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(57)【要約】
　コンピュータによって実施される方法は、複数の局を
含む多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワー
クにおいてアンテナを選択する。各局は、アンテナのセ
ットを含む。連続して送信された複数のサウンディング
パケットが局で受信される。各サウンディングパケット
は、アンテナのセットの異なるサブセットに対応する。
連続して送信された複数のサウンディングパケットから
、チャネル行列が推定される。アンテナのサブセットが
、チャネル行列に従って選択される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の局を含む多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいてアンテナ
を選択するための、コンピュータによって実施される方法であって、各局はアンテナのセ
ットを含み、
　前記方法は、
　連続して送信される複数のサウンディングパケットを局で受信するステップであって、
各サウンディングパケットは、アンテナの前記セットの異なるサブセットに対応し、連続
するパケットの個数はあらかじめ定められている、受信するステップと、
　前記連続して送信される複数のサウンディングパケットからチャネル行列を推定するス
テップと、
　前記チャネル行列に従ってアンテナのサブセットを選択するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記選択されるアンテナは受信アンテナである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択されるアンテナは送信アンテナである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　すべてのステップは、前記ネットワークの媒体アクセスレイヤで動作する、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記サウンディングパケットはデータを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記チャネル行列に従ってビームを選択することをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記局は受信局である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記局は送信局である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記サウンディングパケットは、比較的短い遅延で送信される、請求項１に記載の方法
。
【請求項１０】
　リンクアダプテーション制御フレーム（ＬＡＣ）フレームを送信することであって、そ
れによって、前記アンテナ選択を開始する、送信することをさらに含む、請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記ＬＡＣフレームは、ＬＡＣマスクフィールドを含み、前記ＬＡＣマスクフィールド
は、アンテナ／ビーム選択指示子（ＡＳＩ）フィールドを含む、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記ＬＡＣフレームは変調符号化方式（ＭＣＳ）フィールドを含み、
　前記ＡＳＩフィールドが１に設定される場合、前記ＭＣＳフィールドは、アンテナ／ビ
ーム選択／送信機ビームフォーミング制御（ＡＳＢＦＣ）に使用される、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＡＳＢＦＣフィールドは、
　ＴＸアンテナ／ビーム選択開始（ＴＸＡＳＩ）、
　ＲＸによるＴＸアンテナ／ビーム選択開始（ＴＸＡＳＩ＿ＲＸ）、
　アンテナ／ビーム選択フィードバック（ＡＳＦＢ）、
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　ＲＸアンテナ／ビーム選択開始（ＲＸＡＳＩ）、及び
　ＲＸによるＴＸビームフォーミング開始（ＴＸＢＦＩ＿ＲＸ）
から成る群から選択されるコマンドを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　送信されるべきサウンディングパケットの個数を、前記サウンディングパケットを送信
する局へ送信することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記局は、アンテナの前記選択されたサブセットと、さらなる通信に使用される前記Ｍ
ＣＳとを通信する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記局は、前記サウンディングパケットを送信する局へ、完全なチャネル状態情報を示
す前記チャネル行列を通信する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記チャネル状態情報は、送信ビームフォーミングを行うのに使用される、請求項１６
に記載の方法。
【請求項１８】
　前記サウンディングパケットは、送信／受信較正と共に使用され、それによって、アン
テナの前記サブセットが選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記アンテナ選択は受信局によって開始される、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　ビーム選択が、アンテナ選択の代わりに使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　ジョイントＲＦベースバンド処理が、アンテナ選択の代わりに使用される、請求項１に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記ネットワークは周波数選択性である、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　アンテナの前記サブセットは、送信局及び受信局によって交互に選択される、請求項１
に記載の方法。
【請求項２４】
　複数の局を含む多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいてアンテナ
を選択するためのシステムであって、
　各局はアンテナのセットを含み、
　前記システムは、
　連続して送信される複数のサウンディングパケットを送信するように構成される送信局
