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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスで、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する方法であって、
前記通信デバイスは、第１送信モードにおいて、ｉ）第１チャネル帯域幅、ｉｉ）第１の
数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第１の数の上端ガードトーン、を持つ第１ＯＦ
ＤＭシンボルを、第１トーンマッピングユニットを有する第１送信フローユニットを使用
して生成し、第２送信モードにおいて、ｉ）第２チャネル帯域幅、ｉｉ）第２の数の下端
ガードトーン、および、ｉｉｉ）第２の数の上端ガードトーン、を持つ第２ＯＦＤＭシン
ボルを、第２トーンマッピングユニットを有する第２送信フローユニットを使用して生成
し、前記方法は、
　複合チャネル送信モードにおいて、前記第１送信フローユニットを使用して、第１セッ
トのＯＦＤＭトーンを生成する段階と、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第２送信フローユニットを使用して、第２
セットのＯＦＤＭトーンを生成する段階と、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第１セットのＯＦＤＭトーンおよび前記第
２セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する段階と
　を備え、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端ガードトーンおよび上端ガードトーンを含
み、ｉ）前記下端ガードトーンの数が、前記第１の数の下端ガードトーンより多く、前記
第２の数の下端ガードトーンより多いこと、および、ｉｉ）前記上端ガードトーンの数が
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、前記第１の数の上端ガードトーンより多く、前記第の２数の上端ガードトーンより多い
こと、の少なくとも一方が成立する
　方法。
【請求項２】
　前記第１チャネル帯域幅は、前記第２チャネル帯域幅より狭く、前記複合チャネルＯＦ
ＤＭシンボルは、前記第１チャネル帯域幅と前記第２チャネル帯域幅との合計に等しい、
または、略等しい複合チャネル帯域幅を持つ請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１送信フローユニットおよび前記第２送信フローユニットのそれぞれは、ｉ）イ
ンターリーバ、および、ｉｉ）変調器、の少なくとも一方をさらに有する請求項１または
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信デバイスは、さらに、第３送信モードでは、ｉ）第３チャネル帯域幅、ｉｉ）
第３の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第３の数の上端ガードトーン、を持つ第
３ＯＦＤＭシンボルを、第３トーンマッピングユニットを有する第３送信フローユニット
を使用して生成し、
　前記方法は、前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第３送信フローユニットを使
用して、第３セットのＯＦＤＭトーンを生成する段階をさらに備え、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する段階では、前記複合チャネル送信モード
において、前記第３セットのＯＦＤＭトーンをさらに含める
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１セットのＯＦＤＭトーンは、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルのより小さい
副搬送波インデックスを占め、前記第２セットのＯＦＤＭトーンは、前記複合チャネルＯ
ＦＤＭシンボルのより大きい副搬送波インデックスを占める請求項１から４のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンと前記第２セ
ットのＯＦＤＭトーンとの間の境界に一つ以上の空値トーンを含み、前記境界における前
記空値トーンの数は、ｉ）前記第１の数の上端ガードトーンと、ｉｉ）前記第２の数の下
端ガードトーン、との合計より少ない請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記下端ガードトーンの数と、ｉｉ）前記複
合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記上端ガードトーンの数と、の合計は、ｉ）前記第１の
数の上端ガードトーンと前記第２の数の下端ガードトーンとの合計と、ｉｉ）前記境界に
おける前記空値トーンの数と、の差よりも大きい請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、ｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記
下端ガードトーンと、ｉｉ）前記境界における一つ以上の前記空値トーンと、の間に空値
トーンを含まず、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、ｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記
上端ガードトーンと、ｉｉ）前記境界における一つ以上の前記空値トーンと、の間に空値
トーンを含まない
　請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの中心に一
つ以上の空値トーンを含む請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンと前記第２セ
ットのＯＦＤＭトーンとの間の境界に空値トーンを含まない請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第１セットのＯＦＤＭトーンは、少なくとも第１ブロックのＯＦＤＭトーンおよび
第２ブロックのＯＦＤＭトーンを含み、
　前記第２セットのＯＦＤＭトーンは、少なくとも第３ブロックのＯＦＤＭトーンおよび
第４ブロックのＯＦＤＭトーンを含み、
　前記第１ブロックのＯＦＤＭトーンおよび前記第２ブロックのＯＦＤＭトーンは、前記
複合チャネルＯＦＤＭシンボル内で互いに隣接せず、前記第３ブロックのＯＦＤＭトーン
および前記第４ブロックのＯＦＤＭトーンは、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボル内で互
いに隣接しない
　請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、ｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記
下端ガードトーンと、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記中心における一つ以上の
前記空値トーンと、の間に空値トーンを含まず、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、ｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記
上端ガードトーンと、ｉｉ）前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの前記中心における一つ
以上の前記空値トーンと、の間に空値トーンを含まない
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも、ｉ）第１トーンマッピングユニットを含む第１送信フローユニット、およ
び、ｉｉ）第２トーンマッピングユニットを含む第２送信フローユニットを有するネット
ワークインターフェースを備える通信デバイスであって、
　前記ネットワークインターフェースは、
　第１送信モードにおいて、前記第１送信フローユニットを使用して、ｉ）第１チャネル
帯域幅、ｉｉ）第１の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第１の数の上端ガードト
ーン、を持つ第１ＯＦＤＭシンボルを生成し、
　第２送信モードにおいて、前記第２送信フローユニットを使用して、ｉ）第２チャネル
帯域幅、ｉｉ）第２の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第２の数の上端ガードト
ーン、を持つ第２ＯＦＤＭシンボルを生成し、
　複合チャネル送信モードにおいて、前記第１送信フローユニットを使用して、第１セッ
トのＯＦＤＭトーンを生成し、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第２送信フローユニットを使用して、第２
セットのＯＦＤＭトーンを生成し、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第１セットのＯＦＤＭトーンおよび前記第
２セットのＯＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成し、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端ガードトーンおよび上端ガードトーンを含
み、ｉ）前記下端ガードトーンの数が、前記第１の数の下端ガードトーンより多く、前記
第２の数の下端ガードトーンより多いこと、および、ｉｉ）前記上端ガードトーンの数が
、前記第１の数の上端トーンより多く、前記第２の数の上端ガードトーンより多いこと、
の少なくとも一方が成立する
　通信デバイス。
【請求項１４】
　前記第１送信フローユニットおよび前記第２送信フローユニットのそれぞれは、ｉ）イ
ンターリーバ、および、ｉｉ）変調器、の少なくとも一方をさらに含む請求項１３に記載
の通信デバイス。
【請求項１５】
　前記ネットワークインターフェースは、一つ以上の離散逆フーリエ変換（ＩＤＦＴ）ユ
ニットをさらに有し、前記ネットワークインターフェースは、前記一つ以上のＩＤＦＴユ
ニットを使用して前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルにＩＤＦＴ処理を実行することに少
なくとも部分的によって、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する請求項１３また
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は１４に記載の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記ネットワークインターフェースは、少なくとも第１無線送受信機ブロックおよび第
２無線送受信機ブロックをさらに有し、
　前記ネットワークインターフェースは、さらに、少なくとも前記第１無線送受信機ブロ
ックおよび前記第２無線送受信機ブロックを使用して前記複合チャネルＯＦＤＭシンボル
を送信し、前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルのうち、前記第１セットのＯＦＤＭトーン
に対応する一部は、前記第１無線送受信機ブロックを介して送信され、前記複合チャネル
ＯＦＤＭシンボルのうち、前記第２セットのＯＦＤＭトーンに対応する一部は、前記第２
無線送受信機ブロックを介して送信される
　請求項１３から１５のいずれか１項に記載の通信デバイス。
【請求項１７】
　前記ネットワークインターフェースは、少なくとも第１無線送受信機ブロックをさらに
有し、
　前記ネットワークインターフェースは、さらに、前記第１無線送受信機ブロックを使用
して前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルの全体を送信する
　請求項１３から１５のいずれか１項に記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンを低周波数部
に含み、前記第２セットのＯＦＤＭトーンを高周波数部に含み、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンと前記第２セ
ットのＯＦＤＭトーンとの間の境界に一つ以上の空値トーンを含み、
　前記境界における前記空値トーンの数は、ｉ）前記第１の数の上端ガードトーンと、ｉ
ｉ）前記第２の数の下端ガードトーンと、の合計より少ない
　請求項１３から１７のいずれか１項に記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　通信デバイスでＯＦＤＭシンボルを生成する方法であって、前記通信デバイスは、第１
送信モードにおいて、ｉ）第１チャネル帯域幅、ｉｉ）第１の数の下端ガードトーン、お
よび、ｉｉｉ）第１の数の上端ガードトーン、を持つ第１ＯＦＤＭシンボルを、第１トー
ンマッピングユニットを有する第１送信フローユニットを使用して生成し、第２送信モー
ドにおいて、ｉ）第２チャネル帯域幅、ｉｉ）第２の数の下端ガードトーン、および、ｉ
ｉｉ）第２の数の上端ガードトーン、を持つ第２ＯＦＤＭシンボルを、第２トーンマッピ
ングユニットを有する第２送信フローユニットを使用して生成し、前記方法は、
　複合チャネル送信モードにおいて、前記第１送信フローユニットを使用して第１セット
のＯＦＤＭトーンを生成する段階と、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第２送信フローユニットを使用して第２セ
ットのＯＦＤＭトーンを生成する段階と、
　前記複合チャネル送信モードにおいて、前記第１セットのＯＦＤＭトーンおよび前記第
２セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する段階と
　を備え、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端ガードトーンおよび上端ガードトーンを含
み、前記下端ガードトーンおよび前記上端ガードトーンの合計数は、ｉ）前記第１の数の
下端ガードトーンおよび前記第２の数の上端ガードトーンの合計より大きく、ｉｉ）前記
第１の数の上端ガードトーンおよび前記第２の数の下端ガードトーンの合計より大きい
　方法。
【請求項２０】
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンを低周波数部
に含み、前記第２セットのＯＦＤＭトーンを高周波数部に含み、
　前記複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、前記第１セットのＯＦＤＭトーンと前記第２セ
ットのＯＦＤＭトーンとの間の境界に一つ以上の空値トーンを含み、
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　前記境界における前記空値トーンの数は、ｉ）前記第１の数の上端ガードトーンと、ｉ
ｉ)前記第２の数の下端ガードトーンと、の合計より少ない
　請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、主に、通信システムに関し、特に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を用いる
無線ネットワークに関する。
【０００２】
　[関連出願の相互参照]
　本願は、以下の米国仮特許出願の利益を主張する。
　２０１０年１０月１３日に出願された米国仮特許出願第６１／３９２，６１０号、発明
の名称「１２０ＭＨｚ動作」
　２０１１年１月６日に出願された米国仮特許出願第６１／４３０，３９１号、発明の名
称「１２０ＭＨｚ動作」
　２０１１年１月１１日に出願された米国仮特許出願第６１／４３１，７６３号、発明の
名称「１２０ＭＨｚ動作」
【０００３】
　上記の全特許出願の開示の全体を、本明細書に参照として組み込むものとする。
【背景技術】
【０００４】
　本明細書において提供される背景についての記載は、開示内容の背景を全般的に提示す
ることを目的とする。本願において名前を提示された発明者の本背景技術の項目に記載さ
れる仕事と、出願時に先行技術としての条件を満たさない本記載の側面とは、明示的にも
黙示的にも本開示内容に対する先行技術と自認するものでない。
【０００５】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）技術は、過去１０年間で急速に進歩した
。電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、
および８０２．１１ｎ規格等のＷＬＡＮ規格の発展により、シングルユーザピークデータ
スループットが向上した。たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格では、１秒当たり１１
