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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットを送信する方法において、
　高スループット通信局および標準スループット通信局の両方によって読取り可能なロン
グ・パケット・プリアンブルおよび信号ヘッダ・フィールドを含む直交周波数分割多重パ
ケットのプリアンブルを送信し、かつ前記高スループット通信局によって読取り可能な追
加のトレーニング・フィールドを送信する段階であって、前記信号ヘッダ・フィールドは
、ロング・パケット・プリアンブル後でかつ前記追加のトレーニング・フィールド前に送
信される、段階と、
　前記ロング・パケット・プリアンブルの間に複数の空間チャネルを介してトレーニング
・トーンを送信する段階であって、前記トレーニング・トーンは前記空間チャネルのサブ
キャリア周波数の間に分散される、段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記トレーニング・トーンを再送信する段
階であって、前記トレーニング・トーンは再送信中に前記空間チャネルの前記サブキャリ
ア周波数の間でシフトされる、段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多重パケットのデ
ータ・ユニット部を送信する段階と、を含み、
　前記標準スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信され
る前記トレーニング・トーンに基づいてチャネル推定を行い、
　前記高スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加の
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トレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・トーンに基づいて前記複
数の空間チャネルのチャネル推定を行い、
　単一の受信アンテナを有する標準スループット通信局は、少なくとも前記ロング・パケ
ット・プリアンブルおよび前記信号ヘッダ・フィールドを受信し、かつネットワーク・ア
ロケーション・ベクトルをセットし、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　前記信号ヘッダ・フィールドは、パケット・レートおよび長さ情報を含み、前記信号ヘ
ッダ・フィールドは、少なくとも前記標準スループット通信局によって読取り可能である
とともに、前記信号ヘッダ・フィールドによって前記標準スループット通信局が前記パケ
ットの長さの間送信するのを控えるための前記ネットワーク・アロケーション・ベクトル
をセットすることができる、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　複数のアンテナのそれぞれは、前記空間チャネルの１つに関連し、複数の直交サブキャ
リアを含む前記空間チャネルは異なるマルチパス特性を有し、各サブキャリアは関連する
チャネルの他のサブキャリアの実質的に中心周波数でヌル点を有し、
　前記トレーニング・トーンは、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に前記空間チ
ャネルの前記直交サブキャリアの第１セットで送信され、
　前記トレーニング・トーンは、前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記直交サ
ブキャリアの第２セットで送信され、サブキャリアの前記第２セットは前記第１セットと
実質的に異なるサブキャリアを含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　再送信の前に、前記トレーニング・トーンを前記再送信のために前記空間チャネルの異
なるサブキャリア周波数にシフトする段階をさらに含み、前記異なるサブキャリア周波数
は前記ロング・パケット・プリアンブルの間の送信に使用されていないことを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項４】
　４つのアンテナが送信するために使用される場合、前記追加のトレーニング・フィール
ドの間に、前記トレーニング・トーンは、１位置、２位置、または３位置のいずれかだけ
シフトされることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記トレーニング・トーンは、単一の既知の直交トレーニング・シーケンスを含み、
　前記トレーニング・シーケンスは、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に最初に
送信され、
　前記トレーニング・シーケンスは、前記追加のトレーニング・フィールドの間に再送信
される、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記トレーニング・トーンは、既知のトレーニング・シーケンスを含み、
　前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信される前記トレーニング・シーケンス
は、２またはそれ以上に繰り返されるサブシーケンスを含み、
　前記追加のトレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・シーケンス
は、２またはそれ以上に繰り返されるサブシーケンスを含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記送信および再送信は、高スループット送信局によって実行され、高スループット受
信局は、少なくとも前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加のトレーニング
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・フィールドを受信し、前記既知のトレーニング・シーケンスに基づいて前記空間チャネ
ルのチャネル推定を実行することを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記高スループット受信局は複数の受信アンテナを含み、各受信アンテナは前記空間チ
ャネルの１つに対応し、前記高スループット受信局は復調された直交周波数分割多重シン
ボルを生成するために各空間チャネルからのデータ・ビットを組み合わせることを特徴と
する請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記高スループット受信局は、前記空間チャネルからの前記信号を処理する単一の受信
アンテナを含み、前記高スループット受信局は各空間チャネルで送信されるデータ・シン
ボルを分離するために信号処理を実行し、復調された直交周波数分割多重シンボルを生成
するために各空間チャネルからのデータ・ビットを組み合わせることを特徴とする請求項
７記載の方法。
【請求項１０】
　より低いパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット部は、各空間チャネルの
対応するサブキャリアで送信される同一のデータ・シンボルを含み、各空間チャネルはそ
の上で実質的に同一のデータ・ストリームを送信させ、
　中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット
部は、前記空間チャネルの少なくともいくつかの対応するサブキャリアで送信される同一
のデータ・シンボルを含み、かつ前記空間チャネルの少なくとも他のいくつかで送信され
る異なるデータ・シンボルを含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　より低いパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット部は、各空間チャネルの
対応するサブキャリアで送信される空間ストリームの線形的な組合せを含み、
　中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット
部は、前記空間チャネルの少なくともいくつかの対応するサブキャリアで送信される空間
ストリームの線形的な組合せを含み、かつ前記空間チャネルの少なくとも他のいくつかで
送信される異なるデータ・シンボルを含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　パケットを受信する方法において、
　高スループット通信局および標準スループット通信局の両方によって読取り可能なロン
グ・パケット・プリアンブルおよび信号ヘッダ・フィールドを含む直交周波数分割多重パ
ケットのプリアンブルを受信し、かつ前記高スループット通信局によって読取り可能な追
加のトレーニング・フィールドを受信する段階であって、前記信号ヘッダ・フィールドは
、ロング・パケット・プリアンブル後でかつ前記追加のトレーニング・フィールド前に受
信される、段階と
　前記ロング・パケット・プリアンブルの間に複数の空間チャネルを介して送信されるト
レーニング・トーンを受信する段階であって、前記トレーニング・トーンは前記空間チャ
ネルのサブキャリア周波数の間に分散されている、段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記空間チャネルを介して再送信された前
記トレーニング・トーンを受信する段階であって、前記トレーニング・トーンは前記追加
のトレーニング・フィールドの間に前記空間チャネルの他のサブキャリア周波数の間に分
散されている、段階と、
　前記前記ロング・パケット・プリアンブルおよび追加のトレーニング・フィールドの両
方の間で受信された前記トレーニング・トーンに基づいて前記空間チャネルのチャネル推