であって、各サウンディングパケットは、アンテナの前記セットの異なるサブセットに対
応し、連続するパケットの個数はあらかじめ定められている、送信局と、
　前記連続して送信される複数のサウンディングパケットからチャネル行列を推定し、前
記チャネル行列に従ってアンテナのサブセットを選択するように構成される受信局と
を備えるシステム。
【請求項２５】
　複数の局を含む多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいてアンテナ
を選択するためのシステムであって、
　各局はアンテナのセットを含み、
　前記システムは、
　連続して送信される複数のサウンディングパケットを送信するように構成される受信局
であって、各サウンディングパケットは、アンテナの前記セットの異なるサブセットに対
応し、連続するパケットの個数はあらかじめ定められている、受信局と、
　前記連続して送信される複数のサウンディングパケットからチャネル行列を推定し、前



(4) JP 2009-510898 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

記チャネル行列に従ってアンテナのサブセットを選択するように構成される送信局と
を備えるシステム。
【請求項２６】
　コンピュータプログラムを記憶するコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータプログラムは、各局がアンテナのセットを含む複数の局を含む多入力
多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいて、プロセッサにより実行されると
、
　連続して送信される複数のサウンディングパケットを局で受信するステップであって、
各サウンディングパケットは、アンテナの前記セットの異なるサブセットに対応し、連続
するパケットの個数はあらかじめ定められている、受信するステップと、
　前記連続して送信される複数のサウンディングパケットからチャネル行列を推定するス
テップと、
　前記チャネル行列に従ってアンテナのサブセットを選択するステップと
を前記プロセッサに実行させる、コンピュータプログラム製品。
【請求項２７】
　複数の局を含む多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいてアンテナ
を選択するための、コンピュータによって実施される方法であって、
　各局はアンテナのセットを含み、
　前記方法は、
　連続して送信される複数のサウンディングパケットからチャネル行列を推定するステッ
プであって、各サウンディングパケットは、アンテナの前記セットの異なるサブセットに
対応する、推定するステップと、
　前記チャネル行列に従ってアンテナのサブセットを選択するステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、多入力多出力ワイヤレスローカルエリアネットワークに関し、
より詳細には、このようなネットワークにおいてアンテナ及びビームを選択することに関
する。
【０００２】
［発明の背景］
　多入力多出力（ＭＩＭＯ）技法は、ワイヤレスネットワークの分散環境でシステム容量
を大幅に増加させることができる。しかしながら、一般的なシステムでは、各送受信アン
テナは、別個のＲＦチェーン（変調器／復調器、ＡＤ変換器／ＤＡ変換器、アップコンバ
ータ／ダウンコンバータ、及び電力増幅器を含む）を必要とすることから、アンテナを多
く使用するほど、ハードウェアの複雑度及びコストが増加する。加えて、ベースバンドに
おける処理の複雑度も、アンテナの個数と共に増加する。
【０００３】
　アンテナ／ビーム選択は、複数のアンテナによって提供される容量／ダイバーシティの
増加を依然として利用しながら、ＲＦチェーンの個数を削減することができる。ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）では、局は、通常、高い信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）で動作され、この場合、ダイバーシティは、深いフェージングチャネルからシステム
を保護する際に重要な役割を果たす。さらに、ＷＬＡＮチャネルの状態はゆっくりと変化
することが知られている。したがって、ＷＬＡＮにおいてアンテナ／ビーム選択を行うこ
とは有利である。
【０００４】
　アンテナ／ビーム選択の構想は、或る所定の基準に従って、ビーム選択のために、完全
なチャネル行列（complete channel matrix）又は変換されたチャネル行列（transformed
 channel matrix）から部分行列を選択することである。アンテナ／ビーム選択を行うた



(5) JP 2009-510898 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

めに、完全なチャネル行列は、全体のチャネル状態を測定することをアンテナ選択局に可
能にするトレーニング（サウンディング）フレームを送信することによって推定される。
従来、選択されるすべてのアンテナについてトレーニングフレーム（複数可）を送信する
ことによって、明示的なシグナリングが物理（ＰＨＹ）レイヤ又は媒体アクセス（ＭＡＣ
）レイヤで使用されている。しかしながら、実用的な制限のため、オーバーヘッドが追加
されることは望ましくない。他方、ゆっくりと変化するＷＬＡＮチャネル環境は、ＭＡＣ
レイヤ及びＰＨＹレイヤの変更をほとんど又は全く必要としないより効率的なアンテナ／
ビーム選択トレーニング方式を推奨することができる。
【０００５】
［ＭＡＣレイヤにおけるＩＥＥＥ８０２．１１ｎ　ＷＬＡＮリンクアダプテーション制御
（ＬＡＣ）フレームの構造］
　図１に示すように、参照により本明細書に援用され、ＷｉＦｉとしても知られているＷ
ＬＡＮ　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格は、ＭＩＭＯトレーニング要求及びリンクアダ
プテーション情報の交換をサポートするための、ＭＡＣレイヤで定義されたリンクアダプ
テーション制御フレーム（ＬＡＣ）の仕様を定めている。一般に、制御フレームは、以下
のフィールド、すなわち、ＭＡＣヘッダ１１０と、現在の制御フレームで運ばれている論
理エレメントを示すためのＬＡＣマスク１２０と、送信パラメータを示すための変調符号
化方式（ＭＣＳ）フィードバックフィールド１３０と、エラー検出のためのフレームチェ
ックシーケンス（ＦＣＳ）１４０とを含む。ＭＡＣヘッダ１１０は、どのＭＡＣレイヤパ
ケットにも適用され、フレーム制御１１１と、継続期間１１２と、受信アドレス（ＲＡ）
１１３と、送信アドレス（ＴＡ）１１４とを含む。制御フレームは、ＩＥＥＥ８０２．１