メガビット（Ｍｂｐｓ）のシングルユーザピークスループットが規定され、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａおよび８０２．１１ｇ規格では、５４Ｍｂｐｓのシングルユーザピークスルー
プットが規定され、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格では、６００Ｍｂｐｓのシングルユーザ
ピークスループットが規定されている。さらなる高スループットを提供すると期待される
新規格ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃの開発が始まっている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施形態では、第１送信モードにおいて、ｉ）第１チャネル帯域幅、ｉｉ）第１
の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第１の数の上端ガードトーン、を持つ第１Ｏ
ＦＤＭシンボルを生成し、第２送信モードにおいて、ｉ）第２チャネル帯域幅、ｉｉ）第
２の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第２の数の上端ガードトーン、を持つ第２
ＯＦＤＭシンボルを生成する通信デバイスを使用して、方法を実施する。第１ＯＦＤＭシ
ンボルは、第１トーンマッピングユニットを有する第１送信フローユニットを使用して生
成され、第２ＯＦＤＭシンボルは、第２トーンマッピングユニットを有する第２送信フロ
ーユニットを使用して生成される。本方法は、複合チャネル送信モードにおいて、第１送
信フローユニットを使用して第１セットのＯＦＤＭトーンを生成する段階と、複合チャネ
ル送信モードにおいて、第２送信フローユニットを使用して第２セットのＯＦＤＭトーン
を生成する段階とを備える。本方法は、複合チャネル送信モードにおいて第１および第２
セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する段階をさらに備
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える。複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端および上端ガードトーンを含み、ｉ）下端
ガードトーンの数が第１の数の下端ガードトーンより多く、第２の数の下端ガードトーン
より多いこと、および、ｉｉ）上端ガードトーンの数が、第１の数の上端ガードトーンよ
り多く、第２の数の上端ガードトーンより多いこと、の少なくとも一方が成立する。
【０００７】
　別の実施形態では、通信デバイスは、少なくともｉ）第１トーンマッピングユニットを
含む第１送信フローユニット、および、ｉｉ）第２トーンマッピングユニットを含む第２
送信フローユニット、を有するネットワークインターフェースを備える。ネットワークイ
ンターフェースは、第１送信モードにおいて、第１送信フローユニットを使用して、ｉ）
第１チャネル帯域幅、ｉｉ）第１の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第１の数の
上端ガードトーン、を持つ第１ＯＦＤＭシンボルを生成する。さらに、ネットワークイン
ターフェースは、第２送信モードにおいて、第２送信フローユニットを使用して、ｉ）第
２帯域幅、ｉｉ）第２の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第２の数の上端ガード
トーン、を持つ第２ＯＦＤＭシンボルを生成する。さらに、ネットワークインターフェー
スは、複合チャネル送信モードにおいて、第１送信フローユニットを使用して、第１セッ
トのＯＦＤＭトーンを生成し、複合チャネル送信モードにおいて、第２送信フローユニッ
トを使用して、第２セットのＯＦＤＭトーンを生成する。さらに、ネットワークは、複合
チャネル送信モードにおいて、第１および第２セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネ
ルＯＦＤＭシンボルを生成する。複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端および上端ガー
ドトーンを含み、ｉ）下端ガードトーンの数は、第１の数の下端ガードトーンより多く、
第２の数の下端ガードトーンより多いこと、および、ｉｉ）上端ガードトーンの数は、第
１の数の上端ガードトーンより多く、第２の数の上端ガードトーンより多いこと、の少な
くとも一方が成立する。
【０００８】
　さらに別の実施形態では、ＯＦＤＭシンボルを生成する方法は、第１送信モードにおい
て、ｉ）第１チャネル帯域幅、ｉｉ）第１の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）第
１の数の上端ガードトーン、を持つ第１ＯＦＤＭシンボルを生成し、第２送信モードにお
いて、ｉ）第２チャネル帯域幅、ｉｉ）第２の数の下端ガードトーン、および、ｉｉｉ）
第２の数の上端ガードトーン、を持つ第２ＯＦＤＭシンボルを生成する通信デバイスを使
用する。第１ＯＦＤＭシンボルは、第１トーンマッピングユニットを有する第１送信フロ
ーユニットを使用して生成され、第２ＯＦＤＭシンボルは、第２トーンマッピングユニッ
トを有する第２送信フローユニットを使用して生成される。本方法は、複合チャネル送信
モードにおいて、第１送信フローユニットを使用して、第１セットのＯＦＤＭトーンを生
成する段階と、複合は寝る送信モードにおいて、第２送信フローユニットを使用して、第
２セットのＯＦＤＭトーンを生成する段階とを備える。本方法は、複合チャネル送信モー
ドにおいて、第１および第２セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤＭシンボ
ルを生成する段階をさらに備える。複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、下端および上端ガ
ードトーンを含み、下端および上端ガードトーンの合計数は、ｉ）第１の数の下端ガード
トーンと第２の数の上端ガードトーンとの合計より大きく、ｉｉ）第１の数の上端ガード
トーンと第２の数の下端ガードトーンとの合計より大きい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一つの実施形態に係る本発明の技術を用いるシステム例のブロック図である。
【００１０】
【図２】一つの実施形態に係る図１の一つ以上の通信デバイスで使用されうる物理層処理
ユニット例のブロック図である。
【００１１】
【図３Ａ－３Ｂ】一つの実施形態に係る図２の物理層処理ユニット例等の物理層処理ユニ
ットの単一の送信フローユニットを使用してそれぞれ生成される直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ）シンボル例を示す図である。
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【００１２】
【図４Ａ－４Ｄ】多様な実施形態に係る図２の物理層処理ユニット等の物理層処理ユニッ
トの複数の送信フローユニットを使用して生成される複合チャネルＯＦＤＭシンボル例を
示す図である。
【００１３】
【図５】一つの実施形態に係るガードトーン数を増加させた複合チャネルＯＦＤＭシンボ
ルを生成する方法例を示すフロー図である。
【００１４】
【図６】一つの実施形態に係るデータユニット例の図である。
【００１５】
【図７】一つの実施形態に係る図６のデータユニット等のデータユニットのレガシー部お
よび非レガシー部を持つプリアンブル例の周波数領域図である。
【００１６】
【図８】一つの実施形態に係る図１の無線ネットワーク等の通信システムのチャネル化図
の例である。
【００１７】
【図９Ａ－９Ｂ】多様な実施形態に係る図２の物理層処理ユニット等の物理層処理ユニッ
トの複数の送信フローユニットを使用して生成される複合チャネルＯＦＤＭシンボル例を
示すさらなる図である。
【００１８】
【図１０】一つの実施形態に係る図６のデータユニット等のデータユニットのレガシー部
および非レガシー部を持つプリアンブル例の別の周波数領域図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下の実施形態では、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の無線ネットワー
クデバイス（たとえば、アクセスポイント（ＡＰ））が、一つ以上のその他のデバイス（
たとえば、クライアントステーション）に、一つ以上の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
シンボルストリームを送信する。ＯＦＤＭシンボルは、複数の可能なチャネル帯域幅のう
ち一つを使用して送信される。一つの実施形態では、無線ネットワークデバイスの物理層
（ＰＨＹ）処理ユニットは、可能なチャネル帯域幅のうち一つにおけるＯＦＤＭシンボル
のトーンマッピングをそれぞれが実行する複数の送信フローユニットを有する。いくつか
の実施形態および／またはシナリオでは、これらの送信フローユニットのうち二つ以上は
、さらに、複合チャネルで送信されるＯＦＤＭシンボルの一部のトーンマッピングを実行
する。たとえば、それぞれ４０および８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルのトーンマッピング
を実行する第１および第２の送信フローユニットは、一つの実施形態では、一緒に１２０
ＭＨｚの複合チャネルＯＦＤＭシンボルのトーンマッピングを実行することができる。多
様な実施形態では、用いられる送信フローユニットにより実行されるトーンマッピングに
より、成分チャネルに比べて、複合チャネルのＯＦＤＭシンボルの外端ガードトーン数が
増加する。たとえば、一つの実施形態では、４０および８０ＭＨｚの送信フローユニット
によって生成される１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルは、４０もしくは８０ＭＨｚのＯＦ
ＤＭシンボルに比べて、上端および／または下端のガードトーンをより多く含む。以下の
実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボルのガードトーン数は、データトーンおよび
／またはパイロットトーン数を減らすことなく、増える。
【００２０】
　図１は、一つの実施形態に係るＷＬＡＮ１０の例を示すブロック図である。ＡＰ１４は
、ネットワークインターフェース１６に結合されたホストプロセッサ１５を有する。ネッ
トワークインターフェース１６は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）処理ユニット１８および
ＰＨＹ処理ユニット２０を含む。ＰＨＹ処理ユニット２０は、複数の送受信機２１を含み
、これらの送受信機は、複数のアンテナ２４に結合されている。図１では３つの送受信機
２１および３つのアンテナ２４を示すが、ＡＰ１４は、他の実施形態では、他の数（たと
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えば、１、２、４、５等）の送受信機２１およびアンテナ２４を含むことができる。一つ
の実施形態では、ＭＡＣ処理ユニット１８およびＰＨＹ処理ユニット２０は、第１通信プ
ロトコルに準拠して動作するよう構成されている。第１通信プロトコルは、本明細書では
、ベリーハイスループット（ＶＨＴ）プロトコルとも呼ばれる。別の実施形態では、ＭＡ
Ｃ処理ユニット１８およびＰＨＹ処理ユニット２０は、少なくとも第２通信プロトコル（
たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ規格、ＩＥＥＥ８０２
．１１ａ規格等）に準拠して動作するようにも構成されている。
【００２１】
　ＷＬＡＮ１０は、複数のクライアントステーション２５を備える。図１では４つのクラ
イアントステーション２５が示されるが、多様なシナリオおよび実施形態では、ＷＬＡＮ
１０は、他の数（たとえば、１、２、３、５、６等）のクライアントステーション２５を
備えることができる。クライアントステーション２５のうち少なくとも一つ（たとえば、
クライアントステーション２５－１）は、少なくとも第１通信プロトコルに準拠して動作
するよう構成されている。
【００２２】
　クライアントステーション２５－１は、ネットワークインターフェース２７に結合され
たホストプロセッサ２６を有する。ネットワークインターフェース２７は、ＭＡＣ処理ユ
ニット２８およびＰＨＹ処理ユニット２９を含む。ＰＨＹ処理ユニット２９は、複数の送
受信機３０を含み、これらの送受信機３０は複数のアンテナ３４に結合されている。図１
では３つの送受信機３０および３つのアンテナ３４を示すが、他の実施形態では、クライ
アントステーション２５－１は、他の数（たとえば、１、２、４、５等）の送受信機３０
およびアンテナ３４を含むことができる。
【００２３】
　一つの実施形態では、クライアントステーション２５－２、２５－３、および２５－４
のうち一つまたは全ては、クライアントステーション２５－１と同一もしくは類似の構造
を有する。これらの実施形態では、クライアントステーション２５－１と同一もしくは類
似の構造を有するクライアントステーション２５は、同一数または異なる数の送受信機お
よびアンテナを含む。たとえば、クライアントステーション２５－２は、一つの実施形態
では、２つの送受信機および２つのアンテナだけを含む。
【００２４】
　多様な実施形態では、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１通信プロトコルに準
拠したデータユニットを生成する。送受信機２１は、アンテナ２４を介して、生成された
データユニットを送信する。同じく、送受信機２１は、アンテナ２４を介してデータユニ
ットを受信する。一つの実施形態では、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１通信
プロトコルに準拠した受信データユニットを処理する。
【００２５】
　多様な実施形態では、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９は、第
１通信プロトコルに準拠したデータユニットを生成する。送受信機３０は、アンテナ３４
を介して、生成されたデータユニットを送信する。同じく、送受信機３０は、アンテナ３
４を介して、データユニットを受信する。一つの実施形態では、クライアントデバイス２
５－１のＰＨＹ処理ユニット２９は、第１通信プロトコルに準拠した受信データユニット
を処理する。
【００２６】
　図２は、一つの実施形態に係るＶＨＴプロトコルに準拠して１２０ＭＨｚ複合チャネル
ＯＦＤＭシンボルを生成することができるＰＨＹ処理ユニット１００の例を示すブロック
図である。図１を参照すると、一つの実施形態では、ＡＰ１４およびクライアントステー
ション２５－１は、それぞれ、ＰＨＹ処理ユニット１００等のＰＨＹ処理ユニットを含む
。
【００２７】
　ＰＨＹ処理ユニット１００は、一つの実施形態では、１または０が長く続くシーケンス
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の発生を減らすべく情報ビットストリームを全体的にスクランブル（周波数変換）するス
クランブラ（周波数変換器）１０４を含む。別の実施形態では、スクランブラ１０４は、
符号化解析器（ｅｎｃｏｄｅｒ　ｐａｒｓｅｒ）１０６の後に配置される複数の並列スク
ランブラ（不図示）に置き換えられる。この実施形態では、各並列スクランブラは、複数
の順方向誤り訂正（ＦＥＣ）符号化器１０８のうち対応する一つに出力が結合されている
。複数の並列スクランブラは、逆多重化されたストリームに対して同時に動作する。さら
に別の実施形態では、スクランブラ１０４は、複数の並列スクランブラと、複数の並列ス
クランブラに向けて情報ビットストリームを逆多重化するデマルチプレクサとを含み、複
数の並列スクランブラは、逆多重化されたストリームに対して同時に動作する。いくつか
のシナリオでは、これらの実施形態は、より広い帯域幅、ひいては、より高い動作クロッ
ク周波数に対応するには有用である。
【００２８】
　符号化解析器１０６は、スクランブラ１０４に結合されている。符号化解析器１０６は
、情報ビットストリームを、一つ以上のＦＥＣ符号化器１０８に対応する一つ以上の符号
化器入力ストリームに逆多重化する。複数の並列スクランブラを含む別の実施形態では、
符号化解析器１０６は、情報ビットストリームを、複数の並列スクランブラに対応する複
数のストリームに逆多重化する。
【００２９】
　多様な実施形態および／またはシナリオでは、多様な数の符号化器１０８が並列に動作
する。たとえば、一つの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００は、４個の符号化器１
０８を含み、特定の変調・符号化スキーム（ＭＣＳ）、帯域幅、および空間ストリーム数
によって、１個、２個、３個、または４個の符号化器が同時に動作する。別の実施形態で
は、ＰＨＹ処理ユニット１００は、５個の符号化器１０８を含み、１個、２個、３個、４