定を実行する段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多重パケットのデ
ータ・ユニット部を受信する段階と、を含み、
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　単一の受信アンテナを有する標準スループット通信局は、少なくとも前記ロング・パケ
ット・プリアンブルおよび前記信号ヘッダ・フィールドを受信し、かつネットワーク・ア
ロケーション・ベクトルをセットし、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　前記信号ヘッダ・フィールドは、パケット・レートおよび長さ情報を含み、前記信号ヘ
ッダ・フィールドは、少なくとも前記標準スループット通信局によって読取り可能である
とともに、前記信号ヘッダ・フィールドによって前記標準スループット通信局が前記パケ
ットの長さの間送信するのを控えるための前記ネットワーク・アロケーション・ベクトル
をセットすることができる、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記チャネル推定は、前記空間チャネルの関連するサブキャリアで受信された前記トレ
ーニング・トーンに基づいて各空間チャネルの前記サブキャリアについて実行され、
　前記方法は、トレーニング・トーンを送信させなかったサブキャリアのチャネル推定を
判定するために補間を実行する段階をさらに含み、
　前記トレーニング・トーンは、既知のトレーニング・シーケンスを含むみ、
　前記標準スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信され
る前記トレーニング・トーンに基づいてチャネル推定を行い、
　前記高スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加の
トレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・トーンに基づいて前記複
数の空間チャネルのチャネル推定を行う、
　ことを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記補間を実行する段階は、複数の送信アンテナのそれぞれ上の０トーンでのチャネル
係数を判定するために補間を実行する段階を含むことを特徴とする請求項１３記載の方法
。
【請求項１５】
　高スループット通信局は、前記トレーニング・トーンを受信し、前記チャネル推定を実
行し、前記方法は、
　前記空間チャネルのそれぞれを介して受信された信号を別々に処理することによって、
前記空間チャネルを介して送信された直交周波数分割多重データ・シンボルを復調する段
階、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記ロング・パケット・プリアンブル中の前記トレーニング・トーンの前記受信は、単
一の受信アンテナを有する標準スループット通信局によって実行され、前記方法は、
　前記標準スループット通信局は、前記信号ヘッダ・フィールドの受信に応答してネット
ワーク・アロケーション・ベクトルをセットする段階と、
　前記標準スループット通信局は、前記ネットワーク・アロケーション・ベクトルに基づ
いて、後続の所定のタイム・フレーム中に送信することを控える段階と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
　前記高スループット通信局は、前記空間チャネルのそれぞれに関連する受信アンテナを
有する高スループット受信通信局であり、
　前記方法は、前記受信局が対応する複数の空間チャネルを介して受信するために複数の
アンテナを有することを前記送信局に知らせるために高スループット送信局とのアソシエ
ーションを実行する段階を、
　さらに含むことを特徴とする請求項１１記載の方法。
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【請求項１８】
　高スループット通信局および標準スループット通信局の両方によって読取り可能なロン
グ・パケット・プリアンブルおよび信号ヘッダ・フィールドを含む直交周波数分割多重パ
ケットのプリアンブルを送信し、かつ前記高スループット通信局によって読取り可能な追
加のトレーニング・フィールドを送信する送信機であって、前記送信機は、前記ロング・
パケット・プリアンブルの間に複数の空間チャネルを介してトレーニング・トーンを送信
するために構成され、前記トレーニング・トーンは前記空間チャネルのサブキャリア周波
数の間に分散され、前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記トレーニング・トー
ンを再送信し、前記トレーニング・トーンは再送信中に前記空間チャネルの前記サブキャ
リア周波数の間でシフトされ、前記信号ヘッダ・フィールドは、ロング・パケット・プリ
アンブル後でかつ前記追加のトレーニング・フィールド前に送信される、送信機と、
　前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記トレーニング・トーンを前記送信機に
よる前記再送信のために前記空間チャネルの異なるサブキャリア周波数にシフトするプロ
セッサであって、前記異なるサブキャリア周波数は前記ロング・パケット・プリアンブル
の間の送信に使用されないサブキャリア周波数を含む、プロセッサと、を含み、
　前記送信機は、前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多
重パケットのデータ・ユニット部を送信するために構成され、
　前記標準スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信され
る前記トレーニング・トーンに基づいてチャネル推定を行い、
　前記高スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加の
トレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・トーンに基づいて前記複
数の空間チャネルのチャネル推定を行い、
　単一の受信アンテナを有する標準スループット通信局は、少なくとも前記ロング・パケ
ット・プリアンブルおよび前記信号ヘッダ・フィールドを受信し、かつネットワーク・ア
ロケーション・ベクトルをセットし、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　前記信号ヘッダ・フィールドは、パケット・レートおよび長さ情報を含み、前記信号ヘ
ッダ・フィールドは、少なくとも前記標準スループット通信局によって読取り可能である
とともに、前記信号ヘッダ・フィールドによって前記標準スループット通信局が前記パケ
ットの長さの間送信するのを控えるための前記ネットワーク・アロケーション・ベクトル
をセットすることができる、
　ことを特徴とする高スループット通信局。
【請求項１９】
　複数のアンテナをさらに含み、
　各アンテナは、前記空間チャネルの１つに関連し、
　前記空間チャネルは、複数の直交サブキャリアを含む単一の直交周波数分割多重チャネ
ルの異なるマルチパス特性を有し、
　各サブキャリアは、前記直交周波数分割多重チャネルの他のサブキャリアの実質的に中
心周波数でヌル点を有する、
　ことを特徴とする請求項１８記載の通信局。
【請求項２０】
　前記トレーニング・トーンは、単一の既知の直交トレーニング・シーケンスを含み、
　前記送信機は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に前記トレーニング・シーケ
ンスを最初に送信し、
　前記送信機は、前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記トレーニング・シーケ
ンスを再送信する、
　ことを特徴とする請求項１８記載の通信局。
【請求項２１】
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　前記送信機は、前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多
重パケットのデータ・ユニット部を送信し、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　より低いパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット部は、各空間チャネルの
対応するサブキャリアで送信される同一のデータ・シンボルを含み、各空間チャネルはそ
の上で実質的に同一のデータ・ストリームを送信させ、
　中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット
部は、前記空間チャネルの少なくともいくつかの対応するサブキャリアで送信される同一
のデータ・シンボルを含み、前記空間チャネルの少なくとも他のいくつかで送信される異
なるデータ・シンボルを含む、
　ことを特徴とする請求項１８記載の通信局。
【請求項２２】
　高スループット通信局および標準スループット通信局の両方によって読取り可能である
ロング・パケット・プリアンブルおよび信号ヘッダ・フィールドを含む直交周波数分割多
重パケットのプリアンブルを受信し、かつ前記高スループット通信局によって読取り可能
な追加のトレーニング・フィールドを受信し、前記信号ヘッダ・フィールドは、ロング・
パケット・プリアンブル後でかつ前記追加のトレーニング・フィールド前に受信される受
信機であって、前記受信機は前記ロング・パケット・プリアンブルの間に複数の空間チャ
ネルを介して送信されたトレーニング・トーンを受信するために構成され、前記トレーニ
ング・トーンは前記空間チャネルのサブキャリア周波数の間に分散され、前記受信機は前
記追加のトレーニング・フィールドの間に前記空間チャネルを介して再送信された前記ト
レーニング・トーンを受信し、前記トレーニング・トーンは前記追加のトレーニング・フ