１－０４／０８８９ｒ７の「TGn Sync Proposal Technical Specification」に詳細に記
載されている。この文献は、参照により本明細書に援用される。
【０００６】
　ＬＡＣフレームは、ＭＩＭＯトレーニング要求及びリンクアダプテーション情報の交換
の制御をサポートする。ＬＡＣフレームは、イニシエータ局（initiator station）（送
信機）又はレシピエント局（recipient station）（受信機）のいずれかが送信すること
ができる。
【０００７】
　図２は、ＬＡＣマスクフィールド１２０をより詳細に示している。アンテナ／ビーム選
択を考慮しない場合、ＬＡＣマスクフィールド１２０は、以下のもの、すなわち、ＲＴＳ
（送信要求）１２１と、ＣＴＳ（送信許可）１２２と、ＴＲＱ（ＭＩＭＯトレーニング要
求）１２３と、ＭＲＱ（ＭＣＳフィードバック要求）１２４と、ＭＦＢ（ＭＣＳフィード
バック）１２５とを含む。３ビット１２６は予約されている。ＭＣＳフィードバックの場
合、すなわち、ＭＦＢ＝１の場合には、ＭＣＳセットが、図１の「ＭＣＳフィードバック
」フィールド１３０に示される。
【０００８】
［ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ　ＷＬＡＮの閉ループＭＩＭＯトレーニング方法］
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤのサービスア
クセスポイント（ＳＡＰ）において毎秒１００メガビット（Ｍｂｐｓ）のスループットを
必要とする。ＷＬＡＮ環境のチャネルプロパティに基づいて、スループットの増加には、
送信ビームフォーミング（ＴＸＢＦ）、ＭＣＳアダプテーション、及びアンテナ／ビーム
選択を含めて、閉ループ方式が好ましい。
【０００９】
　各ＰＨＹレイヤパケットは、プリアンブル及びデータの２つの部分によって構成される
。ＰＨＹパケットプリアンブルは、受信機におけるチャネル推定のためのトレーニング情
報を含む。通常、従来のＰＨＹレイヤパケットでは、トレーニングフィールドに示される
アンテナ又は空間的ストリームの個数は、ＭＩＭＯチャネルによって提供される最大数よ
りも少なくすることができる。サウンディングパケットは特定のＰＨＹレイヤパケットで
あり、（どれだけ多くのデータストリームがそのデータ部分を送信するのに使用されてい
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るかに関わらず）ＭＩＭＯチャネルの利用可能なすべてのデータストリームのトレーニン
グ情報を含む。システムでサウンディングパケットの概念が適用されないとき、ＰＨＹレ
イヤトレーニングパケットのカテゴリーとして代替的なものは、ＭＩＭＯチャネルの利用
可能なすべてのデータストリームを利用するＭＣＳセットを実施するものであり、その結
果、プリアンブルだけがＭＩＭＯチャネルの全トレーニング情報を含むのではなく、デー
タ部分もまた、利用可能なすべてのデータストリームを使用して送信される。
【００１０】
［ＭＣＳトレーニングプロセス］
　図３は、ＭＣＳアダプテーションのための従来のＭＩＭＯトレーニングプロセスを示し
ている。イニシエータ（送信）局ＳＴＡ　Ａ３０１は、ＭＲＱ＝１を有するＬＡＣフレー
ム３１０をレシピエント（受信）局ＳＴＡ　Ｂ３０２へ送信する。また、イニシエータは
、サウンディングパケットを信号で伝えるように自身のＰＨＹレイヤに要求する。レシピ
エント３０２は、ＭＲＱ及びサウンディングパケットの受信に応答して、ＭＩＭＯチャネ
ルを推定し、現在のチャネルに適切なＭＣＳセットを決定する。その後、レシピエントは
、１に設定されたＭＦＢを有するＬＡＣフレーム３２０をイニシエータへ返答する。ＭＣ
Ｓフィードバックフィールド１３０は、選択されたＭＣＳセットを含む。
【００１１】
　レシピエント３０２は、完全なＭＩＭＯチャネル知識を有する時はいつでも、一致する
ＭＲＱ要素なしで、ＭＣＳを決定し、ＭＦＢをＭＣＳフィードバックで直接送信すること
により、ＭＣＳトレーニングプロセスを開始することもできる。これは、非請求アダプテ
ーション（unsolicited adaptation）と呼ばれる。
【００１２】
［ＴＸＢＦトレーニングプロセス］
　図４は、従来の送信ビームフォーミング（ＴＸＢＦ）トレーニングプロセスを示してい
る。イニシエータ３０１は、１に設定されたＴＲＱを有するＬＡＣフレーム４１０をレシ
ピエント３０２へ送出する。ＴＲＱの受信に応答して、レシピエントは、サウンディング
パケット４２０をイニシエータへ返信する。イニシエータは、サウンディングパケットを
受信すると、ＭＩＭＯチャネルを推定し、自身のビームフォーミングステアリング行列を
更新する。これまで、レシピエントが開始するＴＸＢＦトレーニングは定義されていない
。
【００１３】
　アンテナ選択では、いくつの従来技術のトレーニング方法は、選択されるすべてのアン
テナのトレーニング情報を含む単一のＰＨＹレイヤトレーニングフレーム（たとえば、サ
ウンディングパケット）を使用し、異なるアンテナサブセットは、その後、この単一のト
レーニングフレーム用にＲＦチェーンに接続される。これは、既存のトレーニングフレー
ム設計にオーバーヘッドを導入する。
【００１４】
　別のトレーニング方法では、送信局及び受信局の双方がチャネル推定及びアンテナ選択
を行えるように、トレーニングフレームの長いシーケンスが、受信局から送信局へ送信さ
れ、これに応答して、送信局は、トレーニングフレームの短いシーケンスを送信する。こ
れについては、２００５年５月１１日にAndreas Molisch、Jianxuan Du、及びDaqing Gu
によって出願された「Training Frames for MIMO Stations」という発明の名称の米国特
許出願第１１／１２７００６号明細書を参照されたい。この米国特許出願は、参照により
本明細書に援用される。
【００１５】
［発明の概要］
　本発明は、ＭＩＭＯワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）においてアン
テナ／ビームを選択するためのトレーニング方法を提供する。本方法は、ＭＡＣレイヤで
動作する。従来技術のアンテナ／ビーム選択トレーニング方法と比較して、本発明による
方法は、ＰＨＹレイヤの変更を必要としない。
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【００１６】
　本トレーニング方法は、「サウンディングパケット」として指定された複数のトレーニ
ングフレームを連続して高速で送信する。チャネル全体の特性をサウンディングパケット
