるＶＨＴ無線ＬＡＮシステムの一例に
対する構成を簡略に示す。
【００２３】
　図１を参照すると、ＶＨＴ無線ＬＡＮシステムのような無線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（Ｓ
ｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ）の集合であり、特定領域を示す概念ではない。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　Ｔｈｒｏ
ｕｇｈｐｕｔ）ＢＳＳという。
【００２４】
　ＶＨＴ　ＢＳＳもインフラストラクチャＢＳＳ（ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ＢＳ
Ｓ）と独立ＢＳＳ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ；ＩＢＳＳ）に区分することができ
、図１にはインフラストラクチャＢＳＳが示されている。
【００２５】
　インフラストラクチャＢＳＳ（ＢＳＳ１、ＢＳＳ２）は、一つまたはその以上の非ＡＰ
ステーション（Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ１、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ３、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴ
Ａ４）、分散サービス（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するステー
ションであるアクセスポイント（ＡＰ　ＳＴＡ１、ＡＰ　ＳＴＡ２）、及び複数ののアク
セスポイント（ＡＰ　ＳＴＡ１、ＡＰ　ＳＴＡ２）を連結させる分散システム（Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ）を含む。インフラストラクチャＢＳＳではＡＰ
ステーションがＢＳＳのＮｏｎ－ＡＰステーションを管理する。
【００２６】
　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　
ＶＨＴ　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（Ｃｅｎｔｒａ
ｌｉｚｅｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）がない。即ち、ＩＢＳＳでは非ＡＰ
ステーションが分散された方式（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｍａｎｎｅｒ）に管理される
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。ＩＢＳＳでは全てのステーションが移動ステーションからなることができ、ＤＳへの接
続が許容されなくて自己完備的ネットワーク（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）を構築する。
【００２７】
　ステーションは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準の規定による媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）と無線媒体に対する物理層（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｌａｙｅｒ）インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義ではＡＰと非ＡＰ
ステーション（Ｎｏｎ－ＡＰ　Ｓｔａｔｉｏｎ）の両方ともを含む。また、後述するよう
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ステーションをＶ
ＨＴステーション（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に含まれるステーションは、全部ＶＨＴ　Ｓ
ＴＡであり、或いはＶＨＴ　ＳＴＡとレガシステーション（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｎによるＨＴ　ＳＴＡ）が共存することもできる。
【００２８】
　無線通信のためのステーションは、プロセッサ（Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）とトランシーバ
（ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）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。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、ステーション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
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。
【００２９】
　ステーションのうちユーザが操作する携帯用端末は、非ＡＰステーション（Ｎｏｎ－Ａ
Ｐ　ＳＴＡ；ＳＴＡ１、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４、ＳＴＡ５）であり、特別な修飾語無しに単
純に‘ステーション’という時は非ＡＰステーションを意味する。非ＡＰステーションは
、端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線送受信ユニット（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉ
ｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ；ＷＴＲＵ）、ユーザ装備（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ；ＵＥ）、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ）、携帯用端末（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、または移動サブスクライバユニット（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｕｎｉｔ）など、他の名称で呼ばれることもある。また、後述するような
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非ＡＰ　ＳＴＡをＮ
ｏｎ－ＡＰ　ＶＨＴ　ＳＴＡまたは簡単にＶＨＴ　ＳＴＡという。
【００３０】
　また、ＡＰ（ＡＰ１、ＡＰ２）は、該当ＡＰに結合された（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ）ス
テーション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ステーション間の通信は、ＡＰを
経由して行われることが原則であるが、ダイレクトリンクが設定された場合には非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　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）、ノードＢ、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎ
ｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、またはサイト制御器などとも呼ばれる。また、後述す
る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ＡＰをＶＨ
Ｔ　ＡＰという。
【００３１】
　複数のインフラストラクチャＢＳＳは、分散システム（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に含まれるステーションは、互いに通信することができ、同じＥＳＳ内で
非ＡＰステーションはシームレスに通信しつつ一つのＢＳＳから他のＢＳＳに移動するこ
とができる。
【００３２】
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　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、それ自体が管理するＢＳＳに結合されているステーションのためにフレームを送信
したり、或いはいずれか一つのステーションが他のＢＳＳに移動した場合にフレームを伝
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散サービスを提供することができる場合には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り
、或いはＡＰを互いに連結させる物理的な構造物である。
【００３３】
　図２は、従来技術によるリンク適応技法の一例を示す。図２に示された例に係るリンク
適応技法は、単一ユーザＭＩＭＯのためのリンク適応技法である。
【００３４】
　ＭＣＳフィードバック要求者（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｒ）とそ
の相手側端末のＭＣＳ情報交換によりリンク適応技法が実行される。ここで、ＡＰはＭＣ
Ｓフィードバック要求者に該当し、ＭＣＳフィードバック応答者は、ユーザ端末であり、
本発明ではＳＴＡ（ステーション）と呼ばれる。
【００３５】
　ステーションからＭＣＳフィードバック（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ）を受けるために
、ＡＰはＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＭＲ
Ｑ））をステーションに送信する（Ｓ２１０）。ここで、ＭＲＱは、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｎ標準によるＨＴＣ（Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フィールド
のリンク適応制御サブフィールド（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｓｕｂｆｉｅｌｄ）を介して送信されることができる。また、ＭＣＳフィードバック要求
を受けたステーションがＭＣＳ計算をするようにするために、ＡＰは、ＭＲＱをサウンデ
ィングＰＰＤＵを介して送信することができる。
【００３６】
　ステーションは、ＭＣＳ値を推定する（Ｓ２２Ｏ）。また、ＭＣＳフィードバック要求
に対する応答としてＭＣＳフィードバック応答を送信することによって、推定されたＭＣ
Ｓ値をＡＰに送信する（Ｓ２３０）。ここでも推定されたＭＣＳ値は、ＨＴＣフィールド
にリンク適応制御サブフィールドを介してＡＰに伝達されることができる。
【００３７】
　図３は、従来技術によるリンク適応技法の問題点を示す。
【００３８】
　ＡＰは、マルチユーザ（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ）ＭＩＭＯを使用して複数のステーショ
ンに同時にダウンリンク送信を進行するようになる。または、複数のステーションがＡＰ
にアップリンク送信を進行してもよい。
【００３９】
　図３を参照して説明すると、ＳＴＡ１とＳＴＡ２及びＡＰはアップリンク送信及びダウ