ィールドの間に前記空間チャネルの他のサブキャリア周波数の間に分散され、前記トレー
ニング・トーンは再送信中に前記空間チャネルの前記サブキャリア周波数の間でシフトさ
れており、かつ前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多重
パケットのデータ・ユニット部を受信する、受信機と、を含み、
　前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加のトレーニング・フィールドの両
方の間で受信された前記トレーニング・トーンに基づいて前記空間チャネルのチャネル推
定を実行するプロセッサと、
　前記標準スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信され
る前記トレーニング・トーンに基づいてチャネル推定を行い、
　前記高スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加の
トレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・トーンに基づいて前記複
数の空間チャネルのチャネル推定を行い、
　単一の受信アンテナを有する標準スループット通信局は、少なくとも前記ロング・パケ
ット・プリアンブルおよび前記信号ヘッダ・フィールドを受信し、かつネットワーク・ア
ロケーション・ベクトルをセットし、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　前記信号ヘッダ・フィールドは、パケット・レートおよび長さ情報を含み、前記信号ヘ
ッダ・フィールドは、少なくとも前記標準スループット通信局によって読取り可能である
とともに、前記信号ヘッダ・フィールドによって前記標準スループット通信局が前記パケ
ットの長さの間送信するのを控えるための前記ネットワーク・アロケーション・ベクトル
をセットすることができる、
　ことを特徴とする高スループット通信局。
【請求項２３】
　複数の受信アンテナをさらに含み、
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　各受信アンテナは、複数の空間チャネルの１つに関連し、
　前記空間チャネルは、複数の直交サブキャリアを含む単一の直交周波数分割多重チャネ
ルの異なるマルチパス特性を有し、
　各サブキャリアは、前記直交周波数分割多重チャネルの他のサブキャリアの実質的に中
心周波数でヌル点を有し、
　前記プロセッサは、復調された直交周波数分割多重シンボルを生成するために前記空間
チャネルからのデータ・ビットを組み合わせる、
　ことを特徴とする請求項２２記載の通信局。
【請求項２４】
　前記トレーニング・トーンは、単一の既知の直交トレーニング・シーケンスを含み、
　前記受信機は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に前記トレーニング・シーケ
ンスを最初に受信し、
　前記受信機は、前記追加のトレーニング・フィールドの間の２回目に前記トレーニング
・シーケンスを受信する、
　ことを特徴とする請求項２３記載の通信局。
【請求項２５】
　前記空間チャネルから受信された信号を処理するために単一の受信アンテナをさらに含
み、
　前記プロセッサは、各空間チャネルで送信されたデータ・シンボルを分離するために信
号処理を実行し、復調された直交周波数分割多重シンボルを生成するために各空間チャネ
ルからのデータ・ビットを組み合わせる、
　ことを特徴とする請求項２２記載の通信局。
【請求項２６】
　命令を格納するコンピュータ読取り可能な媒体であって、１またはそれ以上のプロセッ
サによって実行されると、前記プロセッサはパケットを送信するための動作を実行し、前
記動作は、
　高スループット通信局および標準スループット通信局の両方によって読取り可能なロン
グ・パケット・プリアンブルおよび信号ヘッダ・フィールドを含む直交周波数分割多重パ
ケットのプリアンブルを送信し、かつ前記高スループット通信局によって読取り可能な追
加のトレーニング・フィールドを送信するとともに、前記信号ヘッダ・フィールドは、ロ
ング・パケット・プリアンブル後でかつ前記追加のトレーニング・フィールド前に送信さ
れる、段階と、
　前記ロング・パケット・プリアンブルの間に複数の空間チャネルを介してトレーニング
・トーンを送信する段階であって、前記トレーニング・トーンは前記空間チャネルのサブ
キャリア周波数の間に分散される、段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドの間に前記トレーニング・トーンを再送信する段
階であって、前記トレーニング・トーンは再送信中に前記空間チャネルの前記サブキャリ
ア周波数の間でシフトされる、段階と、
　前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前記直交周波数分割多重パケットのデ
ータ・ユニット部を送信する段階と、を含み、
　前記標準スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルの間に送信され
る前記トレーニング・トーンに基づいてチャネル推定を行い、
　前記高スループット通信局は、前記ロング・パケット・プリアンブルおよび前記追加の
トレーニング・フィールドの間に送信される前記トレーニング・トーンに基づいて前記複
数の空間チャネルのチャネル推定を行い、
　単一の受信アンテナを有する標準スループット通信局は、少なくとも前記ロング・パケ
ット・プリアンブルおよび前記信号ヘッダ・フィールドを受信し、かつネットワーク・ア
ロケーション・ベクトルをセットし、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
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各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させ、
　前記信号ヘッダ・フィールドは、パケット・レートおよび長さ情報を含み、前記信号ヘ
ッダ・フィールドは、少なくとも前記標準スループット通信局によって読取り可能である
とともに、前記信号ヘッダ・フィールドによって前記標準スループット通信局が前記パケ
ットの長さの間送信するのを控えるための前記ネットワーク・アロケーション・ベクトル
をセットすることができる、
　ことを特徴とするコンピュータ読取り可能な媒体。
【請求項２７】
　前記命令は、前記プロセッサの１またはそれ以上によってさらに実行される場合に、前
記プロセッサに、前記トレーニング・トーンを含む既知のトレーニング・シーケンスに基
づいて前記空間チャネルのそれぞれのチャネル推定を実行する段階を含む動作を実行させ
ることを特徴とする請求項２６記載のコンピュータ読取り可能な媒体。
【請求項２８】
　前記命令は、前記プロセッサの１またはそれ以上によってさらに実行される場合に、前
記プロセッサに、前記プリアンブルの前記追加のトレーニング・フィールドに続いて、前
記直交周波数分割多重パケットのデータ・ユニット部を送信する段階をさらに含む動作を
実行させ、
　高スループット動作のために、前記データ・ユニット部は、より高いスループットを達
成するために各空間チャネルの前記サブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含み、
各空間チャネルはその上で別々のデータ・ストリームを送信させる、
　より低いパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット部は、各空間チャネルの
対応するサブキャリアで送信される同一のデータ・シンボルを含み、各空間チャネルはそ
の上で実質的に同一のデータ・ストリームを送信させ、
　中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動作のために、前記データ・ユニット
部は、前記空間チャネルの少なくともいくつかの対応するサブキャリアで送信される同一
のデータ・シンボルを含み、前記空間チャネルの少なくとも他のいくつかで送信される異
なるデータ・シンボルを含む、
ことを特徴とする請求項２６記載のコンピュータ読取り可能な媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ワイヤレス電子通信に関し、いくつかの実施形態では、直交周波
数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を使用するワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（
ＷＬＡＮ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の多数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムのスループットは、個々のチャ
ネルの通信容量によって制限されてきた。より高いスループットを達成するために、複数
のアンテナを使用すれば、周波数帯域幅を増やさずに追加のデータを通信することができ
る。複数のアンテナ装置を使用することに関する１つの問題は、その通信の少なくとも一
部は、単一のアンテナを使用するレガシ（現行の）通信装置と互換性がなければならない
ことである。
【０００３】
　添付の請求項は、本発明のさまざまな実施形態の一部を対象とする。しかし、この詳細
な説明は、図面に関連して検討される場合に、本発明の実施形態のより完全な理解を与え
、図面では、類似する符号は、複数の図面を通じて類似する項目を指す。
【発明の開示】
【０００４】
　以下の説明および図面は、本発明の特定の実施形態を、当業者がこれらを実施すること
を可能にするのに十分に示すものである。他の実施形態に、構造的変更、論理的変更、電
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気的変更、処理の変更、および他の変更を組み込むことができる。例は、単に、可能な変