個、または５個の符号化器が同時に動作する。別の実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１
００は、最大で１０個の符号化器１０８を含み、１個、２個、３個、４個、５個、６個、
７個、８個、９個、または１０個の符号化器が同時に動作する。一つの実施形態では、同
時に動作する符号化器の数は、データレートの倍数毎に、たとえば、６００Ｍｂｐｓ毎に
漸増する。一つの実施形態では、たとえば、６００Ｍｂｐｓまでのデータレートでは１個
の符号化器を使用し、６００Ｍｂｐｓと１２００Ｍｂｐｓとの間のデータレートでは２個
の符号化器を使用する、等である。
【００３０】
　各符号化器１０８は、対応する入力ストリームを符号化して、対応する符号化ストリー
ムを生成する。一つの実施形態では、各ＦＥＣ符号化器１０８は、バイナリ畳み込み埠頭
（ＢＣＣ）符号化器を含む。別の実施形態では、各ＦＥＣ符号化器１０８は、ＢＣＣ符号
化器と、その後ろにパンクチャリングブロックとを含む。別の実施形態では、各ＦＥＣ符
号化器１０８は、低密度パリティチェック（ＬＤＰＣ）符号化器を含む。さらに別の実施
形態では、各ＦＥＣ符号化器１０８は、さらに、ＢＣＣ符号化器と、その後ろにパンクチ
ャリングブロックとを含む。一つの実施形態では、各ＦＥＣ符号化器１０８は、１）パン
クチャリング無しのＢＣＣ符号化、２）パンクチャリング有りのＢＣＣ符号化、および３
）ＬＤＰＣ符号化、のいずれかを実行するよう構成されている。
【００３１】
　ストリーム解析器１１０は、一つ以上の符号化ストリームを、一つ以上の空間ストリー
ムに解析する。たとえば、図２に示す実施形態では、ストリーム解析器１１０は、Ｎ個の
符号化ストリームを２個の空間ストリームに解析する。いくつかの実施形態では、ストリ
ーム解析器１１０からの各空間ストリームは、周波数解析器１１４の一つに入力される。
たとえば、図２に示す実施形態では、第１空間ストリームは周波数解析器１１４－１に入
力され、第２空間ストリームは周波数解析器１１４－２に入力される。他の実施形態およ
び／またはシナリオでは、ストリーム解析器１１０は、設けられず、または、複数のスト
リームを生成するべく使用されない。さらに別の実施形態では、ストリーム解析器１１０
は、Ｎ個の符号化ストリームを、３個以上の空間ストリームに解析する。
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【００３２】
　一つ以上の周波数解析器１１４がストリーム解析器１１０に結合されている。いくつか
の実施形態では、ストリーム解析器１１０により出力される各空間ストリ－ムは、周波数
解析器１１４の互いに違う一方に入力される。たとえば、ストリーム解析器１１０が３個
以上の空間ストリームを出力するいくつかの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００は
、３個以上の対応する周波数解析器１１４を含む。多様なシナリオでは、各周波数解析器
１１４は、対応する空間ストリームのビットを、送信フローユニット１２４および１２６
（たとえば、ハードウェアユニット）の一つ以上に割り当てる。
【００３３】
　一つの実施形態では、送信フローユニット１２４は、各周波数解析器１１４の一つの出
力に結合され、空間ストリーム毎に一つの経路を含む。たとえば、図２に示す実施形態で
は、送信フローユニット１２４は、ストリーム解析器１１０の第１および第２の空間スト
リーム出力に対応する第１および第２の経路を含む。いくつかの実施形態では、ストリー
ム解析器１１０は、３個以上の空間ストリームを出力し、送信フローユニット１２４は、
３個以上の対応する経路を含み、各経路は、周波数解析器１１４のうち互いに違う一つを
介してストリーム解析器１１０に結合される。
【００３４】
　送信フローユニット１２４の各経路は、インターリーバ１３０、変調器１３４、および
トーンマッピングユニット１３６を含む。いくつかの実施形態では、送信フローユニット
１２４の経路のうち一つ、いくつか、または全ては、これらのユニットの全てを含まない
。たとえば、いくつかの実施形態では、送信フローユニット１２４の一つ以上の経路がイ
ンターリーバ１３０を含まない（たとえば、インターリーブは、実行されるとすれば、ス
トリーム解析器１１０の前、または周波数解析器１１４の前で、実行される）。
【００３５】
　送信フローユニット１２４内では、インターリーバ１３０が周波数解析器１１４の出力
に結合される。より具体的には、送信フローユニット１２４の第１経路のインターリーバ
１３０－１は、周波数解析器１１４－１の第１出力に結合され、送信フローユニット１２
４の第２経路のインターリーバ１３０－２は、周波数解析器１１４－２の第１出力に結合
される。各インターリーバ１３０は、ノイズビットが隣り合って長いシーケンスとなった
ものが受信機の復号器に入らないように、ビットをインターリーブ（つまり、ビットの順
序を変更）する。
【００３６】
　変調器１３４は、インターリーバ１３０に結合される。各変調器１３４は、インターリ
ーブされたビットシーケンスをコンステレーション点にマッピングする。より具体的には
、各変調器１３４は、長さｌｏｇ２（Ｃ）毎にビットシーケンスをＣコンステレーション
点の一つに変換する。多様な実施形態および／またはシナリオでは、変調器１３４は、使
用されているＭＣＳによって、異なる数のコンステレーション点を扱う。一つの実施形態
では、各変調器１３４は、Ｃ＝２、４、１６、６４、２５６、および１０２４を扱う直交
振幅変調（ＱＡＭ）変調器である。他の実施形態では、各変調器１３４は、集合｛２、４
、１６、６４、２５６、１０２４｝のうち少なくとも２つの値を異なる組み合わせで含む
Ｃ個の同等の部分集合に対応する複数の異なる変調スキームを扱う。
【００３７】
　トーンマッピングユニット１３６は、変調器１３４に結合される。各トーンマッピング
ユニット１３６は、前段の変調器１３４からのコンステレーション点を、トーンマップに
したがって、ＯＦＤＭシンボルの特定のデータトーンに割り当てる。一つの実施形態では
、トーンマッピングユニット１３４は、トーンマップにしたがって、任意のパイロットト
ーン、直流（ＤＣ）トーン、および／または、ガードトーンを挿入する。別の実施形態で
は、パイロットトーン、ＤＣトーン、および／または、ガードトーンは、たとえば、空間
マッピングの後等の、後の時点で挿入される。ＯＦＤＭシンボルに含まれるトーンの全数
は、一つの実施形態では、チャネル帯域幅によって決定される。たとえば、一つの実施形
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態では、４０ＭＨｚチャネルのＯＦＤＭシンボルは１２８個のトーンを含み、８０ＭＨｚ
のＯＦＤＭシンボルは２５６個のトーンを含む。
【００３８】
　図２に示す実施形態では、各トーンマッピングユニット１３６は、４０ＭＨｚチャネル
ＯＦＤＭシンボルに一セットのＯＦＤＭトーンを生成する。他の実施形態では、各トーン
マッピングユニット１３６は、異なる複数のチャネル帯域幅（たとえば、２０ＭＨｚ、８
０ＭＨｚ等）に一セットのＯＦＤＭトーンを生成する。トーンマッピングユニット１３６
によって生成された一セットのＯＦＤＭトーンについては、多様な実施形態およびシナリ
オにしたがって、以下に図３、図４、および図９を参照してより詳細に記載される。
【００３９】
　周期的シフトダイバーシチ（ＣＳＤ）ユニット１４０は、送信フローユニット１２４の
トーンマッピングユニット１３６のうち１個を除いて全てに結合される（２個以上の空間
ストリームがある場合）。たとえば、図２に示す実施形態では、第２の周波数解析済み空
間ストリーム（周波数解析器１１４－２からの）だけが送信フローユニット１２４のＣＳ
Ｄユニットを通過する。各ＣＳＤユニット１４０は、意図しないビーム形成を防止するべ
く、周期的シフトを挿入する。
【００４０】
　空間マッピングユニット１４４は、送信フローユニット１２４の各経路の出力に結合さ
れる。空間マッピングユニット１４４は、トーンマッピングユニット１３６に生成された
（ＣＳＤユニット１４０によって周期的シフトされている場合もある）トーンマップ済み
コンステレーション点を送信チェーンにマッピングする。多様な実施形態では、空間マッ
ピングは、１）各空間ストリームのコンステレーション点を送信チェーンに直接的にマッ
ピングする直接マッピング（つまり、１対１マッピング）、２）全空間ストリームのコン
ステレーション点のベクトルを行列の乗算を介して拡大して送信チェーンへの入力を生成
する空間拡大、および、３）全空間ストリームのコンステレーション点の各ベクトルを操
縦ベクトルの行列で乗算して送信チェーンへの入力を生成するビーム形成、のうち一つ以
上を含む。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、送信フローユニット１２６は、送信フローユニット１２４と
同一であるか、もしくは、類似している。たとえば、図２に示す実施形態では、送信フロ
ーユニット１２６は、送信フローユニット１２４の第１および第２の経路と類似した第１
および第２の経路（ストリーム解析器１１０の第１および第２の空間ストリームにそれぞ
れ対応する）を含む。さらに、図２に示す実施形態では、送信フローユニット１２６は、
送信フローユニット１２４の各経路のインターリーバ１３０、変調器１３４、およびトー
ンマッピングユニット１３６と類似したインターリーバ、変調器、およびトーンマッピン
グユニットを各経路に含み、一つの実施形態では、第２の経路に、ＣＳＤユニット１４０
に類似したＣＳＤユニットを含む。さらに、図２に示す実施形態では、送信フローユニッ
ト１２６は、空間マッピングユニット１４４に類似した空間マッピングユニットを含む。
【００４２】
　一つの実施形態では、送信フローユニット１２６のトーンマッピングユニットは、送信
フローユニット１２４のトーンマッピングユニット１３６に類似しており、送信フローユ
ニット１２６によって生成されるＯＦＤＭシンボルのトーン数は、送信フローユニット１
２４においてと同じく、チャネル帯域幅によって決定される。しかし、いくつかの実施形
態では、送信フローユニット１２６のトーンマッピングユニットは、送信フローユニット
１２４のトーンマッピングユニットとは異なるチャネル帯域幅に対応するトーンマッピン
グを実行する。たとえば、図２に示す実施形態では、送信フローユニット１２６の各トー
ンマッピングユニットは、８０ＭＨｚチャネルに一セットのＯＦＤＭトーンを生成する。
他の実施形態では、送信フローユニット１２６のトーンマッピングユニットは、別のチャ
ネル帯域幅（たとえば、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ等）に各セットのＯＦＤＭトーンを生成
する。
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【００４３】
　図２では、４０ＭＨｚの送信フローユニット１２４および８０ＭＨｚの送信フローユニ
ット１２６を持つ実施形態を示すが、その他の実施形態は、さらなる送信フローユニット
を含む。さらに、その他の実施形態は、同一のチャネル帯域幅に対応する複数の送信フロ
ーユニットを含む。たとえば、異なる多様な実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００は
、２個の４０ＭＨｚ送信フローユニット、３個の４０ＭＨｚ送信フローユニット、もしく
は２個の４０ＭＨｚ送信フローユニットおよび１個の８０ＭＨｚ送信フローユニット等を
含む。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、送信フローユニット１２４および１２６のそれぞれが、図２
に示すのとは異なる数のストリームを扱うよう構成される。
【００４５】
　いくつかの実施形態（たとえば、図２に示す実施形態）では、スクランブラ１０４、符
号化解析器１０６、およびＦＥＣ符号化器１０８は、一緒に、全送信フロー（たとえば、
４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚの送信フローユニット１２４および１２６）のデータを符号
化し、それにより、複合チャネル（たとえば、１２０ＭＨｚ）の全体にわたって、符号化
ダイバーシチを提供する。他の実施形態では、スクランブリング、符号化解析、および／
またはＦＥＣ符号化は、周波数解析器１１４の後に実行される。
【００４６】
　シフタ１４８が送信フローユニット１２４および１２６の空間マッピングユニットの出
力に結合される。一つの実施形態では、シフタ１４８は、送信フローユニット１２４およ
び／または送信フローユニット１２６により生成されたＯＦＤＭトーンの周波数を所定の
トーン数、上下にシフトさせる。いくつかの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００は
、シフタ１４８を含まない。シフタ１４８の動作は、多様な実施形態および／またはシナ
リオにしたがって、以下により詳細に記載する。
【００４７】
　離散逆フーリエ変換（ＩＤＦＴ）ユニット１５０がシフタ１４８に結合されており、シ
フタ１４８によって（または、ＰＨＹ処理ユニット１００にシフタがない場合は、送信フ
ローユニット１２４および１２６によって）出力された周波数領域データを時間領域信号
に変換する。一つの実施形態では、ＩＤＦＴユニット１５０は、高速逆フーリエ変換（Ｉ
ＦＦＴ）動作を実行する。ＩＤＦＴユニット１５０が実行するＩＤＦＴの大きさは、一つ
の実施形態では、チャネル帯域幅によって決定される。たとえば、一つの実施形態では、
４０ＭＨｚのＯＦＤＭ信号は、大きさが１２８のＩＤＦＴを用いて生成され、８０ＭＨｚ
のＯＦＤＭ信号は、大きさが２５６のＩＤＦＴを用いて生成され、１６０ＭＨｚのＯＦＤ
Ｍ信号は、大きさが５１２のＩＤＦＴを用いて生成される。当業者には、送信されるＯＦ
ＤＭシンボルは、ＩＤＦＴ動作の前は、ＯＦＤＭ信号を周波数領域において表現したもの
として存在することは理解されよう。たとえば、各送信フローユニット１２４および１２
６によって生成される各セットのＯＦＤＭトーンは、ＯＦＤＭトーンを周波数領域で表し
たものであることは理解されよう。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００は、複数のＩＤＦＴユニットを含
む。たとえば、一つの実施形態では、第１のＩＤＦＴユニットは、第１の空間ストリーム
に対してＩＤＦＴ動作を実行し、第２のＩＤＦＴユニットは、第２の空間ストリームに対
してＩＤＦＴ動作を実行する。別の例として、一つの実施形態では、第１のＩＤＦＴユニ
ットは、第１の送信フローユニット（たとえば、送信フローユニット１２４）の出力に対
してＩＤＦＴ動作を実行し、第２のＩＤＦＴユニットは、第２の送信フローユニット（た
とえば、送信フローユニット１２６）の出力に対してＩＤＦＴ動作を実行する。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、ＩＤＦＴユニット１５０の出力は、各ＯＦＤＭシンボルに、
ＯＦＤＭシンボルを循環的に延長したものであるガードインターバル（ＧＩ）部をプリペ
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ンドするユニット（不図示）に結合される。さらに、いくつかの実施形態では、このユニ
ットもしくは追加的なユニットは、各ＯＦＤＭシンボルの端部を滑らかにして、スペクト
ル減衰を増大させる。デジタル－アナログ変換（ＤＡＣ）ユニット１６０がＩＤＦＴユニ
ット１５０に（または、ＧＩ部をプリペンドするべく介在するユニット等に）結合されて
おり、一つの実施形態では、アナログベースバンドＯＦＤＭ信号を無線送受信機の送信機
部に出力する。無線送受信機は、一つ以上のアンテナを介して送信するべく、ＯＦＤＭ信
号を無線周波数に上方変換し、増幅する。
【００５０】
　動作時、いくつかの実施形態およびシナリオでは、ＰＨＹ処理ユニット１００を有する
無線ネットワークデバイスは、信号送信フローに対応するチャネル帯域幅でＯＦＤＭ信号
を送信する。たとえば、送信フローユニット１２４および１２６を持つＰＨＹ処理ユニッ
ト１００を有する無線ネットワークデバイスは、一つの実施形態では、４０または８０Ｍ
ＨｚチャネルでＯＦＤＭ信号を送信することができる。単一の送信フローに対応するチャ
ネルでＯＦＤＭ信号を送信する場合、一つの実施形態では、各周波数解析器１１４は、対
応する空間ストリームの全ビットをその送信フローユニットに割り当てる。たとえば、一
つの実施形態では、各周波数解析器１１４は、４０ＭＨｚ送信モードで送信する場合、対
応する空間ストリームの全ビットを送信フローユニット１２４に割り当て、８０ＭＨｚ送
信モードで送信する場合、対応する空間ストリームの全ビットを送信フローユニット１２
６に割り当てる。
【００５１】
　ＯＦＤＭ信号を単一の送信フローユニット（たとえば、４０ＭＨｚ）に対応するチャネ
ルを介して送信する場合、一つの実施形態では、適用されうる送信フローユニットは、特
定のプロトコル（たとえば、ＶＨＴプロトコル）にしたがって、データトーン、パイロッ
トトーン、ガードトーン、およびＤＣトーンを含めてＯＦＤＭトーンを配置する。たとえ
ば、プロトコルでは、所定数のガードトーンをＯＦＤＭシンボルの各端部に含めるよう規