ンリンク送信をすることができ、二つのステーションは同時にアップリンク送信またはダ
ウンリンク送信を同時に実行することができる。ＡＰは二つ以上のアンテナを有しており
、各ステーションは１個のアンテナを有していると仮定する。
【００４０】
　ＳＴＡ１とＳＴＡ２が同時にＡＰにアップリンク送信を進行する場合３１０、３３０、
ＳＴＡ１のアップリンク送信３１０はＳＴＡ２のアップリンク送信３３０時に干渉として
作用することができ、同様に、ＳＴＡ２のアップリンク送信３３０はＳＴＡ１のアップリ
ンク送信３１０に干渉として作用することができる。
【００４１】
　ダウンリンクの場合にも同様な説明が可能である。即ち、ＡＰがＳＴＡ１とＳＴＡ２に
同時にダウンリンク送信を進行する場合３２０、３４０、ＳＴＡ１へのダウンリンク送信
３２０はＳＴＡ２のダウンリンク送信３４０に干渉として作用することができ、同様に、
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ＳＴＡ２へのダウンリンク送信３４０はＳＴＡ１のダウンリンク送信３２０に干渉として
作用することができる。
【００４２】
　従って、マルチユーザＭＩＭＯでのリンク適応プロトコル（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔ
ｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）では、他のステーションに関連した空間的ストリーム（ｓｐ
ａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）が発生させる干渉（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）をＭＣＳ推
定に反映する必要がある。
【００４３】
　即ち、ＡＰがステーションに同時にダウンリンク送信をする場合、各々のステーション
は他のステーションに向かう空間的ストリーム（ｓｐａｔｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）により
干渉を受けるようになる。また、ＡＰがチャネル相関度（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｒｒｅｌ
ａｔｉｏｎ）の低いステーションを選択して同時送信を実行する場合であるとしても干渉
の抑制や除去を保障することはできない。
【００４４】
　図４は、本発明の実施例に係るリンク適応手順実行方法の一例を示すフローチャートで
ある。
【００４５】
　本発明の実施例では、マルチユーザＭＩＭＯでのリンク適応プロトコル（Ｌｉｎｋ　Ａ
ｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を提案する。図４を参照してダウンリンク送信
が行われる実施例を説明するが、本発明の実施例に係るリンク適応プロトコルはアップリ
ンク送信でも同様に適用されることができる。
【００４６】
　例えば、複数のステーションに対して同時的なダウンリンク送信が発生した時、ステー
ション間の干渉現象を最小化するために、ＡＰは複数のダウンリンク送信を同時にする場
合、チャネル相関度（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）の低いステーションを
選択してグループ化してストリームを送信することによって干渉を減らすことができる。
然しながら、前述したように、単一ユーザ（Ｓｉｎｇｌｅ－ｕｓｅｒ）ＭＩＭＯで推定さ
れるＭＣＳ値は、マルチユーザ（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ）ＭＩＭＯ環境で他の端末に向か
う空間的ストリームにより発生される干渉を適切に反映することができないという問題が
あった。また、チャネル相関度によってステーションを分類して送信する方法のみではリ
ンク適応手順で干渉を効果的に減らしたり反映することができず、ＭＣＳを正確に把握す
ることもできない。
【００４７】
　ステーションがＭＣＳを推定してＡＰにＭＣＳフィードバックをする時、正確なＭＣＳ
を推定することができるようにするために、ＡＰは実際ダウンリンク送信を実行するステ
ーションを相手に同時にＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）をサウンディングＰＰＤＵ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＰＰＤＵ）を介して送信する
ことができる。ここで、ＡＰはＳＴＡ１とＳＴＡ２にＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ
　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）をサウンディングＰＰＤＵ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　
ＰＰＤＵ）を介して送信する（Ｓ４１０、Ｓ４２０）。これは各々のステーションが他の
ステーションに向かう空間的ストリームによって誘発される干渉レベル（ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｌｅｖｅｌ）を反映し、リアルタイムにその当時のＭＣＳをより正確に推定
するためである。
【００４８】
　図４は、ダウンリンクマルチユーザＭＩＭＯ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅ
ｒ　ＭＩＭＯ）に対する例示であり、本発明でのリンク適応技法は、アップリンクマルチ
ユーザＭＩＭＯ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）でも同様に適用され
ることができる。
【００４９】