形形態の代表である。個々の構成要素および機能は、明示的に要求されない限り任意選択
であり、動作シーケンスは、変更することができる。いくつかの実施形態の様々な部分お
よび特徴を、他の部分および特徴に含めるか、これらと置換することができる。本発明の
実施形態の範囲は、請求項およびこれらの請求項のすべての使用可能な同等物のすべての
範囲を含む。本明細書では、単に便宜のために、また、複数の発明または発明的概念が実
際に開示される場合に本願の範囲を単一の発明または発明的概念に自発的に制限すること
を意図せずに、本発明のそのような実施形態に、個別にまたは集合的に、用語「発明」に
よって言及する場合がある。
【０００５】
　図１は、本発明のいくつかの実施形態による動作環境を示す。動作環境１００は、１つ
または複数の通信局（ＳＴＡ）１０４，１０６，１０８を含み、これらの通信局１０４，
１０６，１０８は、リンク１１０を介してアクセス・ポイント（ＡＰ）１０２と通信する
ことができる。いくつかの実施形態では、アクセス・ポイント１０２と通信局１０４，１
０６および／または１０８は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）通信信号を通信すること
ができる。いくつかの実施形態では、アクセス・ポイント１０２と通信局１０６，１０８
は、単一の送信アンテナおよび単一の受信アンテナを使用して単一の周波数チャネルでＯ
ＦＤＭパケットを通信することができる。いくつかの実施形態では、アクセス・ポイント
１０２および通信局１０４は、単一のまたは複数の送信アンテナおよび受信アンテナを使
用して、単一のまたは複数の周波数チャネルの組合せでＯＦＤＭパケットを通信すること
ができる。これらの実施形態のいくつかでは、アクセス・ポイント１０２を、高スループ
ット・アクセス・ポイントと呼ぶことがあり、通信局１０４を、高スループット通信局と
呼ぶことがあり、通信局１０６，１０８を、レガシ通信局または標準スループット通信局
と呼ぶことがあるが、本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。いくつかの実
施形態によれば、高スループット通信チャネルに、単一の周波数チャネルを介して送信さ
れる複数の空間チャネルを含めることができる。いくつかの実施形態では、異なる周波数
を使用して空間的に離間したアンテナで送信する、空間チャネルを定義することができる
。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、高スループット・アクセス・ポイント１０２および高スルー
プット通信局１０４は、複数の空間的に離間したアンテナを使用して、チャネルを１つま
たは複数の空間チャネルに「分割」することができる。いくつかの実施形態では、各送信
アンテナは、１つの空間チャネルを定義することができる。他の実施形態では、ビームフ
ォーミングおよび／または空間多重化を使用して、チャネルを空間チャネルに「分割」す
ることができる。これらの実施形態では、各空間チャネルを使用して、他の空間チャネル
と同一のサブキャリア上で別々のまたは独立のデータ・ストリームを通信することができ
、周波数帯域幅を増加させずに追加データの通信が可能になる。空間チャネルを使用する
ことによって、チャネルのマルチパス特性を利用することができる。いくつかの実施形態
では、空間チャネルを非直交チャネルとすることができるが、本発明の範囲はこれに関し
て制限されることはない。
【０００７】
　ＯＦＤＭチャネルに、複数の直交サブキャリアを含めることができる。いくつかの実施
形態では、１つのチャネルの直交サブキャリアを、密な間隔のＯＦＤＭサブキャリアとす
ることができる。密な間隔のサブキャリアの間で直交性を達成するために、いくつかの実
施形態では、特定のチャネルのサブキャリアは、実質的にそのチャネルの他のサブキャリ
アの中心周波数でヌル点を有することができる。いくつかの実施形態では、チャネルは、
実質的に２０ＭＨｚの帯域幅を有することができるが、より狭いまたはより広い帯域幅を
有するチャネルが、本発明の実施形態と共に使用するのに同等に適する。
【０００８】
　通信局１０４，１０６および／または１０８は、パケット・プリアンブルの一部として
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トレーニング・シーケンスを受信することに基づいて、各ＯＦＤＭパケットに関するトレ
ーニングを実行することができる。いくつかの実施形態によれば、高スループット・アク
セス・ポイント１０２は、ＯＦＤＭパケット・プリアンブルの第１部分の間に複数の空間
チャネルを介してトレーニング・トーンを送信することができる。トレーニング・トーン
は、空間チャネルのサブキャリア周波数の間に分散させることができる。これらの実施形
態では、高スループット・アクセス・ポイント１０２は、パケット・プリアンブルの第２
部分の間にトレーニング・トーンを再送信することができる。トレーニング・トーンを、
パケット・プリアンブルの第２部分の間の再送信のために、空間チャネルのサブキャリア
周波数の間でシフトすることができる。いくつかの実施形態では、高スループット・アク
セス・ポイント１０２に、複数の空間的に離間したアンテナ１１２を含めることができ、
各アンテナを、１つの空間チャネルに関連するものとすることができるが、本発明の範囲
はこれに関して制限されることはない。これは以下さらに詳細に説明される。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、高スループット通信局１０４は、少なくともパケット・プリ
アンブルの第１部分および第２部分を受信することができ、既知のトレーニング・シーケ
ンスに基づいて空間チャネルのそれぞれのチャネル推定を実行することができる。いくつ
かの実施形態では、高スループット通信局１０４に、複数の受信アンテナ１１４が含まれ
、各受信アンテナは、空間チャネルの１つに対応する。高スループット通信局１０４は、
ＯＦＤＭパケットの後続データ・ユニット部で受信された各空間チャネルからのデータ・
ビットを組み合わせて、復調されたＯＦＤＭシンボルを生成することができる。
【００１０】
　他の実施形態では、高スループット通信局１０４は、単一の受信アンテナを使用して、
空間チャネルからの信号を処理することができる。これらの実施形態では、高スループッ
ト通信局１０４は、信号処理を実行して、各空間チャネルで送信されたデータ・シンボル
を分離し、各空間チャネルからのデータ・ビットを組み合わせて、復調されたＯＦＤＭシ
ンボルを生成することができる。
【００１１】
　本発明の実施形態によれば、標準スループット通信局１０６および／または１０８は、
それぞれ単一のアンテナ１１６，１１８を有することができる。標準スループット通信局
１０６および／または１０８は、高スループット・アクセス・ポイント１０２によって送
信されるパケット・プリアンブルの第１部分および第２部分を受信することができ、受信
したトレーニング・トーンの処理に応答して、めいめいのネットワーク・アロケーション
・ベクトル（ＮＡＶ：network allocation vector）をセットすることができる。標準ス
ループット通信局１０６および／または１０８は、セットされたＮＡＶによって、後続の
所定のタイム・フレーム中に送信をやめることもできる。いくつかの実施形態では、標準
スループット通信局１０６および／または１０８は、物理層ＮＡＶをセットすることがで
き（すなわち、パケットの残りを処理せずに）、他の実施形態では、標準スループット通
信局１０６および／または１０８は、パケットの追加部分を処理した後にメディア・アク
セス制御（ＭＡＣ）層のＮＡＶをセットすることができる。
【００１２】
　アンテナ１１２，１１４に、複数の個々のアンテナを含めることができ、いくつかの実
施形態では、対応する空間チャネルを定義するのにチャネルの異なるマルチパス特性を利
用するためにある距離だけはなされた複数の空間的に離間したアンテナを含めることがで
きる。他の実施形態では、アンテナ１１２，１１４に、対応する空間チャネルを定義する
のにチャネルの異なるマルチパス特性を利用できる個々の要素を有するマルチエレメント
・アンテナを含めることができる。アンテナ１１２，１１４に、たとえばダイポール・ア
ンテナ、モノポール・アンテナ、ループ・アンテナ、マイクロストリップ・アンテナ、ま
たは無線周波数（ＲＦ）信号の受信および／または送信に適する他のタイプのアンテナを
含む、指向性アンテナまたは無指向性アンテナを含めることができる。その一方で、アン
テナ１１６，１１８には、必ずしも空間チャネルを定義するのにチャネルのマルチパス特



(11) JP 4545154 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

性を利用しない、単一のアンテナまたは複数のアンテナを含めることができる。
【００１３】
　通信局１０４，１０６および／または１０８に、たとえば、個人向け携帯型情報機器（
ＰＤＡ）、ワイヤレス通信機能を有するラップトップ・コンピュータおよびポータブル・
コンピュータ、ウェブ・タブレット、ワイヤレス電話機、ワイヤレス・ヘッドセット、ポ
ケット・ベル、インスタント・メッセージング・デバイス、デジタル・カメラ、ならびに
ワイヤレスで情報を送信し、かつ／または受信できる他のデバイスを含めることができる
。通信局１０４，１０６および／または１０８は、割り当てられたスペクトル内で情報を
送信するのに直交サブキャリアを使用する直交周波数分割多重化技術などのマルチキャリ
ア伝送技術を使用してアクセス・ポイント１０２と通信することができるが、本発明の範
囲はこれに関して制限されることはない。
【００１４】
　通信局１０４，１０６および／または１０８の間の通信を容易にすることに加えて、ア
クセス・ポイント１０２を、イントラネットまたはインターネットなどの１つまたは複数
のネットワークに結合することができ、通信局１０４，１０６および／または１０８がそ