定されている。
【００５２】
　図３Ａは、ＰＨＹ処理ユニットの単一の送信フローユニットを使用して生成されるＯＦ
ＤＭシンボル２００の例を示す図である。図２を参照すると、たとえば、シンボル２００
は、一つの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００の４０ＭＨｚ送信フローユニット１
２４を使用して生成される。シンボル２００は、データおよびパイロットトーン２３０、
ＤＣトーン２３４、およびガードトーン２３８を含む。ＤＣトーン２３４は、一つの実施
形態では、チャネルの中心に挿入されて、キャリア漏洩およびＤＣ流出（ＤＣ　ｉｓｓｕ
ｅ）を回避するための空値トーンである。ガードトーン２３８は、一つの実施形態では、
チャネルの端部に挿入されて、その他の周波数チャネルもしくは帯域との干渉を回避する
ための空値トーンである。いくつかのシナリオでは、ガードトーン２３８は、規定のスペ
クトルマスク要件を満たすために必要とされる。
【００５３】
　上記したように、ＯＦＤＭシンボルに含まれるトーン数は、一つの実施形態では、チャ
ネル帯域幅によって決定される。ＯＦＤＭシンボル例２００が４０ＭＨｚ送信フローユニ
ット１２４によって生成される一つの実施形態では、たとえば、シンボル２００は、－６
４～＋６３と示される１２８個のトーンを含む。一つの実施形態では、シンボル２００は
、チャネルの下方に５７個のデータおよびパイロットトーン（トーン２３０－１）を含み
、チャネルの上方に５７個のデータよびパイロットトーン（トーン２３０－２）を含み、
チャネルの中心に３個のＤＣトーン２３４（つまり、インデックス－１、０、および＋１
に対応する）を含み、チャネルの下端に６個のガードトーン（トーン２３８－１）を含み
、チャネルの上端に５個のガードトーン（トーン２３８－２）を含む。
【００５４】
　図３Ｂは、ＰＨＹ処理ユニットの単一の送信フローユニットを使用して生成される別の
例のＯＦＤＭシンボル２２０を示す図である。図２を参照すると、たとえば、一つの実施
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形態では、シンボル２２０は、ＰＨＹ処理ユニット１００の８０ＭＨｚ送信フローユニッ
ト１２６を使用して生成される。シンボル２００と同じく、シンボル２２０は、データお
よびパイロットトーン２４０、ＤＣトーン２４４、およびガードトーン２４８を含む。シ
ンボルの例２２０を８０ＭＨｚ送信フローユニット１２６で生成する一つの実施形態では
、シンボル２２０は、－１２８～＋１２７と示される２５６個のトーンを含む。一つの実
施形態では、トーンシンボル２２０は、チャネルの下方に１２１個のデータおよびパイロ
ットトーン（トーン２４０－１）を含み、チャネルの上方に１２１個のデータおよびパイ
ロットトーン（トーン２４０－２）を含み、チャネルの中心に３個のＤＣトーン２４４（
つまり、インデックス－１、０、および＋１に対応する）を含み、チャネルの下端に６個
のガードトーン（トーン２４８－１）を含み、チャネルの上端に５個のガードトーン（ト
ーン２４８－２）を含む。
【００５５】
　他の実施形態では、単一の送信フローユニットは、図３Ａおよび３Ｂの例のシンボル２
００および２２０とは異なるＯＦＤＭシンボルを生成するよう構成される。たとえば、単
一の送信フローユニットは、多様な実施形態において、データおよびパイロットトーンの
数を増減させ（たとえば、より広いチャネル帯域幅に対応させて）、ＤＣトーンの数を増
減させ、上端および／または下端のＤＣトーンの数を増減させたＯＦＤＭシンボルを生成
する。
【００５６】
　開示される多様な実施形態では、無線ネットワークデバイスは、複数の送信フローユニ
ットを使用して、複合チャネル帯域幅を有するＯＦＤＭシンボルを生成することもできる
。図２を参照すると、たとえば、４０ＭＨｚ送信フローユニット１２４および８０ＭＨｚ
送信フローユニット１２６を持つＰＨＹ処理ユニット１００を有する無線ネットワークデ
バイスは、さらに、一つの実施形態では、複合１２０ＭＨｚチャネルのＯＦＤＭシンボル
を生成することができる。
【００５７】
　複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生成する場合、使用される各送信フローは、ＯＦＤＭ
シンボルのトーンのうち一部だけを生成する。たとえば、１２０ＭＨｚ複合チャネルＯＦ
ＤＭシンボルを生成する場合、一つの実施形態では、４０ＭＨｚ送信フローユニットは、
１２０ＭＨｚチャネルのうち４０ＭＨｚ部のＯＦＤＭトーンを生成し、８０ＭＨｚ送信フ
ローユニットは、１２０ＭＨｚチャネルのうち８０ＭＨｚ部のＯＦＤＭトーンを生成する
。別の例として、一つの実施形態では、１２０ＭＨｚ複合チャネルＯＦＤＭシンボルを生
成する場合、３個の４０ＭＨｚ送信フローユニットのそれぞれが、１２０ＭＨｚチャネル
のうち４０ＭＨｚ部のＯＦＤＭトーンを生成する。
【００５８】
　使用される送信フローユニットによって生成されたＯＦＤＭトーンは、多様な実施形態
において、多様な方法で組み合わせて複合チャネルＯＦＤＭシンボルを形成することがで
きる。一つの実施形態では、使用される送信フローユニットが非複合チャネルモード（た
とえば、図３Ａおよび３Ｂのトーン２００および２２０）で生成するトーンを、ＩＤＦＴ
動作の前に、単に連結する。たとえば、図３Ａおよび３Ｂの例のトーン２００および２２
０を参照すると、連結することで、トーン２００および２２０が連結される順序とは無関
係に、複合帯域の下端に６個のガードトーンを含み、上端に５個のガードトーンを含む複
合チャネルＯＦＤＭシンボルが生成される。
【００５９】
　いくつかのシナリオでは、複合チャネルがより広い帯域幅を持つことで、（たとえば、
規制での要件により）干渉が回避されるべき周波数範囲の近傍でＯＦＤＭ信号伝送が発生
する可能性がある。例として、現在、中国におけるＩＥＥＥ８０２．１１規格の通信に計
画されている周波数帯域は、５７２５－５８５０ＭＨｚ（つまり、１２５ＭＨｚ帯域幅）
であり、この範囲外の信号には、最大電力制限が課される。理想的には、１２０ＭＨｚ複
合チャネルの中心を５７８７．５ＭＨｚに置き、帯域の上端および下端の両方において、
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中国の帯域と１２０ＭＨｚ送信との間に２．５ＭＨｚのギャップを維持する。しかし、所
定のＩＥＥＥ８０２．１１デバイス（たとえば、米国でのＩＥＥＥ８０２．１１動作用に
設計されたデバイス）は、良くても、５７８５ＭＨｚまたは５７９０ＭＨｚの中心（搬送
）周波数しか提供できず、中国における１２５ＭＨｚ帯域の下限もしくは上限と、１２０
ＭＨｚ複合チャネルの対応する端部との間に、それぞれ周波数緩衝帯が設けられない。た
とえば、１２０ＭＨｚチャネルの中心を中国の１２５ＭＨｚ帯域内に完璧に置いたとして
も（つまり、帯域の各境界と１２０ＭＨｚチャネルの各端部との間に２．５ＭＨｚのギャ
ップが設けられたとしても）、スペクトルマスク要件に適合するのは困難となりうる。し
たがって、このようなシナリオの場合は、規定もしくはその他の要件に適合するには、複
合チャネル送信の下端および／または上端により多くのガードトーンを含めることが必要
となる。
【００６０】
　したがって、いくつかの実施形態では、使用される一つ以上の送信フローユニットは、
複合チャネルＯＦＤＭシンボルの下端および／または上端に配置するべきさらなるガード
トーンを挿入する。これに応じてデータスループットが低下したり、周波数オフセット誤
差が増大したりするのを回避するべく、多様な実施形態で記載するように、複合チャネル
ＯＦＤＭシンボルにおけるデータもしくはパイロットトーンの数を減らさずに、追加的な
ガードトーンを挿入する。
【００６１】
　図４Ａ－４Ｄは、ＰＨＹ処理ユニットの複数の送信フローユニットを使用して生成され
る複合チャネルＯＦＤＭシンボルの例を示す図である。図２を参照すると、たとえば、一
つの実施形態では、ＰＨＹ処理ユニット１００の４０ＭＨｚ送信フローユニット１２４お
よび８０ＭＨｚ送信フローユニット１２６の両方を使用して複合チャネルＯＦＤＭシンボ
ルを生成する。一つの実施形態では、図４Ａ－４Ｄの各複合チャネルＯＦＤＭシンボルは
、図３Ａおよび３ＢのＯＦＤＭシンボルをそれぞれ生成するよう構成された４０および８
０ＭＨｘの送信フローユニットを使用して生成される。
【００６２】
　図４Ａを参照すると、複合チャネルＯＦＤＭシンボルの例３００は、４０ＭＨｚ送信フ
ローユニットによって生成されたＯＦＤＭトーンの４０ＭＨｚセクションと、８０ＭＨｚ
送信フローユニットによって生成されたＯＦＤＭトーンの８０ＭＨｚセクションとを含む
。４０ＭＨｚセクションは、一つの実施形態では、セクションの下方の側波帯に５７個の
データおよびパイロットトーン３０６－１を含み、セクションの上方の側波帯に５７個の
データおよびパイロットトーン３０６－２を含む。８０ＭＨｚセクションは、一つの実施
形態では、セクションの下方の側波帯に１２１個のデータおよびパイロットトーン３０８
－１を含み、セクションの上方の側波帯に１２１個のデータおよびパイロットトーン３０
８－２を含む。一つの実施形態では、４０ＭＨｚセクションの中心（もしくは略中心）に
は３個の空値トーン３１０が配置され、８０ＭＨｚセクションの中止（もしくは略中心）
には、３個の空値トーン３１２が配置されている。
【００６３】
　単一の送信フローユニットだけを使用して４０または８０ＭＨｚチャネル（たとえば、
それぞれ、図３Ａおよび３ＢのＯＦＤＭシンボル）を送信する場合、空値トーン３１０ま
たは３１２は、それぞれのチャネルのＤＣトーンとして機能する。しかし、１２０ＭＨｚ
複合チャネルで送信する場合は、空値３１０もしくは３１２は、実施形態によって、ＤＣ
トーンとして機能することもしないこともある。実施形態の第１範囲では、各空間ストリ
ームに別々に２個のフロントエンドブロックを持つデュアル無線送受信機アーキテクチャ
を使用して、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３００を送信する。たとえば、これらの実
施形態のいくつかでは、第１の無線送受信機が１２０ＭＨｚチャネルの４０ＭＨｚセクシ
ョンを送信し、第２の無線送受信機が１２０ＭＨｚチャネルの８０ＭＨｚセクションを送
信する。図２を参照すると、一つの実施形態では、たとえば、別々のＩＤＦＴユニット１
５０、別々のＤＡＣユニット１６０、および、別々のアナログ・ＲＦユニットによって、
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４０および８０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭ信号を生成する。これらの実施形態では、空
値トーン３１０および３１２は、一般的に、それぞれ４０および８０ＭＨｚセクションの
搬送周波数に配置が合い、したがって、複合チャネルのＤＣトーンとしてやはり機能する
。実施形態の第２範囲では、各空間ストリームに単一の無線送受信機アーキテクチャを使
用して１２０ＭＨｚチャネルＯＦＤＭシンボルを送信する。空値トーン３１０および３１
２は、１２０ＭＨｚチャネルの中心の搬送周波数に配置が合わないので、空値トーン３１
０および３１２は、これらの実施形態では、複合チャネルのＤＣトーンとして機能しない
。しかし、これらの実施形態のいくつかでは、空値トーン３１０および３１２を保存する
ことで、トーンマッピングを４０および８０ＭＨｚのチャネルＯＦＤＭシンボルに用いら
れるトーンマッピングからあまり変更する必要がなくなる。
【００６４】
　一つの実施形態では、少なくとも６個の空値トーン３１４を４０ＭＨｚセクションの下
端に含め、少なくとも５個の空値トーン３１６を８０ＭＨｚセクションの上端に含め、３
個の空値トーン３１８を４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクションとの間の境界に含
める。空値トーン３１８は、単一の送信フローユニットを使用して４０もしくは８０ＭＨ
ｚチャネルで送信する場合、それぞれ、上端もしくは下端のガードトーンとして機能する
トーンに対応する。複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００を生成するべく、これらの４０
ＭＨｚの上端および８０ＭＨｚの下端のガードトーンを重ね合わせ、いくつかの実施形態
では、数を減らす。たとえば、一つの実施形態では、４０ＭＨｚ送信フローユニット（図
３Ａ）を使用して４０ＭＨｚチャネルで送信する場合、５個の空値トーンが上端ガードト
ーンとして機能し、８０ＭＨｚ送信フローユニット（図３Ｂ）を使用して８０ＭＨｚチャ
ネルで送信する場合、６個の空値トーンが８０ＭＨｚの下端のガードトーンとして機能す
る。これらの４０および８０ＭＨｚのチャネルＯＦＤＭシンボルを単に連結して複合チャ
ネルＯＦＤＭシンボルを形成した場合（つまり、４０および８０ＭＨｚの送信フローユニ
ットのトーンマッピングを変更しない場合）、１１個の空値トーンが４０ＭＨｚセクショ
ンと８０ＭＨｚセクションとの間の境界に存在することになる。しかし、この例の複合チ
ャネルＯＦＤＭシンボル３００では、境界における空値トーンは実質的に重ね合わされ、
３個の空値トーン３１８に数を減らされている。
【００６５】
　その結果の空値トーン３１８は、多様な実施形態において、複合チャネルＯＦＤＭシン
ボル３００のＤＣトーンとして機能する場合もしない場合もある。実施形態の第１範囲で
は、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００に対応する時間領域のＯＦＤＭ信号を、１２０
ＭＨｚチャネルに対応する大きさのＩＤＦＴを用いて生成する（たとえば、４０ＭＨｚセ
クションには１２８ポイントのＩＤＦＴであり、８０ＭＨｚセクションには２５６ポイン
トのＩＤＦＴである）。これらの実施形態では、ＯＦＤＭ信号の搬送周波数は、８０ＭＨ
ｚセクション内の１２０ＭＨｚ帯域の中心にある。したがって、これらの実施形態では、
空値トーン３１８は、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００のＤＣトーンとして機能しな
い。これらの実施形態のいくつかでは、８０ＭＨｚ送信フローのトーンマッピングは、１
２０ＭＨｚ帯域の中心のトーンが未使用のパイロットトーンに変更されるように、複合チ
ャネル送信用に変化する。実施形態の第２範囲では、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３０
０に対応する時間領域ＯＦＤＭ信号を、１６０ＭＨｚチャネルに対応する大きさのＩＤＦ
Ｔを用いて生成する（たとえば、シンボル３００のトーンセットの全体に５１２ポイント
のＩＤＦＴ）。４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションの周囲に適切にゼロト
ーンを配置することにより、４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクションとの間の境界
が１６０ＭＨｚ信号の中心に配置される。したがって、この実施形態では、空値トーン３
１８はＤＣトーンとして機能する。
【００６６】
　複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００の４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクション
との間の境界における空値トーンの数を上記のように減らすことにより、いくつかの実施
形態では、トーンの全体数もしくは複合チャネルの帯域幅を増やしたり、データおよびパ
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イロットトーンの数を減らしたりすることなく、シンボル３００の上端および／または下
端のガードトーンの数を増やすことができる（４０および８０ＭＨｚの送信フローでそれ
ぞれ４０および８０ＭＨｚチャネルのＯＦＤＭシンボルを生成する場合において、これら
の端部に生成されるガードトーンの数よりも増やすことができる）。たとえば、一つの実
施形態では、下端のガードトーン３１４の数は６個から１４個に増える。別の例として、
一つの実施形態では、上端のガードトーン３１６の数は５個から１３個に増える。さらに
別の例として、一つの実施形態では、下端のガードトーン３１４の数は６個から１０個に
増え、上端のガードトーン３１６の数は５個から９個に増える。他の実施形態では、下端
のガードトーン３１４の数は６個より多く、および／または、上端のガードトーン３１６
の数は５個より多い。
【００６７】
　４０ＭＨｚ送信フローユニットを使用してＯＦＤＭシンボル３００の低周波数セクショ
ンを生成し、８０ＭＨｚ送信フローユニットを使用してＯＦＤＭシンボル３００の高周波
数セクションを生成する場合、シンボル３００のガードトーン３１４の数および／または
ガードトーン３１６の数は、以下の式の一つ以上を満たす。
　（式１）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＋ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋ＮＵＳＢＧＴ＿

