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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　ワイヤレスデバイスにおいて、複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送
信リソースの第１のサブセットを割り振るトリガメッセージをアクセスポイントから受信
することと、ここにおいて、
　前記ワイヤレスデバイスは、前記複数のワイヤレス送信リソース上で前記アクセスポイ
ントとワイヤレス通信している複数の局からのものである、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットは、前記複数の局からの第１のグルー
プの局に割り振られ、ここにおいて、前記第１のグループの局によってワイヤレス送信リ
ソースの前記第１のサブセットにアクセスすることは競合ベースであり、前記トリガメッ
セージは、フレームタイプまたはデータに関連する衝突解消機構を備える、
　前記複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第２のサブセ
ットからの各ワイヤレス送信リソースは、競合なしで、前記複数の局のうちのただ１つの
局に割り振られ、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で送
信すべきかどうかを決定することと、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で選
択的に送信することと、ここにおいて、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での、前記ワイヤレスデバイスから
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の前記１つまたは複数の送信は、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび
前記第２のサブセット上での前記複数の局による複数の送信間で時間同期および周波数同
期される、
　前記衝突解消機構は、ただ１つの局が送信する確率がしきい値を上回るように局を除外
することによって、リソースを求めて競合する局の数を制限する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブ
セットに関連するグループ識別子、前記第１のグループの局のメディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記第１のグループの局を指定する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受信する
ことをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットへの前記第１のグループの局によるア
クセスに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットにアクセスすることを試みる際に衝突
が起こったとき、バックオフウィンドウを調整することをさらに備える、請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、ワイヤレス送信
リソースの前記第１のサブセットをリッスンすることと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信するこ
とと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態でないとき、送信しないことを決定することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整することをさらに備える、請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　ワイヤレス通信するように構成された装置であって、
　複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第１のサブセット
を割り振るトリガメッセージをアクセスポイントから受信するように構成された受信機と
、ここにおいて、
　前記装置は、前記複数のワイヤレス送信リソース上で前記アクセスポイントとワイヤレ
ス通信している複数の局からのものであり、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットは、前記複数の局からの第１のグルー
プの局に割り振られ、ここにおいて、前記第１のグループの局によってワイヤレス送信リ
ソースの前記第１のサブセットにアクセスすることは競合ベースであり、前記トリガメッ
セージは、フレームタイプまたはデータに関連する衝突解消機構を備える、
　前記複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第２のサブセ
ットからの各ワイヤレス送信リソースは、競合なしで、前記複数の局のうちのただ１つの
局に割り振られ、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で送
信すべきかどうかを決定するように構成されたプロセッサと、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で選
択的に送信するように構成された送信機と、ここにおいて、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での、前記装置からの前記１つまた
は複数の送信は、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブ
セット上での前記複数の局による複数の送信間で時間同期および周波数同期される、
　前記衝突解消機構は、ただ１つの局が送信する確率がしきい値を上回るように局を除外
することによって、リソースを求めて競合する局の数を制限する、
を備える、装置。
【請求項１１】
　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブ
セットに関連するグループ識別子、前記第１のグループの局のメディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記第１のグループの局を指定する、請求項１０
に記載の装置。
【請求項１２】
　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記受信機が、過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしき
い値を受信するようにさらに構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットへの前記第１のグループの局によるア
クセスに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットにアクセスするこ
とを試みる際に衝突が起こったとき、バックオフウィンドウを調整するようにさらに構成
された、請求項１４に記載の装置。
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【請求項１６】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、ワイヤレス送信
リソースの前記第１のサブセットをリッスンすることと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信するこ
とと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態でないとき、送信しないことを決定することと
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整することをさらに備える、請求項
１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局を含む、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第１のサブセット
を割り振るトリガメッセージをアクセスポイントから受信するための手段と、ここにおい
て、
　前記装置は、前記複数のワイヤレス送信リソース上で前記アクセスポイントとワイヤレ
ス通信している複数の局からのものであり、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットは、前記複数の局からの第１のグルー
プの局に割り振られ、ここにおいて、前記第１のグループの局によってワイヤレス送信リ
ソースの前記第１のサブセットにアクセスすることは競合ベースであり、前記トリガメッ
セージは、フレームタイプまたはデータに関連する衝突解消機構を備える、
　前記複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第２のサブセ
ットからの各ワイヤレス送信リソースは、競合なしで、前記複数の局のうちのただ１つの
局に割り振られ、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で送
信すべきかどうかを決定するための手段と、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で選
択的に送信するための手段と、ここにおいて、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での、前記装置からの前記１つまた
は複数の送信は、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブ
セット上での前記複数の局による複数の送信間で時間同期および周波数同期される、
　前記衝突解消機構は、ただ１つの局が送信する確率がしきい値を上回るように局を除外
することによって、リソースを求めて競合する局の数を制限する、
を備える、装置。
【請求項２０】
　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブ
セットに関連するグループ識別子、前記第１のグループの局のメディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および時間同期機能（ＴＳＦ）
基準のうちの１つまたは複数を介して前記第１のグループの局を指定する、請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
　送信すべきかどうかを決定するための手段が、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信するための手段と、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成するための手段と、
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　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較するための手段と、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定するための手段と
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受信する
ための手段をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　送信すべきかどうかを決定するための手段は、
　バックオフカウンタを初期化するための手段と、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットへの前記第１のグループの局によるア
クセスに基づいて前記バックオフカウンタを変更するための手段と、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定するための手段
と
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットにアクセスすることを試みる際に衝突
が起こったとき、バックオフウィンドウを調整するための手段をさらに備える、請求項２
３に記載の装置。
【請求項２５】
　送信すべきかどうかを決定するための手段は、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、ワイヤレス送信
リソースの前記第１のサブセットをリッスンするための手段と、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信するた
めの手段と、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態でないとき、送信しないことを決定するための手段と
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整するための手段をさらに備える、
請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局を含む、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　実行されたとき、装置に、
　複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第１のサブセット
を割り振るトリガメッセージをアクセスポイントから受信することと、ここにおいて、
　前記装置は、前記複数のワイヤレス送信リソース上で前記アクセスポイントとワイヤレ
ス通信している複数の局からのものであり、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットは、前記複数の局からの第１のグルー
プの局に割り振られ、ここにおいて、前記第１のグループの局によってワイヤレス送信リ
ソースの前記第１のサブセットにアクセスすることは競合ベースであり、前記トリガメッ
セージは、フレームタイプまたはデータに関連する衝突解消機構を備える、
　前記複数のワイヤレス送信リソースのうちの、ワイヤレス送信リソースの第２のサブセ
ットからの各ワイヤレス送信リソースは、競合なしで、前記複数の局のうちのただ１つの
局に割り振られ、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で送
信すべきかどうかを決定することと、
　前記衝突解消機構に基づいて、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上で選
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択的に送信することと、
　を行わせるコード
　を備え、ここにおいて、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での、前記装置からの前記１つまた
は複数の送信は、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブ
セット上での前記複数の局による複数の送信間で時間同期および周波数同期される、
　前記衝突解消機構は、ただ１つの局が送信する確率がしきい値を上回るように局を除外
することによって、リソースを求めて競合する局の数を制限する、
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２９】
　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブ
セットに関連するグループ識別子、前記第１のグループの局のメディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記第１のグループの局を指定する、請求項２８
に記載の媒体。
【請求項３０】
　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、請求項２８に記載の媒体。
【請求項３１】
　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受信する
ことをさらに備える、請求項３０に記載の媒体。
【請求項３２】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットへの前記第１のグループの局によるア
クセスに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
を備える、請求項２８に記載の媒体。
【請求項３３】
　実行されたとき、前記装置に、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットにアク
セスすることを試みる際に衝突が起こったとき、バックオフウィンドウを調整することを
行わせるコードをさらに備える、請求項３２に記載の媒体。
【請求項３４】
　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、ワイヤレス送信
リソースの前記第１のサブセットをリッスンすることと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信するこ
とと、
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットが前記リスニング部分の持続時間の間
アイドル状態でないとき、送信しないことを決定することと
を備える、請求項２８に記載の媒体。
【請求項３５】
　実行されたとき、前記装置に、送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整す
ることを行わせるコードをさらに備える、請求項３４に記載の媒体。
【請求項３６】
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　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局を含む、
請求項２８に記載の媒体。
【請求項３７】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での前記ワイヤレスデバイスからの
前記送信は、ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセッ
ト上での前記複数の局による送信に基づいて、電力制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での前記装置からの前記送信は、ワ
イヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセット上での前記複
数の局による送信に基づいて、電力制御される、請求項１０に記載の装置。
【請求項３９】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での前記装置からの前記送信は、ワ
イヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセット上での前記複
数の局による送信に基づいて、電力制御される、請求項１９に記載の装置。
【請求項４０】
　ワイヤレス送信リソースの前記第１のサブセット上での前記装置からの前記送信は、ワ
イヤレス送信リソースの前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセット上での前記複
数の局による送信に基づいて、電力制御される、請求項２８に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本開示のいくつかの態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイ
ヤレスネットワークにおけるマルチユーザアップリンク通信のための方法および装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]多くの電気通信システムでは、通信ネットワークは、いくつかの対話している空
間的に分離されたデバイスの間でメッセージを交換するために使用される。ネットワーク
は、たとえば、メトロポリタンエリア、ローカルエリア、またはパーソナルエリアであり
得る、地理的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークはそれぞれ、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）、またはパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）に指定
され得る。ネットワークはまた、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続する
ために使用されるスイッチング／ルーティング技法（たとえば、回線交換対パケット交換
）、送信のために採用される物理媒体のタイプ（たとえば、ワイヤード対ワイヤレス）、
および使用される通信プロトコルのセット（たとえば、インターネットプロトコルスイー
ト、ＳＯＮＥＴ（同期光ネットワーキング：Synchronous Optical Networking）、イーサ
ネット（登録商標）など）によって異なる。
【０００３】
　[0003]ワイヤレスネットワークは、しばしば、ネットワーク要素がモバイルであり、し
たがって動的接続性の必要を有するときに、またはネットワークアーキテクチャが、固定
ではなくアドホックなトポロジーで形成される場合に好適である。ワイヤレスネットワー
クは、無線、マイクロ波、赤外線、光などの周波数帯域中の電磁波を使用して、非誘導伝
搬モードで無形物理媒体を採用する。ワイヤレスネットワークは、有利には、固定ワイヤ
ードネットワークと比較して、ユーザモビリティと迅速なフィールド展開とを可能にする
。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信システムのために要求される増加する帯域幅要件という問題に対
処するために、複数の局（ＳＴＡ）が、高いデータスループットを達成しながら、チャネ
ルリソースを共有することによって単一のアクセスポイント（ＡＰ）と通信することを可
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能にするために、異なる方式が開発されている。限られた通信リソースの場合、アクセス
ポイントと複数の端末との間を通るトラフィックの量を低減することが望ましい。たとえ
ば、複数の端末がアクセスポイントにアップリンク通信を送るとき、すべての送信のアッ
プリンクを完了するためにトラフィックの量を最小限に抑えることが望ましい。したがっ
て、複数の端末からのアップリンク送信のための改善されたプロトコルが必要である。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]添付の特許請求の範囲内のシステム、方法およびデバイスの様々な実装形態は、
それぞれいくつかの態様を有し、それらのうちの単一の態様が、単独で、本明細書で説明
する望ましい属性を担当するとは限らない。添付の特許請求の範囲を限定することなしに
、いくつかの顕著な特徴について本明細書で説明する。
【０００６】
　[0006]本明細書で説明する主題の１つまたは複数の実装形態の詳細を添付の図面および
以下の説明に記載する。他の特徴、態様、および利点は、説明、図面、および特許請求の
範囲から明らかになるであろう。以下の図の相対寸法は一定の縮尺で描かれていないこと
があることに留意されたい。
【０００７】
　[0007]本開示の一態様は、ワイヤレス通信の方法を提供する。本方法は、ワイヤレスデ
バイスにおいて、１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージ
を受信することを含み、各リソースが複数の局に割り振られる。本方法は、競合プロシー
ジャに基づいて、割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決定することをさらに
含む。本方法は、前記決定することに基づいて、割り振られたリソース上で選択的に送信
することをさらに含む。
【０００８】
　[0008]様々な実施形態では、トリガメッセージは、さらに、単一の局に１つまたは複数
のワイヤレス送信リソースを割り振る。様々な実施形態では、トリガメッセージは、前の
割振り指示、１つまたは複数のワイルドカードリソースに関連するグループ識別子、複数
の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ：media access control）または関連付け識別（Ａ
ＩＤ：association identification）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期機能
（ＴＳＦ：time synchronization function）基準のうちの１つまたは複数を介して複数
の局を指定することができる。様々な実施形態では、ワイヤレス送信リソースは、周波数
リソース、時間リソース、またはそれらの組合せを含むことができる。
【０００９】