の受信機が推定できるように、各サウンディングパケットは、従来のＰＨＹレイヤ設計に
準拠し、且つ、利用可能なすべてのアンテナの異なるサブセットごとにある。サウンディ
ングパケットを受信した受信機は、送信アンテナ又は受信アンテナを選択することができ
る。このトレーニング方法は、全体がＭＡＣレイヤで動作する。
【００１７】
　トレーニングとデータの転送とは同時に行われるので、サウンディングパケットは、ア
ンテナ／ビームを選択するためにＭＩＭＯチャネルをトレーニングすることに加えて、本
方法を極めて効率的にするデータも含むことができる。本方法は、ＭＡＣレイヤで動作す
るので、ＭＡＣレイヤ及びＰＨＹレイヤの双方で動作する従来の方法よりもオーバーヘッ
ドが少ない。
【００１８】
　さらなる利点として、本方法は、受信機によって開始される送信ビームフォーミングト
レーニングプロセス等の、一般的な閉ループＭＩＭＯシステムに拡張することができる。
また、本アンテナ／ビーム選択トレーニング方法は、送信ビームフォーミングと組み合わ
せて、さらなる性能改善を達成することができる。
【００１９】
［好ましい実施形態の詳細な説明］
　図５Ａは、本発明の一実施形態による多入力多出力（ＭＩＭＯ）ワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）１００を示している。このネットワークは、第１の局（Ｓ
ＴＡ　Ａ）５１０及び第２の局（ＳＴＡ　Ｂ）５２０を含む。いずれの局も受信モード又
は送信モードで動作することができる。一般に、データを送信する局は送信局と呼ばれ、
データを受信する局は受信局と呼ばれる。
【００２０】
　「セット」は、１つ又は２つ以上の要素を含むものとして定義され、「サブセット」の
要素の個数は、対応するセットの要素の個数以下である。
【００２１】
　各局は、スイッチ５３０によってアンテナ５０３のセットに接続される、受信（Ｒｘ）
ＲＦチェーン５０１のセット及び送信（Ｔｘ）ＲＦチェーン５０２のセットを含む。一般
に、アンテナの個数は、ＲＦチェーンの個数よりも多い。したがって、本明細書で説明す
るようなトレーニングフェーズの期間中、本発明の一実施形態による方法５４０によって
、アンテナのサブセットが、利用可能な全アンテナのセットから選択される。この選択方
法は、送信機又は受信機のいずれによっても開始することができ、この選択は、送信機又
は受信機のいずれにおいても行うことができる。
【００２２】
　図５Ｂに示すように、アンテナは、連続して送信された複数のサウンディングパケット
５６１を局で受信する（５６２）ことによって選択される（５４０）。本明細書において
、所定数のパケットを「連続して」送信する又は受信するとは、パケットが、それらの間
に介在する他のパケットなしで、いずれかの方向に「次々に」送信されることを意味する
ものと定義される。また、パケットの個数は、サウンディングパケットが送信される前に
双方の局に知られている。好ましくは、サウンディングパケットは、比較的短い遅延で送
信され、本明細書では、リンクアダプテーション制御（ＬＡＣ）フレームと呼ばれる。
【００２３】
　チャネル行列５６４は、サウンディングパケットから推定され（５６３）、アンテナの
サブセット５６６は、チャネル行列に従って選択される（５６５）。
【００２４】
　本方法は、レシピエント局（たとえばＳＴＡ　Ｂ５２０）によって開始される閉ループ
ＭＩＭＯトレーニングに使用することもできる。オーバーヘッドを最小にするために、ト
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レーニングプロセスは全体がメディアアクセス（ＭＡＣ）レイヤで動作し、物理（ＰＨＹ
）レイヤに対してトランスペアレントである。
【００２５】
［アンテナ／ビーム選択を伴うＭＩＭＯシステムのシステムモデル］
　ＭＩＭＯ　ＷＬＡＮ１００では、送信機、すなわちイニシエータ局Ａは、ＮA個のアン
テナからなるセットを有し、受信、すなわちレシピエント局Ｂは、ＮB個のアンテナから
なるセットを有する。フラットフェージングチャネル５５０における送信信号と受信信号
との関係は、
【００２６】
【数１】

【００２７】
として表すことができる。ここで、ｒBは、ＮB_SS×１の受信信号ベクトルであり、ｓAは
、ＮA_SS×１の送信信号ベクトルであり、ＨA→Bは、ＮB×ＮAのチャネル行列である。雑
音ベクトルｎは、分散Ｎ0を有する独立同一分布（ｉ．ｉ．ｄ．）ゼロ平均円形複素ガウ
ス確率変数であるＮB×１のエントリーを有する。ＦAは、ＮA×ＮA_SSの送信アンテナ／
ビーム選択行列であり、ＦBは、ＮB×ＮB_SSの受信アンテナ／ビーム選択行列である。選
択に使用されるこれらの行列は、純粋にアンテナを選択するための単位行列の部分行列で
ある。ビームフォーミングの場合、これらの行列は、ユニタリ行列の直交変換された列を
含む。アンテナ／ビーム選択後の等価なチャネル行列は、ＮB_SS×ＮA_SS行列
【００２８】

【数２】

【００２９】
である。この行列は、チャネル行列ＨA→Bの部分行列、又は、ビーム選択用の変換された
チャネル行列の部分行列である。上付き文字「Ｈ」は、共役転置を意味し、この共役転置
は、ここでは、受信機による選択に使用される。
【００３０】
　ＦA／ＦBを求めることは、通常、チャネル５５０の容量及び信号対雑音比（ＳＮＲ）を
最適化するために行われる。ここで、一方の側のアンテナ／ビーム選択のみを考える。す
なわち、ＦA及びＦBのうちの少なくとも一方は単位行列に等しく、対応するＲＦチェーン
の個数はアンテナの個数に等しい。
【００３１】
　アンテナ選択は、送信ＲＦチェーン５０２の出力信号を選択された送信アンテナに切り
換えることによって、又は、選択された受信アンテナの入力信号を受信ＲＦチェーン５０
１に切り換えることによって行われる。ビーム選択について、選択５４０は、選択行列の
すべての要素の大きさが０又は１のいずれかである場合に、位相シフタ、スイッチ、及び
線形結合器を使用してＲＦドメインで実施することができる。これについては、Sudarsha
n, P.、Mehta, N.B.、Molisch, A. F.、Zhang, J.著「Spatial Multiplexing and Channe
l Statistics-Based RF Pre-Processing for Antenna Selection」（Globecom, November
 2004）を参照されたい。この文献は、参照により本明細書に援用される。
【００３２】
　いずれの場合でも、送信信号／受信信号の変調／復調を行うのに必要とされるＲＦチェ
ーンの個数は、利用可能な送信アンテナ／受信アンテナの総数よりも少ない。したがって
、システムのコストは削減される。初期アソシエーションフェーズの期間中、局は、ＲＦ
