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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信におけるアンテナ選択のための、ステーション（ＳＴＡ）で用いる方法
であって、
　前記方法は、
　受信パケットの数を示すフィールドを含む測定要求パケットを送信ＳＴＡから前記ＳＴ
Ａにて受信することと、
　前記ＳＴＡにて、受信アンテナを使用していくつかの測定パケットを受信することであ
って、前記いくつかの測定パケットのそれぞれは複数のアンテナのそれぞれの１つを使用
して送信される、ことと、
　前記ＳＴＡにて、前記いくつかの測定パケットのそれぞれを測定することと、
　前記ＳＴＡにて、前記いくつかの測定パケットのそれぞれの測定に基づいて測定レポー
トを生成することであって、前記測定レポートは前記複数のアンテナの一つを選択するた
めに前記送信ＳＴＡによって使用可能である、ことと、
　前記ＳＴＡから前記送信ＳＴＡに前記測定レポートを送信することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　データ送信より前にアンテナ選択手順を開始することをさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記アンテナ選択手順を開始することは測定パケットを要求することを含むことを特徴
とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アンテナ選択手順を開始することに応えてアクノリッジメントを受信することをさ
らに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　アンテナ選択を開始することは、測定要求を送信することを含むことを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記いくつかの測定パケットを受信することは、前記いくつかの測定パケットのそれぞ
れを受信する間のフレーム間隔を待つことを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記フレーム間隔は、ＳＩＦＳ（short interframe space）であることを特徴とする請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記いくつかの測定パケットのそれぞれを測定することは、前記いくつかの測定パケッ
トのそれぞれのＲＳＳＩ（received signal strength indicator）を測定することを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記いくつかの測定パケットのそれぞれを測定することは、前記いくつかの測定パケッ
トのそれぞれのＳＮＲ（signal to noise ratio）を測定することを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記いくつかの測定パケットのそれぞれを測定することは、前記いくつかの測定パケッ
トのそれぞれのＲＳＳＩ（received signal strength indicator）およびＳＮＲ（signal
 to noise ratio）を測定することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信におけるアンテナ選択のための、送信ステーション（ＳＴＡ）で用いる
方法であって、
　前記方法は、
　受信パケットの数を示すフィールドを含む測定要求パケットを前記送信ＳＴＡからＳＴ
Ａに送信することと、
　前記ＳＴＡにいくつかの測定パケットを送信することであって、前記いくつかの測定パ
ケットのそれぞれは複数のアンテナのそれぞれの１つを使用して送信される、ことと、
　前記ＳＴＡから測定レポートを受信することであって、前記測定レポートは、前記いく
つかの測定パケットの少なくとも１つの測定に基づく、ことと、
　前記測定レポートに基づいて送信アンテナを選択することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　送信する測定パケットを要求することによってアンテナ選択手順を開始することをさら
に含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アンテナ選択手順を開始することに応えてアクノリッジメントを受信することをさ
らに含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記いくつかの測定パケットを送信することは、前記いくつかの測定パケットのそれぞ
れを送信する間のフレーム間隔を待つことを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方
法。
【請求項１５】
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　前記フレーム間隔は、ＳＩＦＳ（short interframe space）であることを特徴とする請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　測定要求を送信することによってアンテナ選択を開始することをさらに含むことを特徴
とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記測定レポートの受信次第アクノリッジメントを送信することをさらに含むことを特
徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記測定レポートは、前記いくつかの測定パケットのそれぞれに行われた測定の結果を