　[0009]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、値の範囲内のプル
ーニングしきい値（pruning threshold value）を受信することを含む。前記決定するこ
とは、値の範囲内のプルーニング値（pruning value）を生成することをさらに含む。前
記決定することは、プルーニング値をプルーニングしきい値と比較することをさらに含む
。前記決定することは、前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定するこ
とをさらに含む。様々な実施形態では、本方法は、過去の送信の成功または失敗に基づい
て、修正されたプルーニングしきい値（pruning threshold）を受信することをさらに含
むことができる。
【００１０】
　[0010]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、バックオフカウン
タを初期化することを含む。前記決定することは、割り振られたリソースに基づいてバッ
クオフカウンタを変更することをさらに含む。様々な実施形態では、カウンタは、割り振
られたリソースがアイドル状態であるときのみに変更または減分される。他の実施形態で
は、カウンタは、割り振られたリソースがアイドル状態であるかどうかにかかわらず変更
される。前記決定することは、バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信するこ
とを決定することをさらに含む。様々な実施形態では、本方法は、割り振られたリソース
において衝突が起こったとき、バックオフウィンドウを調整することをさらに含むことが
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できる。
【００１１】
　[0011]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、トリガメッセージ
の後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、割り振られたリソースをリッスンするこ
とを含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することを
さらに含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の
間アイドル状態でないとき、送信しないことへのを決定することをさらに含む。様々な実
施形態では、本方法は、送信結果に基づいてリスニング部分の長さを調整することをさら
に含むことができる。様々な実施形態では、複数の局は、重複基本サービスセット（ＯＢ
ＳＳ：overlapping basic service set）の１つまたは複数の局を含む。
【００１２】
　[0012]別の態様は、ワイヤレス通信するように構成された装置を提供する。本装置は、
１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信するように
構成された受信機を含み、各リソースが複数の局に割り振られる。本装置は、競合プロシ
ージャに基づいて、割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決定するように構成
されたプロセッサをさらに含む。本装置は、前記決定することに基づいて、割り振られた
リソース上で選択的に送信するように構成された送信機をさらに含む。
【００１３】
　[0013]様々な実施形態では、トリガメッセージは、さらに、単一の局に１つまたは複数
のワイヤレス送信リソースを割り振る。様々な実施形態では、トリガメッセージは、前の
割振り指示、１つまたは複数のワイルドカードリソースに関連するグループ識別子、複数
の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分
、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ）基準のうちの１つまたは複数を介して複数の
局を指定することができる。様々な実施形態では、ワイヤレス送信リソースは、周波数リ
ソース、時間リソース、またはそれらの組合せを含むことができる。
【００１４】
　[0014]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、値の範囲内のプル
ーニングしきい値を受信することを含む。前記決定することは、値の範囲内のプルーニン
グ値を生成することをさらに含む。前記決定することは、プルーニング値をプルーニング
しきい値と比較することをさらに含む。前記決定することは、前記比較することに基づい
て、送信すべきかどうかを決定することをさらに含む。様々な実施形態では、受信機は、
過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受信するよ
うにさらに構成され得る。
【００１５】
　[0015]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、バックオフカウン
タを初期化することを含む。前記決定することは、割り振られたリソースに基づいてバッ
クオフカウンタを変更することをさらに含む。様々な実施形態では、カウンタは、割り振
られたリソースがアイドル状態であるときのみに変更または減分される。他の実施形態で
は、カウンタは、割り振られたリソースがアイドル状態であるかどうかにかかわらず変更
される。前記決定することは、バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信するこ
とを決定することをさらに含む。様々な実施形態では、プロセッサは、割り振られたリソ
ースにおいて衝突が起こったとき、バックオフウィンドウを調整するようにさらに構成さ
れ得る。
【００１６】
　[0016]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、トリガメッセージ
の後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、割り振られたリソースをリッスンするこ
とを含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することを
さらに含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の
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間アイドル状態でないとき、送信しないことへのを決定することをさらに含む。様々な実
施形態では、本装置は、送信結果に基づいてリスニング部分の長さを調整することをさら
に含むことができる。様々な実施形態では、複数の局は、重複基本サービスセット（ＯＢ
ＳＳ）の１つまたは複数の局を含む。
【００１７】
　[0017]別の態様は、ワイヤレス通信のための別の装置を提供する。本装置は、１つまた
は複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信するための手段を含
み、各リソースが複数の局に割り振られる。本装置は、競合プロシージャに基づいて、割
り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決定するための手段を含む。本装置は、前
記決定することに基づいて、割り振られたリソース上で選択的に送信するための手段を含
む。
【００１８】
　[0018]様々な実施形態では、トリガメッセージは、さらに、単一の局に１つまたは複数
のワイヤレス送信リソースを割り振る。様々な実施形態では、トリガメッセージは、前の
割振り指示、１つまたは複数のワイルドカードリソースに関連するグループ識別子、複数
の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分
、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ）基準のうちの１つまたは複数を介して複数の
局を指定することができる。様々な実施形態では、ワイヤレス送信リソースは、周波数リ
ソース、時間リソース、またはそれらの組合せを含むことができる。
【００１９】
　[0019]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定するための手段は、値の範囲内
のプルーニングしきい値を受信するための手段を含む。決定するための前記手段は、値の
範囲内のプルーニング値を生成するための手段をさらに含むことができる。決定するため
の前記手段は、プルーニング値をプルーニングしきい値と比較するための手段をさらに含
むことができる。決定するための前記手段は、前記比較することに基づいて、送信すべき
かどうかを決定するための手段をさらに含むことができる。様々な実施形態では、本装置
は、過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受信す
るための手段をさらに含むことができる。
【００２０】
　[0020]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定するための手段は、バックオフ
カウンタを初期化するための手段を含む。決定するための前記手段は、割り振られたリソ
ースに基づいてバックオフカウンタを変更するための手段をさらに含むことができる。様
々な実施形態では、カウンタは、割り振られたリソースがアイドル状態であるときのみに
変更または減分される。他の実施形態では、カウンタは、割り振られたリソースがアイド
ル状態であるかどうかにかかわらず変更される。決定するための前記手段は、バックオフ
カウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定するための手段をさらに含むこと
ができる。様々な実施形態では、本装置は、割り振られたリソースにおいて衝突が起こっ
たとき、バックオフウィンドウを調整するための手段をさらに含むことができる。
【００２１】
　[0021]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定するための手段は、トリガメッ
セージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、割り振られたリソースをリッスン
するための手段を含む。決定するための前記手段は、割り振られたリソースがリスニング
部分の持続時間の間アイドル状態であるとき、プリアンブル期間の終了までパディング信
号を送信するための手段をさらに含むことができる。決定するための前記手段は、割り振
られたリソースがリスニング部分の持続時間の間アイドル状態でないとき、送信しないこ
とへのを決定するための手段をさらに含むことができる。様々な実施形態では、本装置は
、送信結果に基づいてリスニング部分の長さを調整するための手段をさらに含むことがで
きる。様々な実施形態では、複数の局は、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つま
たは複数の局を含む。
【００２２】
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　[0022]別の態様は、非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。本媒体は、実行された
とき、装置に、１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを
受信することを行わせるコードを含み、各リソースが複数の局に割り振られる。本媒体は
、実行されたとき、装置に、競合プロシージャに基づいて、割り振られたリソース上で送
信すべきかどうかを決定することを行わせるコードをさらに含む。本媒体は、実行された
とき、装置に、前記決定することに基づいて、割り振られたリソース上で選択的に送信す
ることを行わせるコードをさらに含む。
【００２３】
　[0023]様々な実施形態では、トリガメッセージは、さらに、単一の局に１つまたは複数
のワイヤレス送信リソースを割り振る。様々な実施形態では、トリガメッセージは、前の
割振り指示、１つまたは複数のワイルドカードリソースに関連するグループ識別子、複数
の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分
、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ）基準のうちの１つまたは複数を介して複数の
局を指定することができる。様々な実施形態では、ワイヤレス送信リソースは、周波数リ
ソース、時間リソース、またはそれらの組合せを含むことができる。
【００２４】
　[0024]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、値の範囲内のプル
ーニングしきい値を受信することを含む。前記決定することは、値の範囲内のプルーニン
グ値を生成することをさらに含む。前記決定することは、プルーニング値をプルーニング
しきい値と比較することをさらに含む。前記決定することは、前記比較することに基づい
て、送信すべきかどうかを決定することをさらに含む。様々な実施形態では、本媒体は、
実行されたとき、装置に、過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニ
ングしきい値を受信することを行わせるコードをさらに含むことができる。
【００２５】
　[0025]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、バックオフカウン
タを初期化することを含む。前記決定することは、割り振られたリソースに基づいてバッ
クオフカウンタを変更することをさらに含む。様々な実施形態では、カウンタは、割り振
られたリソースがアイドル状態であるときのみに変更または減分される。他の実施形態で
は、カウンタは、割り振られたリソースがアイドル状態であるかどうかにかかわらず変更
される。前記決定することは、バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信するこ
とを決定することをさらに含む。様々な実施形態では、本媒体は、割り振られたリソース
において衝突が起こったとき、バックオフウィンドウを調整することをさらに含むことが
できる。
【００２６】
　[0026]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、トリガメッセージ
の後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、割り振られたリソースをリッスンするこ
とを含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の間
アイドル状態であるとき、プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することを
さらに含む。前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の
間アイドル状態でないとき、送信しないことへのを決定することをさらに含む。様々な実
施形態では、本媒体は、実行されたとき、装置に、送信結果に基づいてリスニング部分の
長さを調整することを行わせるコードをさらに含むことができる。様々な実施形態では、
複数の局は、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】[0027]アクセスポイントとＳＴＡとをもつ多元接続多入力多出力（ＭＩＭＯ）シ
ステムを示す図。
【図２】[0028]ＭＩＭＯシステムにおけるＡＰ１１０と２つのＳＴＡ１２０ｍおよび１２
０ｘとのブロック図。
【図３】[0029]図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る（アクセスポイントまた
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は局などの）ワイヤレスデバイスにおいて利用され得る様々な構成要素を示す図。
【図４】[0030]アップリンク（ＵＬ）ＭＵ－ＭＩＭＯ通信を含むフレーム交換の一例の送
信および受信時間図。
【図５】[0031]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のフレーム交換の別の例の送信および受信時間
図。
【図６】[0032]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のフレーム交換の別の例の送信および受信時間
図。
【図７】[0033]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のフレーム交換の別の例の送信および受信時間
図。
【図８】[0034]リクエストツートランスミット（ＲＴＸ：request to transmit）フレー
ムの一実施形態の図。
【図９】[0035]ＲＴＸフレームの別の実施形態の図。
【図１０】[0036]局スケジューリングフレーム（ＳＳＦ：station scheduling frame）と
局アクセス情報フレーム（ＳＩＦ：station access information frame）とを含むフレー
ム交換の一例の送信および受信時間図。
【図１１】[0037]局スケジューリングフレーム（ＳＳＦ）と局アクセス情報フレーム（Ｓ
ＩＦ）とを含むフレーム交換の別の例の送信および受信時間図。
【図１２】[0038]クリアツートランスミット（ＣＴＸ：clear to transmit）フレームの
一実施形態の図。
【図１３】[0039]ＣＴＸフレームの別の実施形態の図。
【図１４】[0040]ＣＴＸフレームの別の実施形態の図。
【図１５】[0041]ＣＴＸフレームの別の実施形態の図。
【図１６】[0042]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のフレーム交換の別の例の送信および受信時
間図。
【図１７】[0043]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のフレーム交換の別の例を示す図。
【図１８】[0044]トリガフレームを含むフレーム交換の一例を示す図。
【図１９】[0045]トリガフレームを含むフレーム交換の別の例を示す図。
【図２０】[0046]トリガフレームを含むフレーム交換の別の例を示す図。
【図２１】[0047]アグリゲートＰＰＤＵ（Ａ－ＰＰＤＵ：aggregated PPDU）の一実施形
態を示す図。
【図２２】[0048]Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の一実施形態を示す送信および受信時間図。
【図２３Ａ】[0049]Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の様々な実施形態を示す時間シーケンス図。
【図２３Ｂ】Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の様々な実施形態を示す時間シーケンス図。
【図２３Ｃ】Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の様々な実施形態を示す時間シーケンス図。
【図２３Ｄ】Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の様々な実施形態を示す時間シーケンス図。
【図２４】[0050]トリガ交換の別の実施形態を示す時間シーケンス図。
【図２５】[0051]図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の例示
的な方法のためのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　[0052]添付の図面を参照しながら新規のシステム、装置、および方法の様々な態様につ
いて以下でより十分に説明する。ただし、教示開示は、多くの異なる形態で実施され得、
本開示全体にわたって提示されるいずれかの特定の構造または機能に限定されるものと解
釈されるべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が周到で完全になり、本開示の
範囲を当業者に十分に伝えるように与えられる。本明細書の教示に基づいて、本開示の範
囲は、本発明の他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本発明の他の態様と組み合わせ
られるにせよ、本明細書で開示する新規のシステム、装置、および方法のいかなる態様を
もカバーするものであることを、当業者は諒解されたい。たとえば、本明細書に記載する
態様をいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され得る。さらに、本発
明の範囲は、本明細書に記載される本発明の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外
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に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置または
方法をカバーするものとする。本明細書で開示するいかなる態様も請求項の１つまたは複
数の要素によって実施され得ることを理解されたい。
【００２９】
　[0053]本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形および
置換は本開示の範囲内に入る。好適な態様のいくつかの利益および利点について説明する
が、本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、
本開示の態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロ
トコルに広く適用可能であるものとし、それらのうちのいくつかを例として、図および好
適な態様についての以下の説明において示す。発明を実施するための形態および図面は、
本開示を限定するものではなく説明するものにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の
範囲およびそれの均等物によって定義される。
【００３０】
　[0054]ワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）を含むことができる。ＷＬＡＮは、広く使用されるネットワーキン
グプロトコルを採用して、近接デバイスを互いに相互接続するために使用され得る。本明
細書で説明する様々な態様は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、またはより一般的には、ワイヤ
レスプロトコルの米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ：Institute of Electrical and El
ectronics Engineers）８０２．１１ファミリーの任意のメンバーなど、任意の通信規格
に適用され得る。
【００３１】
　[0055]いくつかの態様では、ワイヤレス信号は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、直
接シーケンススペクトラム拡散（ＤＳＳＳ：direct-sequence spread spectrum）通信、
ＯＦＤＭとＤＳＳＳ通信との組合せ、または他の方式を使用して、高効率８０２．１１プ
ロトコルに従って送信され得る。高効率８０２．１１プロトコルの実装形態は、インター
ネットアクセス、センサー、メータリング、スマートグリッドネットワーク、または他の
ワイヤレス適用例のために使用され得る。有利なことに、この特定のワイヤレスプロトコ
ルを実装するいくつかのデバイスの態様は、他のワイヤレスプロトコルを実装するデバイ
スよりも消費する電力が少ないことがあり、短い距離にわたってワイヤレス信号を送信す
るために使用されることがあり、および／または、人などの物体によって遮断される可能
性が低い信号を送信することが可能であることがある。
【００３２】
　[0056]いくつかの実装形態では、ＷＬＡＮは、ワイヤレスネットワークにアクセスする
構成要素である様々なデバイスを含む。たとえば、２つのタイプのデバイス、すなわちア
クセスポイント（ＡＰ）および（局またはＳＴＡとも呼ばれる）クライアントがあり得る
。概して、ＡＰはＷＬＡＮのためのハブまたは基地局として働き、ＳＴＡはＷＬＡＮのユ
ーザとして働く。たとえば、ＳＴＡは、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、モバイルフォンなどであり得る。一例では、ＳＴＡは、インターネットまたは他の
ワイドエリアネットワークへの一般的接続性を取得するためにＷｉ－Ｆｉ（たとえば、８
０２．１１ａｈなどのＩＥＥＥ８０２．１１プロトコル）準拠ワイヤレスリンクを介して
ＡＰに接続する。いくつかの実装形態では、ＳＴＡはＡＰとしても使用され得る。
【００３３】