のようなネットワークにアクセスすることが可能になる。環境１００に、ポイントツーポ
イント通信が図示されているが、本発明の実施形態は、ポイントツーマルチポイント通信
に適する。これらの実施形態では、通信局１０４，１０６および／または１０８が、直接
に（すなわち、アクセス・ポイント１０２を使用せずに）通信することができる。本明細
書で使用する用語、通信局は、アクセス・ポイント１０２ならびに通信局１０４，１０６
，１０８に同等に適用することができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭチャネルの周波数スペクトルに、５ＧＨｚ周波数ス
ペクトルまたは２．４ＧＨｚ周波数スペクトルのいずれかを含めることができるが、本発
明の範囲はこれに関して制限されることはない。これらの実施形態では、５ＧＨｚ周波数
スペクトルに、約４．９ＧＨｚから５．９ＧＨｚまでの範囲の周波数を含めることができ
、２．４ＧＨｚスペクトルに、約２．３ＧＨｚから２．５ＧＨｚまでの範囲の周波数を含
めることができるが、他の周波数スペクトルが同等に適する可能性があるので、本発明の
範囲はこれに関して制限されることはない。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、アクセス・ポイント１０２ならびに通信局１０４，１０６，
１０８は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）の、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワ
ークに関するＩＥＥＥ　８０２．１１（ａ／ｈ）、８０２．１１（ｂ）、８０２．１１（
ｇ）、８０２．１１（ｎ）、および／または８０２．１６標準規格を含む標準規格などの
特定の通信標準規格に実質的に従って通信することができるが、アクセス・ポイント１０
２ならびに通信局１０４，１０６，１０８は、地上波デジタル放送（ＤＶＢ－Ｔ）放送標
準規格およびハイパーＬＡＮ（ＨｉｐｅｒＬＡＮ）標準規格を含む他の技術に従って通信
を送信し、かつ／または受信するのに適するものとすることもできる。いくつかの実施形
態では、高スループット・アクセス・ポイント１０２および高スループット通信局１０４
は、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ｎ）通信標準規格に従って動作することができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態によれば、アクセス・ポイント１０２ならびに通信局１０４，１０
６，１０８は、個々のサブキャリア変調割り当てに従ってサブキャリアをシンボル復調す
ることができる。これを、適応ビット・ローディング（ＡＢＬ：adaptive bit loading）
と呼ぶことがある。したがって、１つまたは複数のビットを、サブキャリア上で変調され
た１つのシンボルによって表すことができる。個々のサブキャリアの変調割り当ては、そ
のサブキャリアのチャネル特性またはチャネル条件に基づくものとすることができるが、
本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。いくつかの実施形態では、サブキャ
リア変調割当は、シンボルあたり０ビットからシンボルあたり１０ビット以上までの範囲
にわたることができる。変調レベルに関して、サブキャリア変調割当に、シンボルあたり
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１ビットを通信する２相位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、シンボルあたり２ビットを通信する
４相位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、シンボルあたり３ビットを通信する８ＰＳＫ、シンボル
あたり４ビットを通信する１６－直交振幅変調（１６－ＱＡＭ）、シンボルあたり５ビッ
トを通信する３２－ＱＡＭ、シンボルあたり６ビットを通信する６４－ＱＡＭ、シンボル
あたり７ビットを通信する１２８－ＱＡＭ、およびシンボルあたり８ビットを通信する２
５６－ＱＡＭを含めることができる。より高いサブキャリアあたりのデータ通信レートを
有する変調オーダ（modulation order）も使用することができる。
【００１８】
　図２に、本発明のいくつかの実施形態によるＯＦＤＭパケットを示す。ＯＦＤＭパケッ
ト２００に、ショート・プリアンブル２０２、ロング・プリアンブル２０４、信号ヘッダ
２０６、およびデータ・ユニット部２０８が含まれる。いくつかの実施形態では、パケッ
ト２００を、高スループット・アクセス・ポイント１０２（図１）および／または高スル
ープット通信局１０４（図１）などの高スループット通信局によって送信することができ
る。これらの実施形態では、パケット２００を、複数の空間チャネルで送信することがで
きる。いくつかの実施形態では、パケット２００を、物理プロトコル・データ単位（ＰＰ
ＤＵ：physical protocol data unit）と呼ぶことがあるが、本発明の範囲はこれに関し
て制限されることはない。
【００１９】
　ショート・プリアンブル２０２を、周波数オフセット推定、利得制御、および／または
フレーム検出を実行するために高スループット通信局によって受信することができる。い
くつかの実施形態では、ショート・プリアンブル２０２を、マルチ入力マルチ出力（ＭＩ
ＭＯ：multi-input multi-output）ショート・プリアンブルと呼ぶことがあるが、本発明
の範囲はこれに関して制限されることはない。ロング・プリアンブル２０４を、チャネル
推定を含むより正確な周波数推定を実行するために高スループット通信局によって受信す
ることができる。いくつかの実施形態では、ロング・プリアンブル２０４をＭＩＭＯロン
グ・プリアンブルと呼ぶことがあるが、本発明の範囲はこれに関して制限されることはな
い。
【００２０】
　信号ヘッダ２０６は、やはりプリアンブルの一部であるが、たとえばサブキャリア変調
割り当ておよびデータ・ユニット部２０８の復調に関する他の情報を含む、データ・ユニ
ット部２０８の周波数および／またはチャネル化構造に関する情報を含むことができる。
いくつかの実施形態では、追加のトレーニング・フィールド２１０を含めることができる
。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、データ・ユニット部２０８を、物理サービス・データ単位（
ＰＳＤＵ：physical service data unit）と呼ぶことがあるが、本発明の範囲はこれに関
して制限されることはない。データ・ユニット部２０８は、パケット２００のデータを搬
送することができるが、すべてのパケットに必要ではない。
【００２２】
　本発明の実施形態によれば、プリアンブル２０４に、既知の値の長いトレーニング・シ
ーケンスを含めることができる。既知のトレーニング・シーケンスに、２つの長いトレー
ニング・シンボルを含めることができる。本発明のいくつかの実施形態によれば、ロング
・プリアンブル２０４を、標準スループット通信局と高スループット通信局の両用によっ
て読取り可能とすることができる。
【００２３】
　データ・ユニット部２０８に、チャネルのデータ・サブキャリアで送信されるデータ・
シンボルが含まれる。いくつかの実施形態では、データ・ユニット部２０８を、通信局の
動作モードに応じて異なる形で構成することができる。たとえば、高スループット動作の
ために、データ・ユニット部に、より高いスループットを達成するために各空間チャネル
のサブキャリアで送信されるデータ・シンボルを含めることができる。この場合に、各空
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間チャネルは、その上で送信されるデータ・ストリームを分離することができる。より低
いパケット誤り率動作のために、データ・ユニット部２０８に、各空間チャネルの対応す
るサブキャリアで送信される同一のデータ・シンボルを含めることができる。この場合に
、各空間チャネルは、実質的に同一のデータ・ストリームをその上で送信させることがで
きる。中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動作のために、データ・ユニット
部２０８に、空間チャネルのいくつかの対応するサブキャリアで送信される同一のデータ
・シンボルを含めることができ、他の空間チャネルで送信される異なるデータ・シンボル
を含めることができる。この場合に、４つの空間チャネルが使用される場合に、１つのデ
ータ・ストリームを、２つの空間チャネル上で送信することができ、もう１つのデータ・
ストリームを、他の２つの空間チャネル上で送信することができるが、本発明の範囲はこ
れに関して制限されることはない。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、より低いパケット誤り率動作のために、データ・ユニット部
に、各空間チャネルの対応するサブキャリアで送信される空間ストリームの線形組合せが
含まれる。いくつかの実施形態では、中間のスループットおよび中間のパケット誤り率動
作のために、データ・ユニット部に、空間チャネルの少なくとも一部の対応するサブキャ
リアで送信される空間ストリームの線形組合せを含めることができ、他の空間チャネルの
少なくともいくつかで送信される異なるデータ・シンボルが含まれる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、高スループット・アクセス・ポイントおよび高スループット
・通信局は、アソシエーション（association）を実行することができる。アソシエーシ
ョン・プロセスは、とりわけ、受信側局は、対応する複数の空間チャネルを介して直交周
波数分割多重信号を受信する複数のアンテナを有することを送信局側に知らせることがで
きる。
【００２６】