含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＳＴＡは、アクセスポイント（ＡＰ）であることを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項２０】
　ステーション（ＳＴＡ）であって、
　送信ＳＴＡから、受信パケットの数を示すフィールドを含む測定要求パケットと、
　前記送信ＳＴＡの第１のアンテナから送信される第１の測定パケットと、
　前記第１の測定パケットを受信した後、前記送信ＳＴＡの第２のアンテナから送信され
る第２の測定パケットと
　を受信するように構成されるアンテナと、
　前記第１の測定パケットおよび前記第２の測定パケットのそれぞれを測定するように、
および前記第１のアンテナまたは前記第２のアンテナを選択するために前記送信ＳＴＡに
よって使用可能な測定レポートを生成するように構成されるプロセッサと、
　前記測定レポートを前記送信ＳＴＡに送信するように構成される送信機と
　を備えたことを特徴とするステーション（ＳＴＡ）。
【請求項２１】
　前記アンテナは、フレーム間隔だけ離れた前記第１の測定パケットおよび前記第２の測
定パケットを受信するように構成されることを特徴とする請求項２０に記載のステーショ
ン（ＳＴＡ）。
【請求項２２】
　前記アンテナは、ＳＩＦＳ（short interframe space）だけ離れた前記第１の測定パケ
ットおよび前記第２の測定パケットを受信するように構成されることを特徴とする請求項
２０に記載のステーション（ＳＴＡ）。
【請求項２３】
　送信ステーション（ＳＴＡ）であって、
　受信パケットの数を示すフィールドを含む測定要求パケットと、
　いくつかの測定パケットとをＳＴＡに送信するように構成される送信機であって、前記
いくつかの測定パケットのそれぞれは複数のアンテナのそれぞれの１つを使用して送信さ
れる、送信機と、
　前記ＳＴＡから測定レポートを受信するように構成される受信機であって、前記測定レ
ポートは前記いくつかの測定パケットの少なくとも１つの測定に基づく、受信機と、
　前記測定レポートに基づいて送信アンテナを選択するように構成されるセレクタと
　を備えたことを特徴とする送信ＳＴＡ。
【請求項２４】
　前記送信機は、フレーム間隔だけ離れた前記いくつかの測定パケットを送信するように
構成されることを特徴とする請求項２３に記載の送信ＳＴＡ。
【請求項２５】
　前記送信機は、ＳＩＦＳ（short interframe space）だけ離れた前記いくつかの測定パ
ケットを送信するように構成されることを特徴とする請求項２３に記載の送信ＳＴＡ。
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【請求項２６】
　前記ＳＴＡは、アクセスポイント（ＡＰ）であることを特徴とする請求項２３に記載の
送信ＳＴＡ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、無線（ワイヤレス）通信システムに関し、さらに具体的には、
無線通信システムにおいてスマートアンテナを利用する際の測定を効率化する方法と装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線（ワイヤレス）ローカルエリアネットワーク（wireless local area network：Ｗ
ＬＡＮ）において、アクセスポイント（access point：ＡＰ）とステーション（station
：ＳＴＡ）はスマートアンテナのフィーチャ（feature）、例えば、複数ビーム／指向性
アンテナシステムを備えていることがある。ＡＰとＳＴＡのどちらも、別のＳＴＡとの間
で送受信するのに最良ビームを決定するために測定を行なう必要がある。複数ビームをも
つＳＴＡは、どのビームがそのＳＴＡに役立つ最良ビームであるかを推定するために異な
るビームでスキャニング（scanning）を実行しているのが代表的である。ＡＰおよび／ま
たはＳＴＡによって実行されるスキャニングは、ダミーパケット（dummy packet）、デー
タパケット、ＩＥＥＥ８０２．１１規格の確認応答（ＡＣＫ）、またはブロードキャスト
パケット（broadcast packet）のどれかを使用する場合がある。これらの測定は頻繁に更
新される必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＡＰでは、ビームスイッチングアルゴリズム（beam switching algorithm）は、アンテ
ナ測定のためにＳＴＡからのパケットを使用している。そのあと、最良ビーム（受信パケ
ットの測定、例えば、受信パワーまたは信号対干渉プラス雑音比（signal to interferen
ce plus noise ratio：ＳＩＮＲ）が、そのＳＴＡにパケットを送信するために使用され
ている。そのＳＴＡでは、現行のビームスイッチングアルゴリズムは、そのＡＰのために
正しい受信および送信アンテナ／ビームを決定するためにデータパケットまたはビーコン
（beacon）を使用する場合がある。このアンテナ測定方法は、各ＳＴＡのための正しいビ
ームを決定するのに十分な測定を得るために必要な時間量に起因して、余り効率的ではな
い。
【０００４】
　このビーム選択方法のもう１つの問題は、ビーム選択が、送信と受信のどちらの場合も
、受信パケットについて行なわれた測定に基づいていることである。しかしながら、実際
には、送信のための最良ビームは、受信のための最良ビームと同じでないことがある（特