　[0057]本明細書で説明する技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む様々な
ブロードバンドワイヤレス通信システムのために使用され得る。そのような通信システム
の例としては、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、直交周波
数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－
ＦＤＭＡ）システムなどがある。ＳＤＭＡシステムは、複数のＳＴＡに属するデータを同
時に送信するために十分に異なる方向を利用することができる。ＴＤＭＡシステムは、送
信信号を異なるタイムスロットに分割することによって、複数のＳＴＡが同じ周波数チャ
ネルを共有することを可能にすることができ、各タイムスロットは異なるＳＴＡに割り当
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てられる。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標
）：Global System for Mobile Communications）または当技術分野で知られている何ら
かの他の規格を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、全システム帯域幅を複数
の直交サブキャリアに区分する変調技法である、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利
用する。これらのサブキャリアは、トーン、ビンなどと呼ばれることもある。ＯＦＤＭで
は、各サブキャリアは独立してデータで変調され得る。ＯＦＤＭシステムは、ＩＥＥＥ８
０２．１１または当技術分野で知られている何らかの他の規格を実装することができる。
ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅にわたって分散されたサブキャリア上で送信
するためのインターリーブＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）、隣接するサブキャリアのブロック上
で送信するための局所ＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）、または隣接するサブキャリアの複数のブ
ロック上で送信するための拡張ＦＤＭＡ（ＥＦＤＭＡ）を利用することができる。概して
、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭＡでは時間領域で送られる
。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、３ＧＰＰ（登録商標）－ＬＴＥ（登録商標）（第３世代パ
ートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション（3rd Generation Partnersh
ip Project Long Term Evolution））または他の規格を実装することができる。
【００３４】
　[0058]本明細書の教示は、様々なワイヤードまたはワイヤレス装置（たとえば、ノード
）に組み込まれ得る（たとえば、その装置内で実装されるか、またはその装置によって実
施され得る）。いくつかの態様では、本明細書の教示に従って実装されるワイヤレスノー
ドはアクセスポイントまたはアクセス端末を備えることができる。
【００３５】
　[0059]アクセスポイント（ＡＰ）は、ノードＢ、無線ネットワークコントローラ（ＲＮ
Ｃ）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）、基
地局（ＢＳ）、トランシーバ機能「ＴＦ）、無線ルータ、無線トランシーバ、基本サービ
スセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、または何
らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのい
ずれかとして知られていることがある。
【００３６】
　[0060]また、局（ＳＴＡ）は、ＳＴＡ、アクセス端末（ＡＴ）、加入者局、加入者ユニ
ット、移動局、リモート局、リモート端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユー
ザ機器、ユーザ端末、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装
されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装形
態では、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）フォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワ
イヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された
何らかの他の好適な処理デバイスを備えることができる。したがって、本明細書で教示す
る１つまたは複数の態様は、電話（たとえば、セルラーフォンまたはスマートフォン）、
コンピュータ（たとえば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ヘッドセット、ポ
ータブルコンピューティングデバイス（たとえば、個人情報端末）、エンターテインメン
トデバイス（たとえば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、ゲームデバ
イスまたはシステム、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通
信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。
【００３７】
　[0061]図１は、アクセスポイントとＳＴＡとをもつ、多元接続多入力多出力（ＭＩＭＯ
）のために構成されたワイヤレス通信システム１００を示す図である。簡単のために、図
１にはただ１つのＡＰ１１０が示されている。アクセスポイントは、概して、ＳＴＡと通
信し、基地局または他の用語で呼ばれることもある。ＳＴＡは、固定または移動であり得
、移動局またはワイヤレスデバイスと呼ばれるか、あるいは何らかの他の用語を使用して
呼ばれることもある。ＡＰ１１０は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で所与
の瞬間において１つまたは複数のＳＴＡ１２０と通信することができる。ダウンリンク（
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すなわち、順方向リンク）はアクセスポイントからＳＴＡへの通信リンクであり、アップ
リンク（すなわち、逆方向リンク）はＳＴＡからアクセスポイントへの通信リンクである
。ＳＴＡはまた、別のＳＴＡとピアツーピアで通信することができる。システムコントロ
ーラ１３０が、アクセスポイントに結合し、アクセスポイントのための協調および制御を
行う。
【００３８】
　[0062]以下の開示の部分では、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）によって通信することが
可能なＳＴＡ１２０について説明するが、いくつかの態様では、ＳＴＡ１２０は、ＳＤＭ
ＡをサポートしないいくつかのＳＴＡをも含むことができる。したがって、そのような態
様では、ＡＰ１１０は、ＳＤＭＡ　ＳＴＡと非ＳＤＭＡ　ＳＴＡの両方と通信するように
構成され得る。この手法は、好都合なことに、より新しいＳＤＭＡ　ＳＴＡが適切と見な
されるときに導入されることを許容しながら、ＳＤＭＡをサポートしないより古いバージ
ョンのＳＴＡ（「レガシー」局）が企業において展開されたままであることを許容し、そ
れらの有効寿命を延長することができる。
【００３９】
　[0063]ワイヤレス通信システム１００は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデー
タ送信のために複数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを採用する。ＡＰ１１０は、
Ｎap個のアンテナを装備し、ダウンリンク送信では多入力（ＭＩ）を表し、アップリンク
送信では多出力（ＭＯ）を表す。Ｋ個の選択されたＳＴＡ１２０のセットは、ダウンリン
ク送信では多出力をまとめて表し、アップリンク送信では多入力をまとめて表す。純粋な
ＳＤＭＡの場合、Ｋ個のＳＴＡのためのデータシンボルストリームが、コード、周波数ま
たは時間において多重化されない場合、Ｎap≦Ｋ≦１が成り立つことが望まれる。ＴＤＭ
Ａ技法、ＣＤＭＡを用いた異なるコードチャネル、ＯＦＤＭを用いたサブバンドの独立セ
ットなどを使用してデータシンボルストリームが多重化され得る場合、Ｋの値はＮapの値
よりも大きくなり得る。各選択されたＳＴＡは、ユーザ固有のデータをアクセスポイント
に送信し、および／またはアクセスポイントからユーザ固有のデータを受信することがで
きる。概して、各選択されたＳＴＡは１つまたは複数のアンテナを装備し得る。Ｋ個の選
択されたＳＴＡは同じ数のアンテナを有することができるか、または、１つまたは複数の
ＳＴＡは異なる数のアンテナを有することができる。
【００４０】
　[0064]ワイヤレス通信システム１００は、ＳＤＭＡのために構成されたとき、時分割複
信（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割複信（ＦＤＤ）システムであり得る。ＴＤＤシス
テムの場合、ダウンリンクとアップリンクは同じ周波数帯域を共有する。ＦＤＤシステム
の場合、ダウンリンクとアップリンクは異なる周波数帯域を使用する。ワイヤレス通信シ
ステム１００はまた、送信のために単一のキャリアまたは複数のキャリアを利用すること
ができる。各ＳＴＡは単一のアンテナまたは複数のアンテナを装備し得る。ワイヤレス通
信システム１００は、送信／受信を異なるタイムスロットに分割することによってＳＴＡ
１２０が同じ周波数チャネルを共有する場合、ＴＤＭＡシステムでもあり得、ここで、各
タイムスロットは異なるＳＴＡ１２０に割り当てられ得る。
【００４１】
　[0065]図２に、ワイヤレス通信システム１００におけるＡＰ１１０と２つのＳＴＡ１２
０ｍおよび１２０ｘとのブロック図を示す。ＡＰ１１０はＮt個のアンテナ２２４ａ～２
２４ａｐを装備する。ＳＴＡ１２０ｍはＮut,m個のアンテナ２５２ma～２５２muを装備し
、ＳＴＡ１２０ｘはＮut,x個のアンテナ２５２xa～２５２xuを装備する。ＡＰ１１０は、
ダウンリンクでは送信エンティティであり、アップリンクでは受信エンティティである。
ＳＴＡ１２０は、アップリンクでは送信エンティティであり、ダウンリンクでは受信エン
ティティである。本明細書で使用する「送信エンティティ」は、ワイヤレスチャネルを介
してデータを送信することが可能な独立動作型の装置またはデバイスであり、「受信エン
ティティ」は、ワイヤレスチャネルを介してデータを受信することが可能な独立動作型の
装置またはデバイスである。以下の説明では、下付き文字「ｄｎ」はダウンリンクを示し
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、下付き文字「ｕｐ」はアップリンクを示す。Ｎup個のＳＴＡがアップリンク上での同時
送信のために選択され、Ｎdn個のＳＴＡがダウンリンク上での同時送信のために選択され
る。Ｎupの値はＮdnの値に等しいことも等しくないこともあり、Ｎupの値およびＮdnの値
は静的な値であり得るか、または各スケジュールされた通信間隔について変化することが
ある。ビームステアリングまたは何らかの他の空間処理技法がＡＰ１１０および／または
ＳＴＡ１２０において使用され得る。
【００４２】
　[0066]アップリンク上で、アップリンク送信のために選択された各ＳＴＡ１２０におい
て、ＴＸデータプロセッサ２８８が、データソース２８６からトラフィックデータを受信
し、コントローラ２８０から制御データを受信する。ＴＸデータプロセッサ２８８は、Ｓ
ＴＡのために選択されたレートに関連するコーディングおよび変調方式に基づいてＳＴＡ
のためにトラフィックデータを処理（たとえば、符号化、インターリーブ、および変調）
し、データシンボルストリームを与える。ＴＸ空間プロセッサ２９０は、データシンボル
ストリームに対して空間処理を実行し、Ｎut,m個の送信シンボルストリームをＮut,m個の
アンテナに与える。各送信機ユニット（ＴＭＴＲ）２５４は、アップリンク信号を生成す
るために、それぞれの送信シンボルストリームを受信し、処理（たとえば、アナログ変換
、増幅、フィルタ処理、および周波数アップコンバート）する。Ｎut,m個の送信機ユニッ
ト２５４は、Ｎut,m個のアンテナ２５２からの送信のために、たとえばＡＰ１１０に送信
するために、Ｎut,m個のアップリンク信号を与える。
【００４３】
　[0067]Ｎup個のＳＴＡが、アップリンク上での同時送信のためにスケジュールされ得る
。これらのＳＴＡの各々は、それのそれぞれのデータシンボルストリームに対して空間処
理を実行し、アップリンク上で送信シンボルストリームのそれのそれぞれのセットをＡＰ
１１０に送信することができる。
【００４４】
　[0068]ＡＰ１１０において、Ｎup個のアンテナ２２４ａ～２２４apは、アップリンク上
で送信するすべてのＮup個のＳＴＡからアップリンク信号を受信する。各アンテナ２２４
は、受信信号をそれぞれの受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２２２に与える。各受信機ユニッ
ト２２２は、送信機ユニット２５４によって実行された処理を補足する処理を実行し、受
信シンボルストリームを与える。受信（ＲＸ）空間プロセッサ２４０は、Ｎup個の受信機
ユニット２２２からのＮup個の受信シンボルストリームに対して受信機空間処理を実行し
、Ｎup個の復元アップリンクデータシンボルストリームを与える。受信機空間処理は、チ
ャネル相関行列反転（ＣＣＭＩ：channel correlation matrix inversion）、最小平均２
乗誤差（ＭＭＳＥ：minimum mean square error）、ソフト干渉消去（ＳＩＣ：soft inte
rference cancellation）、または何らかの他の技法に従って実行され得る。各復元アッ
プリンクデータシンボルストリームは、それぞれのＳＴＡによって送信されたデータシン
ボルストリームの推定値である。ＲＸデータプロセッサ２４２は、復号データを得るため
に、そのストリームのために使用されたレートに応じて各復元アップリンクデータシンボ
ルストリームを処理（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）する。各ＳＴＡ
のための復号データは、記憶のためにデータシンク２４４に与えられ、および／またはさ
らなる処理のためにコントローラ２３０に与えられ得る。
【００４５】
　[0069]ダウンリンク上で、ＡＰ１１０において、ＴＸデータプロセッサ２１０が、ダウ
ンリンク送信のためにスケジュールされたＮdn個のＳＴＡのためのトラフィックデータを
データソース２０８から受信し、コントローラ２３０から制御データを受信し、場合によ
ってはスケジューラ２３４から他のデータを受信する。様々なタイプのデータが異なるト
ランスポートチャネル上で送信され得る。ＴＸデータプロセッサ２１０は、各ＳＴＡのた
めに選択されたレートに基づいてそのＳＴＡのトラフィックデータを処理（たとえば、符
号化、インターリーブ、および変調）する。ＴＸデータプロセッサ２１０はＮdn個のダウ
ンリンクデータシンボルストリームをＮdn個のＳＴＡに与える。ＴＸ空間プロセッサ２２
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０は、Ｎdn個のダウンリンクデータシンボルストリームに対して（プリコーディングまた
はビームフォーミングなどの）空間処理を実行し、Ｎup個の送信シンボルストリームをＮ

up個のアンテナに与える。各送信機ユニット２２２は、ダウンリンク信号を生成するため
に、それぞれの送信シンボルストリームを受信し、処理する。Ｎup個の送信機ユニット２
２２は、Ｎup個のアンテナ２２４からの送信のために、たとえばＳＴＡ１２０に送信する
ために、Ｎup個のダウンリンク信号を与えることができる。
【００４６】
　[0070]各ＳＴＡ１２０において、Ｎut,m個のアンテナ２５２はＡＰ１１０からＮup個の
ダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット２５４は、関連するアンテナ２５２から
の受信信号を処理し、受信シンボルストリームを与える。ＲＸ空間プロセッサ２６０は、
Ｎut,m個の受信機ユニット２５４からのＮut,m個の受信シンボルストリームに対して受信
機空間処理を実行し、復元ダウンリンクデータシンボルストリームをＳＴＡ１２０に与え
る。受信機空間処理は、ＣＣＭＩ、ＭＭＳＥ、または何らかの他の技法に従って実行され
得る。ＲＸデータプロセッサ２７０は、ＳＴＡのための復号データを取得するために、復
元ダウンリンクデータシンボルストリームを処理（たとえば、復調、デインターリーブお
よび復号）する。
【００４７】
　[0071]各ＳＴＡ１２０において、チャネル推定器２７８は、ダウンリンクチャネル応答
を推定し、チャネル利得推定値、信号対雑音比（ＳＮＲ）推定値、雑音分散などを含むこ
とができるダウンリンクチャネル推定値を与える。同様に、チャネル推定器２２８は、ア
ップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル推定値を与える。各ＳＴＡのた
めのコントローラ２８０は、一般に、そのＳＴＡのためのダウンリンクチャネル応答行列
Ｈdn,mに基づいてＳＴＡのための空間フィルタ行列を導出する。コントローラ２３０は、
有効アップリンクチャネル応答行列Ｈup,effに基づいてアクセスポイントのための空間フ
ィルタ行列を導出する。各ＳＴＡのためのコントローラ２８０は、フィードバック情報（
たとえば、ダウンリンクおよび／またはアップリンク固有ベクトル、固有値、ＳＮＲ推定
値など）をＡＰ１１０に送ることができる。コントローラ２３０およびコントローラ２８
０はまた、それぞれ、ＡＰ１１０およびＳＴＡ１２０における様々な処理ユニットの動作
を制御することができる。
【００４８】
　[0072]図３に、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る（アクセスポイ
ントまたは局などの）ワイヤレスデバイス３０２において利用され得る様々な構成要素を
示す。ワイヤレスデバイス３０２は、本明細書で説明する様々な方法を実装するように構
成され得るデバイスの一例である。ワイヤレスデバイス３０２はＡＰ１１０またはＳＴＡ
１２０を実装することができる。
【００４９】
　[0073]ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプロ
セッサ３０４を含むことができる。プロセッサ３０４は中央処理ユニット（ＣＰＵ）と呼
ばれることもある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の
両方を含むことができるメモリ３０６は、命令とデータとをプロセッサ３０４に与える。
メモリ３０６の一部分は不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）をも含むことが
できる。プロセッサ３０４は、メモリ３０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて論
理演算と算術演算とを実行することができる。メモリ３０６中の命令は、本明細書で説明
する方法を実装するために実行可能であり得る。
【００５０】
　[0074]プロセッサ３０４は、１つまたは複数のプロセッサを用いて実装された処理シス
テムを備えるか、またはその処理システムの構成要素であり得る。１つまたは複数のプロ
セッサは、汎用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デ
バイス（ＰＬＤ）、コントローラ、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア構成要素、
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専用ハードウェア有限状態機械、あるいは情報の計算または他の操作を実行することがで
きる任意の他の好適なエンティティの任意の組合せを用いて実装され得る。
【００５１】
　[0075]処理システムは、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体をも含むことがで
きる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、任意のタイプの命令を意味すると広く
解釈されたい。命令は、（たとえば、ソースコード形式、バイナリコード形式、実行可能
コード形式、または任意の他の好適なコード形式の）コードを含むことができる。命令は
、１つまたは複数のプロセッサによって実行されたとき、本明細書で説明する様々な機能
を処理システムに実行させる。
【００５２】
　[0076]ワイヤレスデバイス３０２はまた、ワイヤレスデバイス３０２と遠隔ロケーショ
ンとの間のデータの送信および受信を可能にするために送信機３１０と受信機３１２とを
含むことができるハウジング３０８を含むことができる。送信機３１０と受信機３１２と
は組み合わせられてトランシーバ３１４になり得る。単一または複数のトランシーバアン
テナ３１６が、ハウジング３０８に取り付けられ、トランシーバ３１４に電気的に結合さ
れ得る。ワイヤレスデバイス３０２はまた、複数の送信機と、複数の受信機と、複数のト
ランシーバとを含むことができる。
【００５３】
　[0077]ワイヤレスデバイス３０２は、トランシーバ３１４によって受信された信号のレ
ベルを検出し、定量化するために使用され得る信号検出器３１８をも含むことができる。
信号検出器３１８は、そのような信号を、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当
たりのエネルギー、電力スペクトル密度および他の信号として検出することができる。ワ
イヤレスデバイス３０２は、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）３２０をも含むことができる。
【００５４】
　[0078]ワイヤレスデバイス３０２の様々な構成要素は、データバスに加えて、電力バス
と、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含むことができる、バスシステム３２２に
よって互いに結合され得る。
【００５５】
　[0079]本開示のいくつかの態様は、複数のＳＴＡからＡＰにアップリンク（ＵＬ）信号
を送信することをサポートする。いくつかの実施形態では、ＵＬ信号は、マルチユーザＭ
ＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）システムにおいて送信され得る。代替的に、ＵＬ信号は、マル
チユーザＦＤＭＡ（ＭＵ－ＦＤＭＡ）システムまたは同様のＦＤＭＡシステムにおいて送
信され得る。詳細には、図４～図７、図１０～図１１、および図１６～図２０に、ＵＬ－
ＦＤＭＡ送信に等しく適用されるであろうＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａ、４１０Ｂ
、１０５０Ａ、および１０５０Ｂを示す。これらの実施形態では、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ
送信またはＵＬ－ＦＤＭＡ送信は、複数のＳＴＡからＡＰに同時に送られることがあり、
ワイヤレス通信における効率をもたらすことができる。
【００５６】
　[0080]図４は、ＵＬ通信のために使用され得るＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯプロトコル４００
の一例を示す送信および受信時間図である。図４に示されているように、および図１に関
連して、ＡＰ１１０は、特定のＳＴＡがＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯを開始することを知るよう
に、どのＳＴＡがＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ方式に参加することができるかを示すクリアツー
トランスミット（ＣＴＸ）メッセージ４０２をＳＴＡ１２０に送信することができる。Ｃ
ＴＸフレーム構造の一例について、図１２～図１５を参照しながら以下でより十分に説明
する。
【００５７】
　[0081]ＳＴＡ１２０が、そのＳＴＡがリストされたＣＴＸメッセージ４０２をＡＰ１１
０から受信すると、そのＳＴＡは、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０を送信することがで
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きる。図４では、ＳＴＡ１２０ａおよびＳＴＡ１２０Ｂは、物理レイヤコンバージェンス