チェーンの個数、アンテナ素子の個数、及びアンテナ／ビーム選択のタイプについての情
報を交換する。詳細には、フィードバックパケットに含まれる情報のタイプ（たとえば、
その情報のタイプが、使用されるアンテナのインデックスであるか、及び／又は、全（瞬
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時）チャネル状態情報であるか、及び／又は、平均チャネル状態情報であるか）が、その
時間中に送信され、又は代替的に、フィードバックパケットの一部として送信される。
【００３３】
［ＭＩＭＯアンテナ／ビーム選択のＭＡＣベースのトレーニング方式］
［ＬＡＣフレーム］
　図５Ｃは、本発明の一実施形態によるリンクアダプテーション制御（ＬＡＣ）フレーム
の構造を示している。ＬＡＣマスクフィールド１２０の予約済ビット１２６の１つ、たと
えばビット１２７は、アンテナ／ビーム選択指示子（ＡＳＩ）として機能する。ＡＳＩフ
ィールド１２７が１に設定されている場合、フィールド１３０は、後述するように、アン
テナ／ビーム選択／送信機ビームフォーミング制御(antenna/beam selection/transmitte
r beam forming control)（ＡＳＢＦＣ）６００用に使用され、そうでない場合、フィー
ルド１３０は従来通り使用される。すなわち、フィールド１３０は、ＭＦＢ＝１の場合に
のみＭＣＳフィードバックとして機能する。したがって、フィールド１３０をＡＳＢＦＣ
６００用に使用するには、ＡＳＩ及びＭＦＢの双方を１に設定することはできない。
【００３４】
　図６は、フィールド６００の構造を示している。フィールド６００は、コマンドフィー
ルド６１０及びデータフィールド６２０を含む。コマンドフィールド６１０は、ＡＳＢＦ
Ｃ用に使用されるとき、表Ａに従って定義される。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　これらの５つのコマンドを、以下においてより詳細に説明する。データフィールド６２
０はトレーニング情報のデータを運び、たとえば、アンテナ／ビーム選択トレーニングに
使用されるサウンディングパケットの個数を運ぶ。
【００３７】
　したがって、本明細書で説明するようなアンテナ／ビーム選択及びトレーニングを行う
には、ＬＡＣフレームのＬＡＣマスクフィールドのわずかな変更しか必要とされず、フィ
ールド１３０は、ＭＦＢが必要でない時はいつでも再利用することができる。
【００３８】
［送信アンテナ／ビーム選択トレーニング方法］
　送信アンテナ／ビーム選択は、送信機５１０又は受信機５２０のいずれかによって開始
することができる。受信機は通信プロセスの期間中常にチャネルを監視しているので、受
信機がチャネル品質に許容できない変化を測定した時はいつでも、トレーニングプロセス
の開始及びアンテナサブセット又はビームステアリングの更新を行うように受信機が送信
機に要求することが、一般により効率的である。
【００３９】
　トレーニングプロセスは、複数の連続するサウンディングパケットを受信機へ高速で送
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信する。パケットのそれぞれは、利用可能なすべてのアンテナ中、アンテナの異なるサブ
セットについてのものである。したがって、受信機は、完全複雑度チャネル行列（full c
omplexity channel matrix）を「知る」、すなわち推定することができ、そのチャネル行
列からアンテナのサブセット又はビームステアリングを選択することができる。ＷＬＡＮ
チャネル５５０のゆっくりと変化する性質により、完全チャネル行列(full channel matr
ix)は、サウンディングパケットを送信している間は実質的に不変であると仮定すること
ができる。
【００４０】
　パケット間の時間間隔は、推定される完全チャネル行列に或る歪みを導入する。したが
って、連続するサウンディングパケット間の間隔は、比較的短くすべきであり、本発明の
トレーニング方式は、この要件に基づいて設計される。
【００４１】
　受信機は、アンテナ／ビーム選択を行い、選択されたアンテナサブセット又はビームス
テアリングの行列をフィードバックする。これは、本明細書で説明するように、明示的な
フィードバックを有するＴＸＢＦが送信アンテナ／ビーム選択と共に実施される場合には
異なる。
【００４２】
　図７は、本発明の一実施形態によるトレーニング方法の詳細を示している。以下の図で
は、破線は、任意選択の転送を示す。任意選択の転送７００では、受信機（ＳＴＡ　Ｂ）
５２０は、チャネル品質を監視し、ＡＳＩ＝１及びコマンドＴＸＡＳＩ＿ＲＸを有するＬ
ＡＣフレームを送信することによって、送信機（ＳＴＡ　Ａ）５１０に、アンテナ／ビー
ム選択トレーニングプロセスを開始するように要求する。
【００４３】
　（ＴＸＡＳＩ＿ＲＸを受信しようとしまいと）送信機は、自身のＭＣＳ選択を、信頼で
きるもの、たとえばデフォルトのＭＣＳに設定し、次いで、ＡＳＩ＝１及びコマンドＴＸ
ＡＳＩを有するＬＡＣフレームを送信する（７０１）。このフィールドのデータ部は、Ｌ
ＡＣマスクフィールド１２０にＲＴＳ＝１を有する場合に、トレーニング用に送信される
連続するサウンディングパケットの個数を示す。
【００４４】
　受信機は、このＬＡＣフレームを受信すると、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレームを送
信する（７０２）。これは、受信機がサウンディングパケットを受信する準備ができてい
ることを示す。また、サウンディングパケットがこのシステムで適用されない時はいつで
も、このＬＡＣフレームにおいて、受信機は、ＭＦＢ＝１を設定するように選択し、ある
提案されたＭＣＳセットを示すことができる。この提案されたＭＣＳセットは、そのＭＩ
ＭＯチャネルですべての利用可能なデータストリームを利用し、ストリームのそれぞれに
おいて、最も信頼できる変調及び符号化のセットを展開する。
【００４５】
　送信機は、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレームを受信すると、サウンディングパケット
ごとに異なるアンテナのサブセットに切り換えながら、連続するサウンディングパケット
を送信する（７０３）。「太い」線は、パケットが、いずれかの方向において、時間的に
直接隣り合って、他のパケットなしで送信されることを示していることに留意されたい。
さらに、上述したように、サウンディングパケットの個数（たとえば図示するように３つ
）はあらかじめ定められており、パケットが送信される前に双方の局に知られている。サ
ウンディングパケットがシステムで適用されないとき、送信機は、これと同じ個数の連続