に、周波数分割複信通信システム（frequency division duplex system）の場合）。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　複数のＳＴＡを有する無線（ワイヤレス）通信システムにおいてスマートアンテナを用
いて測定を行なう方法は、測定要求を第１のＳＴＡから第２のＳＴＡに送信することから
開始される。少なくとも２つの測定パケットは第２のＳＴＡから第１のＳＴＡに送信され
る。各測定パケットは異なるアンテナビームを使用して第１のＳＴＡにおいて受信される
。第１のＳＴＡは各測定パケットについて測定を実行し、その測定結果に基づいてアンテ
ナビーム方向を選択する。
【０００６】
　複数のＳＴＡを有する無線（ワイヤレス）通信システムにおいてスマートアンテナを用
いて測定を行なう方法は、測定要求を第１のＳＴＡから第２のＳＴＡに送信することから
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開始される。少なくとも２つの測定パケットは第１のＳＴＡから第２のＳＴＡに送信され
、各測定パケットは異なるアンテナビームを使用して送信される。第２のＳＴＡは各測定
パケットを受信し、各測定パケットについて測定を実行する。第２のＳＴＡは測定結果に
基づいて測定レポートを生成し、その測定レポートを第１のＳＴＡに送信する。第１のＳ
ＴＡは測定レポートに基づいてアンテナビーム方向を選択する。
【０００７】
　第１のＳＴＡと第２のＳＴＡを含む無線（ワイヤレス）通信システムにおいてスマート
アンテナを用いて測定を行なうシステムにおいて、第１のＳＴＡは、第１の送信器／受信
器と、第１の送信器／受信器に接続された第１のアンテナと、第１の送信器／受信器に接
続された測定パケット要求デバイスと、第１の送信器／受信器に接続された測定パケット
分析デバイスと、第１の送信器／受信器および測定パケット分析デバイスに接続されたビ
ーム変更デバイスと、を具備し、第２のＳＴＡは、第２の送信器／受信器と、第２の送信
器／受信器に接続された第２のアンテナと、第２の送信器／受信器に接続された測定パケ
ット要求受信デバイスと、第２の送信器／受信器および測定パケット要求受信デバイスに
接続された測定パケット送信デバイスと、を具備している。
【０００８】
　第１のＳＴＡと第２のＳＴＡを含む無線（ワイヤレス）通信システムにおいてスマート
アンテナを用いて測定を行なうシステムにおいて、第１のＳＴＡは、第１の送信器／受信
器と、第１の送信器／受信器に接続された第１のアンテナと、第１の送信器／受信器に接
続された測定パケット要求デバイスと、第１の送信器／受信器および測定パケット要求デ
バイスに接続された測定パケット送信デバイスと、第１の送信器／受信器および測定パケ
ット送信デバイスに接続されたビーム変更デバイスと、第１の送信器／受信器およびビー
ム変更デバイスに接続された測定レポート分析デバイスと、を具備し、第２のＳＴＡは、
第２の送信器／受信器と、第２の送信器／受信器に接続された第２のアンテナと、第２の
送信器／受信器に接続された測定パケット要求受信デバイスと、第２の送信器／受信器に
接続された測定パケット分析デバイスと、第２の送信器／受信器および測定パケット分析
デバイスに接続された測定レポート生成バイスと、を具備している。
【０００９】
　本発明の理解を容易にするために、以下では、例示の好適な実施形態について添付図面
と関連付けて詳しく説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下において、「ステーション（station：ＳＴＡ）」という用語には、無線（ワイヤ
レス）送信／受信ユニット、ユーザ機器、固定式または移動式加入者ユニット、ページャ
（pager）、または無線（ワイヤレス）環境で動作する能力を備えた他の種類のデバイス
が含まれているが、これらに限定されない。以下において、「アクセスポイント（access
 point：ＡＰ）」という用語が言及されるときは、その用語には基地局（base station）
、ノードＢ、サイトコントローラ、または無線（ワイヤレス）環境でインタフェースとな
る他の種類のデバイスが含まれているが、これらに限定されない。
【００１１】
　本発明は、スマートアンテナに対する測定サポートが対応していない問題を解決し、Ａ
Ｐ、ＡＰではないＳＴＡ、またはその両方に実装させることができる。本発明は、任意の
２つのステーション（ＳＴＡ）間の送信アンテナまたは受信アンテナの各々に対する受信
信号強度インジケータ（received signal strength indicator：ＲＳＳＩ）またはＳＩＮ
Ｒ測定を取得するためのシグナリングメカニズムを提供している。スキャニング間の受信
測定を正しく更新するためのメカニズムも提供されている。
【００１２】
　本発明は、「アンテナ測定（Antenna Measurement）」と呼ばれる、新カテゴリのアク
ションフレームを生成することによってアンテナ測定のためにアクションフレームを使用
している。このカテゴリのアクションフレームには、測定要求パケット、測定応答パケッ
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ト、およびダミー測定パケット用のアクションフィールドが含まれている。現在、アクシ
ョンフレームはＷＬＡＮ標準（つまり、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｅ）において定義されている。本発明の測定パケットは、別個の制御パケットまたは管理
パケットの一部にすることもできる。
【００１３】
　図１は、本発明による測定要求パケット１００を示している。測定要求パケット１００
には、送信または受信パケット数フィールド１０２、送信アンテナ情報フィールド１０４