プロトコル（ＰＬＣＰ）プロトコルデータユニット（ＰＰＤＵ）を含んでいるＵＬ－ＭＵ
－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂを送信する。ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０を
受信すると、ＡＰ１１０は、ブロック肯定応答（ＢＡ）４７０をＳＴＡ１２０に送信する
ことができる。
【００５８】
　[0082]すべてのＡＰまたはＳＴＡ１２０がＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯまたはＵＬ－ＦＤＭＡ
動作をサポートすることができるとは限らない。ＳＴＡ１２０からの能力指示は、関連付
け要求またはプローブ要求中に含まれる高効率ワイヤレス（ＨＥＷ：high efficiency wi
reless）能力要素において示され得、能力を示すビットと、ＳＴＡ１２０がＵＬ－ＭＵ－
ＭＩＭＯ送信において使用することができる空間ストリームの最大数と、ＳＴＡ１２０が
ＵＬ－ＦＤＭＡ送信において使用することができる周波数と、電力バックオフにおける最
小および最大電力ならびにグラニュラリティと、ＳＴＡ１２０が実行することができる最
小および最大時間調整とを含むことができる。
【００５９】
　[0083]ＡＰからの能力指示は、関連付け応答、ビーコンまたはプローブ応答中に含まれ
るＨＥＷ能力要素において示され得、能力を示すビットと、単一のＳＴＡ１２０がＵＬ－
ＭＵ－ＭＩＭＯ送信において使用することができる空間ストリームの最大数と、単一のＳ
ＴＡ１２０がＵＬ－ＦＤＭＡ送信において使用することができる周波数と、必要とされる
電力制御グラニュラリティと、ＳＴＡ１２０が実行することが可能であるべきである必要
とされる最小および最大時間調整とを含むことができる。
【００６０】
　[0084]一実施形態では、可能なＳＴＡ１２０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ特徴の使用の有
効化についての要求を示す管理フレームをＡＰに送ることによって、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ（またはＵＬ－ＦＤＭＡ）プロトコルの一部になるように、可能なＡＰに要求すること
ができる。一態様では、ＡＰ１１０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ特徴の使用を許可するかま
たはそれを拒否することによって応答することができる。ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯの使用が
許可されると、ＳＴＡ１２０は、様々な時間においてＣＴＸメッセージ４０２を予想する
ことができる。さらに、ＳＴＡ１２０がＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ特徴を動作させることを可
能にされると、ＳＴＡ１２０は、ある動作モードに従わなければならないことがある。複
数の動作モードが可能である場合、ＡＰは、ＨＥＷ能力要素においてまたは動作要素にお
いてどのモードを使用すべきかをＳＴＡ１２０に示すことができる。一態様では、ＳＴＡ
１２０は、異なる動作要素をＡＰ１１０に送ることによって、動作中に動作モードおよび
パラメータを動的に変更することができる。別の態様では、ＡＰ１１０は、更新された動
作要素をＳＴＡ１２０に、またはビーコン中で送ることによって、動作中に動作モードを
動的に切り替えることができる。別の態様では、動作モードは、セットアップフェーズに
おいて示され得、ＳＴＡ１２０ごとに、またはＳＴＡ１２０のグループについてセットア
ップされ得る。別の態様では、動作モードはトラフィック識別子（ＴＩＤ）ごとに指定さ
れ得る。
【００６１】
　[0085]図５は、図１に関連してＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の動作モードの一例を示す送
信および受信時間図である。この実施形態では、ＳＴＡ１２０は、ＡＰ１１０からＣＴＸ
メッセージ４０２を受信し、即時応答をＡＰ１１０に送る。この応答は、クリアツーセン
ド（ＣＴＳ：clear to send）４０８または別の同様の信号の形態であり得る。一態様で
は、ＣＴＳを送るための要件が、ＣＴＸメッセージ４０２において示され得るか、または
通信のセットアップフェーズにおいて示され得る。図５に示されているように、ＳＴＡ１
２０ａおよびＳＴＡ１２０Ｂは、ＣＴＸメッセージ４０２を受信したことに応答して、Ｃ
ＴＳ１　４０８ＡメッセージおよびＣＴＳ２　４０８Ｂメッセージを送信することができ
る。ＣＴＳ１　４０８ＡおよびＣＴＳ２　４０８Ｂの変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）は、ＣＴＸメッセージ４０２のＭＣＳに基づき得る。この実施形態では、ＣＴＳ１　
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４０８ＡおよびＣＴＳ２　４０８Ｂは、それらが同時にＡＰ１１０に送信され得るように
、同じビットと同じスクランブリングシーケンスとを含んでいる。ＣＴＳ４０８信号の持
続時間フィールドは、ＣＴＸ　ＰＰＤＵのための時間を除去することによって、ＣＴＸ中
の持続時間フィールドに基づき得る。ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂ
は、次いで、ＣＴＸ４０２信号においてリストされたような、ＳＴＡ１２０ａおよび１２
０Ｂによって送られる。ＡＰ１１０は、次いで、肯定応答（ＡＣＫ）信号をＳＴＡ１２０
ａおよび１２０Ｂ送ることができる。いくつかの態様では、ＡＣＫ信号は、各局へのシリ
アルＡＣＫ信号またはＢＡであり得る。いくつかの態様では、ＡＣＫはポーリングされ得
る。この実施形態は、ＣＴＳ４０８信号を、連続的にではなく同時に複数のＳＴＡからＡ
Ｐ１１０に送信することによって効率をもたらし、これは、時間を節約し、干渉の可能性
を低減する。
【００６２】
　[0086]図６は、図１に関連してＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信の動作モードの別の例を示す
送信および受信時間図である。この実施形態では、ＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂは、Ａ
Ｐ１１０からＣＴＸメッセージ４０２を受信し、ＣＴＸメッセージ４０２を搬送するＰＰ
ＤＵの終了からある時間（Ｔ）４０６の後に、アンドＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を開始す
ることを許容される。時間Ｔ４０６は、ショートフレーム間スペース（ＳＩＦＳ：short 
interframe space）、ポイントフレーム間スペース（ＰＩＦＳ：point interframe space
）、あるいはＣＴＸメッセージ４０２においてまたは管理フレームを介してＡＰ１１０に
よって示されるような、追加のオフセットを用いて潜在的に調整される別の時間であり得
る。ＳＩＦＳおよびＰＩＦＳ時間は、規格において固定されるか、あるいはＣＴＸメッセ
ージ４０２においてまたは管理フレーム中でＡＰ１１０によって示され得る。時間Ｔ４０
６を指定することの１つの利点は、同期を改善すること、あるいは、ＣＴＸメッセージ４
０２または他のメッセージを送信の前に処理するための時間をＳＴＡ１２０ａおよび１２
０Ｂに許容することであり得る。
【００６３】
　[0087]図１に関連して図４～図６を参照すると、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０は、
他のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信と同じ持続時間を有することができる。ＵＬ－ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ特徴を利用するＳＴＡのためのＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０の持続時間は、ＣＴ
Ｘメッセージ４０２においてまたはセットアップフェーズ中に示され得る。必要とされる
持続時間のＰＰＤＵを生成するために、ＳＴＡ１２０は、ＰＰＤＵの長さがＣＴＸメッセ
ージ４０２において示される長さと一致するように、ＰＬＣＰサービスデータユニット（
ＰＳＤＵ）を構築することができる。別の態様では、ＳＴＡ１２０は、ターゲット長に近
づくように、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルデータユニットにおけるデータ
アグリゲーション（Ａ－ＭＰＤＵ：data aggregation in a media access control (MAC)
 protocol data unit）のレベルまたはＭＡＣサービスデータユニットにおけるデータア
グリゲーション（Ａ－ＭＳＤＵ：data aggregation in a MAC service data unit）のレ
ベルを調整することができる。別の態様では、ＳＴＡ１２０は、ターゲット長に達するよ
うに、ファイル終了（ＥＯＦ：end of file）パディングデリミタを追加することができ
る。別の手法では、パディングフィールドまたはＥＯＦパッドフィールドは、Ａ－ＭＰＤ
Ｕの最初に追加される。すべてのＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を同じ長さにすることの利益
のうちの１つは、送信の電力レベルが一定のままであることである。
【００６４】
　[0088]いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１２０は、ＡＰにアップロードすべきデータを
有することができるが、ＳＴＡ１２０は、ＳＴＡ１２０がＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を開
始することができることを示すＣＴＸメッセージ４０２または他の信号を受信していない
。
【００６５】
　[0089]１つの動作モードでは、ＳＴＡ１２０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信機会（ＴＸ
ＯＰ）外で（たとえば、ＣＴＸメッセージ４０２の後に）送信することを許容されない。
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別の動作モードでは、ＳＴＡ１２０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を初期化するためのフ
レームを送信することができ、次いで、たとえば、それらがＣＴＸメッセージ４０２にお
いてＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰ中に送信するように命令される場合、そうすること
ができる。一実施形態では、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を初期化するためのフレームは、
リクエストツートランスミット（ＲＴＸ）、この目的で特別に設計されたフレームであり
得る（ＲＴＸフレーム構造の一例について、図８および図９に関して以下でより十分に説
明する）。ＲＴＸフレームは、ＳＴＡ１２０がＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを開始す
るために使用することを許容されるフレームのみであり得る。一実施形態では、ＳＴＡは
、ＲＴＸを送ること以外によって、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰ外で送信しないこと
がある。別の実施形態では、ＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ送信を初期化するためのフレームは、
ＳＴＡ１２０が送るべきデータを有することをＡＰ１１０に示す任意のフレームであり得
る。これらのフレームがＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰ要求を示すことが、事前ネゴシ
エートされ得る。たとえば、レディツーセンド（ＲＴＳ：ready-to-send）、さらなるデ
ータを示すようにサービス品質（ＱｏＳ：Quality-of-Service）制御フレームのビット８
～１５が設定されたデータフレームまたはＱｏＳヌルフレーム、あるいは省電力（ＰＳ：
power save）ポールが、ＳＴＡ１２０が、送るべきデータを有しており、ＵＬ　ＭＵ　Ｍ
ＩＭＯ　ＴＸＯＰを要求していることを示すために使用され得る。一実施形態では、ＳＴ
Ａは、このＴＸＯＰをトリガするためのフレームを送ること以外によって、ＵＬ　ＭＵ　
ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰ外で送信しないことがあり、ここで、このフレームはＲＴＳ、ＰＳポ
ール、またはＱｏＳヌルであり得る。別の実施形態では、ＳＴＡは、通常通りシングルユ
ーザアップリンクデータを送ることができ、それのデータパケットのＱｏＳ制御フレーム
中のビットを設定することによって、ＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰについての要求を
示すことができる。図７は、図１に関連して、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯを初期化するための
フレームがＲＴＸ７０１である一例を示す送信および受信時間図である。この実施形態で
は、ＳＴＡ１２０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信に関する情報を含むＲＴＸ７０１をＡＰ
１１０に送る。図７に示されているように、ＡＰ１１０は、ＣＴＸメッセージ４０２の直
後にＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０を送るために、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを
許可するＣＴＸメッセージ４０２でＲＴＸ７０１に応答することができる。別の態様では
、ＡＰ１１０は、シングルユーザ（ＳＵ）ＵＬ　ＴＸＯＰを許可するＣＴＳで応答するこ
とができる。別の態様では、ＡＰ１１０は、ＲＴＸ７０１の受信に肯定応答するが即時Ｕ
Ｌ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを許可しないフレーム（たとえば、特殊な指示をもつＡＣ
ＫまたはＣＴＸ）で応答することができる。別の態様では、ＡＰ１１０は、ＲＴＸ７０１
の受信に肯定応答し、即時ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを許可しないが、遅延ＵＬ－
ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを許可するフレームで応答することができ、ＴＸＯＰの時間が
許可されることを識別することができる。この実施形態では、ＡＰ１１０は、許可された
時間においてＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯを開始するためにＣＴＸにメッセージ４０２を送るこ
とができる。
【００６６】
　[0090]別の態様では、ＡＰ１１０は、ＳＴＡ１２０にＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を許可
しないが、ＳＴＡ１２０が、別の送信を試みる（たとえば、別のＲＴＸを送る）前に時間
（Ｔ）の間待つものとすることを示す、ＡＣＫまたは他の応答信号でＲＴＸ７０１に応答
することができる。この態様では、時間（Ｔ）は、セットアップフェーズにおいてまたは
応答信号において、ＡＰ１１０によって示され得る。別の態様では、ＡＰ１１０とＳＴＡ
１２０とは、ＳＴＡ１２０がＲＴＸ７０１、ＲＴＳ、ＰＳポール、またはＵＬ－ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ　ＴＸＯＰについての他の要求を送信することができる時間に関して合意すること
ができる。
【００６７】
　[0091]別の動作モードでは、ＳＴＡ１２０は、通常の競合プロトコルに従ってＵＬ－Ｍ
Ｕ－ＭＩＭＯ送信４１０についての要求を送信することができる。別の態様では、ＵＬ－
ＭＵ－ＭＩＭＯを使用するＳＴＡ１２０のための競合パラメータは、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭ
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Ｏ特徴を使用していない他のＳＴＡのためのものとは異なる値に設定される。この実施形
態では、ＡＰ１１０は、ビーコン、関連付け応答においてまたは管理フレームを通じて競
合パラメータの値を示すことができる。別の態様では、ＡＰ１１０は、各成功したＵＬ－
ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰの後に、あるいは各ＲＴＸ、ＲＴＳ、ＰＳポール、またはＱｏ
Ｓヌルフレームの後に、ある量の時間の間、ＳＴＡ１２０が送信するのを防ぐ遅延タイマ
ーを与ることができる。タイマーは、各成功したＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰの後に
再開され得る。一態様では、ＡＰ１１０がセットアップフェーズにおいてＳＴＡ１２０に
遅延タイマーを示すことができるか、または遅延タイマーが各ＳＴＡ１２０について異な
り得る。別の態様では、ＡＰ１１０がＣＴＸメッセージ４０２において遅延タイマーを示
すことができるか、または、遅延タイマーが、ＣＴＸメッセージ４０２におけるＳＴＡ１
２０の順序に依存し得、各端末について異なり得る。
【００６８】
　[0092]別の動作モードでは、ＡＰ１１０は、ＳＴＡ１２０がその間にＵＬ－ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ送信を送信することを許容される時間間隔を示すことができる。一態様では、ＡＰ１
１０は、ＳＴＡ１２０がその間に、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を求めるためにＲＴＸまた
はＲＴＳまたは他の要求をＡＰ１１０に送ることを許容される時間間隔を、それらのＳＴ
Ａに示す。この態様では、ＳＴＡ１２０は通常の競合プロトコルを使用することができる
。別の態様では、ＳＴＡは、その時間間隔中にＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を開始しないこ
とがあるが、ＡＰ１１０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信を開始するために、ＣＴＸまたは
他のメッセージをＳＴＡに送ることができる。
【００６９】
　[0093]いくつかの実施形態では、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯのために有効にされたＳＴＡ１
２０は、それがＵＬのための保留中のデータを有するので、それがＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ
　ＴＸＯＰを要求することをＡＰ１１０に示すことができる。一態様では、ＳＴＡ１２０
は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを要求するために、ＲＴＳまたはＰＳポールを送る
ことができる。別の実施形態では、ＳＴＡ１２０は、サービス品質（ＱｏＳ）ヌルデータ
フレームを含む任意のデータフレームを送ることができ、ここで、ＱｏＳ制御フィールド
のビット８～１５は空でないキューを示す。この実施形態では、ＳＴＡ１２０は、ＱｏＳ
制御フィールドのビット８～１５が空でないキューを示すとき、どのデータフレーム（た
とえば、ＲＴＳ、ＰＳポール、ＱｏＳヌルなど）がＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信をトリガす
るかを、セットアップフェーズ中に決定することができる。一実施形態では、ＲＴＳ、Ｐ
Ｓポール、またはＱｏＳヌルフレームは、ＡＰ１１０がＣＴＸメッセージ４０２で応答す
ることを許容するかまたは許容しない１ビット指示を含むことができる。別の実施形態で
は、ＱｏＳヌルフレームは、ＴＸ電力情報とＴＩＤごとのキュー情報（per TID queue in
formation）とを含むことができる。ＴＸ電力情報およびＴＩＤごとのキュー情報は、Ｑ
ｏＳヌルフレーム中の、２バイトのシーケンス制御およびＱｏＳ制御フィールドに挿入さ
れ得、修正されたＱｏＳヌルフレームは、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを要求するた
めにＡＰ１１０に送られ得る。別の実施形態では、図１と図７とを参照すると、ＳＴＡ１
２０は、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＴＸＯＰを要求するためにＲＴＸ７０１を送ることがで
きる。
【００７０】
　[0094]ＲＴＳ、ＲＴＸ、ＰＳポールまたはＱｏＳヌルフレーム、あるいは上記で説明し
た他のトリガフレームを受信したことに応答して、ＡＰ１１０はＣＴＸメッセージ４０２
を送ることができる。一実施形態では、図７を参照すると、ＣＴＸメッセージ４０２の送
信、ならびにＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂの完了の後に、ＴＸＯＰ
は、残りのＴＸＯＰをどのように使用すべきかに関して決めることができるＳＴＡ１２０
ａおよび１２０Ｂに戻る。別の実施形態では、図７を参照すると、ＣＴＸメッセージ４０
２の送信、ならびにＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂの完了の後に、Ｔ
ＸＯＰはＡＰ１１０に残り、ＡＰ１１０は、別のＣＴＸメッセージ４０２をＳＴＡ１２０
ａおよび１２０Ｂのいずれかまたは他のＳＴＡに送ることによって、追加のＵＬ－ＭＵ－
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ＭＩＭＯ送信のために残りのＴＸＯＰを使用することができる。
【００７１】
　[0095]図８は、ＲＴＸフレーム８００の一実施形態の図である。ＲＴＸフレーム８００
は、フレーム制御（ＦＣ）フィールド８１０と、持続時間フィールド８１５（随意）と、
送信機アドレス（ＴＡ）／割振り識別子（ＡＩＤ）フィールド８２０と、受信機アドレス
（ＲＡ）／基本サービスセット識別子（ＢＳＳＩＤ）フィールド８２５と、ＴＩＤフィー
ルド８３０と、推定送信（ＴＸ）時間フィールド８５０と、ＴＸ電力フィールド８７０と
を含む。ＦＣフィールド８１０は、制御サブタイプまたは拡張サブタイプを示す。持続時
間フィールド８１５は、ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにＲＴＸ
フレーム８００の任意の受信機に示す。一態様では、ＲＴＸフレーム８００は持続時間フ
ィールド８１５を有しないことがある。ＴＡ／ＡＩＤフィールド８２０は、ＡＩＤまたは
フルＭＡＣアドレスであり得るソースアドレスを示す。ＲＡ／ＢＳＳＩＤフィールド８２
５はＲＡまたはＢＳＳＩＤを示す。一態様では、ＲＴＸフレームはＲＡ／ＢＳＳＩＤフィ
ールド８２５を含んでいないことがある。ＴＩＤフィールド８３０は、ユーザがそれのた
めのデータを有するアクセスカテゴリー（ＡＣ）を示す。推定ＴＸ時間フィールド８５０
は、ＵＬ－ＴＸＯＰのために必要とされる時間を示し、ＳＴＡ１２０が現在の計画された
ＭＣＳにおいてそれのバッファ中のすべてのデータを送るために必要とされる時間であり
得る。ＴＸ電力フィールド８７０は、フレームが送信されている電力を示し、リンク品質
を推定し、ＣＴＸフレーム中の電力バックオフ指示を適合させるためにＡＰによって使用
され得る。
【００７２】
　[0096]図９は、ＲＴＸフレーム８０１の別の実施形態の図である。この実施形態では、
ＲＴＸフレーム８０１は、ＲＴＸ８０１フレームにリストされている各アクセスクラスに
ついて、ＴＩＤフィールドと推定ＴＸ時間フィールドとを含んでいる（ＴＩＤフィールド
８３１および８４０ならびに推定ＴＸ時間フィールド８５１、８６０）。
【００７３】
　[0097]ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信が行われることを許容される前に、ＡＰ１１０は、Ｕ
Ｌ－ＭＵ－ＭＩＭＯ通信に参加することができるＳＴＡ１２０から情報を収集することが
できる。ＡＰ１１０は、ＳＴＡ１２０からの送信をスケジュールすることによって、ＳＴ
Ａ１２０からの情報の収集を最適化することができる。
【００７４】
　[0098]一実施形態では、ＡＰ１１０は、ＳＴＡ１２０からの複数の局アクセス情報フレ
ーム（ＳＩＦ）の送信をスケジュールするために、局スケジューリングフレーム（ＳＳＦ
）を使用することができる。ＳＳＦフレームは、ＳＴＡからの応答をトリガするためのよ