　ＡＰからＭＣＳフィードバック要求を受けたステーション（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２）は相
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互間の干渉を考慮してＭＣＳを推定する（Ｓ４３０、Ｓ４４０）。即ち、ＳＴＡ１はＳＴ
Ａ２に送信された空間的ストリームを考慮してＳＴＡ１のＭＣＳ値を推定し、ＳＴＡ２は
ＳＴＡ１に送信された空間的ストリームを考慮してＳＴＡ２のＭＣＳ値を推定する。
【００５０】
　また、ＳＴＡ１及びＳＴＡ２はＡＰにＭＣＳフィードバック応答を送信し、ＭＣＳフィ
ードバック応答には各々推定したＭＣＳ値情報が含まれる（Ｓ４５０、Ｓ４６０）。この
ような過程を介して現在発生した干渉などの通信環境を考慮して推定されたＭＣＳ値はマ
ルチユーザ環境に適するリンク適応技法を実行してリンクの収率をより増加させることが
できる。
【００５１】
　図５は、本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。図５も図４と同様に、ダウ
ンリンク送信が行われる実施例を示すが、本発明の実施例に係るリンク適応方法はアップ
リンク送信でも同様に適用されることができることは自明である。
【００５２】
　図５は、より多くのユーザのステーションが送信に参加する場合を示しているという点
で実際無線通信環境と類似し、この場合、特にＭＣＳフィードバックに順序が設定される
という点が図４の実施例と相異なる。
【００５３】
　ここでもＡＰがＭＣＳフィードバック要求者（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｒｅｑｕｅ
ｓｔｅｒ）であり、ステーション（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４）がＡＰに
ＭＣＳフィードバックを実行し、ＡＰはＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４にダウ
ンリンクマルチユーザ送信（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ）を進行しようとする。
【００５４】
　ＡＰは、ＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；Ｍ
ＲＱ）をＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４に同時に送信する（Ｓ５１０）。ここ
で、ＭＣＳフィードバック要求（ＭＲＱ）はサウンディングＰＰＤＵ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ
　ＰＰＤＵ）を介して送信され、各々の受信端末に設定されたプリコーディングベクトル
（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ）によって調整（ｓｔｅｅｒｅｄ）されて送信さ
れる。
【００５５】
　ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４の各々のステーションは、受信したサウンデ
ィングＰＰＤＵを介してＭＣＳを推定する。特に、ＡＰがＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３
、ＳＴＡ４にサウンディングＰＰＤＵを同時に送信したため、各ステーションは、他のス
テーションに送信されたサウンディングＰＰＤＵに相応する空間的ストリーム（ｓｐａｔ
ｉａｌ　ｓｔｒｅａｍ）により発生する干渉（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）をＭＣＳ推定
に反映することができる。
【００５６】
　ここで、ＡＰがステーションに送信するＭＣＳフィードバック要求にはＭＣＳフィード
バックシーケンス識別子（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ）値が含まれることができる。然しながら、ＡＰが各ステーションにＭＣＳフィ
ードバック要求を同時に送信する場合、ＭＣＳフィードバックシーケンス識別子値は同じ
値に設定される。これは、ステーションが応答するようになるＭＣＳフィードバックが同
じな一つのＭＣＳフィードバック要求件に相応することを意味する。
【００５７】
　このような場合にＭＣＳフィードバック要求者が多重送信の対象となるステーションの
ＭＣＳフィードバックシーケンス識別子を同一に設定することは、ＭＣＳフィードバック
報告（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｒｅｐｏｒｔ）を効率的に管理し、ＭＣＳフィードバ
ックシーケンス識別子に対する識別子空間（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　Ｓｐａｃｅ）の浪費
を減らすためである。ＭＣＳフィードバックシーケンス識別子は、リンク適応制御サブフ
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ィールド（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｕｂ－ｆｉｅｌｄ）に
含まれることができる。
【００５８】
　ＭＣＳフィードバック要求のＭＣＳフィードバックシーケンス識別子が同じ場合、各ス
テーションが送信するＭＣＳフィードバック（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ）のＭＣＳフィ
ードバックシーケンス識別子（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）も同じ値を有するようになる。従って、ＭＣＳフィードバック要求者であ