、要求タイプフィールド１０６、および測定レポートの要求フィールド１０８が含まれて
いる。送信または受信パケット数フィールド１０２は、フェージング（fading）環境およ
びアンテナ選択の時間などの、パラメータに依存している。一実施形態において、好まし
い値はアンテナ当たり１０パケットである。送信アンテナ情報フィールド１０４には、ア
ンテナビームＩＤまたはあるアンテナまたはアンテナ群を特定するために使用できる他の
任意情報が含まれている。以下では、図４と図６を参照して、２つの可能な要求タイプフ
ィールド１０６について説明する。なお、当然に理解されるように、測定を送信し、要求
タイプフィールド１０６において示されうる応答を得るには多数の方法が可能である。測
定レポート要求フィールド１０８には、ＳＮＲ測定のためのパラメータとＲＳＳＩ測定の
ためのパラメータが含まれている。
【００１４】
　図２は、本発明による測定パケット２００を示している。測定パケット２００には、ア
ンテナＩＤ情報２０２と現パケットのシーケンス番号２０４が含まれている。アンテナＩ
Ｄ情報２０２には、アンテナビームＩＤまたはあるアンテナまたはアンテナ群を特定する
ために使用できる他の任意要素が含まれている。
【００１５】
　図３は、本発明による測定レポートパケット３００を示している。測定レポートパケッ
ト３００には、シーケンス情報３０２（パケットのシーケンス番号）、アンテナ情報３０
４（すなわち、アンテナＩＤ情報）、測定されたＲＳＳＩ値３０６、および測定されたＳ
ＮＲ値３０８が含まれている。
【００１６】
　測定要求および応答は、ＳＴＡまたはＡＰによって開始することができる。測定要求パ
ケット１００と測定レポートパケット３００は、ＳＴＡがＡＰに関連付けられている間い
つでも送信することができる。各アンテナからの信号および各アンテナへの信号を測定す
るこれらの方法を、ＡＰに関連付けられる前に使用することをＳＴＡに許可することがで
きる。
【００１７】
　図４は、本発明の第一の実施形態に従ってＳＴＡ１とＳＴＡ２の２つのＳＴＡ間の測定
パケット交換のための方法４００を示すフローチャートである。この方法４００は、ＳＴ
Ａ１が測定要求パケットをＳＴＡ２に送信することから開始される（ステップ４０２）。
ＳＴＡ２は測定要求パケットを受信し（ステップ４０４）、ＡＣＫをＳＴＡ１に送信する
（ステップ４０６）。次に、ＳＴＡ２は測定パケットをＳＴＡ１に送信する（ステップ４
０８）。ＳＴＡ１は測定パケットを受信し、測定パケットのＲＳＳＩおよび／またはＳＮ
Ｒを測定する（ステップ４１０）。測定要求パケットの中で指定されたパケットのすべて
が送信されたかどうかの判断が行なわれる（ステップ４１２）。
【００１８】
　パケットのすべてが送信されていなければ、ＳＴＡ１はその受信ビームを変更する（ス
テップ４１４）。ＳＴＡ２は、短フレーム間隔（short interframe space：ＳＩＦＳ）の
間待ってから（ステップ４１６）、次のパケットを送信する（ステップ４０８）。好適な
実施形態では、ＳＴＡ２はＳＩＦＳの間待っているが、この待ち時間は変わることがあり
、ＳＩＦＳ以上または未満にすることができる。この待ち期間が可変であることは、アン
テナビームをスイッチングするのに必要な時間の長さ、システムクロックの正確さ、およ
び他の実装固有（implementation-specific）のタイミング問題に関係している。パケッ
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トのすべてが送信されていれば（ステップ４１２）、ＳＴＡ１は測定されたＲＳＳＩ値お
よび／またはＳＮＲ値のすべてに基づいて送信ビームを選択し（ステップ４１８）、この
方法は終了する（ステップ４２０）。
【００１９】
　図５は方法４００の信号図であり、ＳＴＡ１（５０２）とＳＴＡ２（５０４）の間のパ
ケット交換を示している。ＳＴＡ１（５０２）は、測定要求パケット５０６をＳＴＡ２（
５０４）に送信する。ＳＴＡ２（５０４）は、ＳＩＦＳ５０８の間待ってから測定要求パ
ケット５０６に応答してＡＣＫ５１０を送信する。次に、ＳＴＡ２（５０４）は、複数の
測定パケット５１２1…５１２nを連続的に送信し、各測定パケット５１２は、ＳＩＦＳ５
１４によって分離されている。ＳＩＦＳの間、ＳＴＡ１（５０２）はパケット５１２1…
５１２nの各々が異なるビームで受信されるようにその受信ビームを変更する。そのあと
、ＳＴＡ１（５０２）は、各パケット５１２の受信信号強度を使用して正しいビームを選
択する。
【００２０】
　図６は、本発明の第二の実施形態によるＳＴＡ１とＳＴＡ２の２つのＳＴＡ間の測定パ
ケット交換の方法６００を示すフローチャートである。この方法６００は、ＳＴＡ１が測
定要求パケットをＳＴＡ２に送信することから開始される（ステップ６０２）。ＳＴＡ２
は測定要求パケットを受信し（ステップ６０４）、ＡＣＫをＳＴＡ１に送信する（ステッ
プ６０６）。ＳＴＡ１はビームから測定パケットを送信する（ステップ６０８）。ＳＴＡ
２は測定パケットを受信し、パケットのＲＳＳＩおよび／またはＳＮＲを測定する（ステ
ップ６１０）。測定要求パケットによって指定された測定パケットのすべてが送信された
かどうかの判断が行なわれる（ステップ６１２）。測定パケットのすべてが送信されてい
なければ、ＳＴＡ１は送信ビームを変更し（ステップ６１４）、ＳＩＦＳの間待ってから
（ステップ６１６）、新しいビームからパケットを送信する（ステップ６０８）。好適な
実施形態では、ＳＴＡ１はＳＩＦＳの間待っているが、この待ち時間は変わることがあり
、ＳＩＦＳ以上または未満にすることができる。この待ち期間が可変であることは、アン
テナビームをスイッチングするのに必要な時間の長さ、システムクロックの正確さ、およ