８０

　（式２）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＋ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋ＮＵＳＢＧＴ＿

８０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿８０－ＮＮＴ＿１２０）
　（式３）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿４０

　（式４）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿

８０－ＮＮＴ＿１２０）
　（式５）
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＵＳＢＧＴ＿８０

　（式６）
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＵＳＢＧＴ＿８０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿

８０－ＮＮＴ＿１２０）
　（式７）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ｍａｘ（ＮＬＳＢＧＴ＿４０，ＮＬＳＢＧＴ＿８０）
　（式８）
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ｍａｘ（ＮＵＳＢＧＴ＿４０，ＮＵＳＢＧＴ＿８０）
　ここで、ＮＬＳＢＧＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３００の下端にお
けるガードトーンの数である。
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３００の上端におけるガー
ドトーンの数である。
　ＮＬＳＢＧＴ＿４０は、４０ＭＨｚ送信モードにおいて４０ＭＨｚ送信フローユニット
によって生成される４０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの下端におけるガードトーンの数（た
とえば、図３Ａのシンボル２００のガードトーン２３８－１の数）である。
　ＮＵＳＢＧＴ＿４０は、４０ＭＨｚ送信モードにおいて４０ＭＨｚ送信フローユニット
によって生成される４０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの上端におけるガードトーンの数（た
とえば、図３Ａのシンボル２００のガードトーン２３８－２の数）である。
　ＮＬＳＢＧＴ＿８０は、８０ＭＨｚ送信モードにおいて８０ＭＨｚ送信フローユニット
によって生成される８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの下端におけるガードトーンの数（た
とえば、図３Ｂのシンボル２２０のガードトーン２４８－１の数）である。
　ＮＵＳＢＧＴ＿８０は、８０ＭＨｚ送信モードにおいて８０ＭＨｚ送信フローユニット
によって生成される８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの上端におけるガードトーンの数（た
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とえば、図３Ｂのシンボル２２０のガードトーン２４８－２の数）である。
　ＮＮＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３００の４０ＭＨｚセクションと
８０ＭＨｚセクションとの間の境界における空値トーン３１８の数である。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、上記の式１～８にしたがうガードトーン数は、１２０ＭＨｚ
チャネル内のガードトーン数だけを表す。たとえば、１６０ＭＨｚチャネルに対応するＩ
ＤＦＴ（たとえば、５１２ポイントのＩＤＦＴ）を用いて上記のように１２０ＭＨｚのＯ
ＦＤＭ信号を生成しうるが、１２０ＭＨｚチャネルの範囲外の未使用のトーンをゼロに設
定することで、これらの追加的なゼロ／空値トーンを、式１～８の目的においては、「ガ
ードトーン」と見なさないこととする。
【００６９】
　複合チャネルＯＦＤＭシンボルの例３００は、３個の空値トーン３１８を４０ＭＨｚセ
クションと８０ＭＨｚセクションとの間の境界に含むが、その他の実施形態は、境界に空
値トーンをより多く、または、より少なく含む。いくつかの実施形態では、境界における
空値トーンの数は１～１１である。いくつかの実施形態では、境界における空値トーンの
数は１～１０である。いくつかの実施形態では、第１のチャネル帯域幅に対応する第１の
送信フローユニットを使用して複合チャネルＯＦＤＭシンボルの低周波数トーンを生成し
、第２のチャネル帯域幅に対応する第２の送信フローユニットを使用して複合チャネルＯ
ＦＤＭシンボルの高周波数トーンを生成する場合、境界における空値トーンの数は、ｉ）
第１のチャネル帯域幅で送信されるＯＦＤＭシンボルを生成する場合に第１の送信フロー
ユニットによって生成される上端のガードトーンの数、および、ｉｉ）第２のチャネル帯
域幅で送信されるＯＦＤＭシンボルを生成する場合に第２の送信フローユニットによって
生成される下端のガードトーンの数、の合計より小さい任意の数である。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００の成分チャネルセクシ
ョンが別の順序で配置される。たとえば、一つの実施形態では、８０ＭＨｚ送信フローユ
ニットは、シンボル３００の低周波数セクションのトーンを生成し、４０ＭＨｚ送信フロ
ーユニットは、シンボル３００の高周波数セクションのトーンを生成する。さらに、いく
つかの実施形態では、３個以上の送信フローユニットを使用して複合チャネルＯＦＤＭシ
ンボル３００を生成する。たとえば、一つの実施形態では、それぞれが４０ＭＨｚチャネ
ル帯域幅に対応する３個の送信フローユニットを使用して、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシン
ボル３００を形成する。さらに、いくつかの実施形態では、シンボル３００の複合チャネ
ル帯域幅は、１２０ＭＨｚより狭い、または、広い。たとえば、一つの実施形態では、複
合チャネル帯域幅は６０ＭＨｚである（たとえば、２０および４０ＭＨｚの送信フローユ
ニットを使用する）。別の例として、一つの実施形態では、複合チャネル帯域幅は１６０
ＭＨｚである（たとえば、２個の８０ＭＨｚ送信フローユニットを使用する）。複合チャ
ネルおよび複合チャネルの形成法の例が、米国特許出願第１３／０３４，４０９号（２０
１１年２月２４日出願）および米国特許出願第１３／２４６，３５１号（２０１１年９月
２７日出願）に記載されており、これら両方の全体を本明細書に参照として組み込む。式
１～８のいくつかをこれらの異なる多様な実施形態にしたがって変更してよい。たとえば
、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００の８０ＭＨｚセクションがシンボル３００の上方
周波数部分でなく下方部分を占める実施形態では、式３および５を、ＮＬＳＢＧＴ＿１２

０＞ＮＬＳＢＧＴ＿８０およびＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＵＳＢＧＴ＿４０にそれぞれ変
更してよい。
【００７１】
　次に図４Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボルの
例３２０は、シンボル３２０が４０および８０ＭＨｚの送信フローユニットのＤＣトーン
にそれぞれ対応する空値トーン３１０および３１２を含まず、また、（いくつかの実施形
態では）追加的な下端および／または上端のガードトーンを含むことを除いて、シンボル
３００と同一もしくは類似している（そして、同一もしくは類似の方法で生成される）。
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【００７２】
　一つの実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３２０の４０ＭＨｚセクションは
、１１４個のデータおよびパイロットトーン３２６（つまり、５７個の下方側波帯トーン
および５７個の上方側波帯トーン）を含み、８０ＭＨｚセクションは、２４２個のデータ
およびパイロットトーン３２８（つまり、１２１個の下方側波帯トーンおよび１２１個の
上方側波帯トーン）を含む。一つの実施形態では、少なくとも６個の空値トーン３３４が
４０ＭＨｚセクションの下端に含められ、少なくとも５個の空値トーン３３６が８０ＭＨ
ｚセクションの上端に含められ、３個の空値トーン３３８が４０ＭＨｚセクションと８０
ＭＨｚセクションとの間の境界に含められる。複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００につ
いて上記したように、いくつかの実施形態では、境界における空値トーン数を減らすこと
で、トーンの全体数および複合チャネル帯域幅を増やしたり、データおよびパイロットト
ーンの数を減らしたりすることなく、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３２０の上端および
／または下端のガードトーン数を増やすことができる。したがって、いくつかの実施形態
では、下端のガードトーン３３４の数および／または上端のガードトーン３３６の数は、
上記の式１～８の一つ以上を満たすが、ここで、定義ＮＬＳＢＧＴ＿１２０およびＮＵＳ

ＢＧＴ＿１２０はそれぞれＯＦＤＭシンボル３００ではなくＯＦＤＭシンボル３２０を指
し、定義ＮＮＴ＿１２０は空値トーン３１８ではなく空値トーン３３８を指すことは例外
である。
【００７３】
　さらに、４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションの中心から空値トーンを削
除（たとえば、図４Ａのシンボル３００においてトーン３１０および３１２を削除）する
ことにより、やはりトーンの全体数もしくは複合チャネル帯域幅を増やしたり、データお
よびパイロットトーンの数を減らしたりすることなく、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３
２０の上端および／または下端のガードトーン数を（図４Ａのシンボル３００と比べて）
さらに増やすことができる。例として、多様な実施形態において、下端のガードトーン３
３４の数をさらに６個増やし、または、上端のガードトーン３３６の数をさらに６個増や
し、または、下端のガードトーン３３４の数および上端のガードトーン３３６の数をそれ
ぞれさらに３個ずつ増やす。一つの実施形態では、下端のガードトーン３３４および上端
のガードトーン３３６の全数を６個増やす。
【００７４】
　４０ＭＨｚ送信フローユニットを使用してＯＦＤＭシンボル３２０の低周波数セクショ
ンを生成し、８０ＭＨｚ送信フローユニットを使用してＯＦＤＭシンボル３２０の高周波
数セクションを生成するいくつかの実施形態では、シンボル３３０のガードトーン３３４
の数および／またはガードトーン３３６の数は、以下の式のうち一つ以上を満たす。
　（式９）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＋ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋ＮＵＳＢＧＴ＿

８０＋（ＮＤＣ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１０）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＋ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋ＮＵＳＢＧＴ＿

８０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿８０－ＮＮＴ＿１２０）＋（ＮＤＣ＿４０

＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１１）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋（ＮＤＣ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１２）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＬＳＢＧＴ＿４０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿

８０－ＮＮＴ＿１２０）＋（ＮＤＣ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１３）
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＵＳＢＧＴ＿８０＋（ＮＤＣ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　(式１４)
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０＝ＮＵＳＢＧＴ＿８０＋（ＮＵＳＢＧＴ＿４０＋ＮＬＳＢＧＴ＿
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８０－ＮＮＴ＿１２０）＋（ＮＤＣ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１５）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ｍａｘ（ＮＬＳＢＧＴ＿４０，ＮＬＳＢＧＴ＿８０）＋（ＮＤ

Ｃ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　（式１６）
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ｍａｘ（ＮＵＳＢＧＴ＿４０，ＮＵＳＢＧＴ＿８０）＋（ＮＤ

Ｃ＿４０＋ＮＤＣ＿８０）
　ここで、ＮＬＳＢＧＴ＿４０、ＮＵＳＢＧＴ＿４０、ＮＬＳＢＧＴ＿８０、およびＮＵ

ＳＢＧＴ＿８０は、式１～８について上に定義した通りである。
　ＮＬＳＢＧＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３２０の下端におけるガー
ドトーンの数である。
　ＮＵＳＢＧＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３２０の上端におけるガー
ドトーンの数である。
　ＮＮＴ＿１２０は、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３２０の４０ＭＨｚセクションと
８０ＭＨｚセクションとの間の境界における空値トーン３３８の数である。
　ＮＤＣ＿４０は、４０ＭＨｚ送信モードにおいて４０ＭＨｚ送信フローユニットによっ
て生成される４０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの中心における空値トーンの数（たとえば、
図３Ａのシンボル２００のＤＣトーン２３４の数）である。
　ＮＤＣ＿８０は、８０ＭＨｚ送信モードにおいて８０ＭＨｚ送信フローユニットによっ
て生成される８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルの中心における空値トーンの数（たとえば、
図３Ｂのシンボル２２０のＤＣトーン２４４の数）である。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３２０に対応する時間領域Ｏ
ＦＤＭ信号を、１６０ＭＨｚチャネルに対応する大きさのＩＤＦＴを用いて生成する（た
とえば、シンボル３２０のトーンセットの全体に対して５１２ポイントのＩＤＦＴを用い
る）。４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションの周囲に適切にゼロトーンを配
置することで、４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクションとの間の境界が１６０ＭＨ
ｚ信号の中心に配置される。したがって、この実施形態では、空値トーン３３８は、ＤＣ
トーンとして機能する。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、上記の式９～１６にしたがうガードトーンの数は、１２０Ｍ
Ｈｚチャネル内のガードトーン数だけを表す。たとえば、１６０ＭＨｚチャネルに対応す
るＩＤＦＴ（たとえば、５１２ポイントのＩＤＦＴ）を用いて上記のように１２０ＭＨｚ
のＯＦＤＭ信号を生成しうるが、１２０ＭＨｚチャネルの範囲外の未使用トーンをゼロに
設定することで、これらの追加的なゼロ／空値トーンを、式９～１６の目的においては、
「ガードトーン」と見なさないこととする。
【００７７】
　図４ＡのＯＦＤＭシンボル３００に関連して上記したように、多様な実施形態において
、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３２０は３個よりも多い又は少ない空値トーン３３８を
含み、シンボル３２０の成分チャネル／セクションは別の順序で配置され、３個以上の送
信フローユニットを使用してシンボル３２０を生成し、および／または、シンボル３２０
の複合チャネル帯域幅は１２０ＭＨｚよりも狭い又は広い。式１～１６のいくつかを変更
して、これらの代替的な実施形態を記述するようにしてよい。たとえば、複合チャネルＯ
ＦＤＭシンボル３２０の８０ＭＨｚセクションがシンボル３２０の上方周波数部分でなく
下方部分を占める実施形態では、式３および５をＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿

８０およびＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＵＳＢＧＴ＿４０にそれぞれ変更してよい。
【００７８】
　図４Ｃおよび４Ｄの複合チャネルＯＦＤＭシンボル例では、４０ＭＨｚセクションと８
０ＭＨｚセクションとの間の境界から全ての空値トーンを除去し、１２０ＭＨｚ複合チャ
ネルの中心に空値トーンを挿入してＤＣトーンとして機能させている。まず図４Ｃを参照
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すると、複合チャネルＯＦＤＭシンボルの例３４０は、４０ＭＨｚ送信フローユニットに
よって生成された４０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンと、８０ｚ送信フローユニット
によって生成された８０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンとを含む。一つの実施形態で
は、４０ＭＨｚセクションは１１４個のデータおよびパイロットトーン３４２を含む。一
つの実施形態では、８０ＭＨｚセクションは、１２０ＭＨｚチャネルの中心周波数より低
い下方側波帯に６４個のデータおよびパイロットトーン３４４を含み、上方側波帯に１７
８個のデータおよびパイロットトーン３４６を含む。
【００７９】
　一つの実施形態では、少なくとも６個の空値トーン３５４が４０ＭＨｚセクションの下
端に含められ、少なくとも５個の空値トーン３５６が８０ＭＨｚセクションの上端に含め
られ、３個の空値トーン３５８が１２０ＭＨｚチャネルの中心に含められる。いくつかの
実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３４０に対応する時間領域ＯＦＤＭ信号を
、１２０ＭＨｚチャネルに対応する大きさのＩＤＦＴを用いて生成する（たとえば、４０
ＭＨｚセクションには１２８ポイントのＩＤＦＴであり、８０ＭＨｚセクションには２５
６ポイントのＩＤＦＴである）。いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭ信号の搬送周波数は
、８０ＭＨｚセクション内における１２０ＭＨｚ帯域の中心に位置する。したがって、こ
れらの実施形態では、空値トーン３５８は、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３４０のＤＣ
トーンとして機能する。
【００８０】
　４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚの各成分チャネルのＤＣトーンに対応する空値トーンを除
去し、その一方でＯＦＤＭシンボル３４０のＤＣトーンとして機能する３個の空値トーン
３５８を含めることで、上端および／または下端のガードトーンとして、さらなるトーン
が利用可能になる。したがって、いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭシンボル３４０は、
上端および／または下端にさらなるガードトーンを含む。多様な実施形態において、上記
の式１～１６の一つ以上がＯＦＤＭシンボル３４０についても満たされるが、ＮＬＳＢＧ