るＡＰは同じＭＣＳフィードバックシーケンス識別子を有する複数のＭＣＳフィードバッ
クを受信するようになる場合、これらは同時に送信されたマルチユーザ送信に相応する各
々のステーションが推定したＭＣＳ値であることを知ることができるようになる。
【００５９】
　ＭＣＳフィードバック要求にはＭＣＳフィードバック順序（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ
　Ｏｒｄｅｒ）が含まれることができる。ＭＣＳフィードバック要求は、複数のステーシ
ョン（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４）がＡＰに送信するＭＣＳフィードバッ
ク間の送信順序を決めることができる。従って、ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ
４は、受信したＭＣＳフィードバック要求に含まれているＭＣＳフィードバック順序によ
ってＭＣＳフィードバック応答を送信する（Ｓ５２０、Ｓ５３０、Ｓ５４０、Ｓ５５０）
。図５を参照して説明する実施例ではＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４の順にＭ
ＣＳフィードバック応答が送信されるようにＭＣＳフィードバック順序が設定されたと仮
定する。ＭＣＳフィードバック順序が設定されることによってＭＣＳフィードバック間の
衝突が防止されることができる。
【００６０】
　ＡＰがＭＣＳフィードバックを要求し、そのＭＣＳフィードバック応答を一定時間後に
受けようとする場合、ＡＰは遅延時間（ｄｅｌａｙｅｄ　ｔｉｍｅ）を設定し、ＭＣＳフ
ィードバック要求をサウンディングＰＰＤＵ送信と別途のフレームを使用してその遅延時
間後にブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）することができる。この場合にも、ＭＣ
Ｓフィードバック要求にはそれに相応したＭＣＳフィードバックを送信する順序（ｏｒｄ
ｅｒ）に関する情報が含まれることができる。
【００６１】
　また、ＭＣＳフィードバック要求に含まれるＭＣＳフィードバックシーケンス識別子及
びＭＣＳフィードバック順序は本発明の他の実施例でも同様に適用されることができる。
【００６２】
　図６は、本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。
【００６３】
　図６を参照すると、マルチユーザＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）でＮＤ
Ｐ（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　Ｐａｃｋｅｔ）を使用したリンク適応プロトコル（Ｌｉｎｋ　
Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を示す。
【００６４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１標準によるＭＡＣデータタイプ（ＭＡＣ　Ｄａｔａ　ｔｙｐｅ）
のうちナルデータフレーム（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　ｆｒａｍｅ）、ＭＡＣヘッダ（ＭＡＣ
　ｈｅａｄｅｒ）のみあり、ＭＳＤＵ（ＭＡＣ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）
がないことを意味する。反面、ＮＤＰ（Ｎｕｌｌ　Ｄａｔａ　Ｐａｃｋｅｔ）は、ＰＨＹ
ヘッダ（ＰＨＹ　Ｈｅａｄｅｒ）のみあり、実質的なデータだけでなくＰＳＤＵ（ＰＬＣ
Ｐ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）がないことを意味する。
【００６５】
　ＮＤＰには、ＭＡＣヘッダ（ＭＡＣ　Ｈｅａｄｅｒ）が存在しないためソースアドレス
（Ｓｏｕｒｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）、デスティネイションアドレス（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉ
ｏｎ　Ａｄｄｒｅｓｓ）などを示すフィールド（ｆｉｅｌｄ）がない。従って、ＮＤＰを
送信するためには必ず非ＮＤＰ　ＰＰＤＵ（ｎｏｎ－ＮＤＰ　ＰＰＤＵ）をＮＤＰの以前
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に送り、その後にＮＤＰを送信しなければならない。非ＮＤＰ　ＰＰＤＵはＮＤＰを除い
た一般的なＰＰＤＵを意味し、非ＮＤＰ　ＰＰＤＵには必ずＮＤＰ告知（ＮＤＰ　Ａｎｎ
ｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）を設定し、すぐにＮＤＰが送信されるとの事実を受信側に知らせな
ければならない。
【００６６】
　ＮＤＰ告知は、８０２．１１ｎの標準ではＨＴＣフィールドのＮＤＰ告知に相応するビ
ット（ｂｉｔ）を１に設定することによって行われる。ＮＤＰ告知フレーム（ＮＤＰ　Ａ
ｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ　ｆｒａｍｅ）である非ＮＤＰ　ＰＰＤＵのソースアドレス、デ
スティネイションアドレスがＮＤＰのソースアドレスとデスティネイションアドレスにな
る。ＮＤＰは、サウンディングＰＰＤＵ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＰＰＤＵ）であり、ＮＤＰ
を受信した側は、ＮＤＰを介してチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ
）をするようになる。
【００６７】
　ここでもＡＰがＭＣＳフィードバック要求者であり、ＡＰがＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴ
Ａ３、ＳＴＡ４にダウンリンクマルチユーザ送信（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｍｕｌｔｉ－ｕｓ
ｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）を進行しようとする状況である。前述したように、本
発明の実施例に係るリンク適応手順は、ダウンリンク送信はもちろんアップリンク送信時
にも適用されることができる。
【００６８】
　ＡＰは、ＭＣＳフィードバック要求（ＭＣＳ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；Ｍ
ＲＱ）をＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４に同時に送信し、ＭＣＳフィードバッ
ク要求が含まれているＰＰＤＵにはＮＤＰ告知（ＮＤＰ　Ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）を
設定する（Ｓ６１０）。また、ＭＣＳフィードバック要求の以後にＮＤＰフレームがＳＴ
Ａ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４に各々送信される（Ｓ６２０）。この時、ＮＤＰフ
レームは、各々のステーションに設定されたプリコーディングベクトル（ｐｒｅ－ｃｏｄ
ｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ）によって調整（ｓｔｅｅｒｅｄ）されて送信される。
【００６９】
　ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４は受信したＮＤＰフレームを介してＭＣＳを
推定し、その以前に受信したＭＣＳフィードバック要求に相応してＭＣＳフィードバック
応答をＡＰに送信することができる（Ｓ６３０、Ｓ６４０、Ｓ６５０、Ｓ６６０）。もち
ろん、ＭＣＳフィードバック応答には推定されたＭＣＳ値が含まれる。また、ここでＡＰ
がＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４にＮＤＰフレームを同時に送信したため、各
々のステーションは、他のステーションに送信されるＮＤＰフレームに相応する空間的ス
トリームにより発生する干渉をＭＣＳ推定に反映することができる。
【００７０】
　図７は、本発明の他の実施例に係るリンク適応手順を示す。
【００７１】
　図７に示された実施例によると、リンクトレーニング（Ｌｉｎｋ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ）
とリンク適応（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）手順が同時に実行される。
【００７２】
　リンクトレーニング（Ｌｉｎｋ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ）の場合、ＡＰがトレーニング要求
メッセージ（Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ；ＴＲＭ）をステーシ
ョン（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４）に送信する（Ｓ７１０）。ここで、ト
レーニング要求メッセージは、各々のステーションに設定されたプリコーディングベクト
ル（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ）によって調整（ｓｔｅｅｒｅｄ）されたサウ
ンディングＰＰＤＵ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＰＰＤＵ）に含まれて各ステーションに同時に
送信される。また、ＡＰがステーションに送信するサウンディングＰＰＤＵにはＭＣＳフ
ィードバック要求も含まれる。
【００７３】
　トレーニング要求メッセージとＭＣＳフィードバック要求が含まれている調整（ｓｔｅ
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ｅｒｅｄ）されたサウンディングＰＰＤＵを受信したステーション（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２
、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４）は、未調整された（ｕｎｓｔｅｅｒｅｄ）サウンディングＰＰＤ
ＵをＡＰ　ＳＴＡに送信してＡＰがチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏ
ｎ）をすることができるようにする（Ｓ７２０、Ｓ７３０、Ｓ７４０、Ｓ７５０）。ここ
でのアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）チャネルとダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）チャネ
ルは、そのチャネル特性が相互兼用可能（ｒｅｖｅｒｓｉｂｉｌｉｔｙ）ある特徴を有す
ると仮定する。従って、本実施例もアップリンク送信とダウンリンク送信の両方ともに全
部適用可能である。
【００７４】
　即ち、リンクトレーニングとリンク適応を同時に実行する場合、ＡＰはトレーニング要
求メッセージをサウンディングＰＰＤＵに送信し、これと同時にＭＣＳフィードバック要
求を送信する。この時、サウンディングＰＰＤＵは各々のステーションに向かう調整され
たＰＰＤＵ（Ｓｔｅｅｒｅｄ　ＰＰＤＵ）である。また、ＡＰから送信されたサウンディ
ングＰＰＤＵを受信したステーションは、他のステーションに送信されたサウンディング