　図３Ａおよび図３Ｂに、本発明のいくつかの実施形態によるトレーニング・シーケンス
の送信を示す。トレーニング・シーケンス３００を、プリアンブル２０４（図２）などの
パケット・プリアンブルの第１部分の間に送信することができ、トレーニング・シーケン
ス３０２を、フィールド２１０（図２）などのパケット・プリアンブルの第２部分の間に
送信することができる。いくつかの実施形態では、トレーニング・シーケンス３０２を、
信号ヘッダ２０６（図２）の一部として送信することができる。トレーニング・シーケン
ス３００，３０２は、同一のシーケンスとすることができるが、本発明の範囲はこれに関
して制限されることはない。いくつかの実施形態では、シーケンスのトーンを、空間チャ
ネルのサブキャリア周波数の間に分散させることができる。たとえば、高スループット通
信局は、４つの空間チャネル（すなわち、空間チャネル３０４，３０６，３０８，３１０
）を使用する場合に、トレーニング・シーケンス３００に、第１アンテナを使用して第１
空間チャネル３０４を介して第１サブキャリア周波数３５１で送信される第１トーン３１
２を含めることができる。第２トーン３１４を、第２アンテナを使用して、第２空間チャ
ネル３０６を介して第２サブキャリア周波数３５２で送信することができる。第３トーン
３１６を、第３アンテナを使用して、第３空間チャネル３０８を介して第３サブキャリア
周波数３５３で送信することができる。第４トーン３１８を、第４アンテナを使用して、
第４空間チャネル３１０を介して第４サブキャリア周波数３５４で送信することができる
。第５トーン３２０を、第１アンテナを使用して、第１空間チャネル３０４を介して第５
サブキャリア周波数３５５で送信することができる。第６トーン３２２を、第２アンテナ
を使用して、第２空間チャネル３０６を介して第６サブキャリア周波数３５６で送信する
ことができる。第７トーン３２４を、第３アンテナを使用して、第３空間チャネル３０８
を介して第７サブキャリア周波数３５７で送信することができる。この送信技術を、トレ
ーニング・シーケンスの長さ全体にわたって実行することができる。
【００２７】
　この例からわかるように、各空間チャネルは、トレーニング・トーンが送信されない、
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いくつかのサブキャリアを有する。この例では、トレーニング・トーンは、４つおきのサ
ブキャリアで送信される。これは、単一チャネルを使用し（たとえば、空間チャネルなし
で）すべてのサブキャリア周波数でトレーニング・トーンを送信する多くの従来の技術と
異なる。たとえば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ標準規格によるトレーニング・シーケンス
では、すべてのサブキャリア周波数でトレーニング・トーンを送信する。
【００２８】
　本発明の実施形態によれば、トレーニング・シーケンス３０２を、トレーニング・シー
ケンス３００に関してシフトすることができ、その結果、シーケンス３００の送信に使用
されないいくつかのサブキャリア周波数は、シーケンス３０２で使用されるようになる。
いくつかの実施形態では、シーケンス３００の送信に使用されるサブキャリア周波数は、
シーケンス３０２の送信に使用されないが、本発明の範囲はこれに関して制限されること
はない。図３Ｂに、サブキャリアの間に分散するトレーニング・トーンのシフトの１つの
形を示すが、本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。
【００２９】
　トレーニング・シーケンス３０２では、トレーニング・トーンは、右にサブキャリア周
波数２つ分だけシフトされている。第１トーン３１２を、第３アンテナを使用して、第３
空間チャネル３０８を介して第１サブキャリア周波数３５１で送信することができる。第
２トーン３１４を、第４アンテナを使用して、第４空間チャネル３１０を介して第２サブ
キャリア周波数３５２で送信することができる。第３トーン３１６を、第１アンテナを使
用して、第１空間チャネル３０４を介して第３サブキャリア周波数３５３で送信すること
ができる。第４トーン３１８を、第２アンテナを使用して、第２空間チャネル３０６を介
して第４サブキャリア周波数３５４で送信することができる。第５トーン３２０を、第３
アンテナを使用して、第３空間チャネル３０８を介して第５サブキャリア周波数３５５で
送信することができる。第６トーン３２２を、第４アンテナを使用して、第４空間チャネ
ル３１０を介して第６サブキャリア周波数３５６で送信することができる。第７トーン３
２４を、第１アンテナを使用して、第１空間チャネル３０４を介して第７サブキャリア周
波数３５７で送信することができる。この送信技術を、トレーニング・シーケンスの長さ
全体にわたって実行することができる。この例では、トレーニング・シーケンス３００，
３０２に、１、１、－１、－１、１、１、－１、…から始まるトレーニング・シーケンス
が示されているが、本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。
【００３０】
　トレーニング・シーケンス３００，３０２を、図３Ａおよび図３Ｂで、４つの空間チャ
ネルおよび４つの対応するアンテナを使用する本発明の実施形態について説明したが、他
の個数の空間チャネルおよび対応するアンテナを使用することもできるので、これは要件
ではない。たとえば、Ｎ個の送信アンテナを含むシステムでは、既知の直交トレーニング
・シーケンスのＮ個おきの値を、ＯＦＤＭパケット・プリアンブルの第１部分の間に空間
チャネルの個々のサブキャリアで個別に送信することができ、トレーニング・シーケンス
の値を、ＯＦＤＭパケット・プリアンブルの第２部分の間の送信のためにＮ個より少ない
サブキャリア分だけシフトすることができる。いくつかの実施形態では、Ｎを、１より大
きく１００より小さい任意の整数とすることができる。
【００３１】
　４つの空間チャネルの場合に、シーケンス内の４つおきの値を、同一のアンテナで送信
することができ、トレーニング・トーンを、プリアンブルの第２部分の間のシーケンスの
送信のために１位置、２位置、または３位置のいずれかだけシフトすることができる。た
とえば８つの空間チャネルの場合に、シーケンス内の８つおきの値を、同一のアンテナで
送信することができ、トレーニング・トーンを、プリアンブルの第２部分の間のシーケン
スの再送信のために７つまでの位置だけシフトすることができる。いくつかの実施形態で
は、トーンは、最初の送信に使用されるサブキャリア位置と再送信に使用されるサブキャ
リア位置との間のほぼ中間にシフトされる場合に、よりよいチャネル推定を受信機で行う
ことができる。いくつかの実施形態では、受信する局は、補間（interpolation）を実行
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して、パケット・プリアンブルのどの部分の間にもトレーニング・トーンを送信されない
サブキャリアについてチャネル推定を判定することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、補間を使用して、複数の送信アンテナのそれぞれの０トーン
でのチャネル係数を判定することができる。いくつかの実施形態では、補間に、線形あて
はめ、ハミング・ウィンドウ、ハニング・ウィンドウ、またはスクエア・ルート・レイズ
ド・コサイン（square root raised cosine）などのフィルタを使用することができるが
、本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。チャンネル推定の品質は、より大
きいフィルタを用いて改善することができるが、複雑さも増える可能性がある。シミュレ
ーションを使用して、正確な補間フィルタを決定することができる。図３Ａおよび図３Ｂ
に示されたシーケンスは、１つのトーンだけを未トレーニングのままにすることができる
。実際には、特に３つ以上の送信アンテナについて、２つ以上のトーンのギャップを設け
ることができるが、これは、より大きい補間フィルタを必要とする可能性がある。チャネ
ルで経験され得るマルチパス遅延スプレッドが大きいほど、大きい補間フィルタが必要に
なる可能性がある。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、トレーニング・シーケンスを、任意の既知のシーケンスとす
ることができ、擬似ランダム・ノイズ（ＰＲＮ）シーケンスを含むほとんどすべての直交
シーケンスまたは擬似直交シーケンスとすることができるが、本発明の範囲はこれに関し
て制限されることはない。
【００３４】
　シーケンス３００，３０２を、ロング・パケット・プリアンブル２０４（図２）として
の使用に関して説明したが、トレーニング・シーケンス３００または３０２のいずれもが
、ショート・パケット・プリアンブル２０２（図２）としての使用にも適する可能性があ
るが、他のシーケンスも適する。いくつかの実施形態では、ショート・パケット・プリア
ンブル２０２（図２）に、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ標準規格に従って４つおきのサブキ
ャリア周波数で送信されるトレーニング・トーンを含めることができる。これらの実施形
態の一部で、ショート・パケット・プリアンブル２０２（図２）を含む同一のトレーニン
グ・トーンを、各空間チャネルの４つおきのサブキャリア周波数で送信することができる
（たとえば、すべての送信アンテナで同時に）。
【００３５】
　いくつかの他の実施形態では、ショート・パケット・プリアンブル２０２（図２）を含
むトレーニング・トーンを、空間チャネルの間に分散する４つおきのサブキャリア周波数
で送信することができる。いくつかの他の実施形態では、ショート・パケット・プリアン
ブル２０２（図２）を含むトレーニング・トーンを、単一のアンテナでまたは単一の空間
チャネルを介して４つおきのサブキャリア周波数で送信することができる。これらの実施