り速い通信を可能にするために、短いフレームであり得る。ＳＳＦは、ＣＴＸメッセージ
４０２、またはＳＴＡ１２０がＳＩＦを送ることを示す別のメッセージであり得る。概し
て、局アクセス情報は、ＳＴＡに関する任意の情報、たとえば、ＳＴＡがＡＰにどのよう
にアクセスすべきか、ＳＴＡがＡＰにいつアクセスすべきか、またはＳＴＡがＡＰにアク
セスすべきかどうかに関する情報を含むことができる。たとえば、ＳＩＦは、ＳＴＡ１２
０がデータを有すること、それらがどのくらいのデータを有するか、およびどんなタイプ
のデータ（すなわち、どのアクセスクラス）かを示す情報を含んでいることがある。それ
は、そのＳＩＦを送るために使用されている送信電力をも含むことができる。一実施形態
では、ＳＩＦはヌルデータパケット（ＮＤＰ）である。
【００７５】
　[0099]ＳＩＦ／ＳＳＦ交換は、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＳＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＵＬ－Ｍ
Ｕ－ＭＩＭＯ、または直交多重化方式に基づく任意の他の通信システムを使用することに
よって最適化され得る。図１０は、ＦＤＭＡシステムにおけるＳＳＦ／ＳＩＦ交換の一例
を示す送信および受信時間図である。この実施形態では、ＳＳＦ１００５は、ＡＰ１１０
にＳＩＦ１０１０を送るべきＳＴＡ１２０のリストを含んでいる。ＳＳＦ１００５は、Ｆ
ＤＭＡ送信１０１０信号の電力を制御するための電力調整情報をも含んでいることがある
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。ＳＩＦ１０１０Ａおよび１０１０Ｂ、ならびにＳＩＦ１０１０において許容されるＴＩ
Ｄ情報ブロックの最大数は、ＳＩＦ応答が常に固定持続時間であるように事前ネゴシエー
トされ得る。代替的に、ＳＩＦ１０１０応答のための時間の量が事前ネゴシエートされ得
る。ＳＩＦ１０１０応答のための時間の量はまた、ＳＳＦ１００５中に含まれ得る。応答
時間が知られているとき、ＳＴＡ１２０は、より高いＭＣＳにおいて送ること、したがっ
てより多くのＴＩＤを送ることを許容されることになる。ＳＳＦにおけるＳＴＡ１２０順
序に基づく周波数割振りも、どのＳＴＡ１２０が通信のためにどの２０ＭＨｚブロックを
得るかを決定するために事前ネゴシエートされ得る。
【００７６】
　[00100]図１１は、ＴＤＭＡシステムにおけるＳＳＦ／ＳＩＦ交換の一例を示す送信お
よび受信時間図である。この実施形態では、ＳＳＦ１００５は、ＡＰ１１０にＳＩＦ１０
１０を送るべきＳＴＡ１２０のリストを含んでいる。この実施形態では、ＳＩＦ１０１０
Ａおよび１０１０Ｂは、それぞれ、ＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂによって連続的に送ら
れる。ＳＩＦ１０１０Ａおよび１０１０ＢのＭＣＳ、ならびにＳＩＦ１０１０において許
容されるＴＩＤの最大数は、各ＳＩＦ１０１０の時間を決定するために事前ネゴシエート
され得る。たとえば、ＳＴＡ１２０が、満たすべき、最大数のＴＩＤよりも少ないＴＩＤ
を有する場合、ＳＴＡ１２０は、すべてのＳＩＦが同じ長さになるようにパディングを用
いて残りのＴＩＤを埋めることができる。代替的に、ＳＩＦ１０１０応答のための時間の
量が事前ネゴシエートされ得る。ＳＩＦ１０１０応答のための時間の量はまた、ＳＳＦ１
００５中に含まれ得る。応答時間が知られているとき、ＳＴＡ１２０は、より高いＭＣＳ
において送ること、したがってより多くのＴＩＤ情報ブロックを送ることを許容されるこ
とになる。
【００７７】
　[00101]別の実施形態では、ＳＳＦ／ＳＩＦ交換はＯＦＤＭＡシステムにおいて行われ
得る。この実施形態では、ＳＳＦ１００５は、ＳＩＦ１０１０を送るように依頼されてい
るＳＴＡ１２０の総数と、ＡＰ１１０にＳＩＦ１０１０を送るべきＳＴＡ１２０のリスト
とを含んでいる。ＳＳＦ１００５は、ＳＩＦ送信１０１０信号の電力を制御するための電
力調整情報をも含んでいることがある。この実施形態では、ＳＩＦ１０１０のＭＣＳ、お
よびＳＩＦ１０１０中のＴＩＤ情報ブロックの数は事前ネゴシエートされ得る。代替的に
、ＳＩＦ１０１０応答のための時間の量はまた、ＳＳＦ１００５中に含まれるか、または
事前ネゴシエートされ得る。応答時間がＳＴＡ１２０によって知られているとき、ＳＴＡ
１２０は、より高いＭＣＳにおいて送ること、したがってより多くのＴＩＤを送ることを
許容されることになる。一態様では、サブキャリアへのＳＴＡ１２０順序のマッピングは
、事前ネゴシエートされ得、ＳＩＦ１０１０を送るように依頼されているＳＴＡ１２０の
数の関数になる。
【００７８】
　[00102]別の実施形態では、ＳＳＦ／ＳＩＦ交換はＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯシステムにお
いて行われ得る。この実施形態では、ＳＳＦ１００５は、ＡＰ１１０にＳＩＦ１０１０を
送るべきＳＴＡ１２０のリストを含んでいる。ＳＳＦ１００５は、ＳＩＦ送信１０１０信
号の電力を制御するための電力調整情報をも含んでいることがある。この実施形態では、
ＳＩＦ１０１０のＭＣＳは事前ネゴシエートされ得る。一態様では、空間ストリームへの
ＳＴＡ１２０順序のマッピングは、事前ネゴシエートされ得、ＳＩＦ１０１０を送るよう
に依頼されているＳＴＡ１２０の数の関数になる。さらに、ＳＩＦ１０１０において許容
されるＴＩＤの最大数、およびＳＩＦ１０１０応答のための時間の量は事前ネゴシエート
され得る。代替的に、ＳＩＦ１０１０応答のための時間の量はまた、ＳＩＦ１０１０中に
含まれるか、または事前ネゴシエートされ得る。応答時間がＳＴＡ１２０によって知られ
ているとき、ＳＴＡ１２０は、より高いＭＣＳにおいて送ること、したがってより多くの
ＴＩＤを送ることを許容されることになる。
【００７９】
　[00103]上記で説明したように、ＣＴＸメッセージ４０２は様々な通信において使用さ
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れ得る。図１２は、ＣＴＸフレーム１２００構造の一例の図である。この実施形態では、
ＣＴＸフレーム１２００は、フレーム制御（ＦＣ）フィールド１２０５と、持続時間フィ
ールド１２１０と、送信機アドレス（ＴＡ）フィールド１２１５と、制御（ＣＴＲＬ）フ
ィールド１２２０と、ＰＰＤＵ持続時間フィールド１２２５と、ＳＴＡ情報フィールド１
２３０と、フレーム検査シーケンス（ＦＣＳ）フィールド１２８０とを含む制御フレーム
である。ＦＣフィールド１２０５は、制御サブタイプまたは拡張サブタイプを示す。持続
時間フィールド１２１０は、ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにＣ
ＴＸフレーム１２００の任意の受信機に示す。ＴＡフィールド１２１５は、送信機アドレ
スまたはＢＳＳＩＤを示す。ＣＴＲＬフィールド１２２０は、概して、フレームの残りの
部分のフォーマットに関する情報（たとえば、ＳＴＡ情報フィールドの数およびＳＴＡ情
報フィールド内のサブフィールドの存在または不在）と、ＳＴＡ１２０のためのレート適
応のための指示と、許容ＴＩＤ（allowed TID）の指示と、ＣＴＳがＣＴＸフレーム１２
００の直後に送られなければならないという指示とを含むことができるフィールドである
。ＣＴＲＬフィールド１２２０はまた、ＣＴＸフレーム１２００がＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ
のために使用されているのか、ＵＬ　ＦＤＭＡのために使用されているのか、その両方の
ために使用されているのかを示し、Ｎｓｓまたはトーン割振りフィールドがＳＴＡ情報フ
ィールド１２３０中に存在するかどうかを示すことができる。代替的に、ＣＴＸがＵＬ　
ＭＵ　ＭＩＭＯのためのものであるのかＵＬ　ＦＤＭＡのためのものであるのかの指示は
、サブタイプの値に基づき得る。ＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ動作とＵＬ　ＦＤＭＡ動作とは、
使用されるべき空間ストリームと使用されるべきチャネルの両方をＳＴＡに指定すること
によって一緒に実行され得、その場合、両方のフィールドがＣＴＸ中に存在し、この場合
、Ｎｓｓ指示は特定のトーン割振りと呼ばれることに留意されたい。ＰＰＤＵ持続時間１
２２５フィールドは、ＳＴＡ１２０が送ることを許容される後続のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ
　ＰＰＤＵの持続時間を示す。ＳＴＡ情報１２３０フィールドは、特定のＳＴＡに関する
情報を含んでおり、情報のＳＴＡごとの（ＳＴＡ１２０ごとの）セットを含むことができ
る（ＳＴＡ情報１　１２３０およびＳＴＡ情報Ｎ　１２７５参照）。ＳＴＡ情報１２３０
フィールドは、ＳＴＡを識別するＡＩＤまたはＭＡＣアドレスフィールド１２３２と、Ｓ
ＴＡが（ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯシステムにおいて）使用することができる空間ストリーム
の数を示す空間ストリーム数フィールド（Ｎｓｓ）１２３４フィールドと、ＳＴＡがトリ
ガフレーム（この場合はＣＴＸ）の受信と比較してそれの送信を調整すべきである時間を
示す時間調整１２３６フィールドと、ＳＴＡが宣言された送信電力から取るべきである電
力バックオフを示す電力調整１２３８フィールドと、ＳＴＡが（ＵＬ－ＦＤＭＡシステム
において）使用することができるトーンまたは周波数を示すトーン割振り１２４０フィー
ルドと、許容できるＴＩＤを示す許容ＴＩＤ１２４２フィールドと、許容ＴＸモードを示
す許容ＴＸモード（Allowed TX Mode）１２４４フィールドと、ＳＴＡが使用すべきであ
るＭＣＳを示すＭＣＳ１２４６フィールドとを含むことができる。許容ＴＩＤ１２４２の
指示をもつＣＴＸを受信するＳＴＡ１２０は、そのＴＩＤのデータのみ、同じまたはより
高いＴＩＤのデータ、同じまたはより低いＴＩＤのデータ、任意のデータを送信すること
が許容され得るか、あるいは、最初にそのＴＩＤのデータのみを送信し、次いで、データ
が利用可能でない場合に他のＴＩＤのデータを送信することが許容され得る。ＦＣＳ１２
８０フィールドは、ザがＣＴＸフレーム１２００の誤り検出のために使用されるＦＣＳ値
を搬送することを示す。
【００８０】
　[00104]図１３は、ＣＴＸフレーム１２００構造の別の例の図である。この実施形態で
は、および図１２に関連して、ＳＴＡ情報１２３０フィールドはＡＩＤまたはＭＡＣアド
レス１２３２フィールドを含んでおらず、代わりに、ＣＴＸフレーム１２００は、個々の
識別子ではなくグループ識別子によって１つまたは複数の局を識別するグループ識別子（
ＧＩＤ）１２２６フィールドを含む。図１４は、ＣＴＸフレーム１２００構造の別の例の
図である。この実施形態では、および図１３に関連して、ＧＩＤ１２２６フィールドは、
マルチキャストＭＡＣアドレスを通じてＳＴＡのグループを識別するＲＡ１２１４フィー
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ルドと交換される。
【００８１】
　[00105]図１５は、ＣＴＸ１５００フレーム構造の一例の図である。この実施形態では
、ＣＴＸ１５００フレームは、管理ＭＡＣヘッダ１５０５フィールドと、本体１５１０フ
ィールドと、ＦＣＳ１５８０フィールドとを含む管理フレームである。本体１５１０フィ
ールドは、情報要素（ＩＥ）を識別するＩＥ　ＩＤ１５１５フィールドと、ＣＴＸ１５０
０フレームの長さを示すＬＥＮ１５２０フィールドと、ＣＴＲＬ１２２０フィールドと同
じ情報を含むＣＴＲＬ１５２５フィールドと、ＳＴＡ１２０が送ることを許容される後続
のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ　ＰＰＤＵの持続時間を示すＰＰＤＵ持続時間１５３０フィール
ドと、ＳＴＡ情報１　１５３５フィールドと、後続のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信において
使用するためのすべてのＳＴＡのためのＭＣＳ、または後続のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信
において使用するためのすべてのＳＴＡのためのＭＣＳバックオフを示すことができるＭ
ＣＳ１５７５フィールドとを含む。（ＳＴＡ情報Ｎ　１５７０とともに）ＳＴＡ情報１　
１５３５フィールドは、ＳＴＡを識別するＡＩＤ１５４０フィールドと、ＳＴＡが（ＵＬ
－ＭＵ－ＭＩＭＯシステムにおいて）使用することができる空間ストリームの数を示す空
間ストリーム数フィールド（Ｎｓｓ）１５４２フィールドと、ＳＴＡがトリガフレーム（
この場合はＣＴＸ）の受信と比較してそれの送信を調整すべきである時間を示す時間調整
１５４４フィールドと、ＳＴＡが宣言された送信電力から取るべきである電力バックオフ
を示す電力調整１５４６フィールドと、ＳＴＡが（ＵＬ－ＦＤＭＡシステムにおいて）使
用することができるトーンまたは周波数を示すトーン割振り１５４８フィールドと、許容
ＴＩＤを示す許容ＴＩＤ１５５０フィールドとを含むＳＴＡごとのフィールドを表す。
【００８２】
　[00106]一実施形態では、ＣＴＸフレーム１２００またはＣＴＸ１５００フレームは、
ＵＬ信号を送信する前に処理するための時間をＳＴＡ１２０に与えるために、Ａ－ＭＰＤ
Ｕにおいてアグリゲートされ得る。この実施形態では、次のパケットを処理するための追
加の時間をＳＴＡ１２０に許容するために、パディングまたはデータがＣＴＸの後に追加
され得る。ＣＴＸフレームをパディングすることに対する１つの利益は、他のＳＴＡ１２
０からのＵＬ信号についての考えられる競合の問題を回避することであり得る。一態様で
は、ＣＴＸが管理フレームである場合、追加のパディングＩＥが送られ得る。別の態様で
は、ＳＴＡ１２０は、ＣＴＸフレームのための最小持続時間またはパディングをＡＰ１１
０に要求することができる。
【００８３】
　[00107]いくつかの実施形態では、ＡＰ１１０はＣＴＸ送信を開始することができる。
一実施形態では、ＡＰ１１０は、通常の拡張分散チャネルアクセス（ＥＤＣＡ：enhanced
 distribution channel access）競合プロトコルに従ってＣＴＸメッセージ４０２を送る
ことができる。別の実施形態では、ＡＰ１１０は、スケジュールされた時間においてＣＴ
Ｘメッセージ４０２を送ることができる。この実施形態では、スケジュールされた時間は
、ＳＴＡ１２０のグループが媒体にアクセスするために予約された時間を示すビーコン中
の制限付きアクセスウィンドウ（ＲＡＷ：restricted access window）指示、ＵＬ－ＭＵ
－ＭＩＭＯ送信に参加するために同時に起動するように複数のＳＴＡ１２０に示す、各Ｓ
ＴＡ１２０とのターゲット起動時間（ＴＷＴ：target wake time）合意、または他のフィ
ールド中の情報を使用することによって、ＡＰ１１０によってＳＴＡ１２０に示され得る
。ＲＡＷおよびＴＷＴ外では、ＳＴＡ１０２は、任意のフレームを、またはフレームのサ
ブセット（たとえば、非データフレーム）のみを送信することを許容され得る。また、い
くつかのフレームを送信することが禁止され得る（たとえば、データフレームを送信する
ことが禁止され得る）。ＳＴＡ１２０はまた、それがスリープ状態にあることを示すこと
ができる。ＣＴＸをスケジュールすることに対する１つの利点は、複数のＳＴＡ１２０が
同じＴＷＴまたはＲＡＷ時間について示され得、ＡＰ１１０からの送信を受信することが
できることである。
【００８４】
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　[00108]一実施形態では、ＣＴＸメッセージ４０２は、単一のＳＴＡ１２０のための情
報を含むことができる。この実施形態では、ＡＰ１１０は、１つのＳＴＡ１２０のための
情報を含む複数のＣＴＸメッセージ４０２を複数のＳＴＡ１２０に同時に送り、後続のＵ
Ｌ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０のためのスケジュールを作成することができる。図１６は
、複数のＣＴＸメッセージ４０２Ａおよび４０２Ｂを同時に送る一例を示す送信および受
信時間図である。図示のように、ＣＴＸメッセージ４０２Ａおよび４０２Ｂは、それぞれ
１つの局（それぞれＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂ）にＤＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信または
ＤＬ－ＦＤＭＡ送信を使用して同時に送られ得る。ＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂは、Ｃ
ＴＸメッセージ４０２Ａおよび４０２Ｂを受信し、次いで、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ（また
はＵＬ－ＦＤＭＡ）送信４１０Ａおよび４１０Ｂを開始する。図１７は送信および受信時
間図であり、Ａ－ＭＰＤＵメッセージ４０７Ａおよび４０７Ｂ内でＣＴＸメッセージを送
る一例を示している。図１６の場合のように、Ａ－ＭＰＤＵメッセージ４０７Ａおよび４
０７ＢのＣＴＸ部分は、１つのＳＴＡ（それぞれＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂ）のため
の情報を含んでおり、ＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂは、メッセージ４０７Ａおよび４０
７Ｂを受信し、ＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ（またはＵＬ－ＦＤＭＡ）送信４１０Ａおよび４１
０Ｂを開始する。
【００８５】
　[00109]他の実施形態では、ＳＴＡ１２０は、ＣＴＸメッセージ４０２を受信した後に
ＵＬ送信を開始しないことがある。一実施形態では、ＡＰ１１０は、ＵＬ送信をトリガす
る新しいフレームを定義する。新しいフレームは、ＡＰ１１０によって示された任意のフ
レームであり得、ＮＤＰフレームを備えることができる。この実施形態では、新しいフレ
ームは、ＳＴＡが、そのフレームがＣＴＸ中で示されるものと同じトリガフレームである
ことを知り、ＵＬ送信を開始することができるように、そのフレームをＣＴＸにリンクす
るシーケンスまたはトークン数を含むことができる。フレームは、送信を聴取する他のＳ
ＴＡ１２０がそれらのＮＡＶを設定することができるような持続時間をも含むことができ
る。ＳＴＡ１２０は、ＡＣＫまたは同様のフレームを送ることによってＣＴＸの受信に肯
定応答し得る。別の実施形態では、ＳＴＡ１２０は、トリガフレームの使用を要求するこ
とができる。要求は、トリガが即時または遅延であることを示すことができる。別個のト
リガフレームを有することの１つの利益は、トリガフレームが、ＵＬ送信の前にＣＴＸを
処理するためのより多くの時間をＳＴＡに与えることができることであり得る。別の利益
は、より速いＵＬ時間を可能にするために、トリガフレームが、ＣＴＸよりも短いフレー
ムであり得、後続のＣＴＸメッセージなしに複数回送られ得ることであり得る。トリガフ
レームは、直ちに、あるいはＣＴＸからの事前指定されたオフセットまたはオフセットの
セットにおいて、ＣＴＸに続き得る。
【００８６】
　[00110]図１８は、ＣＴＸ／トリガ交換の一実施形態を示す送信および受信時間図であ
る。この実施形態では、ＡＰ１１０は、ＣＴＸメッセージ４０２をＳＴＡ１２０に送り、
次いで、後でトリガフレーム４０５を送る。ＳＴＡ１２０ａおよび１２０Ｂがトリガフレ
ーム４０５を受信すると、それらはＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂを
開始する。図１９は、ＣＴＸメッセージ４０２とトリガフレーム４０５との間の時間が図
１８に示されているものよりも大きい一例を示す送信および受信時間図である。図２０は
、複数のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ４１０送信を開始するために経時的に複数のトリガフレー
ム４０５を送る一例を示す送信および受信時間図である。この実施形態では、ＳＴＡ１２
０ａおよび１２０Ｂは、ただ、トリガフレームが、ＣＴＸ中で示されるものと同じシーケ
ンスまたはトークン数を有することを確認し、送信を開始することができるので、第２の
トリガフレーム４０５は、第２のＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ送信４１０Ａおよび４１０Ｂを開
始するために、ＣＴＸ４０２に先行される必要がない。
【００８７】
　[00111]いくつかの実施形態では、ＡＰ１１０がＳＴＡ１２０へのＡＣＫまたはＢＡを
多重化することができない（すなわち、ＡＰ１１０が、同時に複数のＳＴＡにＡＣＫを送
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るために、ＤＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯまたはＤＬ－ＦＤＭＡを使用していない）場合、ただ１
つのＳＴＡ１２０がＢＡポリシーを即時ＢＡまたは通常ＡＣＫに設定することを許容され
得、ＡＰ１１０は、ＣＴＸリスト中のどのＳＴＡ１２０がＢＡポリシーを設定することが
できるかを示すことを許容され得る。指示は、第１の位置など、ＣＴＸにおけるそのＳＴ
Ａ１２０のためのＳＴＡ情報フィールドの位置に基づき得る。
【００８８】
　[00112]別の実施形態では、ＡＰ１１０がＳＴＡ１２０へのＡＣＫまたはＢＡを多重化
することができる場合、２つ以上のＳＴＡ１２０はＢＡポリシーを即時ＢＡまたは通常Ａ
ＣＫに設定することができる。この実施形態では、ＡＰ１１０は、同時に即時ＢＡまたは
通常ＡＣＫを示した複数のＳＴＡ１２０に即時ＡＣＫを送るために、ＤＬ－ＭＵ－ＭＩＭ
ＯまたはＤＬ－ＦＤＭＡを使用することになる。異なる実施形態では、ＳＴＡがＢＡポリ
シーを遅延ＢＡに設定する場合、ＡＰ１１０はＳＴＡ１２０に時間シーケンスにおけるＢ
Ａを送ることができる。時間シーケンスはＳＩＦＳによって分離され得る。別の実施形態
では、ＳＴＡ１２０がＢＡポリシーをＢＡに設定する場合、ＡＰ１１０はＢＡを送る前に
各ＳＴＡ１２０からのポールを待つことになる。別の実施形態では、複数のＳＴＡ１２０
のためのブロック肯定応答を含むブロードキャストＢＡフレームが定義され得る。そのよ
うなフレームが使用される場合、複数のＳＴＡ１２０はＡＣＫポリシーを即時ＢＡに設定
することを許容され、ＡＣＫポリシーを即時ＢＡに設定するＳＴＡ１２０は、ＵＬ送信の
直後に送られるブロードキャストＢＡフレーム中への対応するブロック肯定応答の包含に
よって肯定応答される。ブロードキャストＢＡはまた、遅延ＢＡポリシーを設定する複数
のＳＴＡ１２０に肯定応答するために使用され得、この場合、ブロードキャストＢＡフレ
ームは後で競合を伴って送られる。
【００８９】
　[00113]上記で説明したように、たとえば図１７に関して、様々な実施形態では、制御
情報および／またはトリガ情報がＡ－ＭＰＤＵ中にカプセル化され得る。たとえば、図１
７では、Ａ－ＭＰＤＵ４０７は、図４～図２０に関して上記で説明したＣＴＸスケジュー
リング、制御、および／またはトリガ情報を含む。同様に、様々な実施形態では、そのよ
うなスケジューリング、制御、および／またはトリガ情報が、ＣＴＸの代わりに、または
ＣＴＸに加えてアグリゲートＰＰＤＵ（Ａ－ＰＰＤＵ）中に含まれ得る。言い換えれば、
いくつかの実施形態では、ＣＴＸに関して上記で説明した１つまたは複数のフィールドま
たはインジケータは、図４～図２０に示されている時間シーケンス図のうちの１つまたは
複数中のＣＴＸに取って代わることができるＡ－ＰＰＤＵ中に含まれ得る。
【００９０】
　[00114]図２１は、アグリゲートＰＰＤＵ（Ａ－ＰＰＤＵ）２１００の一実施形態を示
す図である。図２１に示されているように、Ａ－ＰＰＤＵ２１００は、共通ＰＨＹヘッダ
２１１０と、１つまたは複数のＰＰＤＵごとのヘッダ２１２０、２１４０、および２１６
０と、１つまたは複数のＰＰＤＵごとのペイロード２１３０、２１５０、および２１７０
とを含む。図示されたＡ－ＰＰＤＵ２１００は、ＳＵ　ＰＰＤＵヘッダ２１２０およびペ
イロード２１３０、ならびにＮ－１個のＭＵ　ＰＰＤＵヘッダおよびペイロード２１５０
～２１７０を含むが、図示されたＡ－ＰＰＤＵ２１００は追加のフィールドを含むことが
でき、フィールドは並べ替えられ、削除され、および／またはリサイズされ得、フィール
ドのコンテンツは変動され得ることを、当業者は諒解されよう。たとえば、様々な実施形
態では、ＳＵ　ＰＰＤＵヘッダ２１２０およびペイロード２１３０が異なるロケーション
にあり得る、２つ以上のＳＵ　ＰＰＤＵがあり得る、任意の数のＭＵ　ＰＰＤＵがあり得
る、などである。
【００９１】
　[00115]共通ＰＨＹヘッダ２１１０は、収集および／または同期情報など、Ａ－ＰＰＤ
Ｕ２１００中の各ＰＰＤＵに共通のＰＨＹレイヤ情報を与えるように働く。様々な実施形
態では、共通ＰＨＹヘッダ２１１０は、すべてのＳＴＡが復号するように命令されるブロ
ードキャスト／マルチキャスト情報をもつ少なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２１