Ｔ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３４０の下端のけるガードトーンの数であ
り、ＮＵＳＢＧＴ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３４０の上端におけるガー
ドトーンの数であり、ＮＮＴ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３４０の中心に
おける空値トーン３５８の数であることが例外である。
【００８１】
　複合チャネルＯＦＤＭシンボル３４０は１２０ＭＨｚチャネルの中心に３個の空値トー
ン３５８を含むが、その他の実施形態はチャネルの中心に空値トーンをより多く又は少な
く含む。いくつかの実施形態では、複合チャネルの中心における空値トーンの数は１～１
１である。いくつかの実施形態では、複合チャネルの中心における空値トーンの数は１～
１０である。いくつかの実施形態では、第１チャネルに対応する第１送信フローユニット
を使用して複合チャネルＯＦＤＭシンボル３４０の第１セットのトーンを生成し、第２チ
ャネルに対応する第２送信フローユニットを使用して複合チャネルＯＦＤＭシンボル３４
０の第２セットのトーンを生成する場合、複合チャネルの中心における空値トーンの数は
、（Ａ）ｉ）第１チャネルで送信されるＯＦＤＭシンボルを生成する場合に第１送信フロ
ーユニットによって生成される上端ガードトーンの数、および、ｉｉ）第２チャネルで送
信されるＯＦＤＭシンボルを生成する場合に第２送信フローユニットによって生成される
下端ガードトーンの数、の合計、並びに、（Ｂ）ｉ）第１チャネルで送信されるＯＦＤＭ
シンボルを生成する場合に第１送信フローユニットによって生成される下端ガードトーン
の数、および、ｉｉ）第２チャネルで送信されるＯＦＤＭシンボルを生成する場合に第２
送信フローユニットによって生成される上端ガードトーンの数、の合計、のうち少ない方
より少ない任意の数である。
【００８２】
　図４ＡのＯＦＤＭシンボル３００に関連して上記したように、多様な実施形態において
、ＯＦＤＭシンボル３４０の成分チャネル／セクションを別の異なる順序で配置し、３個
以上の送信フローユニットを使用してシンボル３４０を生成し、および／または、シンボ
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ル３４０の複合チャネル帯域幅は１２０ＭＨｚより狭い又は広い。式１～１６のいくつか
をこれらの多様な実施形態にしたがって変更してよい。たとえば、複合チャネルＯＦＤＭ
シンボル３４０の８０ＭＨｚセクションがシンボル３４０の上方周波数部分でなく下方部
分を占める実施形態では、式３および５をＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿８０お
よびＮＵＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＵＳＢＧＴ＿４０にそれぞれ変更してよい。
【００８３】
　図４Ｄを参照すると、いくつかの実施形態において、複合チャネルＯＦＤＭシンボルの
例３６０は、シンボル３６０ではそれぞれ４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚの送信フローユニ
ットによって生成された４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションのブロックを
インターリーブして周波数ダイバーシチを増大させている点を除いて、シンボル３４０と
同一または類似している（そして、同一または類似の方法で生成されている）。複合チャ
ネルＯＦＤＭシンボル３６０は、４０ＭＨｚ送信フローユニットによって生成された４０
ＨｚセクションのＯＦＤＭトーンと、８０ＭＨｚ送信フローユニットによって生成された
８０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンとを含む。一つの実施形態では、低周波側から高
周波側に向けて、ＯＦＤＭシンボルの例３６０は、４０ＭＨｚ送信フローユニットによっ
て生成された４０ＭＨｚセクションの下方側波帯からの５７個のデータおよびパイロット
トーン３６２を含み、８０ＭＨｚ送信フローユニットによって生成された８０ＭＨｚセク
ションの下方側波帯からの１２１個のデータおよびパイロットトーン３６４を含み、４０
ＭＨｚセクションの上方側波帯からの５７個のデータおよびパイロットトーン３６６を含
み、８０ＭＨｚセクションの上方側波帯からの１２１個のデータおよびパイロットトーン
３６８を含む。
【００８４】
　ＯＦＤＭシンボル３６０のトーンを、多様な実施形態において、図４Ｄに示す方法とは
別の方法でインターリーブしてよい。いくつかの実施形態では、４０ＭＨｚセクションお
よび８０ＭＨｚセクションの上方および下方の側波帯部は、別の順序で配置される。たと
えば、多様な実施形態において、可能な順序（小さい（低い）インデックス（周波数）か
ら大きい（高い）インデックス（周波数）に向けての）としては、｛８０ＭＨｚ　ＬＳＢ
、４０ＭＨｚ　ＬＳＢ、ＤＣトーン、８０ＭＨｚ　ＵＳＢ、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ｝、｛８
０ＭＨｚ　ＬＳＢ、４０ＭＨｚ　ＬＳＢ、ＤＣトーン、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ、８０ＭＨｚ
　ＵＳＢ｝、｛４０ＭＨｚ　ＬＳＢ、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ、ＤＣトーン、８０ＭＨｚ　Ｕ
ＳＢ、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ｝、および｛４０ＭＨｚ　ＬＳＢ、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ、ＤＣ
トーン、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ、８０ＭＨｚ　ＵＳＢ｝がある。いくつかの実施形態では、
インターリーブされたブロックは、大きさが異なる（つまり、トーン数に差がある）。い
くつかの実施形態では、４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションのそれぞれに
ついて３個以上のトーンブロックをインターリーブする。
【００８５】
　一つの実施形態では、少なくとも６個の空値トーン３７４が１２０ＭＨｚチャネルの下
端に含められ、少なくとも５個の空値トーン３７６が１２０ＭＨｚチャネルの上端に含め
られ、３個の空値トーン３７８が１２０ＭＨｚチャネルの中心に含められる。ＯＦＤＭシ
ンボル３６０のＤＣトーンとして機能する空値トーン３７８を３個だけ含めることで、上
端および／または下端のガードトーンとしてさらなるトーンが利用可能になる。
【００８６】
　多様な実施形態において、上記の式１～１６の一つ以上がＯＦＤＭシンボル３６０に当
てはまるが、ＮＬＳＢＧＴ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル３６０の下端にお
けるガードトーンの数であり、ＮＵＳＢＧＴ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボル
３６０の状態におけるガードトーンの数であり、ＮＮＴ＿１２０が１２０ＭＨｚのＯＦＤ
Ｍシンボル３６０の中心における空値トーン３７８の数であることが例外である。
【００８７】
　図４ＣのＯＦＤＭシンボル３４０に関連して上記したように、複合チャネルＯＦＤＭシ
ンボル３６０においては、含む空値トーン３７８の数が３個から増減し、シンボル３６０
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の成分チャネル／セクションが別の順序で配置され、３個以上の送信フローユニットを使
用してシンボル３６０が生成され、および／または、シンボル３６０の複合チャネル帯域
幅が１２０ＭＨｚより狭い又は広い。多様な実施形態にしたがって式１～１６のいくつか
を変更してよい。たとえば、たとえば、複合チャネルＯＦＤＭシンボル３６０の８０ＭＨ
ｚセクションがシンボル３６０の上方周波数部分でなく下方部分を占める実施形態では、
式３および５をＮＬＳＢＧＴ＿１２０＞ＮＬＳＢＧＴ＿８０およびＮＵＳＢＧＴ＿１２０

＞ＮＵＳＢＧＴ＿４０にそれぞれ変更してよい。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、図４Ａ－４Ｄの例の複合チャネルＯＦＤＭシンボル３００、
３２０、３４０、および３６０は、複合チャネルの上方セクションおよび／または下方セ
クションのパイロットトーンの数を（たとえば、複合チャネルより狭い成分チャネルＯＦ
ＤＭシンボルを生成する場合に、使用される送信フローユニットによって挿入されるパイ
ロットトーンの全数と比べて）少なくすることにより、複合チャネルの上端および／また
は下端により多くのガードトーンを含む。たとえば、４０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルおよ
び８０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルにおけるパイロットトーンの全数が１４個である（たと
えば、４０ＭＨｚシンボルが６個のパイロットトーンを含み、８０ＭＨｚシンボルが８個
のパイロットトーンを含む）場合、１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルが含むパイロットト
ーンは、多様な実施形態において、１２個だけ、１０個だけ等である。いくつかの実施形
態では、パイロットトーン数の減少分だけ各式の左辺を増大させる変更を行うことで、式
１～１６（定義を上記のように変更している）の一つ以上が当てはまる。
【００８９】
　図４Ａ－４Ｄの例の複合チャネルＯＦＤＭシンボルに含まれるガードトーン数を増やす
ために用いる技術をその他の実施形態にも拡張してよい。たとえば、３個の４０ＭＨｚ送
信フローユニットを使用して１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルを生成するいくつかの実施
形態では、１２０ＭＨｚシンボルの各４０ＭＨｚセクション間の境界は重なり合い、４０
ＭＨｚ送信フローユニットによって通常生成される空値トーンの数が減少する（たとえば
、送信フローユニットが通常１１個の空値トーンを境界に設ける場合、０～１１または０
～１０の間の数に減少する）。
【００９０】
　図５は、一つの実施形態に係るガードトーン数を増加させた複合チャネルＯＦＤＭシン
ボルを生成する方法例４００を示すフロー図である。図１を参照すると、一つの実施形態
では、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０が方法４００を実行する。追加的に、または、
代替的に、クライアントステーション２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９が方法４００を
実行する。一つの実施形態では、方法４００は、図２のＰＨＹ処理ユニット１００の同一
または類似のＰＨＹ処理ユニットによって実行される。
【００９１】
　ブロック４２０で、第１送信フローユニットを使用して第１セットのＯＦＤＭトーンを
生成する。一つの実施形態では、第１送信フローユニットは、図２のＰＨＹ処理ユニット
１００の特定チャネル帯域幅の、たとえば、４０ＭＨｚの送信フローユニット１２４に対
応する。いくつかの実施形態では、生成された第１セットのＯＦＤＭトーンは、たとえば
、図４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、または４ＤのＯＦＤＭシンボルの４０ＭＨｚセクションに含まれ
るトーンと同一または類似している。
【００９２】
　ブロック４４０で、第２送信フローユニットを使用して第２セットのＯＦＤＭトーンを
生成する。一つの実施形態では、第２送信フローユニットは図２のＰＨＹ処理ユニット１
００の別の特定チャネル帯域幅の、たとえば、８０ＭＨｚの送信フローユニット１２６に
対応する。いくつかの実施形態では、第２送信フローユニットに対応するチャネル帯域幅
は、第１送信フローユニットに対応するチャネル帯域幅と同一である。いくつかの実施形
態では、生成された第２セットのＯＦＤＭトーンは、たとえば、図４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、ま
たは４ＤのＯＦＤＭシンボルの８０ＭＨｚセクションに含まれるトーンと同一または類似
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している。
【００９３】
　ブロック４６０で、第１および第２セットのＯＦＤＭトーンを含む複合チャネルＯＦＤ
Ｍシンボルを生成する。いくつかの実施形態では、複合チャネルは、第１および第２の送
信フローユニットに対応するチャネル帯域幅の合計（たとえば、４０ＭＨｚおよび８０Ｍ
Ｈｚの送信フローユニットを使用する場合は、１２０ＭＨｚ）に等しい、もしくは略等し
い帯域幅を有する。いくつかの実施形態では、複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、たとえ
ば、図４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、または４ＤのＯＦＤＭシンボルと同一もしくは類似している。
【００９４】
　一つの実施形態では、ブロック４６０で生成された複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、
複合シンボルがそれより狭い成分チャネルに対応するＯＦＤＭシンボルに含まれるトーン
を単に連結しただけのものである場合にその複合シンボルに含まれるであろう下端および
／または上端のガードトーン数に比べて、下端および／または上端のガードトーン数が増
加している。多様な実施形態において、複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、図４Ａ－４Ｄ
に関連して上記した方法のいずれか一つによって生成される（たとえば、成分チャネルセ
クション間の境界における空値トーンの数を減らす、各成分チャネルセクションの中心に
おける空値トーンを除去する等）。いくつかの実施形態では、生成されたＯＦＤＭシンボ
ルの下端および／または上端のガードトーン数は、上記の式１～１６の一つ以上を満たす
。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、方法４００の段階は、同時にまたは別の順序で実行してよい
。たとえば、一つの実施形態では、ブロック４２０での第１セットのＯＦＤＭトーンの生
成は、ブロック４４０での第２セットのＯＦＤＭトーンの生成と少なくとも部分的に同時
に実行される。さらに、いくつかの実施形態では、方法４００は、さらなる段階を備える
。たとえば、一つの実施形態では、第３送信フローユニットを使用して第３セットのＯＦ
ＤＭトーンを生成し、生成される複合チャネルＯＦＤＭシンボルは、第３セットのＯＦＤ
Ｍトーンをさらに含む。いくつかの実施形態では、第３送信フローユニットは、たとえば
、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、またはその他の帯域幅等のさらに別の特定のチャネル帯域幅
に対応する。いくつかの実施形態では、第３送信フローユニットに対応するチャネル帯域
幅は、第１および第２の送信フローユニットのそれぞれに対応するチャネル帯域幅と同一
である。いくつかの実施形態では、生成された第３セットのＯＦＤＭトーンは、たとえば
、図４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、または４ＤのＯＦＤＭシンボルの４０ＭＨｚまたは８０ＭＨｚの
セクションに対応するトーンと同一または類似している。
【００９６】
　上記のように下端および／または上端のガードトーン数を増やす潜在的な必要性に加え
て、複合チャネルで送信する場合、他の多様な設計上の問題が発生しうる。このような設
計上の問題のいくつか、およびこれらの問題に対処する実施形態を、４０ＭＨｚおよび８
０ＭＨｚの送信フローユニットを使用して１２０ＭＨｚ複合チャネルを生成する実施形態
／シナリオ例を参照して以下に記載する。
【００９７】
　図２に戻ると、スクランブラ１０４、符号化解析器１０６、符号化器１０８、およびス
トリーム解析器１１０は、一つの実施形態では、使用される送信フローユニット１２４お
よび１２６に対応する４０ＭＨｚチャネルおよび８０ＭＨｚチャネルの場合でと同様に１
２０ＭＨｚチャネルの場合に動作する。さらに、ストリーム解析器１１０は、以下に記載
する点を除いて、１２０ＭＨｚチャネルの場合と、４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚのチャネ
ルの場合と、の両方において同様に動作する。
【００９８】
　１２０ＭＨｚチャネルに関して、ＮＣＢＰＳが１シンボル当たりの符号化ビット数であ
り、ＮＥＳが符号化器の数であり、ＳがＮＳＳ個のストリームに割り当てられるビット数
ＮＳＳ×ｓであり、ｓがＳ個のビットを含むブロックのうち各ストリームに割り当てられ
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るビットの数である場合、許容されたＭＣＳについて、ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳ／Ｓが整数で
ない例がある。
　（１）２５６ＱＡＭ、Ｒ＝３／４、ＮＳＳ＝５、ＮＥＳ＝５
　（２）２５６ＱＡＭ、Ｒ＝３／４、ＮＳＳ＝７、ＮＥＳ＝７
　（３）２５６ＱＡＭ、Ｒ＝３／４、ＮＳＳ＝８、ＮＥＳ＝８
　（４）２５６ＱＡＭ、Ｒ＝５／６、ＮＳＳ＝７、ＮＥＳ＝８
　ここで、Ｒは符号化レートであり、ＮＳＳは空間ストリーム数である。
【００９９】
　上記の（１）、（２）、および（３）の場合、ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳはｓの倍数である。
これらの場合、一つの実施形態では、１回毎にＳ＝ＮＳＳ×ｓ個のビットを各ＢＣＣ符号
化器から取得し、全ＢＣＣ符号化器間でローテーションしながら、ｓ個ずつビットをＮＳ

Ｓ個のストリームに割り当てる。これを、各符号化器において整数であるＳ個のビットを
含む最後のブロック（階数（ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳ／Ｓ））になるまで継続する。各ＯＦＤ
Ｍシンボルのこの時点において、各ＢＣＣにＭ×ｓ（Ｍ＜ＮＳＳ）個のビットが残ってい
る場合、現在のＯＦＤＭシンボルにおける最後のＭ×ｓ個のビットを第１の符号化器から
取得し、最初のＭ個の空間ストリームに割り当てる（各ストリームにｓビット）。現在の
ＯＦＤＭシンボルにおける最後のＭ×ｓ個のビットを第２の符号化器から取得し、（Ｍ＋
１）番目の空間ストリームから起算してＭ個の空間ストリーム間で分配し、以下同様にす
る。ＮＳＳ番目の空間ストリームに達すると、処理は第１の空間ストリームに戻り、現在
のＯＦＤＭシンボルに全ビットが分配されるまで繰り返される。
【０１００】
　上記の（４）の場合、ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳはｓの倍数ではない。この場合、一つの実施
形態では、（４）のＭＣＳが許容されない。別の実施形態では、（４）のＭＣＳに対して
、ストリーム解析器の特別な規則が規定される。各符号化器で整数であるＳ個のビットを
含む最後のブロック（階数（ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳ／Ｓ））になるまで、同じストリーム解
析を適用する。その時点で、各ＢＣＣ符号化器において、各ＯＦＤＭシンボルに１４ビッ
トが残っている（ｓ＝４であることにも注意されたい）。第一の実施形態では、第１のＢ
ＣＣ符号化器出力からの残り１４ビットが、１ビットまたは２ビットずつのラウンドロビ
ンで７個のストリームに割り当てられる。次に、第２のＢＣＣ符号化器出力からの残り１
４ビットが同様に割り当てられる。全８個の符号化器の全ビットが割り当てられるまで同
じことが繰り返される。第二の実施形態では、全８個のＢＣＣ符号化器に残る１１２（１
４×８）ビットを連結する（第１のＢＣＣ符号化器の１４ビット、第２のＢＣＣ符号化器
の１４ビット等）。初めから数えてＳ＝２８（＝７×４）個のビットを１１２ビットのシ
ーケンスから取得して、ｓビットずつ７個のストリームに割り当てる。次に、次のＳ個の
ビットを連続してこのシーケンスから取得して同様に割り当て、１１２個の残りのビット
の全てが７個のストリームに割り当てられるまで繰り返す。
【０１０１】
　図２を再び参照して、各周波数解析器１１４は、一つの実施形態では、１２０ＭＨｚチ
ャネルモードのとき、各ＯＦＤＭシンボルにおいて、各空間ストリームにつき４０ＭＨｚ
送信フローユニット１２４にＮＣＢＰＳ＿４０／ＮＳＳビットが割り当てられ、各空間ス
トリームにつき８０ＭＨｚ送信フローユニット１２６にＮＣＢＰＳ＿８０／ＮＳＳビット
が割り当てられるように、ビットを解析する。ここでＮＣＢＰＳ＿４０は、４０ＭＨｚ送
信フローユニットについてシンボル当たりの符号化ビット数であり、ＮＣＢＰＳ＿８０は
、８０ＭＨｚ送信フローユニットについてシンボル当たりの符号化ビット数であり、ＮＳ