するＰＨＹレイヤトレーニングフレームについてＭＣＳセットを実施する。このＭＣＳセ
ットは、ＭＩＭＯチャネルの利用可能なすべてのデータストリームを利用し、データスト
リームのそれぞれにおいて、最も信頼できる変調及び符号化のセットを展開する。したが
って、サウンディングパケットの場合と同様に、ＭＩＭＯチャネルの利用可能なすべての
ストリームのトレーニング情報が、これらのＰＨＹレイヤトレーニングフレームのそれぞ
れによってカバーされる。このＭＣＳセットは、送信機によって直接適用することもでき
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るし、受信機によって提案され、直前に受信されたＬＡＣフレーム（もしあれば）に示さ
れたものに基づいて適用することもできる。すべてのトレーニングフレームを連続して送
出した後、送信機は、次に、ＬＡＣフレームを送信するために前のＭＣＳセットに再び切
り換えるべきである。サウンディングパケットを適用しないプロセスは図７に示されてお
らず、以下の本文では、説明を簡単にするために、用語「サウンディングパケット」はい
ずれの場合を表すのにも使用されることに留意されたい。
【００４６】
　受信機は、受信したサウンディングパケットから完全チャネル行列を推定し、それに従
ってアンテナ／ビーム選択を行う。選択されたアンテナの結果に基づいて、適切なＭＣＳ
セットが決定される。
【００４７】
　アンテナ選択の後、受信機は、ＲＴＳ＝１、ＡＳＩ＝１、及びフィールドＡＳＢＦＣ６
００のコマンドＡＳＦＢを有するＬＡＣフレームを送信する（７０４）。
【００４８】
　最後のサウンディングパケットの送信に使用されたアンテナサブセットを使用して、送
信機は、アンテナ／ビーム選択フィードバックを受信する準備ができた時に、ＣＴＳ＝１
を有するＬＡＣフレームを送信する（７０５）。
【００４９】
　受信機は、選択結果を含むパケットを返信する（７０６）。
【００５０】
　受信機は、ＭＦＢ＝１を有するＬＡＣフレームを返信し（７０７）、ＡＳＢＦＣフィー
ルド６００は、選択されたＭＣＳセットの番号を含む。
【００５１】
　送信機は、それに応じて、自身の選択されたアンテナサブセット又はビームステアリン
グを更新し、新しいＭＣＳセットを適用する。
【００５２】
　送信機は、所定の時間後にＡＳＦＢを受信しない場合、直前の選択又はデフォルト設定
に戻り、新しいＭＣＳトレーニングサイクルを開始するために、ＭＲＱ＝１を有するＬＡ
Ｃフレームを送信する（７０８）。
【００５３】
　ＷＬＡＮ　ＰＨＹレイヤの設計に基づいて、ＰＨＹレイヤパケットのシグナリング及び
トレーニングプリアンブルは、ＭＣＳセットが適用される通常のデータフィールドよりも
はるかに良好に保護される。したがって、たとえ選択トレーニングの１つのサウンディン
グパケットがエラーを伴って検出されても、そのプリアンブルは、依然として正確に復号
することができる。したがって、アンテナ選択トレーニングは影響を受けない。
【００５４】
　データパケットを送信するために、送信機は、次のデータパケットを送信する前に、Ｍ
ＡＣレイヤで定義された短いＡＣＫパケットを待つ。そうでない場合、タイムアウトする
と、送信機は、直前のデータパケットを再送する。送信機は、アンテナ／ビーム選択トレ
ーニングのデータを有するサウンディングパケットを送信している間、たとえ、各サウン
ディングパケットの送信に応答したＡＣＫを受信できなくても、連続するサウンディング
パケットのそれぞれについて異なるアンテナサブセットに切り換える。
【００５５】
　サウンディングパケットの「喪失した」データの再送によって、サウンディングパケッ
トの個数が増加することはない。喪失したデータは、そのパケットがサウンディングパケ
ットであるのか従来のパケットであるのかにかかわらず、次の利用可能なパケットで再送
される。換言すれば、アンテナ／ビーム選択トレーニングプロセスは、サウンディングパ
ケットを使用してデータを送信するプロセスと並列である。これらの２つのプロセスは、
互いに独立している。代替的な一実施態様では、データは、同一のアンテナセットから再
送されるが、場合によっては異なるＭＣＳを有することが必要とされ得る。
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【００５６】
　サウンディングパケットがエラーを伴って受信されたが、プリアンブルは正しく受信さ
れた場合、受信機はやはり、アンテナ／ビーム選択用の対応するチャネル行列をバッファ
リングする。しかしながら、エラーを伴って受信されたサウンディングパケットに対して
ＡＣＫは返答されない。
【００５７】
　あるサウンディングパケット（そのプリアンブルを含む）がエラーを伴って検出される
か又は完全に喪失した場合、受信機は、このアンテナ／ビーム選択トレーニングプロセス
が失敗したことを知り、選択プロセスを終了する。所定の時間間隔の後、送信機が、受信
機からＡＳＢＦコマンドを受信しない場合、送信機は、直前に選択された又はデフォルト
のアンテナサブセット又はビームステアリングに再び切り換わり、そして、送信機は、Ｍ
ＣＳ設定を再び新しくするために、ＭＲＱ＝１を有するＬＡＣフレームを送信する。
【００５８】
　トレーニングプロセスの効率性及び信頼性を改善するために、連続するサウンディング
パケット間の時間間隔は、比較的短くあるべきである。したがって、サウンディングパケ
ットで送信されるデータの量は、比較的少なくあるべきである。データパケットの長さの
決定は、ＭＡＣレイヤの機能を越えている。しかしながら、送信されるデータの長さを決
定する機能ブロックは、サウンディングパケットの必要とされるオーバーヘッド、及び異
なるチャネルのＭＣＳ方式も考慮に入れる。その結果、正味の全スループットが最適化さ
れる。
【００５９】
　サウンディングパケットがデータを含んでいない場合（これは代替的な任意選択形態で
ある）、チャネル推定は最も正確であり、トレーニングプロセス全体に必要とされる時間
は削減される。したがって、効率性と性能との間にはトレードオフの問題が存在する。
【００６０】
　サウンディングパケットが許可されておらず、実施されたＭＣＳセットによる代替的な
ＰＨＹトレーニングフレーム（パケット）が（上述したように）トレーニング用に適用さ
れる場合において、送信機のＲＦチェーンの個数が、ＭＩＭＯチャネルによって提供され
るデータストリームの最大数、すなわちチャネルランクよりも多いときに、データがＰＨ
Ｙレイヤトレーニングパケットで送信される場合には、各データストリームは、チャネル
ランクに等しい個数を有する独立したトレーニングシーケンスを含むべきである。トレー
ニングパケットがデータを含まない場合には、この個数は、送信機のＲＦチェーンの個数