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００が含むかどうかを（たとえば、１つまたは複数のビットまたはフラグを介して）示す
ことができる。一実施形態では、指示が設定されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０
は、（たとえば、ＳＵペイロード２１３０中の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報
を取得するために、後続のＰＰＤＵを復号するように構成され得る。
【００９２】
　[00116]ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２１２０は、ＳＵペイロード２１３０に固有のＰＨＹレイ
ヤ情報を与えるように働く。様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２１２０は、すべ
てのＳＴＡが復号するように命令されるブロードキャスト／マルチキャスト情報をもつ少
なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２１００が含むかどうかを（たとえば、１つまた
は複数のビットまたはフラグを介して）示すことができる。一実施形態では、指示が設定
されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０は、（たとえば、ＳＵペイロード２１３０中
の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報を取得するために、後続のＰＰＤＵを復号す
るように構成され得る。
【００９３】
　[00117]図示の実施形態では、ＳＵペイロード２１３０は、制御情報、たとえば、ＳＵ
　ＳＴＡとＭＵ　ＳＴＡの両方によって復号され得るブロードキャストデータ、マルチキ
ャストデータ、制御情報、および／または管理情報を含む。様々な実施形態では、ＳＵ　
ＰＨＹヘッダ２１２０およびＳＵペイロード２１３０は、ブロードキャストまたはユニキ
ャストであり得る。様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２１２０およびＳＵペイロ
ード２１３０は、Ａ－ＰＰＤＵ２１００中の最初以外の位置にあり得る。
【００９４】
　[00118]ＭＵ　ＰＨＹヘッダ２１４０は、ＭＵペイロード２１５０に固有のＰＨＹレイ
ヤ情報を与えるように働く。様々な実施形態では、ＭＵ　ＰＨＹヘッダ２１４０は、すべ
てのＳＴＡが復号するように命令されるブロードキャスト／マルチキャスト情報をもつ少
なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２１００が含むかどうかを（たとえば、１つまた
は複数のビットまたはフラグを介して）示すことができる。一実施形態では、指示が設定
されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０は、（たとえば、ＳＵペイロード２１３０中
の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報を取得するために、後続のＰＰＤＵを復号す
るように構成され得る。
【００９５】
　[00119]図示のように、Ａ－ＰＰＤＵ２１００は合計Ｎ個のＰＰＤＵを含むことができ
る。様々な実施形態では、ＰＨＹヘッダ２１６０は、ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２１２０および
ＭＵ　ＰＨＹヘッダ２１４０のうちの１つと同様であり得る。様々な実施形態では、ペイ
ロード２１７０は、ＳＵペイロード２１３０およびＭＵペイロード２１５０のうちの１つ
と同様であり得る。様々な実施形態では、ＭＵ　ＰＰＤＵは完全に省略され得る。
【００９６】
　[00120]様々な実施形態では、図２１のＡ－ＰＰＤＵ２１００は、たとえば８０２．１
１ａｘなど、ＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ／ＯＦＤＭＡプロトコルとともに使用され得る。たと
えば、Ａ－ＰＰＤＵ２１００は、図４～図２０のＣＴＸおよび交換に関して上記で説明し
たスケジューリングおよび／またはトリガ情報を含むことができる。したがって、様々な
実施形態では、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２０からのＵＬ　ＰＰＤＵをス
ケジュールするために、Ａ－ＰＰＤＵ２１００を送信することができる。様々な実施形態
では、そのような交換は、本明細書ではＡ－ＰＰＤＵトリガ交換と呼ばれることがある。
【００９７】
　[00121]図２２は、Ａ－ＰＰＤＵ２２００トリガ交換の一実施形態を示す送信および受
信時間図である。図２２に示されているように、Ａ－ＰＰＤＵ２２００は、共通ＰＨＹヘ
ッダ２２１０と、１つまたは複数のＰＰＤＵごとのヘッダ２２２０および２２４０と、１
つまたは複数のＰＰＤＵごとのペイロード２２３０および２２５０とを含む。交換は、１
つまたは複数のスケジュールされたＵＬ　ＰＰＤＵ２２８０および２２９０をさらに含む
。図示されたＡ－ＰＰＤＵ２２００トリガ交換は、１つのＳＵ　ＰＰＤＵヘッダ２２２０
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およびペイロード２２３０、ならびに１つのＭＵ　ＰＰＤＵヘッダ２２４０およびペイロ
ード２２５０を含むが、図示されたＡ－ＰＰＤＵ２２００トリガ交換は追加のフィールド
を含むことができ、フィールドは並べ替えられ、削除され、および／またはリサイズされ
得、フィールドのコンテンツは変動され得ることを、当業者は諒解されよう。たとえば、
様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＰＤＵヘッダ２２２０およびペイロード２２３０が異なる
ロケーションにあり得る、２つ以上のＳＵ　ＰＰＤＵがあり得る、任意の数のＭＵ　ＰＰ
ＤＵ、異なる数のスケジュールされたＵＬ　ＰＰＤＵがあり得る、などである。
【００９８】
　[00122]共通ＰＨＹヘッダ２２１０は、収集および／または同期情報など、Ａ－ＰＰＤ
Ｕ２２００中の各ＰＰＤＵに共通のＰＨＹレイヤ情報を与えるように働く。様々な実施形
態では、共通ＰＨＹヘッダは、すべてのＳＴＡが復号するように命令されるブロードキャ
スト／マルチキャスト情報をもつ少なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２２００が含
むかどうかを（たとえば、１つまたは複数のビットまたはフラグを介して）示すことがで
きる。一実施形態では、指示が設定されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０は、（た
とえば、ＳＵペイロード２２３０中の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報を取得す
るために、後続のＰＰＤＵを復号するように構成され得る。
【００９９】
　[00123]ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２２２０は、ＳＵペイロード２２３０に固有のＰＨＹレイ
ヤ情報を与えるように働く。様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２２２０は、すべ
てのＳＴＡが復号するように命令されるブロードキャスト／マルチキャスト情報をもつ少
なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２２００が含むかどうかを（たとえば、１つまた
は複数のビットまたはフラグを介して）示すことができる。一実施形態では、指示が設定
されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０は、（たとえば、ＳＵペイロード２２３０中
の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報を取得するために、後続のＰＰＤＵを復号す
るように構成され得る。
【０１００】
　[00124]図示の実施形態では、ＳＵペイロード２２３０は、ＵＬ　ＰＰＤＵ２２８０お
よび２２９０など、１つまたは複数のＵＬ　ＰＰＤＵをスケジュールするためのＵＬスケ
ジューリング情報２２３０を含む。様々な実施形態では、ＵＬスケジューリング情報２２
３０は、図５～図２０に関して上記で様々に説明した、ＣＴＸ４０２、１０３５、１２０
０、および１５００、ＣＴＳ４０８、ＳＳＦ１００５、Ａ－ＭＰＤＵ４０７、ＢＡ４７０
、およびトリガフレーム４０５のうちの１つまたは複数に関して上記で説明した１つまた
は複数のフィールドまたはインジケータを含むことができる。たとえば、様々な実施形態
では、ＵＬスケジューリング情報２２３０は、１つまたは複数のＵＬ　ＰＰＤＵを送信す
ることを可能にされるかまたは送信するように命令されるＳＴＡの識別、空間ストリーム
、トーンなどのＳＴＡに割り振られたリソースの識別、ＵＬ送信のスケジューリング時間
および／または持続時間、スケジュールされたＵＬ送信のタイプおよびまたはコンテンツ
などのうちの１つまたは複数を含むことができる。様々な実施形態では、ＵＬスケジュー
リング情報２２３０中に含まれる情報は、共通ＰＨＹヘッダ２２１０から省略され得る。
様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＨＹヘッダ２２２０およびＳＵペイロード２２３０は、ブ
ロードキャストまたはユニキャストであり得る。様々な実施形態では、ＳＵ　ＰＨＹヘッ
ダ２２２０およびＳＵペイロード２２３０は、Ａ－ＰＰＤＵ２２００中の最初以外の位置
にあり得る。
【０１０１】
　[00125]ＭＵ　ＰＨＹヘッダ２２４０は、ＭＵペイロード２２５０に固有のＰＨＹレイ
ヤ情報を与えるように働く。様々な実施形態では、ＭＵ　ＰＨＹヘッダ２２４０は、すべ
てのＳＴＡが復号するように命令されるブロードキャスト／マルチキャスト情報をもつ少
なくとも１つのＰＰＤＵをＡ－ＰＰＤＵ２２００が含むかどうかを（たとえば、１つまた
は複数のビットまたはフラグを介して）示すことができる。一実施形態では、指示が設定
されるとき、１つまたは複数のＳＴＡ１２０は、（たとえば、ＳＵペイロード２２３０中
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の）ブロードキャスト／マルチキャスト情報を取得するために、後続のＰＰＤＵを復号す
るように構成され得る。
【０１０２】
　[00126]一実施形態では、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２０にＵＬスケジ
ューリング情報２２３０をもつＡ－ＰＰＤＵ２２００を送信することができる。ＳＴＡ１
２０は、ＵＬスケジューリング情報を復号することができ、それらがＵＬ　ＰＰＤＵを送
信するように命令される時間を決定することができる。様々な実施形態では、ＵＬ　ＰＰ
ＤＵは、ショートフレーム間スペース（ＳＩＦＳ）に従って離間させられ得るか、別の間
隔に従って離間させられ得るか、または離間させられないことがある。図示の実施形態で
は、ＳＴＡ１２０は、ＵＬスケジューリング情報２２３０に従ってＵＬ　ＰＰＤＵ１　２
２８０とＵＬ　ＰＰＤＵ２　２２９０とを送信する。
【０１０３】
　[00127]図２３Ａ～図２３Ｄに、Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換の様々な実施形態を示す時間
シーケンス図２３００Ａ～２３００Ｄを示す。図示されたＡ－ＰＰＤＵトリガ交換は、追
加の送信および／またはフィールドを含むことができ、送信および／またはフィールドは
、並べ替えられ、削除され、および／またはリサイズされ得、送信および／またはフィー
ルドのコンテンツは変動され得ることを、当業者は諒解されよう。たとえば、様々な実施
形態では、Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換は、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ａがレガシー互換性がない
実施形態では、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ａに先行することができるＣＴＳ２３１０を随意に
含むことができる。ＣＴＳ２３１０は、Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換を保護するようにＮＡＶ
を設定することができる。様々な実施形態では、Ａ－ＰＰＤＵトリガ交換は、ＣＴＳ２３
１０に加えて、またはＣＴＳ２３１０の代わりに、交換を保護する別のフレームを含むこ
とができる。
【０１０４】
　[00128]図２３Ａに示されているように、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２
０にトリガ情報と１つまたは複数のＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵとを含むＡ－ＰＰＤＵ２３２０
Ａを送信することができる。ＳＴＡ１２０は、ＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵを受信することがで
き、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ａのトリガ情報に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数
のＢＡ２３３０を送信することができる。
【０１０５】
　[00129]図２３Ｂに示されているように、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２
０にトリガ情報と１つまたは複数のＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵとを含むＡ－ＰＰＤＵ２３２０
Ｂを送信することができる。ＳＴＡ１２０は、ＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵを受信することがで
き、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ｂのトリガ情報に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数
のＢＡ２３３０を送信することができる。ＳＴＡ１２０は、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ｂのト
リガ情報に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数のＭＵ－ＰＰＤＵ２３４０をさら
に送信することができる。
【０１０６】
　[00130]図２３Ｃに示されているように、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２
０にトリガ情報を含むＡ－ＰＰＤＵ２３２０Ｃを送信することができる。ＳＴＡ１２０は
、ＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵを受信することができ、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ｃのトリガ情報に
少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数のＭＵ－ＰＰＤＵ２３４０を送信することが
できる。ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２０に、ＭＵ－ＰＰＤＵ２３４０のた
めのトリガ情報とＢＡとを含むＡ－ＰＰＤＵ２３５０を送信することができる。ＳＴＡ１
２０は、ＢＡを受信することができ、Ａ－ＰＰＤＵ２３５０のトリガ情報に少なくとも部
分的に基づいて１つまたは複数の追加のＭＵ－ＰＰＤＵ２３４０を送信することができる
。
【０１０７】
　[00131]図２３Ｄに示されているように、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２
０にトリガ情報と１つまたは複数のＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵとを含むＡ－ＰＰＤＵ２３２０
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Ｄを送信することができる。ＳＴＡ１２０は、ＤＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵを受信することがで
き、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ｄのトリガ情報に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数
のＢＡ２３３０を送信することができる。ＳＴＡ１２０は、Ａ－ＰＰＤＵ２３２０Ｄのト
リガ情報に少なくとも部分的に基づいて、トラフィック能力に関する情報をＡＰ１１０に
さらに送信することができる。たとえば、様々な実施形態では、トラフィック情報は、図
１０～図１１に関して上記で説明したＳＩＦ１０１０など、１つまたは複数のＳＩＦを含
むことができる。
ワイルドカードリソース割振り
　[00132]本明細書で説明するように、ＵＬデータ送信をスケジュールするために、様々
なトリガフレームが使用され得る。様々な実施形態では、そのようなトリガフレームは、
図５～図２２に関して上記で様々に説明した、ＣＴＸ４０２、１０３５、１２００、およ
び１５００、ＣＴＳ４０８、ＳＳＦ１００５、Ａ－ＭＰＤＵ４０７、ＢＡ４７０、トリガ
フレーム４０５、およびＵＬスケジューリング情報２２３０のうちの１つまたは複数に関
して上記で説明した１つまたは複数のフィールドまたはインジケータを含むことができる
。たとえば、様々な実施形態では、トリガフレームは、１つまたは複数のＵＬ　ＰＰＤＵ
を送信することを可能にされるかまたは送信するように命令されるＳＴＡの識別、空間ス
トリーム、トーンなどのＳＴＡに割り振られたリソースの識別、ＵＬ送信のスケジューリ
ングもしくは基準時間および／または持続時間、スケジュールされたＵＬ送信のタイプお
よびまたはコンテンツなどのうちの１つまたは複数を含むことができる。
【０１０８】
　[00133]いくつかの実施形態では、トリガフレームは、各々が１つのＳＴＡ１２０とリ
ソースの第１のセットの１つまたは複数の割振り可能なリソースとの間のものであるリソ
ース割当てのリストを含むことができる。割振り可能なリソースは、たとえば、空間スト
リーム、トーン、タイムスロット、周波数、および／あるいはＦＤＭＡもしくはＯＦＤＭ
Ａ送信におけるサブチャネルまたはＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ送信におけるストリームなどの
他の物理または論理チャネルを含むことができる。リソースの第１のセットからの割振り
可能なリソースはそれぞれ単一のＳＴＡ１２０に割り振られるので、リソースの第１のセ
ットは本明細書では予約済みリソースと呼ばれることがある。
【０１０９】
　[00134]追加または代替として、トリガフレームは、各々が複数のＳＴＡ１２０ａ～１
２０ｈｉとリソースの第２のセットの１つまたは複数の割振り可能なリソースとの間のも
のであるリソース割当てのリストを含むことができる。いくつかの実施形態では、トリガ
フレームは、各々がリソースの第２のセットの単一の割振り可能なリソースと複数のＳＴ
Ａ１２０ａ～１２０ｈｉとの間のものであるリソース割当てのリストを含むことができる
。この場合も、割振り可能なリソースは、たとえば、空間ストリーム、トーン、タイムス
ロット、周波数、および／あるいはＦＤＭＡもしくはＯＦＤＭＡ送信におけるサブチャネ
ルまたはＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ送信におけるストリームなどの他の物理または論理チャネ
ルを含むことができる。リソースの第２のセットからの割振り可能なリソースはそれぞれ
複数のＳＴＡ１２０に割り振られるので、リソースの第２のセットは本明細書ではワイル
ドカードリソースと呼ばれることがある。
【０１１０】
　[00135]したがって、各ワイルドカードリソースに割り当てられた複数のＳＴＡ１２０
ａ－１２０ｈｉは、そのワイルドカードリソースを共有する。たとえば、ＳＴＡ１２０ａ
～１２０ｈｉは、それらがそれに割り当てられた１つまたは複数のワイルドカードリソー
スを求めて競合することがある。特に、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、「ランダム競合
解消」機構、たとえば、ランダムアクセス、キャリア検知多重アクセス（ＣＳＭＡ）、ク
リアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）、または同様の競合解消方法を使用して競合するこ
とがある。
【０１１１】
　[00136]様々な実施形態では、予約済みリソースのセットとワイルドカードリソースの
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セットとは独立であり得る。言い換えれば、いくつかの実施形態では、リソースが、予約
済みリソースのセットとワイルドカードリソースのセットの両方中にはない。他の実施形
態では、予約済みリソースのセットとワイルドカードリソースのセットとは重複すること
がある。言い換えれば、少なくとも１つのリソースが、予約済みリソースのセットとワイ
ルドカードリソースのセットの両方中にある。
【０１１２】
　[00137]ワイルドカードリソースの場合、各ワイルドカードリソースにマッピングされ
た複数のＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、ＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯまたはＯＦＤＭＡのため
に可能にされた同じＢＳＳのＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉのすべてまたはサブセットであ
り得る。いくつかの実施形態では、同じＢＳＳのＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉのサブセッ
トは、予約済みリソースがそれにすでに割り振られているＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉを
除外することができる。いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉのサブセ
ットは、たとえば、ＳＴＡのセットＡが第１の時間においてワイルドカードリソースを使
用することを許容することと、ＳＴＡのセットＢが第２の時間においてワイルドカードリ
ソースを使用することを許容することとによって、いくつかのＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈ
ｉがワイルドカードリソースを使用することを可能にするＡＰ１１０からの前の指示と、
トリガフレームにおいて示され、ＡＰ１１０とネゴシエートされ得る１つまたは複数のワ
イルドカードリソースに関連するグループ識別子と、トリガフレームにおいて示され、１
つまたは複数のワイルドカードリソースに関連し得る割り当てられたＳＴＡのＭＡＣまた
はＡＩＤアドレスの一部分と、時間同期機能（ＴＳＦ）に応じて定義されるグループまた
は他の基準とのうちの１つまたは複数によって識別され得る。
【０１１３】
　[00138]いくつかの実施形態では、ワイルドカードリソース上での送信は、そのリソー
ス上で送られるべきトラフィックのタイプによって制限され得る。たとえば、トリガフレ
ームは、指定されたＴＩＤのデータを送るＳＴＡのみが、割り当てられたワイルドカード
リソースを使用することを許容される（または許容されない）ことを示すことができる。
別の例として、トリガフレームは、指定されたタイプのフレームを送るＳＴＡのみが、割
り当てられたワイルドカードリソースを使用することを許容される（または許容されない
）ことを示すことができる。様々な実施形態では、指定された許容される（または許容さ
れない）フレームタイプは、たとえば、プローブ要求、関連付け要求、キューフィードバ
ック（たとえば、ＱｏＳヌルフレーム）などのうちの１つまたは複数を含むことができる
。ワイルドカードリソースを使用することから、指定されたフレームタイプを許容するこ
とまたは許容しないことは、ＳＴＡが送るべきデータを有するという指示をＡＰが有しな
いとき、ＡＰ１１０がＳＴＡへのアクセスを与えることを有利に許容することができる（
たとえば、非関連ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉ）。
【０１１４】
ワイルドカードリソースアクセス
　[00139]上記で説明したように、衝突解消機構は、ワイルドカードリソース上の衝突を
低減するために使用され得る。たとえば、ワイルドカードリソース上で送信すべきデータ
を有するＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、ただ１つのＳＴＡが送信する確率がしきい値を