Ｓは、空間ストリーム数である。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、各１２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルについて、ストリーム解
析器１１０の出力でＮＣＢＰＳＳ個のビットをグループ化する。ここで、ＮＣＢＰＳＳは
、空間ストリーム当たりの符号化ビット数である。第一の実施形態では、ＮＣＢＰＳＳ個
のビットを、４０ＭＨｚセグメントが埋め尽くされるまで、２ビットずつ８０ＭＨｚセク
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ションに、１ビットずつ４０ＭＨｚセクションに、ラウンドロビンで（たとえば、最初の
２ビットを８０ＭＨｚセグメントに、次に３番目のビットを４０ＭＨｚセグメントに、等
）割り当てる。次に、残りの２６×Ｍ個のビットを８０ＭＨｚセグメントに割り当てる。
ここで、Ｍは、各コンステレーション点によって表される符号化ビット数である（たとえ
ば、１６ＱＡＭではＭ＝４である）。いくつかの実施形態では、８０ＭＨｚセグメントは
４０ＭＨｚセグメントよりトーンを３倍以上の数含み、したがって、各ストリームにつき
、各ＯＦＤＭシンボルにビットを３倍以上の数含む。
【０１０３】
　第二の実施形態では、ＮＣＢＰＳＳビットを、４０ＭＨｚセグメントが埋め尽くされる
まで、２ｓビットずつ８０ＭＨｚセグメントに、ｓビットずつ４０ＭＨｚセグメントに、
ラウンドロビンで（たとえば、最初の２ｓ個のビットを８０ＭＨｚセグメントに、次に次
のｓ個のビットを４０ＭＨｚセグメントに、等）割り当てる。次に、残りの２６×Ｍビッ
トを８０ＭＨｚセグメントに割り当てる。ここで、Ｍは、各コンステレーション点によっ
て表される符号化ビット数である。いくつかの実施形態では、８０ＭＨｚセグメントは、
各ＯＦＤＭシンボルにつき、各ストリームに４０ＭＨｚセグメントの３倍以上の数のビッ
トを含み、４０ＭＨｚセグメントは常に各ＯＦＤＭシンボルにつき各ストリームに整数で
あるｓ個の符号化ビットを含むことに再び注意されたい。
【０１０４】
　第三の実施形態では、ＮＣＢＰＳＳ個のビットを、４０ＭＨｚセグメントにおいて割り
当てられないビットがｓ×ＮＥＳ個未満となるまで、２ｓ×ＮＥＳビットずつ８０ＭＨｚ
セグメントに、ｓ×ＮＥＳビットずつ４０ＭＨｚセグメントに、ラウンドロビンで（たと
えば、最初の２ｓ×ＮＥＳ個のビットを８０ＭＨｚセグメントに、次に次のｓ×ＮＥＳ個
のビットを４０ＭＨｚセグメントに、等）割り当てる。この時点で割り当てられていない
ビットが４０ＭＨｚセグメントにある場合、４０ＭＨｚセグメントが埋め尽くされるまで
、残るビットを２ｓビットずつ８０ＭＨｚセグメントに、ｓビットずつ４０ＭＨｚセグメ
ントにラウンドロビンで割り当てる。この時点で割り当てられていないビットが４０ＭＨ
ｚセグメントになければ、次に残りの２６×Ｍビットを８０ＭＨｚセグメントに割り当て
る。ここで、Ｍは、各コンステレーション点によって表される符号化ビット数である。
【０１０５】
　再び図２に戻ると、ＣＳＤユニット（たとえば、ＣＳＤユニット１４０）は、いくつか
の実施形態では、複合チャネルモードで送信する場合、違う動作を行う。通常、周波数領
域ＣＳＤ値（つまり、位相シフト）は、搬送周波数に対して相対的である。たとえば、一
つの実施形態では、インデックスがｋであるＩＤＦＴトーンにおける位相シフトは、θｋ

（ｉＳＴＳ）＝－２πｋΔＦＴＣＨ，ＶＨＴ（ｉＳＴＳ）である。ここで、ΔＦは、現在
のトーンの実際の周波数と搬送周波数との差であり、ｉＳＴＳは、時空間ストリームのイ
ンデックスであり、ＴＣＨ，ＶＨＴ（ｉＳＴＳ）は、当該ストリームの周期的シフトであ
る。したがって、一つの実施形態では、１２０ＭＨｚ送信フローユニット（たとえば、４
０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚの送信フローユニット）は、ＣＳＤ位相シフト決定するべく、
「搬送周波数」として機能するトーンを規定しなければならない。たとえば、一つの実施
形態では、４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクションとの間の境界におけるトーンを
、ＣＳＤ位相シフトを決定するべく、「搬送周波数」にあると見なす。別の例として、一
つの実施形態では、ＣＳＤ位相シフトを決定するべく、１２０ＭＨｚチャネルの中心にお
けるトーンを「搬送周波数」にあると見なす。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、１２０ＭＨｚ複合チャネルを使用して送信する場合、許容可
能なＭＣＳについて一つ以上の除外規則が適用される。一つの実施形態では、ＮＤＢＰＳ

をシンボル当たりのデータビット数とすると、あるＢＣＣ符号化器を想定した場合、（符
号化器当たりの）ＮＣＢＰＳおよびＮＤＢＰＳが整数である（つまり、ＮＣＢＰＳ／ＮＥ

ＳおよびＮＤＢＰＳ／ＮＥＳが両方とも整数である）場合にだけ、ＭＣＳは許容される。
一つの実施形態では、１２０ＭＨｚチャネルに共同的な符号化を使用し、以下の条件を満
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たさなければならない。
　ｍｏｄ（ＮＣＢＰＳ／ＮＥＳ，ＤＲ）＝０
　ここで、符号化レートは、Ｒ＝ＮＲ／ＤＲである（つまり、Ｒ＝１／２である場合、Ｄ