形態では、最良のチャネル条件を有するアンテナまたは空間チャネルを選択することがで
きる。さらに別の実施形態では、ショート・パケット・プリアンブル２０２（図２）を含
むトレーニング・トーンを、空間チャネルのそれぞれの４つおきのサブキャリア周波数で
送信することができ、直交重みの組を使用して、コヒーレンス帯域幅上の信号に重みをつ
けることができる。標準スループット通信装置１０６，１０８（図１）ならびに高スルー
プット通信装置１０４（図１）は、ショート・パケット・プリアンブル２０２（図２）を
受信し、それ相応に処理することができなければならない。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、より強く周波数選択的なチャネルのためにより正確な補間が
必要な場合に、追加のトレーニング・フィールド２１０（図２）を使用することができる
。いくつかの実施形態では、追加のトレーニング・フィールド２１０に、シーケンス３０
２のトーンなど、シフトされたトレーニング・トーンを含めることができる。これらの実
施形態では、おそらく改善されたチャネル推定実行のために、ロング・プリアンブル２０
４（図２）からのチャネル推定と、フィールド２１０（図２）からのチャネル推定との平
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均をとることができる。いくつかの実施形態では、トレーニング・フィールド２１０にシ
フトされたトレーニング・トーンが含まれる場合に、プリアンブル２０４および信号ヘッ
ダ２０６に、シフトされていないトレーニング・トーンを含めることができる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、より最適なチャネル推定のために、異なる送信アンテナおよ
び／または空間チャネル上の時間的プリアンブル・シーケンスを、直交とすることができ
る。送信アンテナ上の時間的プリアンブル・シーケンスに、ロング・プリアンブル２０４
（図２）および部分２１０の追加のＭＩＭＯトレーニング中に送信されるシンボルを含め
ることができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、信号ヘッダ２０６（図２）を、ロング・プリアンブル２０４
（図２）中に使用されるものと同一のトレーニング・パターンを使用して、複数の送信ア
ンテナおよび／または空間チャネルで送信することができる。標準スループット通信局は
、ロング・プリアンブル中にチャネルを推定することができるので、信号ヘッダ中の同一
チャネルを正しく復号するために、その同一チャネルを見ることができる。信号ヘッダ２
０６（図２）に、物理パケットの持続時間を含めることができ、標準スループット通信局
は、そのＮＡＶをセットするためにこの情報を復号することができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、データ・ユニット部２０８（図２）に、空間周波数時間コー
ド（space-frequency-time code）を使用して符号化されたデータを含めることができる
。高スループット通信局は、信号ヘッダ２０６（図２）内の情報に基づいて（たとえば、
予約済みビットを使用することによって）これらを復号することができ、標準スループッ
ト通信局は、このフィールドを受信した場合にエラーを観察することができる。いくつか
の実施形態では、標準スループット通信局は、信号ヘッダ２０６（図２）中に読取られた
レートおよび長さを尊重することができ、その持続時間の間に沈黙を保つことができる。
【００４０】
　信号ヘッダ・フィールド２０６（図２）で送信されるレートおよび長さは、標準スルー
プット通信局によって読取り可能な有効な値とすることができる。いくつかの実施形態で
は、高スループット・アクセス・ポイントは、データ・ユニット部２０８（図２）および
／または肯定応答（ＡＣＫ）パケットを保護するためにＯＦＤＭパケットの持続時間に関
して不正な情報を供給する場合があるが、本発明の範囲はこれに関して制限されることは
ない。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、追加のシグナリング・ヘッダ（たとえば、新しいＭＩＭＯ　
ＰＬＣＰヘッダ）を、トレーニング・フィールドの後に追加して、変調タイプ（たとえば
、ダイバーシチまたは多重化）に関するより多くの情報を伝えることができる。これらの
実施形態では、高スループットの送信局側が、ある他の手段によって最適変調タイプを既
に決定している場合があり、ワイヤレス・チャネルが十分に静止している場合に古いチャ
ネル推定を使用している場合がある。いくつかの実施形態では、高スループットの送信局
側は、他の宛先宛のパケットをスヌープすることによってチャネルを推定している場合が
あり、相互作用を使用することによってチャネルを推定している場合がある。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、上で述べたプリアンブルを、アップリンク空間分割多重接続
（ＳＤＭＡ）技術と共に使用することができる。これらの実施形態では、異なるトーンを
異なる送信アンテナで送信するのではなく、異なる通信局は、交番トーンで送信すること
ができる。これらの実施形態では、高スループット・アクセス・ポイントは、通信局ごと
にチャネルを補間することができ、アップリンク・データ・ユニット中にこれらを同時に
復号することができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、トレーニング・トーンに、既知のトレーニング・シーケンス
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を含めることができる。トレーニング・シーケンスは、直交シーケンスまたは擬似直交シ
ーケンスとすることができる。擬似直交シーケンスは、必ずしも数学的に直交でなくても
よいが、ここでの使用に関して十分に直交とすることができる。いくつかの実施形態では
、第１部分の間に送信されるトレーニング・シーケンスに、複数の繰り返されるサブシー
ケンスが含まれ、第２部分の間に送信されるトレーニング・シーケンスに、複数の繰り返
されるサブシーケンスが含まれる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、トレーニング・トーンを、パケット・プリアンブルの後続部
分で送信することができる。パケット・プリアンブルのうちでトレーニング・トーンを含
む部分の個数は、送信するアンテナの個数に対応するものとすることができる。たとえば
、通信局は、送信に２つのアンテナを使用する場合に、トレーニング・トーンを、パケッ
ト・プリアンブルの第１部分で送信することができ、パケット・プリアンブルの第２部分
の間に、前に説明したようにシフトして再送信することができる。たとえば、通信局は、
送信に３つのアンテナを使用する場合に、パケット・プリアンブルの第３部分を、トレー
ニング・トーンを再送信するために含めることができ、このトレーニング・トーンを、さ
らにシフトすることができる。本発明の実施形態に、Ｍ個の送信アンテナを含む通信局が
含まれ、ここで、パケット・プリアンブルのＭ個までの部分が含まれ、Ｍは、１００未満
の任意の整数とすることができる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、単一の送信アンテナからの送信を期待する標準スループット
通信局は、少なくとも、ロング・パケット・プリアンブル２０４（図２）の第１部分と、
第１部分と同一のトレーニング・パターンを使用して送信される信号ヘッダ・フィールド
２０６（図２）とを受信する。標準スループット送信局は、信号ヘッダ・フィールド２０
６（図２）の処理に応答してネットワーク・アロケーション・ベクトルをセットすること
ができ、後続の所定のタイム・フレーム中に送信をやめることができる。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、プリアンブルの第１部分および信号ヘッダ・フィールド２０
６（図２）を、単一の送信アンテナからの送信を期待するデバイス（たとえば、レガシま
たは高スループット）が認識できる任意のシグナリングを使用して、複数の送信アンテナ
から送信することができる。プリアンブルの第２部分およびＰＳＤＵは、必ずしもそのよ
うなデバイスによって読取り可能でない場合がある。というのは、このシグナリングは、
複数の送信アンテナ（すなわち、事前に指定された個数Ｍ、ただしＭ＞１）を期待するデ
バイスを意図されたものであるからである。そのようなシグナリングの１例が、図３Ａお
よび図３Ｂに示されている。いくつかの他の実施形態では、同一のプリアンブルを、すべ
ての送信アンテナで送信することができる。いくつかの他の実施形態では、ＩＥＥＥ　８
０２．１１ａプリアンブルの線形組合せを送信アンテナのそれぞれで送信することができ
、受信機は、信号がそれらのアンテナから送信されたことを知る必要がない。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態は、遅延ダイバーシチ（delay diversity）を使用するこ
とができる。これらの実施形態では、時間信号を、第ｍアンテナで、第１アンテナに関し
て（ｍ－１）＊ｄ時間サンプルだけ遅延させることができ、ここで、ｄは最小遅延である
。遅延は、他の値をとることができ、間隔（ｄ）の線形倍数に制限されない。異なる送信
シグナリング方式は、異なる性能をもたらす場合がある。
【００４８】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態によるパケット送信手順のフロー・チャートであ
る。手順４００は、高スループット・アクセス・ポイント１０２（図１）または高スルー
プット通信装置１０４（図１）などの高スループット通信局によって実行することができ
る。いくつかの実施形態では、高スループット・アクセス・ポイントが手順４００を実行