上回るように（たとえば、ランダムにまたは擬似ランダムに）それらの送信をプルーニン
グすることができる。別の例として、ＡＰ１１０は、ただ１つのＳＴＡが送信する確率が
しきい値を上回るようにＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉおよび送信タイプを除外することに
よって、所与のワイルドカードリソースを求めて競合するＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉの
数を制限することができる。
【０１１５】
　[00140]いくつかの実施形態では、トリガフレームは、電力制御、同期、および／また
はワイルドカードリソースへのアクセスのための持続時間指示を含むことができる。いく
つかの実施形態では、ワイルドカードリソースは、ＵＬ　ＯＦＤＭＡ送信のためにのみ使
用され得る。他の実施形態では、ワイルドカードリソースは、ＵＬ　ＯＦＤＭＡ送信とＵ
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Ｌ　ＭＵ　ＭＩＭＯ送信の両方のために使用され得る。概して、ＯＦＤＭＡ送信は、電力
制御および相互干渉に対してＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯ送信よりもロバストである。
【０１１６】
　[00141]いくつかの実施形態では、ワイルドカードリソース上での送信は、ワイルドカ
ード送信の間と非ワイルドカード送信の間の両方で時間および周波数同期され、電力制御
される必要があり得る。時間および周波数同期は、たとえば、トリガフレームの受信から
取得され得る。電力制御指示は、たとえば、トリガフレームによって与えられ得る。
【０１１７】
　[00142]いくつかの実施形態では、ＡＰ１１０は、どのＳＴＡがワイルドカードリソー
スにアクセスすることになるかを知らないことがあり、したがって、電力制御指示ＣＴＸ
はワイルドカード送信のために可能でないことがある。そのような場合、ＡＰは、トリガ
フレームの前の別個のメッセージングにおいて潜在的送信機ＳＴＡ１０６とともに電力制
御を実行し得る。
【０１１８】
ワイルドカードリソースプルーニング
　[00143]一実施形態では、トリガフレームは、どのようにワイルドカードリソースにア
クセスすべきか、またはそれにアクセスすることから譲歩すべきかを決定するためにＳＴ
Ａによって使用され得る選択パラメータを示すことができる。いくつかの実施形態では、
単一の選択パラメータがすべてのワイルドカードリソースのために使用され得る。いくつ
かの実施形態では、複数の選択パラメータがリソースごとに、または１つまたは複数のリ
ソースのセットのために使用され得る。
【０１１９】
　[00144]選択パラメータは、たとえば、それぞれのワイルドカードリソースについての
アクセスまたは譲歩のためのしきい値を示すことができる値ｐを示すことができる。たと
えば、ワイルドカードリソースにアクセスすることを望む各ＳＴＡ１２０は、可能なｐ値
の範囲内の乱数または擬似乱数を生成することができる。生成された数が値ｐよりも小さ
い場合、ＳＴＡ１２０は、関連するワイルドカードリソース上で送信することができる。
一方、生成された数が値ｐよりも大きいかまたはそれに等しい場合、ＳＴＡ１２０は、た
とえば、少なくとも、別のリソースをＳＴＡ１２０に割り振る次のトリガフレームが受信
されるまで、トリガフレームに応答してワイルドカードリソース上で送信しない。様々な
実施形態では、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、生成された数がｐよりも大きいときのみ
に送信することができる。
【０１２０】
　[00145]ＡＰ１１０は、ワイルドカードリソースに割り当てられたＳＴＡ１２０ａ～１
２０ｈｉの数に基づいて値ｐを調節することができる。たとえば、ＡＰ１１０は、ワイル
ドカードリソースに割り当てられた比較的少数のＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉがあるとき
、値ｐを増加させることができ、ワイルドカードリソースに割り当てられた比較的多くの
ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉがあるとき、値ｐを減少させることができる。いくつかの実
施形態では、ＡＰ１１０は、観測された衝突に基づいて値ｐを調節することができる。た
とえば、衝突が特定のワイルドカードリソースについて観測されたとき、そのリソースに
関連する値ｐは減少させられ得、それにより、衝突の確率を低減する。
【０１２１】
　[00146]いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、「スロット」とし
て（たとえば、トリガフレームから）各リソース割振りを識別することができる。したが
って、第１のトリガフレームは第１のスロットとして識別され得、第２のトリガフレーム
は第２のスロットとして識別され得、以下同様である。一実施形態では、ＳＴＡ１２０ａ
～１２０ｈｉは、識別されたスロットに基づいてバックオフプロシージャを実行すること
ができる。たとえば、特定のワイルドカードリソースを求めて競合する各ＳＴＡ１２０は
、デフォルト値、プリセット値、ランダム値、または擬似ランダム値にバックオフカウン
タを初期化することができる。各スロット中に、各ＳＴＡ１２０は、ワイヤレス媒体を観
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測することができ、ワイルドカードリソースがアイドル状態であるように見えるとき、そ
れのバックオフカウンタを減分することができる。
【０１２２】
　[00147]各ＳＴＡ１２０は、それのバックオフカウンタが０（または別のしきい値）よ
りも大きい間、ワイルドカードリソースを使用することを控えることができる。ＳＴＡ１
２０が０（またはしきい値）までそれのバックオフカウンタを減分したとき、ＳＴＡはワ
イルドカードリソース上で送信することができる。ワイルドカードリソース上の衝突の場
合、初期バックオフカウンタ値またはバックオフウィンドウは増加させられ得る。
【０１２３】
　[00148]いくつかの実施形態では、ＳＴＡの異なるグループが、異なる優先度を割り当
てられ得る。たとえば、１つまたは複数のＳＴＡが、高優先度ＳＴＡ（たとえば、リアル
タイムボイスまたはオーディオなどの時間敏感データを送信するＳＴＡ）として識別され
得る。いくつかの実施形態では、高優先度ＳＴＡは、それらのバックオフカウンタを低優
先度ＳＴＡよりも低く初期化することができる。いくつかの実施形態では、高優先度ＳＴ
Ａは、それらの優先度に基づいてオフセットだけ値ｐを調整することができる（たとえば
、高優先度ＳＴＡは、それが所与のスロット中に送信する可能性を高くするために、値ｐ
に１を加算することができる）。
【０１２４】
　[00149]いくつかの実施形態では、ワイルドカードリソースに割り当てられたＳＴＡ１
２０ａ～１２０ｈｉは、トリガメッセージの後におよびＵＬ　ＭＵ　ＰＰＤＵに先行して
、レガシープリアンブル期間中にＣＣＡを実行することができる。ワイルドカードリソー
スについて、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉは、物理レイヤ（ＰＨＹ）ヘッダを省略し、レ
ガシープリアンブルが通常ならば送信されるであろう期間中にＣＣＡを実行することがで
きる。例示的なＣＣＡプロシージャが図２４に示されている。
【０１２５】
　[00150]図２４に、トリガ交換の別の実施形態を示す時間シーケンス図２４００を示す
。図示されたトリガ交換は、追加の送信および／またはフィールドを含むことができ、送
信および／またはフィールドは、並べ替えられ、削除され、および／またはリサイズされ
得、送信および／またはフィールドのコンテンツは変動され得ることを、当業者は諒解さ
れよう。たとえば、様々な実施形態では、トリガ交換はＰＰＤＵの代わりにＡ－ＰＰＤＵ
を随意に含むことができる。
【０１２６】
　[00151]図２４に示されているように、ＡＰ１１０は、１つまたは複数のＳＴＡ１２０
ａ～１２０ｈｉにトリガ情報を含むトリガフレーム２４１０を送信することができる。ト
リガフレーム２４１０は、単一のＳＴＡ１２０にＰＰＤＵ２４２０のための予約済みリソ
ースを割り振り、複数のＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉにＰＰＤＵ２４３０のためのワイル
ドカードリソースを割り振ることができる。予約済みＰＰＤＵ２４２０は、レガシーデバ
イスによって復号可能なレガシープリアンブル２４４０を含むことができる。ワイルドカ
ードＰＰＤＵ２４３０は、レガシープリアンブル２４４０を省略することができる。図示
されたワイルドカードＰＰＤＵ２４３０はレガシープリアンブル２４４０を省略するが、
ワイルドカードＰＰＤＵ２４３０は、予約済みＰＰＤＵ２４２０と整合され得る。
【０１２７】
　[00152]ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉはトリガフレーム２４１０を受信することができ
る。ＰＰＤＵ２４３０のためのワイルドカードリソースを割り振られたＳＴＡ１２０ａ～
１２０ｈｉは、レガシープリアンブル２４４０時間中にバックオフ期間２４６０中にＣＣ
Ａプロシージャを実行することができる。たとえば、ＰＰＤＵ２４３０のためのワイルド
カードリソースを割り振られた各ＳＴＡ１２０は、時間の異なる長さの間ワイヤレス媒体
を検知することができる。様々な実施形態では、リスニング時間はランダムまたは擬似ラ
ンダムであり得る。ＣＣＡプロシージャは、スロットの代わりにより小さい個別時間単位
を使用して、上記で説明したスロットバックオフをミラーリングすることができる。
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【０１２８】
　[00153]したがって、ＳＴＡ１２０は、プリセットされたまたはランダムに生成するリ
スニング時間が経過するまで待つことができる。ＳＴＡ１２０が、それのリスニング時間
が経過したとき、ワイルドカードリソースを使用して送信を検知していない場合、それは
、レガシープリアンブル２４４０の時間が終了するまで、パディング信号２４５０を送信
することができる。パディング２４５０は、ＣＳＭＡに従って、媒体をビジーに保ち、他
のＳＴＡ１０６からのアクセスを防ぐために使用される。ＳＴＡ１２０は、次いで、ワイ
ルドカードＰＰＤＵ２４３０を送信することができる。ＳＴＡ１２０が、それのリスニン
グ時間が経過する前に、（他のＳＴＡによる）ワイルドカードリソース上でのパディング
信号２４５０の送信を検出した場合、ＳＴＡ１２０は他のＳＴＡに譲歩することができる
。
【０１２９】
重複基本サービスセットアクセス
　[00154]いくつかの実施形態では、ワイルドカードリソースに割り振られたＳＴＡのグ
ループは、ネイバリングＢＳＳからの１つまたは複数のＳＴＡを含むことができる。たと
えば、ワイルドカードリソースは、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）からのＳＴＡに
割り振られ得る。一実施形態では、ワイルドカードリソース割当ては、ＯＢＳＳ　ＳＴＡ
がリソースを使用することを許容されるか否かを示すことができる。いくつかの実施形態
では、ＡＰ１１０は、ワイルドカードリソースを使用することを許容されるＢＳＳおよび
ＯＢＳＳ　ＳＴＡのグループを定義するために協調することができる。
【０１３０】
　[00155]いくつかの実施形態では、ワイルドカードリソースを割り当てられたＯＢＳＳ
　ＳＴＡは、トリガフレームのＡＰ送信側におけるＵＬ　ＭＵ　ＭＩＭＯまたはＵＬ　Ｏ
ＦＤＭＡ受信が成功したことを確認するために、トリガフレーム中で示される時間、周波
数同期および電力制御および／または他の制限に従うことができる。そのような設定は、
ＯＢＳＳ　ＡＰにおける送信の受信のために最適でないことがある。したがって、ＯＢＳ
Ｓ　ＳＴＡによるワイルドカードリソースの使用は、電力制御問題がＯＢＳＳにおける受
信を潜在的に損なうことがあるので、「ベストエフォート」であり得る。いくつかの実施
形態では、異なるアクセス優先度がＯＢＳＳ　ＳＴＡに割り当てられ得る。いくつかの実
施形態では、ＯＢＳＳ送信は、ＢＳＳ送信とは異なる時間において開始することができる
。たとえば、ＯＢＳＳ　ＳＴＡは、ＢＳＳ　ＳＴＡがＰＰＤＵのＨＥＷ部分を開始した後
、送信を開始することができる。いくつかの実施形態では、いくつかのワイルドカードリ
ソースがＢＳＳ通信のために予約され得、他のワイルドカードリソースがＯＢＳＳ送信の
ために予約され得る。
【０１３１】
　[00156]図２５に、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス
通信の例示的な方法のためのフローチャート２５００を示す。本方法は、ＡＰ１１０（図
１）、ＳＴＡ１２０ａ～１２０ｈｉ（図１）のいずれか、および図３に示されているワイ
ヤレスデバイス３０２など、本明細書で説明するデバイスによって全体的にまたは部分的
に実装され得る。本明細書では、図示された方法について、図１に関して上記で説明した
ワイヤレス通信システム１００、図３に関して上記で説明したワイヤレスデバイス３０２
、および図４～図２４のフレームおよびフレーム交換に関して説明するが、図示された方
法は、本明細書で説明する別のデバイス、または任意の他の好適なデバイスによって実装
され得ることを、当業者は諒解されよう。本明細書では、図示された方法について、特定
の順序に関して説明するが、様々な実施形態では、本明細書のブロックは、異なる順序で
実施されるか、または省略され得、さらなるブロックが追加され得る。
【０１３２】
　[00157]最初に、ブロック２５１０において、ワイヤレスデバイスが、１つまたは複数
のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信し、各リソースが複数のＳ
ＴＡに割り振られる。たとえば、ＳＴＡ１２０は、ＡＰ１１０からトリガフレーム２４１
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０を受信することができる。トリガメッセージは、ワイルドカードリソースおよび／また
は予約済みリソースを割り振ることができる。
【０１３３】
　[00158]様々な実施形態では、トリガメッセージは、さらに、単一のＳＴＡに１つまた
は複数のワイヤレス送信リソースを割り振る。たとえば、トリガフレーム２４１０は予約
済みリソースを割り振ることができる。様々な実施形態では、複数のＳＴＡは、重複基本
サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数のＳＴＡを含む。
【０１３４】
　[00159]様々な実施形態では、トリガメッセージは、前の割振り指示、１つまたは複数
のワイルドカードリソースに関連するグループ識別子、複数の局のメディアアクセス制御
（ＭＡＣ）または関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期
機能（ＴＳＦ）基準のうちの１つまたは複数を介して複数の局を指定することができる。
様々な実施形態では、「グループ識別子」を含むことは、トリガメッセージが、１つまた
は複数の割り振られたリソースの各々について、リソースがそれに割り振られたＳＴＡの
グループを識別する識別子を含むことを指すことがある。様々な実施形態では、ワイヤレ
ス送信リソースは、周波数リソース、時間リソース、またはそれらの組合せを含むことが
できる。
【０１３５】
　[00160]次に、ブロック２５２０において、ワイヤレスデバイスは、競合プロシージャ
に基づいて、割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決定する。たとえば、ＳＴ
Ａ１２０は、本明細書で説明するプルーニング方法のいずれかに基づいて、割り振られた
ワイルドカードリソースを求めて競合することができる。
【０１３６】
　[00161]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、値の範囲内のプ
ルーニングしきい値を受信することを含む。たとえば、ＡＰ１１０はＳＴＡ１２０にプル
ーニング値ｐを与えることができるか、あるいはＳＴＡ１２０は、ストレージから値ｐを
取り出すか、または値ｐを独立して生成することができる。前記決定することは、値の範
囲内のプルーニング値を生成することをさらに含む。たとえば、ＳＴＡ１２０は、可能な
ｐ値の範囲内の値をランダムにまたは擬似ランダムに生成することができる。
【０１３７】
　[00162]前記決定することは、プルーニング値をプルーニングしきい値と比較すること
をさらに含む。前記決定することは、前記比較することに基づいて、送信すべきかどうか
を決定することをさらに含む。たとえば、様々な実施形態では、ＳＴＡ１２０は、プルー
ニング値が、値ｐよりも小さいか、値ｐよりも小さいかまたはそれに等しいか、値ｐより
も大きいか、あるいは値ｐよりも大きいかまたはそれに等しいとき、送信することを決定
することができる。
【０１３８】
　[00163]様々な実施形態では、本方法は、過去の送信の成功または失敗に基づいて、修
正されたプルーニングしきい値を受信することをさらに含むことができる。たとえば、Ａ
Ｐ１１０またはＳＴＡ１２０は、送信が失敗または衝突したとき、値ｐを減少させること
ができ、ＡＰ１１０またはＳＴＡ１２０は、送信が成功したかまたは衝突しないとき、値
ｐを増加させることができる（またはその逆も同様である）。
【０１３９】
　[00164]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、バックオフカウ
ンタを初期化することを含む。たとえば、ＳＴＡ１２０は、スロットとして各トリガフレ
ーム２４１０を識別することができ、デフォルト値、所定の値、または動的に決定された
値、あるいはＡＰ１１０から受信された値にバックオフカウンタを初期化することができ
る。前記決定することは、割り振られたリソースに基づいてバックオフカウンタを変更す
ることをさらに含む。様々な実施形態では、カウンタは、割り振られたリソースがアイド
ル状態であるときのみに変更または減分される。他の実施形態では、カウンタは、割り振
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られたリソースがアイドル状態であるかどうかにかかわらず変更される。たとえば、様々
な実施形態では、ＳＴＡ１２０は、スロットがアイドル状態であるとき、バックオフカウ
ンタを増分または減分することができる。
【０１４０】
　[00165]前記決定することは、バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信する
ことを決定することをさらに含む。たとえば、ＳＴＡ１２０は、バックオフカウンタが０
または別のしきい値に達したとき、送信することを決定することができる。様々な実施形
態では、本方法は、割り振られたリソースにおいて衝突が起こったとき、バックオフウィ
ンドウを調整することをさらに含むことができる。たとえば、ＳＴＡ１２０またはＡＰ１
１０は、衝突が起こったとき、（たとえば、初期値および／またはしきい値を変更するこ
とによって）バックオフウィンドウを増加または減少させることができ、またはその逆も
同様である。
【０１４１】
　[00166]いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１２０が送るべきフレームを有するとき、そ
れは、プリセット範囲中のランダム値にそれのバックオフカウンタを初期化する。ＳＴＡ
１２０が非０バックオフカウンタ値を有するとき、それは、特定のＡＩＤ値に割り当てら
れたリソースユニットごとに１だけそれのバックオフカウンタを減分する。したがって、
ＳＴＡ１２０が非０バックオフカウンタを有するとき、それは、特定のＡＩＤに割り当て
られたリソースユニットの数に等しい値だけそれのバックオフカウンタを減分する。ＳＴ
Ａ１２０がランダムに０に減分されたバックオフカウンタを有するとき、それは、ランダ
ムアクセスのための割り当てられたリソースユニットのうちのいずれか１つをランダムに
選択し、それのフレームを送信する。その上、ＡＰ１１０は、ＳＴＡがトリガフレームの
後にランダムアクセスプロセスを開始することができるように、トリガフレーム中で少な
くとも１つのパラメータをブロードキャストすることができる。
【０１４２】
　[00167]様々な実施形態では、送信すべきかどうかを決定することは、トリガメッセー
ジの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、割り振られたリソースをリッスンする
ことを含む。たとえば、ＳＴＡ１２０は、レガシープリアンブル時間２４４０中にバック
オフ期間２４６０の間ワイルドカードリソースをリッスンすることができる。前記決定す
ることは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の間アイドル状態であると
き、プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することをさらに含む。たとえば
、ＳＴＡ１２０がそれのバックオフ期間２４６０中に、割り振られたワイルドカードリソ
ース上での送信を検出しないとき、それはパディング信号２４５０を送信することができ
る。ＳＴＡ１２０は、ワイルドカードＰＰＤＵ２４３０の開始を予約済みＰＰＤＵ２４２
０と整合させるために、パディング信号２４５０を送信することができる。
【０１４３】
　[00168]前記決定することは、割り振られたリソースがリスニング部分の持続時間の間
アイドル状態でないとき、送信しないことへのを決定することをさらに含む。たとえば、
ＳＴＡ１２０が、それのバックオフ期間２４６０中に別のＳＴＡがパディング信号２４５
０を送信することを検出したとき、ＳＴＡ１２０は少なくとも次のトリガフレーム２４１
０まで譲歩することができる。
【０１４４】
　[00169]様々な実施形態では、本方法は、送信結果に基づいてリスニング部分の長さを
調整することをさらに含むことができる。たとえば、ＡＰ１１０またはＳＴＡ１２０は、
送信が衝突したとき、バックオフ期間２４６０を増加させることができる。別の例として
、ＡＰ１１０またはＳＴＡ１２０は、ＳＴＡ１２０がしきい値時間期間の間それのデータ
または不足のデータを送信することができないとき、バックオフ期間２４６０を減少させ
ることができる。
【０１４５】
　[00170]次いで、ブロック２５３０において、ワイヤレスデバイスは、前記決定するこ
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とに基づいて、割り振られたリソース上で選択的に送信する。たとえば、ＳＴＡ１２０は
、それがワイルドカードリソースを求める競合を正常に完了したとき、ワイルドカードＰ
ＰＤＵを送信することができる。ＳＴＡ１２０は、それがワイルドカードリソースを求め
る競合を正常に完了しないとき、ワイルドカードＰＰＤＵを送信することを控えることが
できる。
【０１４６】
　[00171]一実施形態では、図２５に示された方法は、受信回路と、決定回路と、選択的
に送信する回路とを含むことができるワイヤレスデバイスにおいて実装され得る。ワイヤ
レスデバイスは、本明細書で説明する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成
要素を有することができることを、当業者は諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレ
スデバイスは、特許請求の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴について説明するの
に有用な構成要素のみを含む。
【０１４７】
　[00172]受信回路は、トリガメッセージを受信するように構成され得る。一実施形態で
は、受信回路は、フローチャート２５００（図２５）のブロック２５１０を実装するよう
に構成され得る。受信回路は、受信機３１２（図３）、トランシーバ３１４（図３）、プ
ロセッサ３０４（図３）、ＤＳＰ３２０（図３）、信号検出器３１８（図３）、およびメ
モリ３０６（図３）のうちの１つまたは複数を含むことができる。いくつかの実装形態で
は、受信するための手段は受信回路を含むことができる。
【０１４８】
　[00173]決定回路は、送信すべきかどうかを決定するように構成され得る。一実施形態
では、決定回路は、フローチャート２５００（図２５）のブロック２５２０を実装するよ
うに構成され得る。決定回路は、プロセッサ３０４（図３）、ＤＳＰ３２０（図３）、お
よびメモリ３０６（図３）のうちの１つまたは複数を含むことができる。いくつかの実装
形態では、決定するための手段は決定回路を含むことができる。
【０１４９】
　[00174]選択的に送信する回路は、割り振られたリソース上でメッセージを選択的に送
信するように構成され得る。一実施形態では、選択的に送信する回路は、フローチャート
２５００（図２５）のブロック２５３０を実装するように構成され得る。選択的に送信す
る回路は、送信機３１０（図３）、トランシーバ３１４（図３）、プロセッサ３０４（図