び他の実装固有（implementation-specific）のタイミング問題に関係している。
【００２１】
　測定パケットのすべてが送信されていれば（ステップ６１２）、ＳＴＡ２は、受信した
測定パケットのすべてに基づいて測定レポートを生成する（ステップ６２０）。ＳＴＡ２
は測定レポートをＳＴＡ１に送信し（ステップ６２２）、ＳＴＡ１はその測定レポートに
ついてのＡＣＫをＳＴＡ２に送信する（ステップ６２４）。ＳＴＡ１はその測定レポート
に基づいて送信ビームを選択し（ステップ６２６）、この方法は終了する（ステップ６２
８）。
【００２２】
　図７は方法６００の信号図であり、ＳＴＡ１（７０２）とＳＴＡ２（７０４）の間のパ
ケット交換を示している。ＳＴＡ１（７０２）は、測定要求パケット７０６をＳＴＡ２（
７０４）に送信する。ＳＴＡ２（７０４）は、ＳＩＦＳ７０８の間待ってから、測定要求
パケット７０６に応答してＡＣＫ７１０を送信する。ＳＴＡ１（７０２）は、ＳＩＦＳ７
１２の間待ってからビームからの測定パケット７１４1…７１４nをＳＴＡ２（７０４）に
送信する。各測定パケット７１４は、異なるビームから送信され、ＳＴＡ１（７０２）は
ＳＩＦＳ７１６の間待ってから測定パケット７１４を別のビームで送信する。ＳＴＡ２（
７０４）は、測定パケット７１４を受信し、各パケットを測定する。測定パケット７１４
のすべてがＳＴＡ２（７０４）によって受信されたあと、ＳＴＡ２（７０４）は、測定レ
ポートパケット７１８を生成し、その測定レポートパケット７１８をＳＴＡ１（７０２）
に送信する。そのあと、ＳＴＡ１（７０２）は、測定レポートパケット７１８を受信する
とＡＣＫをＳＴＡ２（７０４）に送信する。そのあと、ＳＴＡ１（７０２）は測定レポー
トパケット７１８に従ってビーム方向を選択する。
【００２３】



(8) JP 5226313 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

　測定要求およびレポート情報は、データパケット、管理パケット、または制御パケット
の上に乗せて送信することができる。物理層シグナリング（physical layer signaling）
は異なるビームから送信することができる。このシグナリングはなんらかの物理層シグニ
チャ（signature）（プリアンブル（preamble）など）またはビーム情報を介して異なる
ビームを特定するような形で送信することができる。これらの測定信号は１つのパケット
（ＳＩＦＳの間待つことなく）の中で送信することができる。
【００２４】
　受信信号強度を更新するパッシブ測定（passive measurement）も可能である。送信側
からの受信信号強度は、スイッチされたビームまたはダイバーシティ手法に基づいて変化
することがある。受信側は、送信側ノードのアンテナ使用に関するなんらの通知がないた
めに、受信（または送信）用の正しいビームについて不正確な判断をすることで終わるこ
とがある。送信されたパケットは、ビームＩＤまたはダイバーシティ手法を指し示すもの
（indication）を含んでいる。この情報は受信測定情報を更新するために受信側によって
使用することができる。
【００２５】
　送信アンテナ情報は、物理層コンバージェンスプロトコル（physical layer convergen
ce protocol：ＰＬＣＰ）ヘッダの直後または媒体アクセス制御（medium access control
：ＭＡＣ）ヘッダの中で送信される。この情報は、全方向性ビーム（omni-directional b
eam）またはアンテナビームＩＤを示す事前定義信号パターン（pre-defined signal patt
ern）にすることができる。このパターンはダイバーシティ手法（もしあれば）を示すた
めに使用することもできる。
【００２６】
　図８は本発明によるＰＬＣＰフレームフォーマット８００を示す図である。ＰＬＣＰフ
レーム８００には、プリアンブル８０２、信号フィールド８０４、ヘッダエラーチェック
（header error check：ＨＥＣ）８０６および物理層サービスデータユニット（physical
 layer service data unit：ＰＳＤＵ）８１０が含まれている。本発明によれば、ＰＬＣ
Ｐフレーム８００には新フィールドである送信／受信アンテナＩＤ８０８が追加されてい
る。ＰＬＣＰヘッダの後に送信アンテナ情報を追加することによって下位互換性（backwa
rd compatibility）が保たれている。送信アンテナＩＤを示すためにＭＡＣヘッダに追加
の情報フィールドを組み入れることも可能である。
【００２７】
　本発明は、ビームまたは指向性アンテナへの／からの信号強度を測定するための効率的
方法を提供している。現行のＩＥＥＥ８０２．１１標準規格には、アンテナ測定のための
定義された方法がない。ダミーパケット（dummy packet）またはビーコンの使用は非効率
で、時間がかかっている。また、これは、指向性アンテナをフェージング（fading）環境
やローミング（roaming）で使用することの制約になっている。本発明によればＳＴＡが
送信と受信のために異なるビームを使用することを可能にしている。
【００２８】
　図９は、それぞれ図４と図６を参照して上述した方法４００と６００に従って測定情報
を通信するように構成されたシステム９００を示す図である。このシステム９００は、第
１のＳＴＡ（ＳＴＡ１）９０２と第２のＳＴＡ（ＳＴＡ２）９０４を含んでいる。システ
ム９００は説明の便宜上、２つのＳＴＡが別々のものとして示されているが、各々のＳＴ
Ａは図示のコンポーネントをすべて備えた構成にすることが可能である。
【００２９】
　第１のＳＴＡ９０２は、送信器／受信器９１２に接続された測定パケット要求デバイス