する場合に、高スループット通信局ならびに標準スループット通信局の両方は、送信され
たＯＦＤＭパケットを受信し、かつ／または処理することができる。
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【００４９】
　動作４０２で、アソシエーションを実行することができる。アソシエーションに、通信
局は、そのデバイスがそれを介して通信できる空間チャネルおよび／またはアンテナの個
数を含む通信機能を判定することを含めることができる。
【００５０】
　動作４０４で、ショート・トレーニング・プリアンブル２０２（図２）などのショート
・プリアンブルを送信することができる。このショート・トレーニング・プリアンブルは
、上で述べたように、空間チャネルの間に分散するトレーニング・トーンを有することが
できる。
【００５１】
　動作４０６で、ロング・トレーニング・プリアンブルの第１部分を送信する。ロング・
トレーニング・プリアンブルの第１部分は、トレーニング・シーケンスを含むことができ
、トレーニング・シーケンス３００（図３Ａ）に従うものとすることができる。いくつか
の実施形態では、トレーニング・トーンを、直交周波数分割多重パケット・プリアンブル
の第１部分の間に複数の空間チャネルを介して送信することができる。いくつかの実施形
態では、トレーニング・トーンを、空間チャネルのサブキャリア周波数の間に分散させる
ことができる。
【００５２】
　動作４０８で、ロング・トレーニング・プリアンブルの第１部分で送信されたトレーニ
ング・シーケンスを、空間チャネルのサブキャリア位置の間でシフトすることができる。
いくつかの実施形態では、トレーニング・トーンを、空間チャネルの異なるサブキャリア
周波数にシフトすることができる。異なるサブキャリア周波数は、パケット・プリアンブ
ルの第１部分の間の送信に使用されていなかったサブキャリア周波数とすることができる
が、本発明の範囲はこれに関して制限されることはない。
【００５３】
　動作４１０で、トレーニング・シーケンスのシフトされたトレーニング・トーンを、ロ
ング・トレーニング・プリアンブルの第２部分の間に送信することができる。動作４１２
で、信号ヘッダを送信することができる。信号ヘッダは、信号ヘッダ２１０（図２）に従
うものとすることができる。
【００５４】
　動作４１４で、ＯＦＤＭパケットのデータ・ユニット部を送信することができる。一部
のＯＦＤＭパケットに、データ・ユニット部を含めることができ、他のＯＦＤＭパケット
に、データ・ユニット部を含めないことができる。データ・ユニット部は、データ・ユニ
ット部２０８（図２）に従うものとすることができる。高スループット動作のために、デ
ータ・ユニット部に、より高いスループットを達成するために各空間チャネルのサブキャ
リアで送信されるデータ・シンボルが含まれる。この場合に、各空間チャネルは、その上
で別々のデータ・ストリームを送信させることができる。より低いパケット誤り率動作の
ために、データ・ユニット部に、各空間チャネルの対応するサブキャリアで送信される同
一のデータ・シンボルを含めることができる。この場合に、各空間チャネルは、実質的に
同一のデータ・ストリームをその上で送信させることができる。中間のスループットおよ
び中間のパケット誤り率の動作のために、データ・ユニット部に、空間チャネルのいくつ
かの対応するサブキャリアで送信される同一のデータ・シンボルを含めることができ、他
の空間チャネルで送信される異なるデータ・シンボルを含めることができる。
【００５５】
　手順４００の個々の動作を、別々の動作として図示し、説明したが、その個々の動作の
１つまたは複数を、同時に実行することができ、これらの動作が示される順序で実行され
ることは要求されない。
【００５６】
　そうでないと特に述べられない限り、処理、計算、判定、表示、または類似物などの用
語は、処理システムのレジスタおよびメモリ内の物理的（たとえば電子）量として表され
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記憶装置、伝送装置、または表示装置内の物理的量として同様に表された他のデータに変
換することのできる、１つまたは複数の処理システム、コンピューティング・システム、
または類似するデバイスの動作および／または処理を指すことができる。さらに、本明細
書で使用されるコンピューティング・デバイスに、揮発性メモリまたは不揮発性メモリあ
るいはこれらの組合せとすることのできるコンピュータ読取り可能なメモリに結合された
１つまたは複数の処理要素が含まれる。さらに、本明細書で使用されるデータは、ファイ
ルの一部、単一のファイル、ファイル・エクステント、データベース、格納装置パーティ
ション、ボリューム、ボリュームのセット、および類似物を含めることができる、１つま
たは複数の格納データ要素を指す。データは、単一の記憶デバイスに存在する必要がなく
、複数の記憶デバイスにまたがることができる。
【００５７】
　本発明の実施形態を、ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの１つまた
はその組合せで実施することができる。本発明の実施形態を、機械読取り可能な媒体に格
納された命令として実施することもでき、この命令を、本明細書に記載の動作を実行する
ために少なくとも１つのプロセッサによって読取り、実行することができる。機械読取り
可能な媒体に、機械（たとえば、コンピュータ）によって読取り可能な形での情報の格納
または伝送のためのすべての機構を含めることができる。たとえば、機械読取り可能な媒
体に、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、磁
気ディスク格納媒体、光格納媒体、フラッシュ・メモリ・デバイス、電気、光、音響、ま
たは他の形の伝搬される信号（たとえば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号など）、お
よび他を含めることができる。
【００５８】
　要約は、読者が本技術的開示の性質および要点を確かめることを可能にする要約を要求
する37 C.F.R. Section 1.72(b)に従うために提供されるものである。これは、請求項の
範囲または意味を制限しまたは解釈するのに使用されないことの理解のもとで提出される
。
【００５９】
　前述の詳細な説明では、さまざまな特徴が、時々、本開示を能率的にするために単一の
実施形態では一緒にグループ化されている。本主題の請求される実施形態は、各請求項に
明示的に記載されたもの以上の特徴を必要とすることの意図を反映するものとして、この
開示の方法を解釈してはならない。そうではなく、添付請求項に反映されているように、
本発明は、単一の開示された実施形態のすべての特徴より少ないものにある。したがって
、添付請求項は、これによってこの詳細な説明に組み込まれ、各請求項は、別々の好まし
い実施形態として独立している。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による動作環境を示す図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態によるＯＦＤＭパケットを示す図である。
【図３Ａ】本発明のいくつかの実施形態によるトレーニング・シーケンスの送信を示す図
である。
【図３Ｂ】本発明のいくつかの実施形態によるトレーニング・シーケンスの送信を示す図
である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態によるパケット送信手順を示すフロー・チャートで
ある。



(20) JP 4545154 B2 2010.9.15

【図１】 【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】



(21) JP 4545154 B2 2010.9.15

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第０３／０８５８６９（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００３－５２８５２７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１１８５３４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２７１３４０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１７９６１１（ＪＰ，Ａ）
              Jan Boer　et.al.，Backwards compatibility，IEEE 802.11-03/714r0，２００３年　９月，Ｕ
              ＲＬ，ftp://ieee:wireless@ftp.802wirelessworld.com/11/03/11-03-0714-00-000n-backwards-
              compatibility.ppt
              須藤 賢司  大槻 知明 ，周波数選択性フェージング通信路における空間時間周波数ブロック符
              号の特性評価，電子情報通信学会技術研究報告，２００２年　８月２３日，Vol.102, No.282，p
              p. 59-64

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04J  99/00
              H04J  11/00
              H04W  72/04
              H04W  92/10
              IEEE Xplore
              CiNii


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