３）、ＤＳＰ３２０（図３）、およびメモリ３０６（図３）のうちの１つまたは複数を含
むことができる。いくつかの実装形態では、選択的に送信するための手段は選択的に送信
する回路を含むことができる。
【０１５０】
　[00175]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
ことを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電
磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによっ
て表され得る。
【０１５１】
　[00176]本開示で説明した実装形態への様々な変更は当業者には容易に明らかであり得
、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実
装形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で示した実装形態に限定される
ものではなく、本明細書で開示する特許請求の範囲、原理および新規の特徴に一致する、
最も広い範囲を与られるべきである。「例示的」という単語は、本明細書ではもっぱら「
例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用される。「例示的」とし
て本明細書で説明したいかなる実装形態も、必ずしも他の実装形態よりも好ましいまたは
有利であると解釈されるべきであるとは限らない。
【０１５２】
　[00177]また、別個の実装形態に関して本明細書で説明したいくつかの特徴は、単一の
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実装形態において組合せで実装され得る。また、逆に、単一の実装形態に関して説明した
様々な特徴は、複数の実装形態において別個に、または任意の好適な部分組合せで実装さ
れ得る。その上、特徴は、いくつかの組合せで働くものとして上記で説明され、初めにそ
のように請求されることさえあるが、請求される組合せからの１つまたは複数の特徴は、
場合によってはその組合せから削除され得、請求される組合せは、部分組合せ、または部
分組合せの変形形態を対象とし得る。
【０１５３】
　[00178]上記で説明した方法の様々な動作は、（１つまたは複数の）様々なハードウェ
アおよび／またはソフトウェア構成要素、回路、および／または（１つまたは複数の）モ
ジュールなど、それらの動作を実行することが可能な任意の好適な手段によって実行され
得る。概して、図に示すどの動作も、その動作を実行することが可能な対応する機能的手
段によって実行され得る。
【０１５４】
　[00179]本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュールおよび回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）または他のプログラ
マブル論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア
構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の
組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得
るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイ
スの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他の
そのような構成として実装され得る。
【０１５５】
　[00180]１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装され
る場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記
憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒
体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体
を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによ
ってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよ
うなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯ
Ｍまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージ
デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または
記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を
備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。た
とえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタ
ル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術
を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同
軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およ
びマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディ
スク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザ
ーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc
）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再
生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、いくつ
かの態様では、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形
媒体）を備えることができる。さらに、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は一
時的コンピュータ可読媒体（たとえば、信号）を備えることができる。上記の組合せもコ
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ンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１５６】
　[00181]本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数の
ステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特
許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたは
アクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクション
の順序および／または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
【０１５７】
　[00182]さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよ
び／または他の適切な手段は、適用可能な場合にＳＴＡおよび／または基地ＳＴＡによっ
てダウンロードされ、および／または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たと
えば、そのようなデバイスは、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を可
能にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明した様々な方法は、Ｓ
ＴＡおよび／または基地ＳＴＡが記憶手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディ
スク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など）をデバイスに結合する
かまたは与えると様々な方法を得ることができるように、記憶手段によって提供され得る
。その上、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに与えるための任意の他の好適
な技法が利用され得る。
【０１５８】
　[00183]上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は
、それの基本的範囲から逸脱することなく考案され得、それの範囲は以下の特許請求の範
囲によって決定される。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　ワイヤレスデバイスにおいて、１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り
振るトリガメッセージを受信することと、各リソースが複数の局に割り振られる、
　競合プロシージャに基づいて、前記割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決
定することと、
　前記決定することに基づいて、前記割り振られたリソース上で選択的に送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[Ｃ２]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振ることが、前記１つまたは複
数のワイヤレス送信リソースのうちのいくつかを１つの局のみに割り振ることを備える、
Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、１つまたは複数のワイルドカードリ
ソースに関連するグループ識別子、前記複数の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）また
は関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ）
基準のうちの１つまたは複数を介して前記複数の局を指定する、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ４]　前記ワイヤレス送信リソースが、周波数リソース、時間リソース、またはそれら
の組合せを備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ５]　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ６]　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を受
信することをさらに備える、Ｃ５に記載の方法。
[Ｃ７]　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　割り振られたリソースに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
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を備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ８]　前記割り振られたリソースにおいて衝突が起こったとき、バックオフウィンドウ
を調整することをさらに備える、Ｃ７に記載の方法。
[Ｃ９]　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、前記割り振られ
たリソースをリッスンすることと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態であると
き、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態でないと
き、送信しないことへのを決定することと
を備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１０]　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整することをさらに備える
、Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１１]　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局
を含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１２]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信
するように構成された受信機と、各リソースが複数の局に割り振られる、
　競合プロシージャに基づいて、前記割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決
定するように構成されたプロセッサと、
　前記決定することに基づいて、前記割り振られたリソース上で選択的に送信するように
構成された送信機と
を備える、ワイヤレス通信するように構成された装置。
[Ｃ１３]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振ることが、前記１つまたは
複数のワイヤレス送信リソースのうちのいくつかを１つの局のみに割り振ることを備える
、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ１４]　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、１つまたは複数のワイルドカード
リソースに関連するグループ識別子、前記複数の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）ま
たは関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記複数の局を指定する、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ１５]　前記ワイヤレス送信リソースが、周波数リソース、時間リソース、またはそれ
らの組合せを備える、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ１６]　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ１７]　前記受信機が、過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニ
ングしきい値を受信するようにさらに構成された、Ｃ１６に記載の装置。
[Ｃ１８]　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　割り振られたリソースに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
を備える、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ１９]　前記プロセッサは、前記割り振られたリソースにおいて衝突が起こったとき、
バックオフウィンドウを調整するようにさらに構成された、Ｃ１８に記載の装置。
[Ｃ２０]　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、前記割り振られ
たリソースをリッスンすることと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態であると
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き、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態でないと
き、送信しないことへのを決定することと
を備える、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ２１]　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整することをさらに備える
、Ｃ２０に記載の装置。
[Ｃ２２]　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局
を含む、Ｃ１２に記載の装置。
[Ｃ２３]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信
するための手段と、各リソースが複数の局に割り振られる、
　競合プロシージャに基づいて、前記割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決
定するための手段と、
　前記決定することに基づいて、前記割り振られたリソース上で選択的に送信するための
手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[Ｃ２４]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振ることが、前記１つまたは
複数のワイヤレス送信リソースのうちのいくつかを１つの局のみに割り振ることを備える
、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ２５]　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、１つまたは複数のワイルドカード
リソースに関連するグループ識別子、前記複数の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）ま
たは関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記複数の局を指定する、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ２６]　前記ワイヤレス送信リソースが、周波数リソース、時間リソース、またはそれ
らの組合せを備える、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ２７]　送信すべきかどうかを決定するための手段が、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信するための手段と、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成するための手段と、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較するための手段と、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定するための手段と
を備える、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ２８]　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を
受信するための手段をさらに備える、Ｃ２７に記載の装置。
[Ｃ２９]　送信すべきかどうかを決定するための手段は、
　バックオフカウンタを初期化するための手段と、
　割り振られたリソースに基づいて前記バックオフカウンタを変更するための手段と、　
前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定するための手段と
を備える、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ３０]　前記割り振られたリソースにおいて衝突が起こったとき、バックオフウィンド
ウを調整するための手段をさらに備える、Ｃ２９に記載の装置。
[Ｃ３１]　送信すべきかどうかを決定するための手段は、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、前記割り振られ
たリソースをリッスンするための手段と、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態であると
き、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信するための手段と、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態でないと
き、送信しないことへのを決定するための手段と
を備える、Ｃ２３に記載の装置。
[Ｃ３２]　送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さを調整するための手段をさらに
備える、Ｃ３１に記載の装置。
[Ｃ３３]　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局
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[Ｃ３４]　実行されたとき、装置に、
　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振るトリガメッセージを受信すること
と、各リソースが複数の局に割り振られる、
　競合プロシージャに基づいて、前記割り振られたリソース上で送信すべきかどうかを決
定することと、
　前記決定することに基づいて、前記割り振られたリソース上で選択的に送信することと
を行わせるコードを備える非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ３５]　１つまたは複数のワイヤレス送信リソースを割り振ることが、前記１つまたは
複数のワイヤレス送信リソースのうちのいくつかを１つの局のみに割り振ることを備える
、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ３６]　前記トリガメッセージが、前の割振り指示、１つまたは複数のワイルドカード
リソースに関連するグループ識別子、前記複数の局のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）ま
たは関連付け識別（ＡＩＤ）アドレスの一部分、および／あるいは時間同期機能（ＴＳＦ
）基準のうちの１つまたは複数を介して前記複数の局を指定する、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ３７]　前記ワイヤレス送信リソースが、周波数リソース、時間リソース、またはそれ
らの組合せを備える、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ３８]　送信すべきかどうかを決定することが、
　値の範囲内のプルーニングしきい値を受信することと、
　値の前記範囲内のプルーニング値を生成することと、
　前記プルーニング値を前記プルーニングしきい値と比較することと、
　前記比較することに基づいて、送信すべきかどうかを決定することと
を備える、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ３９]　過去の送信の成功または失敗に基づいて、修正されたプルーニングしきい値を
受信することをさらに備える、Ｃ３８に記載の媒体。
[Ｃ４０]　送信すべきかどうかを決定することは、
　バックオフカウンタを初期化することと、
　割り振られたリソースに基づいて前記バックオフカウンタを変更することと、
　前記バックオフカウンタがしきい値に達したとき、送信することを決定することと
を備える、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ４１]　実行されたとき、前記装置に、前記割り振られたリソースにおいて衝突が起こ
ったとき、バックオフウィンドウを調整することを行わせるコードをさらに備える、Ｃ４
０に記載の媒体。
[Ｃ４２]　送信すべきかどうかを決定することは、
　前記トリガメッセージの後のプリアンブル期間のリスニング部分の間、前記割り振られ
たリソースをリッスンすることと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態であると
き、前記プリアンブル期間の終了までパディング信号を送信することと、
　前記割り振られたリソースが前記リスニング部分の持続時間の間アイドル状態でないと
き、送信しないことへのを決定することと
を備える、Ｃ３４に記載の媒体。
[Ｃ４３]　実行されたとき、前記装置に、送信結果に基づいて前記リスニング部分の長さ
を調整することを行わせるコードをさらに備える、Ｃ４２に記載の媒体。
[Ｃ４４]　前記複数の局が、重複基本サービスセット（ＯＢＳＳ）の１つまたは複数の局
を含む、Ｃ３４に記載の媒体。
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