と等しくなるべきであり、その結果、トレーニングパケットの必要な個数は、それに応じ
て削減される。これは、トレーニングパケットにデータを含まないことの別の潜在的な利
点である。
【００６１】
　送信機は、異なるサウンディングパケットのサブセットにおけるアンテナの順序付けを
知っており、受信機は、到着したサウンディングパケットの順序によりアンテナインデッ
クスに単純に番号を付ける。したがって、送信機は、アンテナ選択フィードバックを変換
することができ、対応するアンテナサブセットを選択することができる（５４０）。
【００６２】
　選択フィードバックパケットのフォーマット及びキューイングは、異なるアンテナ／ビ
ーム選択プロセスに基づいて変化する可能性がある。一例は、ＮA個のアンテナからＮA_S

S個のアンテナ／ビームを選択するときに、１つのＮA×ＮA_SS行列ＦAがフィードバック
されるということである。純粋なアンテナ選択の場合、ＮA×ＮA単位行列のＮA_SS個の列
の並べ替えであるＦAは、０及び１のみを含む。一方、ＲＦビームステアリングの場合、
ＦAは、位相シフト係数を含む。
【００６３】
　ＬＡＣマスクフィールド１２０のＡＳＩ１２７のビット及びＭＦＢ１２５のビットは、
同時に１に設定することができない。（図７のＳＴＡ　ＡからＳＴＡ　Ｂへの）順方向リ
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ンク上では、トレーニングプロセスは新しい選択結果が設定される前にはＭＣＳ更新を必
要としないので、制約条件ＭＦＢ＝０が適用される場合には影響はない。逆方向リンク上
では、ＭＣＳフィードバックは、ＡＳＩ＝０である時はいつでも、ＭＣＳフィードバック
は、ＳＴＡ　ＡからＳＴＡ　Ｂにしか送信することができないので、ＭＦＢがアンテナ／
ビーム選択トレーニングプロセスによって遅延される可能性がある。他方、ＳＴＡ　Ａに
おける更新されたアンテナサブセット又はＲＦステアリングが逆方向リンク上にも適用さ
れる場合、トレーニングプロセス全体を終了する前に逆方向リンク上でＭＣＳ更新を行う
必要はない。一般的に言えば、ＡＳＩとＭＦＢとの間のこの衝突問題は、システムに影響
を与えるものではない。
【００６４】
［受信アンテナ／ビーム選択トレーニングプロセス］
　図８は、受信機によって開始される受信アンテナ／ビーム選択トレーニングプロセスを
示している。受信機は、送信機から複数のサウンディングパケットを受信し、異なるサウ
ンディングパケットを受信すると、自身のＲＦチェーンを異なるアンテナサブセットに切
り換える。これによって、受信機は、チャネル行列全体を推定することが可能になり、ア
ンテナ／ビーム選択を行うことが可能になる。
【００６５】
　受信機５２０は、ＡＳＩ＝１、コマンドＲＸＡＳＩを有するＬＡＣフレーム８０１を送
信し、ＡＳＢＦＣフィールドのデータ部は、必要とされるサウンディングパケットの個数
を含む。
【００６６】
　送信選択トレーニングと同様に、ＬＡＣフレーム及びサウンディングパケットのデータ
（もしあれば）を一致しないＭＣＳセットから保護するために、送信機は、ＲＸＡＳＩコ
マンドを受信すると、ＭＣＳをリセットする。同様に、サウンディングパケットを適用す
ることができない場合、送信機は、連続するＰＨＹレイヤトレーニングフレームのＭＣＳ
セットを実施する。このＭＣＳセットは、ＭＩＭＯチャネルのすべての利用可能なデータ
ストリームを利用し、同時に、各データストリームでは、最も信頼できる変調及び符号化
のセットを展開する。このプロセスは図８には示されておらず、用語「サウンディングパ
ケット」は、いずれの場合を表すのにも使用される。
【００６７】
　送信機５１０は、最初のＲＸＡＳＩコマンドを受信すると、ＲＴＳ＝１を有するＬＡＣ
フレーム８０２を送信し、受信機は、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレーム８０３で応答し
、そして、送信機は、サウンディングパケット８０４を送信する。
【００６８】
　受信機において、サウンディングパケットのプリアンブルが正しく検出されると、たと
えデータが正しく検出されなくても、受信機はチャネルの推定を続行し、アンテナ／ビー
ム選択を続行する。ただし、データフィールドが正しく検出されない場合には、ＡＣＫは
返信されない。
【００６９】
　サウンディングパケット（そのプリアンブルを含む）が喪失した場合、受信機は、直前
のアンテナサブセット又はステアリング設定に再び切り換わり、対応するＭＣＳの決定を
行う。
【００７０】
　いずれかのサウンディングパケットで喪失したデータは、後のパケットで再送される。
【００７１】
　次に、受信機は、ＭＦＢ＝１及び選択を示すＭＣＳフィードバックを有するＬＡＣフレ
ーム８０５を送信する。
【００７２】
　送信機は、最初のＲＸＡＳＩコマンドを受信すると、クロックを始動し、タイムアウト
しきい値後にＭＣＳフィードバック８０５が受信されていない場合に（これは、現在のト
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レーニングプロセスがおそらく失敗したことを意味する）、送信機は、ＭＣＳ設定を再び
新しくするためにＭＲＱを送信する。
【００７３】
　サウンディングパケットのデータ長（又はデータ無し）、独立したトレーニングシーケ
ンスの個数、及びＭＦＢとＡＳＩとの衝突等の他の関連事項は、送信機アンテナ／ビーム
選択の場合と同様に対処することができる。
【００７４】
［受信機によって開始される送信ビームフォーミング］
　上述したように、従来技術では、送信機しかＴＸＢＦトレーニングを開始することがで
きない。受信機は、ステアリングされたチャネルの品質（たとえば、固有ビームフォーミ
ング方式におけるＭＩＭＯチャネル行列におけるステアリングされた列ベクトル間の直交
性）を常に監視できるので、受信機が許容できないステアリングを検出した時には、いつ
でも受信機がＴＸＢＦトレーニングを開始することがより効率的である。
【００７５】
　本明細書で説明するような方法は、コマンドＴＸＢＦＩ＿ＲＸを使用することによって
、受信機によって開始されるトレーニングを行うことができる。
【００７６】
　図９は、受信機によって開始されるＴＸＢＦトレーニングプロセスを示している。この
トレーニングプロセスは、ＲＴＳ／ＣＴＳ交換が完了しているものと仮定する。
【００７７】
　受信機は、ＡＳＩ＝１及びコマンドＴＸＢＦＩ＿ＲＸを有するＬＡＣフレーム９０１を
送信する。送信機は、ＴＲＱ＝１を有するＬＡＣフレーム９０２で応答するか、又は、図
４の従来の方式のようにＴＲＱを直接送信する。受信機は、１つのサウンディングパケッ