ＰＰＤＵに相応する空間的ストリームをより考慮してＭＣＳを推定した後、ＭＣＳフィー
ドバックをＡＰに応答する。
【００７５】
　この時、ＡＰがトレーニング要求メッセージで要求したリンクトレーニングのために、
ステーション（ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４）はＭＣＳフィードバックもサ
ウンディングＰＰＤＵに送信する。この時、ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４が
送信するサウンディングＰＰＤＵは、ＡＰのチャネル推定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍ
ａｔｉｏｎ）実行のためのものであるため、未調整された（Ｕｎｓｔｅｅｒｅｄ）ＰＰＤ
Ｕ状態に送信される。
【００７６】
　ＡＰは、ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４が送信したサウンディングＰＰＤＵ
を介してチャネル推定を実行する。ＡＰとＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４のう
ちいずれのステーション間のチャネル状態（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ）に変更が生ま
れた場合、ＡＰは変更されたチャネル状態を反映して該当ステーションが応答したＭＣＳ
値を補正する。ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４とＡＰとの間のチャネル状態が
変更されない場合、ＡＰはＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、ＳＴＡ４が応答したＭＣＳ値
を使用してアップリンクまたはダウンリンクのマルチユーザ送信を実行する。
【００７７】
　図８は、本発明の実施例に係るリンク適応手順を実行する無線通信装置を示す。前述し
たステーションが図８に示された無線通信装置の一例である。
【００７８】
　無線通信装置は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）８１０とＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ）部（ｕｎｉｔ）８２０を含む。メモリ８３０は、プロセッサ８１０と連
結され、プロセッサ８１０を駆動するための多様な情報を格納する。メモリ８３０は、Ｒ
ＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、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。その他、無線通信装置は、ディスプレイ部やユーザインターフェース
をさらに含むことができるが、これは本発明が属する技術分野において当業者に自明な事
項であるため、図示せず、詳細な説明も省略する。
【００７９】
　図８を参照して説明する無線通信装置は、図１ないし図７を参照して説明した本発明の
実施例に係るリンク適応手順を実行したり、或いはリンク適応手順実行方法を実行するこ
とができる。
【００８０】
　プロセッサ８１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ処
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るデータや制御信号などを生成する。プロセッサ８１０は、ＲＦ部８２０を介してＡＰか
ら受信したＭＣＳフィードバック要求によってＭＣＳ値を推定する。
【００８１】
　ここで、プロセッサ８１０は、ＭＣＳ推定時、他の端末に送信されたＭＣＳフィードバ
ック要求に相応する空間的ストリームによる干渉も考慮する。従って、通信環境をリアル
タイムに考慮してより正確なＭＣＳを推定することができるようになる。また、プロセッ
サ８１０は、推定されたＭＣＳを含むＭＣＳフィードバック応答を生成する。
【００８２】
　ＲＦ部８２０は、プロセッサ８１０と連結され、プロセッサ８１０で生成された無線信
号を送信し、他の無線通信装置が送った無線信号を受信する。ＲＦ部８２０は、無線信号
を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。信号送信方式は、ブロードキャ
ストまたはユニキャスト方式である。本発明の実施例によると、ＲＦ部８２０は、ＡＰか
らＭＣＳフィードバック要求及び／またはトレーニング要求メッセージなどを受信し、プ
ロセッサ８１０が生成したＭＣＳフィードバック応答をＡＰに送信することができる。
【００８３】
　前述した全ての方法は、前記方法を実行するようにコーディングされたソフトウェアや
プログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、ＡＳＩＣ（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）
などのようなプロセッサまたは図３に示す端末のプロセッサにより実行されることができ
る。前記コードの設計、開発及び具現は、本発明の説明に基づいて当業者に自明である。
【００８４】
　以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有す
る者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更
させて実施可能であることを理解することができる。従って、本発明は、前述した実施例
に限定されるものではなく、特許請求の範囲内の全ての実施例を含む。
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【図７】
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