９１０を具備し、送信器／受信器９１２はアンテナ９１４に接続されている。測定パケッ
ト送信デバイス９１６は、測定パケット要求デバイス９１０と送信器／受信器９１２に接
続されている。測定パケット分析デバイス９１８は、送信器／受信器９１２に接続されて
いる。ビーム変更デバイス９２０は、送信器／受信器９１２、測定パケット送信デバイス
９１６および測定パケット分析デバイス９１８に接続されている。測定レポート分析デバ
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イス９２２は、送信器／受信器９１２とビーム変更デバイス９２０に接続されている。
【００３０】
　第２のＳＴＡ９０４は、送信器／受信器９３２に接続されたアンテナ９３０を具備して
いる。測定パケット要求受信デバイス９３４は、送信器／受信器９３２に接続されている
。測定パケット送信デバイス９３６は、送信器／受信器９３２と測定パケット要求受信デ
バイス９３４に接続されている。測定パケット分析デバイス９３８は、送信器／受信器９
３２に接続されている。測定レポート生成デバイス９４０は、送信器／受信器９３２と測
定パケット分析デバイス９３８に接続されている。
【００３１】
　方法４００を実施するとき、システム９００は次のように動作するように構成されてい
る。測定パケット要求デバイス９１０は、測定パケット要求を生成し、この要求は、送信
器／受信器９１２に送信され、そこから第２のＳＴＡ９０４に送信される。送信器／受信
器９３２は、測定パケット要求を受信し、それを測定パケット要求受信デバイス９３４に
転送する。測定パケット要求受信デバイス９３４は、第１のＳＴＡ９０２に送信されるＡ
ＣＫを生成する。
【００３２】
　ＡＣＫを送信したあと、測定パケット要求受信デバイス９３４は、測定パケットを第１
のＳＴＡ９０２に送信することを開始するように測定パケット送信デバイス９３６に通知
する。測定パケットが第１のＳＴＡ９０２において受信されると、送信器／受信器９１２
は、測定パケットを測定パケット分析デバイス９１８に転送し、そこで測定パケットのＲ
ＳＳＩおよび／またはＳＮＲが測定される。要求された測定パケットのすべてが受信され
ていなければ、測定パケット分析デバイス９１８は、追加の測定パケットを受信するため
に第１のＳＴＡ９０２の受信ビームを変更するようにビーム変更デバイス９２０に通知す
る。
【００３３】
　要求された測定パケットのすべてが受信されていれば、測定パケット分析デバイス９１
８は以前に測定された値に基づいて適切な送信ビームを選択してから、選択した送信ビー
ムをビーム変更デバイス９２０に通知する。
【００３４】
　方法６００を実施するとき、システム９００は次のように動作するように構成される。
測定パケット要求デバイス９１０は、測定パケット要求を生成し、この要求は送信器／受
信器９１２に送信され、そこから第２のＳＴＡ９０４に送信される。送信器／受信器９３
２は、測定パケット要求を受信し、それを測定パケット要求受信デバイス９３４に転送す
る。測定パケット要求受信デバイス９３４は、第１のＳＴＡ９０２に送信されるＡＣＫを
生成する。
【００３５】
　ＡＣＫを受信すると、測定パケット要求デバイス９１０は、測定パケットを第２のＳＴ
Ａ９０４に送信することを開始するように測定パケット送信デバイス９１６に通知する。
測定パケットを受信すると、送信器／受信器９３２は、測定パケットを測定パケット分析
デバイス９３８に転送し、そこでパケットが測定される。要求された測定パケットのすべ
てが送信されていなければ、測定パケット送信デバイス９１６は、送信ビームを変更して
から次の測定パケットを送信するようにビーム変更デバイス９２０に通知する。
【００３６】
　要求された測定パケットのすべてが送信されていれば、測定レポート生成デバイス９４
０は、第１のＳＴＡ９０２に送信される測定レポートを生成する。その測定レポートは測
定レポート分析デバイス９２２に転送され、そこで第１のＳＴＡ９０２用の送信ビームが
その測定レポートに基づいて選択される。そのあと、測定レポート分析デバイス９２２は
、第１のＳＴＡ９０２用の送信ビームを変更するために選択したビームをビーム変更デバ
イス９２０に通知する。
【００３７】
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　（実施形態）
　１．複数のＳＴＡを有する無線（ワイヤレス）通信システムにおいてスマートアンテナ
を用いて測定を行なう方法であって、該方法は、測定要求を第１のＳＴＡから第２のＳＴ
Ａに送信するステップと、少なくとも２つの測定パケットを第２のＳＴＡから第１のＳＴ
Ａに連続的にまたは同時に送信するステップと、各測定パケットを異なるアンテナビーム
を使用して第１のＳＴＡにおいて受信するステップと、各測定パケットについて第１のＳ
ＴＡにおいて測定を実行するステップと、測定結果に基づいてアンテナビーム方向を第１
のＳＴＡにおいて選択するステップと、を含むことを特徴としている。
【００３８】
　２．実施形態１に記載の方法において、測定要求は送信する複数の測定パケットを含ん
でいることを特徴としている。
【００３９】
　３．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、送信するステップは、送信する測
定パケットと測定パケットの間にフレーム間隔の間待つことを含むことを特徴としている
。
【００４０】
　４．実施形態３に記載の方法において、フレーム間隔は、短フレーム間隔（ＳＩＦＳ）
、１未満のＳＩＦＳ、および１より大きいＳＩＦＳの１つであることを特徴としている。
【００４１】
　５．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、実行するステップは、各測定パケ