Ｒ＝２であり、Ｒ＝２／３である場合、ＤＲ＝３であり、Ｒ＝３／４である場合、ＤＲ＝
４であり、Ｒ＝５／６である場合、ＤＲ＝６である）。
　一つの実施形態では、１２０ＭＨｚチャネルにＬＤＰＣ符号化を使用する場合、同じ許
可および除外されたＭＣＳを使用する。１２０ＭＨｚの場合、この除外規則に基づいて以
下のＭＣＳを除外する。
　｛１６ＱＡＭ、３／４、ＮＳＳ＝７｝、｛６４ＱＡＭ、２／３、ＮＳＳ＝７｝、｛６４
ＱＡＭ、３／４、ＮＳＳ＝５｝、｛６４ＱＡＭ、３／４、ＮＳＳ＝６｝、｛６４ＱＡＭ、
３／４、ＮＳＳ＝７｝、｛６４ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝４｝、｛６４ＱＡＭ、５／６、
ＮＳＳ＝５｝、｛６４ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝６｝、｛６４ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝
８｝、｛２５６ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝４｝、｛２５６ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝６｝
、および｛２５６ＱＡＭ、５／６、ＮＳＳ＝８｝。
　許容されるＭＣＳおよび除外規則の例については、米国特許出願第１３／２３１，６７
０号（２０１１年９月１３日出願）により詳細に記載されており、その内容の全体を本明
細書に参照として組み込むものとする。
【０１０７】
　ＢＣＣ符号化の代わりにＬＤＰＣ符号化を使用するいくつかの実施形態では、符号化解
析器１０６および符号化器１０８を一つのＬＤＰＣ符号化器に置き換える。さらに、これ
らの実施形態のいくつかでは、各送信フローユニットの各経路に（たとえば、ＱＡＭ変調
器１３４－１とトーンマッピングユニット１３６－１との間に）ＬＤＰＣトーンマッパを
設けて、ＬＤＰＣ専用のトーンマッピングを提供する。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、第１通信プロトコル（たとえば、ＶＨＴプロトコル）に準拠
する複合チャネルＯＦＤＭシンボルのデータユニットは、第１通信プロトコルに対応する
部分と、第２通信プロトコルに対応する「レガシー」部分とを含むプリアンブルを有する
。図６は、一つの実施形態において、図１のＡＰ１４がクライアントステーション２５－
１に送信するデータユニットの例５００を示す図である。一つの実施形態においては、ク
ライアントステーション２５－１も、図６のフォーマットのデータユニットをＡＰ１４に
送信する。データユニット５００は、レガシーショートトレーニングフィールド（Ｌ－Ｓ
ＴＦ）５０２、レガシーロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）５０４、レガシー
信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）５０６、第１ベリーハイスループット信号フィールド（Ｖ
ＨＴ－ＳＩＧＡ）５０８、ベリーハイスループットショーとトレーニングフィールド（Ｖ
ＨＴ－ＳＴＦ）５１２、Ｎ個のベリーハイスループットロングトレーニングフィールド（
ＶＨＴ－ＬＴＦ）５１４（Ｎは、整数）、および第２ベリーハイスループット信号フィー
ルド（ＶＨＴ－ＳＩＧＢ）５１８を含む。データユニット５００は、ベリーハイスループ
ットデータ部（ＶＨＴ－ＤＡＴＡ）５２２も含む。データ部５２２は、サービスビットお
よび情報ビット（不図示）を含む。
【０１０９】
　例示的な実施形態では、複合チャネルで送信されるデータユニットのプリアンブルは、
二重のサブバンドを含むレガシー部と、使用されている送信フローユニットに対応するセ
クションから構成される非レガシー部とを含む。図７は、図６のデータユニット５００等
のデータユニットのレガシー部および非レガシー部を持つプリアンブルの例５４０を示す
周波数領域図である。図７に示す実施形態では、６個の二重の２０ＭＨｚレガシー部５４
２の後に、８０ＭＨｚ　ＶＨＴ部５４４および４０ＭＨｚ　ＶＨＴ部５４６が続く。一つ
の実施形態では、ＶＨＴ部のトーンマッピングは、８０ＭＨｚセクション５４４と４０Ｍ
Ｈｚセクション５４６との境界に搬送周波数５５２が来るように実行される（たとえば、
図４Ａまたは４Ｂの例のＯＦＤＭシンボル３００または３２０のように、境界に３個のＤ
Ｃトーンを挿入する）。別の実施形態では、ＶＨＴ部のトーンマッピングは、８０ＭＨｚ
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セクションおよび４０ＭＨｚセクションにより形成される１２０ＭＨｚ複合チャネルの中
心に搬送周波数５５０が来るように実行される（たとえば、図４Ｃまたは４Ｄの例のＯＦ
ＤＭシンボル３４０または３６０のように、中心に３個のＤＣトーンを挿入する）。これ
らの２つの実施形態の両方において、搬送周波数は、２０ＭＨｚレガシー部５４２のうち
２つの間の境界と位置が合う（たとえば、搬送周波数５５０は５４２－３と５４２－４と
の間であり、搬送周波数５５２は５４２－４と５４２－５との間である）。複合チャネル
のセクション（たとえば、４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚ）のガードトーンおよび／または
ＤＣトーンを除去および／または重ね合わせるいくつかの実施形態では、レガシー部５４
２を合わせると、ＶＨＴ部５４４および５４６よりも広い帯域幅を占める。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、複合チャネルプリアンブルのレガシー部および非レガシー部
の一方または両方は、回転係数を適用して、送信されるＯＦＤＭ信号のピーク対平均電力
比（ＰＡＰＲ）を減少させる。図７の例の実施形態では、サブバンド位相シフト（回転係
数）γ１～γ６を６個の２０ＭＨｚレガシー部５４２－１～５４２－６にそれぞれ適用す
る。一つの実施形態では、位相シフトγ１～γ６をプリアンブルの非レガシー部の６個の
２０ＭＨｚセクション（たとえば、８０ＭＨｚ　ＶＨＴ部５４４内の４個の２０ＭＨｚサ
ブバンドおよび４０ＭＨｚ　ＶＨＴ部５４６内の２個の２０ＭＨｚサブバンド）にも適用
する。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、特定のサブバンド（たとえば、特定の２０ＭＨｚサブバンド
）内に（トーン順序化／インターリーブ後に）配置される全副搬送波に特定の位相シフト
係数γｉを適用（つまり、乗算）するべきである。ここで、ｉはサブバンドのインデック
スである。γ係数を任意に組み合わせてよい。たとえば、図７のようにｉ＝１～６である
場合、多様な実施形態において、γ＝[１　－１　－１　－１　１　ｊ]、γ＝[１　ｊ　
１　－１　－１　－１]等である。
【０１１２】
　複合チャネル（たとえば、１２０ＭＨｚチャネル）の周波数位置が成分チャネル（たと
えば、４０ＭＨｚまたは８０ＭＨｚチャネル）の周波数位置に合っていない特定のシナリ
オでは、さらなる設計上の問題が生じうる。たとえば、図８のチャネル化図５６０を参照
すると、中国におけるＩＥＥＥ８０２．１１通信で５７２５～５８５０ＭＨｚでの使用を
現在検討されている１２０ＭＨｚチャネル５６２は、米国におけるＩＥＥＥ８０２．１１
通信で使用されている２０、４０、および８０ＭＨｚチャネル５６４、５６６、および５
６８と位置が合っていない（つまり、これらを連結したものと周波数が同一の外延を持っ
ていない）。１２０ＭＨｚチャネル５６２と中国における帯域幅の制限としての１２５Ｍ
Ｈｚとの帯域幅ギャップに付随する潜在的な問題に加えて、中国における１２０ＭＨｚチ
ャネルと米国における２０、４０、および８０ＭＨｚチャネルとを位置合わせするには、
２０、４０、または８０ＭＨｚ送信モードから中国の１２０ＭＨｚ送信モードに（または
、その逆に）変更するときに、搬送周波数を変更する必要がある。搬送周波数を物理的に
変更する（つまり、搬送周波数を生成する局部発振器(ＬＯ)の周波数を変更する）と、比
較的大きい望ましくない遅延が導入されてしまう可能性がある。
【０１１３】
　第一の例示的な実施形態では、ＯＦＤＭシンボルのＤＣトーン（たとえば、図４Ａ－４
Ｄのシンボルのトーン３１８、３３８、３５８、および３７８）を８０ＭＨｚチャネル５
６８の中心の周波数５７０にマッピングすることにより、搬送／ＬＯ周波数の切り替えを
回避する。第二の例示的な実施形態では、ＯＦＤＭシンボルのＤＣトーンを４０ＭＨｚチ
ャネル５６６－２の中心の周波数５７２にマッピングすることにより、搬送／ＬＯ周波数
の物理的切り替えを回避する。
【０１１４】
　第一の例示的な実施形態（つまり、８０ＭＨｚの中心周波数を使用する）では、図８の
周波数５７０にＤＣトーンをマッピングすることにより、ＤＣトーンの周囲におけるトー
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ンマッピングが不均等になり、図９Ａの例の複合チャネルＯＦＤＭシンボル６００に示す
トーンマッピングのようになる。いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭシンボル６００は図
４Ｄのシンボル３６０に類似しているが、しかし、１２０ＭＨｚチャネルの中心にＤＣト
ーンを含まない。シンボル３６０と同様に、ＯＦＤＭシンボル６００は、４０ＭＨｚ送信
フローユニットによって生成された４０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンと、８０ＭＨ
ｚ送信フローユニットによって生成された８０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンとを含
む。一つの実施形態では、ＯＦＤＭシンボルの例６００は、低周波数側から高周波数側に
向けて、４０ＭＨｚ送信フローユニットによって生成された４０ＭＨｚセクションにおけ
る狭いほうの下方側波帯の１６個のデータおよびパイロットトーン６０２と、８０ＭＨｚ
送信フローユニットによって生成された８０ＭＨｚセクションの下半分の側波帯の１２１
個のデータおよびパイロットトーン６０４と、８０ＭＨｚセクションの上半分の側波帯の
１２１個のデータおよびパイロットトーン６０６と、４０ＭＨｚセクションの広いほうの
上方側波帯の９８個のデータおよびパイロットトーン６０８とを含む。この第一の実施形
態では、ＤＣトーンが８０ＭＨｚチャネルの中心周波数と位置が合う限り、どのようなト
ーンマッピングも可能である。たとえば、（低周波数（小さいインデックス）から高周波
数（大きいインデックス）に向けての）可能な順序としては、多様な実施形態において、
｛８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（狭い）、ＤＣトーン、８０ＭＨｚ
　ＵＳＢ（半分）、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ（広い）｝、｛８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、４
０ＭＨｚ　ＬＳＢ（狭い）、ＤＣトーン、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ（広い）、８０ＭＨｚ　Ｕ
ＳＢ（半分）｝、および｛４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（狭い）、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、
ＤＣトーン、４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（広い）、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）｝が挙げられる
。いくつかの実施形態では、４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションのそれぞ
れにおいて、３個以上のトーンブロックをインターリーブする。一つの実施形態では、１
２０ＭＨｚ　ＯＦＤＭシンボルの８０ＭＨｚの各側波帯および／または４０ＭＨｚの各側
波帯におけるパイロットトーンの位置は、対応する送信フローユニットが８０ＭＨｚおよ
び／または４０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルをそれぞれ生成する場合と変わらない。別の実
施形態では、１２０ＭＨｚパイロットの位置を、１２０ＭＨｚチャネルの全体で均等もし
くは略均等に分布するよう再配置する。
【０１１５】
　ＯＦＤＭシンボルの例６００は、さらに、１３個の下端ガードトーン６１０、１２個の
上端ガードトーン６１２、および搬送周波数と位置が合った３個のＤＣトーン６１４を含
む。その他の実施形態では、含まれるガードトーン６１０および６１２の数が増減し、含
まれるＤＣトーン６１４の数が増減する。１２０ＭＨｚチャネルの中心からの搬送周波数
のオフセットを可能にするべく、一つの実施形態では、より大きいチャネル帯域幅に対応
する大きさのＩＤＦＴ（たとえば、１６０ＭＨｚチャネルに対応する５１２ポイントのＩ
ＤＦＴ）を用い、使用されないトーンにはゼロを挿入する。
【０１１６】
　第二の例示的な実施形態（つまり、４０ＭＨｚの中心周波数を使用する）では、図８の
周波数５７２にＤＣトーンをマッピングすると、同じくＤＣトーンの周囲におけるトーン
マッピングが不均等になり、図９Ｂの例の複合チャネルＯＦＤＭシンボル６２０に示すト
ーンマッピングのようになる。いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭシンボル６２０は図４
Ｄのシンボル３６０に類似しているが、しかし、１２０ＭＨｚチャネルの中心にＤＣトー
ンを含んでいない。シンボル３６０のように、ＯＦＤＭシンボル６２０は、４０ＭＨｚ送
信フローユニットによって生成された４０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンと、８０Ｍ
Ｈｚ送信フローユニットによって生成された８０ＭＨｚセクションのＯＦＤＭトーンとを
含む。ＯＦＤＭシンボルの例６２０は、低周波数側から高周波数側に向けて、８０ＭＨｚ
送信フローユニットによって生成された８０ＭＨｚセクションの広いほうの下方側波帯の
１４２個のデータおよびパイロットトーン６２２と、４０ＭＨｚ送信フローユニットによ
って生成された４０ＭＨｚセクションの下方半分の側波帯の５７個のデータおよびパイロ
ットトーン６２４と、４０ＭＨｚセクションの上方半分の側波帯の５７個のデータおよび
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パイロットトーン６２６と、８０ＭＨｚセクションの狭いほうの上方側波帯の１００個の
データおよびパイロットトーン６２８とを含む。この第二の実施形態では、ＤＣトーンが
４０ＭＨｚチャネルの中心周波数に位置合わせされる限り、どのようなトーンマッピング
も可能である。たとえば、（低周波数（小さいインデックス）から高周波数（大きいイン
デックス）に向けての）可能な順序としては、多様な実施形態において、｛８０ＭＨｚ　
ＬＳＢ（広い）、４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、ＤＣトーン、８０ＭＨｚ　ＵＳＢ（狭い
）、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ（半分）｝、｛４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、８０ＭＨｚ　ＬＳ
Ｂ（広い）、ＤＣトーン、８０ＭＨｚ　ＵＳＢ（狭い）、４０ＭＨｚ　ＵＳＢ（半分）｝
、および｛４０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（広い）、ＤＣトーン、４
０ＭＨｚ　ＬＳＢ（半分）、８０ＭＨｚ　ＬＳＢ（狭い）｝が挙げられる。いくつかの実
施形態では、４０ＭＨｚセクションおよび８０ＭＨｚセクションのそれぞれにおいて３個
以上のトーンブロックをインターリーブする。一つの実施形態では、１２０ＭＨｚ　ＯＦ
ＤＭシンボルの８０ＭＨｚの各側波帯および／または４０ＭＨｚの各側波帯におけるパイ
ロットトーンの位置は、対応する送信フローユニットが８０ＭＨｚおよび／または４０Ｍ
ＨｚのＯＦＤＭシンボルをそれぞれ生成する場合と変わらない。別の実施形態では、１２
０ＭＨｚパイロットの位置を、１２０ＭＨｚチャネルの全体で均等もしくは略均等に分布
するよう再配置する。
【０１１７】
　ＯＦＤＭシンボルの例６２０は、さらに、１３個の下端ガードトーン６３０、１２個の
上端ガードトーン６３２、および搬送周波数と位置が合った３個のＤＣトーン６３４を含
む。その他の実施形態では、含まれるガードトーン６３０および６３２の数が増減し、含
まれるＤＣトーン６３４の数が増減する。１２０ＭＨｚチャネルの中心からの搬送周波数
のオフセットを可能にするべく、一つの実施形態では、より大きいチャネル帯域幅に対応
する大きさのＩＤＦＴ（たとえば、１６０ＭＨｚチャネルに対応する５１２ポイントのＩ
ＤＦＴ）を用い、使用されないトーンにはゼロを挿入する。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭシンボル６００またはＯＦＤＭシンボル６２０を搬
送するデータユニットのプリアンブルは、搬送周波数（ＤＣトーン６１４またはＤＣトー
ン６３４にある）がプリアンブルのレガシー部の有用なデータもしくはパイロットトーン
に来てしまう事態を回避するべく、図７のプリアンブル５４０とは異なる構成を持つよう
にする。図８のチャネル化を参照すると、一つの実施形態では、たとえば、４個もしくは
５個の２０ＭＨｚチャネル５６４をプリアンブルの二重レガシー部に使用する。
【０１１９】
　このような配置を図１０の例のプリアンブル６４０に示す。このプリアンブル例６４０
は、一つの実施形態では、データユニット、たとえば、図６のデータユニット５００のプ
リアンブルである。プリアンブル例６４０は、５個の二重の２０ＭＨｚレガシー部６４２
と、その後に１２０ＭＨｚ　ＶＨＴ部６４４とを含む。（上記したように）１２０ＭＨｚ
チャネルの搬送周波数が８０ＭＨｚの中心周波数と位置が合ういくつかの実施形態では、
ＶＨＴ部のトーンマッピングは、搬送周波数６５０が２０ＭＨｚレガシー部セクション６
４２－２と６４２－３との間に来る。したがって、プリアンブルの二重２０ＭＨｚレガシ
ー部のオフセットによって、レガシー部の２０ＭＨｚセクションのいずれにも搬送周波数
が来ないようになる。（同じく上記したように）１２０ＭＨｚチャネルの搬送周波数が４
０ＭＨｚの中心周波数と位置が合ういくつかの実施形態では、ＶＨＴ部のトーンマッピン
グは、搬送周波数６５２が２０ＭＨｚレガシー部セクション６４２－３と６４２－４との
間に来る。したがって、この場合も、プリアンブルの二重２０ＭＨｚレガシー部のオフセ
ットによって、レガシー部の２０ＭＨｚセクションのいずれにも搬送周波数が来ないよう
になる。
【０１２０】
　図７の例のプリアンブル５４０でのように、一つの実施形態では、複合チャネルプリア
ンブル６４０のレガシー部および非レガシー部の一方または両方は、回転係数を適用して
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、送信されるＯＦＤＭ信号の送信されるＯＦＤＭ信号のピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）
を減少させる。図１０の例のプリアンブル６４０では、サブバンド位相シフト（回転係数
）γ１～γ５を５個の２０ＭＨｚレガシー部６４２－１～６４２－５にそれぞれ適用する
。一つの実施形態では、位相シフトγ１～γ５をさらに非レガシープリアンブル部の最初
の５個の２０ＭＨｚサブバンドにも適用し、第６の位相シフトγ６を第６の２０ＭＨｚサ
ブバンドに適用する。一つの実施形態では、適切な電力スカラーを用いることで、送信さ
れるデータユニットにおいて、帯域幅が狭いレガシー部と帯域幅が広い非レガシー部とに
同じ電力を維持する。
【０１２１】
　プリアンブル６４０のレガシー部に使用される５個の２０ＭＨｚチャネルを、いくつか
の実施形態では、アクセス制御チャネルとしても使用する。これらの実施形態では、主チ
ャネルは、５個の２０ＭＨｚチャネルのうちいずれとすることもできる。周波数がオフセ
ットされた２０ＭＨｚチャネルをプリアンブルの一部として使用し、さらにアクセス制御
チャネルとしても使用することについては、米国特許出願第１３／２４６，３５１号（２
０１１年９月２７日出願）により詳細に記載されている。
【０１２２】
　複合チャネルが成分チャネルと位置が合っておらず、複合チャネルより広いチャネルに
対応する大きさのＩＤＦＴを使用するいくつかの実施形態および／またはシナリオでは、
生成されたＯＦＤＭトーンをシフタを使用してシフトし、複合チャネルが所望の帯域に含
まれるようにする。たとえば、図８を参照すると、４０ＭＨｚチャネル５６６－２の中心
周波数と等しい搬送周波数を使用すると想定すると、複合チャネル５６２は、ＬＯ／搬送
周波数を物理的に切り替えることなくチャネル５６２を中国の１２５ＭＨｚ帯域に収める
べく、７．５ＭＨｚ（たとえば、３１２．５ｋＨｚトーンスペーシングで２４個のトーン
）シフトダウンした１２０ＭＨｚチャネルを表す。この目的を達成するべく、例として図
２を参照すると、一つの実施形態では、シフタ１４８は、４０ＭＨｚおよび８０ＭＨｚ送
信フローユニット１２４および１２６によって生成されたＯＦＤＭトーンを、ＩＤＦＴユ
ニット１５０が５１２ポイントのＩＤＦＴを実行する前に、２４トーン、シフトダウンす
る。一つの実施形態では、以下のように、ＯＦＤＭトーンを、２４トーン、シフトダウン
する。
　Ｙ（ｋ）＝Ｘ４０（ｋ）、　　　　　ｋ＜０、
　Ｙ（ｋ）＝Ｘ８０（ｋ）、　　　　　ｋ＞０、
　Ｙ（ｋ）＝Ｙ（ｋ＋２４）、　　　ｋ＜（５１２－２４）、
　Ｙ（ｋ）＝０、　　　　　　　　　ｋ＞（５１２－２４）
　ここで、ｋはトーンのインデックスであり、Ｙ（ｋ）はシフタの出力であり、Ｘ４０（
ｋ）は４０ＭＨｚ送信フローユニットの出力であり、Ｘ８０（ｋ）は８０ＭＨｚ送信フロ
ーユニットの出力である。いくつかの実施形態では、Ｘ４０（ｋ）および／またはＸ８０

（ｋ）をさらにシフトして、上記のように４０ＭＨｚセクションと８０ＭＨｚセクション
との間の境界における空値トーンを重ね合わせてその数を減らす。搬送周波数として使用
されるＬＯ周波数を複合チャネルへの／からの変更時に物理的に切り替えるいくつかの実
施形態では、シフタを設けず、もしくは、使用しない。
【０１２３】
　上記したように、いくつかの実施形態では、３個の４０ＭＨｚ送信フローユニットを使
用して１２０ＭＨｚ複合チャネルＯＦＤＭシンボルを形成する。これらの実施形態のいく
つかでは、搬送周波数は、１２０ＭＨｚ　ＯＦＤＭシンボルの中間の４０ＭＨｚトーンセ
クションの中心と位置が合うので、シフタを設けず、もしくは、使用しない。これらの実
施形態のその他では、搬送波は、中間の４０ＭＨｚセクションの中心と位置が合わない。
たとえば、図８を参照すると、いくつかの実施形態では、（たとえば、１２０ＭＨｚチャ
ネルに／から変更するときに、ＬＯ／搬送波の切り替えを省くべく）４０ＭＨｚチャネル
５６６－２の中心を複合チャネルの搬送周波数として使用する。これら後者の実施形態の
いくつかでは、シフタが、使用されている３個の送信フローユニットから出力されるＯＦ
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トし、複合チャネルを所望の帯域内に収める。
【０１２４】
　上記の多様なブロック、動作、および技術の少なくともいくつかを、ハードウェア、フ
ァームウェア命令および／またはソフトウェア命令を実行するプロセッサ、または、これ
らの任意の組み合わせによって実施してよい。ソフトウェア命令またはファームウェア命
令を実行するプロセッサを使用して実施した場合、ソフトウェア命令またはファームウェ
ア命令は、磁気ディスク、光ディスク、もしくはその他の有形の記憶媒体等のコンピュー
タ可読メモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、もしくはフラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディス
クドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ等に記憶してよい。同じく、ソフトウ
ェア命令またはファームウェア命令は、ユーザまたはシステムに、任意の周知もしくは所
望の配布方法、たとえば、コンピュータ可読ディスクもしくはその他の可搬型有形コンピ
ュータ記憶化ニズム上で、または通信媒体を介して、配布してよい。通信媒体は、通常、
コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、もしくはその他のデータを
、搬送波等の変調データ信号またはその他の可搬型メカニズムとして具現化する。「変調
データ信号」という用語は、情報を符号化するべく、その特質の一つ以上を設定もしくは
変更した信号を意味する。限定ではなく例示として、通信媒体は、有線ネットワークもし
くは直接配線接続等の有線媒体、および音声、無線周波数、赤外線、もしくはその他の無
線媒体等の無線媒体を含む。したがって、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は
、ユーザまたはシステムに、電話線、ＤＳＬライン、ケーブルテレビライン、光ファイバ
ーライン、無線通信チャネル、インターネット等（これらを、可搬型記憶媒体を介してこ
のようなソフトウェアを提供するという点において同一もしくは交換可能と見なす）の通
信チャネルを介して配布してよい。ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、プロ
セッサによって実行されるとプロセッサに多様な動作を実行させる、その他のコンピュー
タ可読記憶媒体のメモリに記憶された機械可読命令を含んでよい。
【０１２５】
　ハードウェアで実施する場合、ハードウェアは、個別部品、集積回路、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）等の一つ以上を含んでよい。
【０１２６】
　本発明の限定ではなく例示として意図された特定の例を参照して本発明を記載したが、
本発明の範囲から逸脱することなく、開示した実施形態に変更、追加、および／または削
除を行ってよい。
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