ットの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）を測定することを含むことを特徴としてい
る。
【００４２】
　６．実施形態５に記載の方法において、選択するステップは、測定されたＲＳＳＩ値に
基づいて送信ビーム方向を選択することを含むことを特徴としている。
【００４３】
　７．実施形態１乃至４のいずれかに記載の方法において、実行するステップは、各測定
パケットの信号対雑音比（signal to noise ratio：ＳＮＲ）を測定することを含むこと
を特徴としている。
【００４４】
　８．実施形態７に記載の方法において、選択するステップは、測定されたＳＮＲ値に基
づいて送信ビーム方向を選択することを含むことを特徴としている。
【００４５】
　９．実施形態１乃至４のいずれかに記載の方法において、実行するステップは、各測定
パケットの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）および信号対雑音比（ＳＮＲ）を測定
することを含むことを特徴としている。
【００４６】
　１０．実施形態９に記載の方法において、選択するステップは、測定されたＲＳＳＩ値
とＳＮＲ値に基づいて送信ビーム方向を選択することを含むことを特徴としている。
【００４７】
　１１．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、測定要求を受信したとき第２の
ＳＴＡから第１のＳＴＡに確認応答（ＡＣＫ）を送信するステップをさらに含むことを特
徴としている。
【００４８】
　１２．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、測定パケットが受信された後、
アンテナの受信ビームを第１のＳＴＡにおいて異なるビームに変更するステップをさらに
含み、第１のＳＴＡのおけるアンテナは異なるビームを使用して次の測定パケットを受信
するようにしたことを特徴としている。
【００４９】
　１３．複数のステーション（ＳＴＡ）を有する無線（ワイヤレス）通信システムにおい
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てスマートアンテナを用いて測定を行う方法であって、該方法は、測定要求を第１のＳＴ
Ａから第２のＳＴＡに送信するステップと、少なくとも２つの測定パケットを第１のＳＴ
Ａから第２のＳＴＡに連続的にまたは同時に送信するステップであって、各測定パケット
は異なるアンテナビームを使用して送信されるようにしたステップと、各測定パケットを
第２のＳＴＡにおいて受信するステップと、各測定パケットについて第２のＳＴＡにおい
て測定を実行するステップと、測定結果に基づいて測定レポートを第２のＳＴＡにおいて
生成するステップと、測定レポートを第２のＳＴＡから第１のＳＴＡに送信するステップ
と、測定レポートに基づいて第１のＳＴＡにおいてアンテナビーム方向を選択するステッ
プと、を含むことを特徴としている。
【００５０】
　１４．実施形態１３に記載の方法において、測定要求は送信する複数の測定パケットを
含むことを特徴としている。
【００５１】
　１５．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、送信するステップは、送信する
測定パケットと測定パケットの間にフレーム間隔の間待つことを含むことを特徴としてい
る。
【００５２】
　１６．実施形態１５に記載の方法において、フレーム間隔は、短フレーム間隔（ＳＩＦ
Ｓ）、１未満のＳＩＦＳ、および１より大きいＳＩＦＳの１つであることを特徴としてい
る。
【００５３】
　１７．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、測定要求を受信したとき確認応
答（ＡＣＫ）を第２のＳＴＡから第１のＳＴＡに送信するステップをさらに含むことを特
徴としている。
【００５４】
　１８．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、測定パケットが送信された後、
アンテナの送信ビームを第１のＳＴＡにおいて異なるビームに変更するステップをさらに
含み、第１のＳＴＡのアンテナは異なるビームを使用して次の測定パケットを送信するよ
うにしたことを特徴としている。
【００５５】
　１９．上記実施形態のいずれかに記載の方法において、測定レポートを受信したとき確
認応答（ＡＣＫ）を第１のＳＴＡから第２のＳＴＡに送信するステップをさらに含むこと
を特徴としている。
【００５６】
　２０．第１のＳＴＡと第２のＳＴＡを含む無線（ワイヤレス）通信システムにおいてス
マートアンテナを用いて測定を行なうシステムであって、第１のＳＴＡは、第１の送信器
／受信器と、第１の送信器／受信器に接続された第１のアンテナと、第１の送信器／受信
器に接続された測定パケット要求デバイスと、第１の送信器／受信器に接続された測定パ
ケット分析デバイスと、第１の送信器／受信器および測定パケット分析デバイスに接続さ
れたビーム変更デバイスと、を具備し、第２のＳＴＡは、第２の送信器／受信器と、第２
の送信器／受信器に接続された第２のアンテナと、第２の送信器／受信器に接続された測
定パケット要求受信デバイスと、第２の送信器／受信器および測定パケット要求受信デバ
イスに接続された測定パケット送信デバイスと、を具備していることを特徴としている。
【００５７】
　２１．実施形態２０に記載のシステムにおいて、測定パケット要求デバイスは測定パケ
ット要求を送信し、測定パケット要求が受信されたとの確認応答（ＡＣＫ）を第２のステ
ーション（ＳＴＡ）から受信するように構成されていることを特徴としている。
【００５８】
　２２．実施形態２０または２１に記載のシステムにおいて、測定パケット分析デバイス
は第２のステーション（ＳＴＡ）から測定パケットを受信し、測定パケットを測定し、選
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択したビームをビーム変更デバイスに通知するように構成されていることを特徴としてい
る。
【００５９】
　２３．実施形態２０乃至２２のいずれかに記載のシステムにおいて、測定パケット要求
受信デバイスは、第１のステーション（ＳＴＡ）から測定パケット要求を受信し、測定パ
ケット要求が受信されたとの確認応答（ＡＣＫ）を第１のステーション（ＳＴＡ）に送信
し、測定パケットを第１のステーション（ＳＴＡ）に送信することを測定パケット送信デ
バイスに通知するように構成されていることを特徴としている。
【００６０】
　２４．実施形態２０乃至２３のいずれかに記載のシステムにおいて、測定パケット送信
デバイスは、測定パケットを第１のステーション（ＳＴＡ）に送信するように構成されて
いることを特徴としている。
【００６１】
　２５．第１のＳＴＡと第２のＳＴＡを含む無線（ワイヤレス）通信システムにおいてス
マートアンテナを用いて測定を行なうシステムであって、第１のＳＴＡは、第１の送信器
／受信器と、第１の送信器／受信器に接続された第１のアンテナと、第１の送信器／受信
器に接続された測定パケット要求デバイスと、第１の送信器／受信器および測定パケット
要求デバイスに接続された測定パケット送信デバイスと、第１の送信器／受信器および測
定パケット送信デバイスに接続されたビーム変更デバイスと、第１の送信器／受信器およ
びビーム変更デバイスに接続された測定レポート分析デバイスと、を具備し、第２のＳＴ
Ａは、第２の送信器／受信器と、第２の送信器／受信器に接続された第２のアンテナと、
第２の送信器／受信器に接続された測定パケット要求受信デバイスと、第２の送信器／受
信器に接続された測定パケット分析デバイスと、第２の送信器／受信器および測定パケッ
ト分析デバイスに接続された測定レポート生成デバイスと、を具備していることを特徴と
している。
【００６２】
　２６．実施形態２５に記載のシステムにおいて、測定パケット要求デバイスは、測定パ
ケット要求を第２のステーション（ＳＴＡ）に送信し、測定パケット要求が受信されたと
の確認応答（ＡＣＫ）を第２のステーション（ＳＴＡ）から受信するように構成されてい
ることを特徴としている。
【００６３】
　２７．実施形態２５または２６に記載のシステムにおいて、測定パケット送信デバイス
は、測定パケットを第２のステーション（ＳＴＡ）に送信するように構成されていること
を特徴としている。
【００６４】
　２８．実施形態２５乃至２７のいずれかに記載のシステムにおいて、測定パケット送信
デバイスは、第１のステーション（ＳＴＡ）の送信ビームを変更するようにビーム変更デ
バイスに通知するように構成されていることを特徴としている。
【００６５】
　２９．実施形態２５乃至２８のいずれかに記載のシステムにおいて、測定レポート分析
デバイスは、測定レポートを第２のステーション（ＳＴＡ）から受信し、測定レポートに
基づいて第１のステーション（ＳＴＡ）のための送信ビームを選択し、第１のステーショ
ン（ＳＴＡ）の送信ビームを選択されたビームに変更するようにビーム変更デバイスに通
知するように構成されていることを特徴としている。
【００６６】
　３０．実施形態２５乃至２９のいずれかに記載のシステムにおいて、測定パケット要求
受信デバイスは、測定パケット要求を第１のステーション（ＳＴＡ）から受信し、測定パ
ケット要求が受信されたとの確認応答（ＡＣＫ）を第１のステーション（ＳＴＡ）に送信
するように構成されていることを特徴としている。
【００６７】
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　３１．実施形態２５乃至３０のいずれかに記載のシステムにおいて、測定パケット分析
デバイスは、測定パケットを第１のステーション（ＳＴＡ）から受信し、測定パケットを
測定し、その測定を測定レポート生成デバイスに転送するように構成されていることを特
徴としている。
【００６８】
　３２．実施形態２５乃至３１のいずれかに記載のシステムにおいて、測定レポート生成
デバイスは、測定を測定パケット分析デバイスから受信し、第１のステーション（ＳＴＡ
）に送信される測定レポートを生成するように構成されていることを特徴としている。
【００６９】
　以上、ＷＬＡＮと関連付けて本発明を説明してきたが、本発明の原理は他のどのタイプ
の無線（ワイヤレス）通信システムにも等しく適用可能である。本発明の特徴と構成要素
は好適な実施形態の中で特定の組み合わせで説明されているが、各特徴または構成要素は
単独で（好適な実施形態の他の特徴および構成要素なしで）使用することも、本発明の他
の特徴および構成要素の有無に関係なく種々の組み合わせで使用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】測定要求パケットを示す図である。
【図２】測定パケットを示す図である。
【図３】測定レポートパケットを示す図である。
【図４】アンテナ測定を行なう方法を示すフローチャートである。
【図５】図４に示す方法の信号図である。
【図６】アンテナ測定を行なう第２の方法を示すフローチャートである。
【図７】図６に示す方法の信号図である。
【図８】物理層コンバージェンスプロトコル（ＰＬＣＰ）のフレームフォーマットを示す
図である。
【図９】図４と図６に示す方法に従って測定情報を通信するシステムを示す図である。
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