ト９０３を送信する。送信機は、チャネルを推定し、ステアリング行列を更新し、そして
、最後に、ＭＲＱ＝１を有するＬＡＣフレーム９０４で応答して、新しいＭＣＳトレーニ
ングサイクルを開始する。
【００７８】
［アンテナ／ビーム選択とＴＸＢＦとの組み合わせ］
　上述したように、送信ビームフォーミング（ＴＸＢＦ）は、システムのスループット及
び信頼性を増加させるもう１つの有効な閉ループＭＩＭＯ方式である。したがって、アン
テナ／ビーム選択をＴＸＢＦと組み合わせることが望ましい。アンテナ／ビーム選択トレ
ーニングプロセスは、通例は１つの行列である選択結果の明示的なフィードバックを必要
とする一方、ＴＸＢＦは、明示的フィードバック又は暗黙的なフィードバックのいずれか
を必要とすることに留意されたい。この明示的フィードバックは、高スループットのＷＬ
ＡＮで適用されるＭＩＭＯ－ＯＦＤＭシステムのすべてのサブキャリアのチャネル行列の
フィードバックである。暗黙的なフィードバックでは、順方向リンクのチャネル及び逆方
向リンクのチャネルが相互的（reciprocal）であると仮定して、送信機は、当該送信機が
逆方向リンクから推定するものに基づいて、自身のビームフォーミングステアリング行列
を更新することができる。次に、アンテナ／ビーム選択と組み合わせるときに対処される
必要がある相互性（reciprocity）の仮定を実施するために、較正プロセス（通常はアソ
シエーションの際にのみ行われる）が必要とされる。明示的なフィードバックがＴＸＢＦ
トレーニングに使用されるとき、アンテナ／ビーム選択をＴＸＢＦと組み合わせることが
可能である。さらに、チャネル行列全体を受信機から送信機へフィードバックすることが
できるので、個別にＴＸＢＦをトレーニングする必要はない。送信アンテナ／ビーム選択
については、送信機が、（図７のように受信機における選択ではなく）自身の選択、ビー
ムフォーミング行列、及び対応するＭＣＳセットを、すべてフィードバック値に基づいて
計算することができる。受信機の選択については、選択は受信機において決定され適用さ
れる一方、ビームフォーミング行列は送信機で実行される。
【００７９】
　代替的な一実施態様として、アンテナ選択とＴＸＢＦとを別個のオペレーションとして
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行うことも可能である。この場合、選択プロセスは前の節で説明したように行われる一方
で、ＴＸＢＦは、場合によってはアンテナ選択と比較して異なる間隔で、（たとえば、Ｔ
ＧｎＳｙｎｃ草案仕様に説明されているように）暗黙的フィードバック方式を使用して行
われる。
【００８０】
　暗黙的なフィードバックがＴＸＢＦトレーニングに使用されるとき、送信機側の較正は
ＴＸＢＦトレーニングを行うのに十分なものであるので、受信機は、トレーニングプロセ
スを一切大幅に変更することなくアンテナ／ビーム選択を行うことも可能である。
【００８１】
　次に、図８のトレーニングプロセスは、対応して、図１０に示すように変更される。受
信機は、ＡＳＩ＝１及びコマンドＲＸＡＳＩを有するＬＡＣフレーム１００１を送信する
。送信機は、デフォルトのＭＣＳを設定し、ステアリングされていないＭＩＭＯモード又
は基本ＭＩＭＯモードに切り換わり、ＲＴＳ＝１を有するＬＡＣフレーム１００２で返答
する。受信機は、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレーム１００３で応答する。これによって
、送信機は、サウンディングパケット１００４を送信する。受信機は、チャネル推定及び
アンテナ／ビーム選択を行い、ＡＳＩ＝１及びコマンドＴＸＢＦＩ＿ＲＸを有するＬＡＣ
フレーム１００５で応答する。これによって、ＴＸＢＦトレーニングプロセスが開始され
る。送信機は、ＴＸＢＦＩ＿ＲＸの受信時又は所定のタイムアウトしきい値の後に、ＴＲ
Ｑ＝１を有するＬＡＣフレーム１００６を送信してＴＸＢＦトレーニングを開始する。送
信機は、ＴＸＢＦステアリング行列を更新した後、新しいＭＣＳトレーニングサイクルを
開始するために、ＭＲＱ＝１を有するＬＡＣフレーム１００７を送信する。
【００８２】
　受信機は、対応するＭＣＳを決定することなくアンテナを選択するだけであり、選択結
果を更新した後、送信機は、ＴＸＢＦ及びＭＣＳのトレーニングプロセスをその後開始す
ることに留意されたい。
【００８３】
　最後に、ＴＸＢＦトレーニングに使用される暗黙的なフィードバックでは、選択が送信
機で行われる場合、較正プロセス及びアンテナ／ビーム選択トレーニングプロセスの双方
が、それに応じて変更される。
【００８４】
　たとえば、較正について、送信機ＳＴＡ　Ａに
【００８５】
【数３】

【００８６】
の可能なアンテナサブセットがある。送信機は、ＲＦチェーンをアンテナの最初のサブセ
ットに切り換え、較正プロセスを行う。次に、送信機は、ＲＦチェーンを次のアンテナサ
ブセットに切り換え、較正を行う。このプロセスは、すべてのサブセットが較正されるま
で繰り返される。送信機は、対応する較正補正行列
【００８７】
【数４】

【００８８】
をその後の使用のために記憶する。
【００８９】
　通常の送信モードの期間中、アンテナサブセットｌ∈［１，ＮS］が送信に使用される
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場合、対応する較正行列Ｋlが、送信機ＲＦチェーンで適用される。アンテナ選択の期間
中、アンテナサブセットが更新されるたびに、送信機は、新しい較正行列に切り換わる。
【００９０】
　図１１は、対応するトレーニングプロセスを示している。受信機は、ＡＳＩ＝１及びコ
マンドＴＸＡＳＩ＿ＲＸを有するＬＡＣフレーム１１０１を送信する（このステップは、
図７と同様に任意選択である）。送信機は、デフォルトのＭＣＳを設定し、ステアリング
されていないＭＩＭＯモード又は基本ＭＩＭＯモードに切り換わり、ＡＳＩ＝１及びＡＳ
ＢＦＣフィールドのデータ部のパケットの個数を有するＬＡＣフレーム１１０２で返答す
る。受信機は、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレーム１１０３で応答する。これによって、
送信機は、複数のサウンディングパケット１１０４を送信する。受信機は、チャネル推定
及びアンテナ／ビーム選択を行い、上述したように、ＲＴＳ＝１を有する、選択完了を示
すＬＡＣフレーム１１０５で応答する。送信機は、最後のサウンディングパケットに対応
するアンテナサブセットを維持し、ＣＴＳ＝１を有するＬＡＣフレーム１１０６で応答す
る。受信機は、選択結果１１０７をフィードバックする。これによって、送信機は、アン
テナサブセット又はステアリングを更新し、対応する較正行列を適用する。次に、送信機
は、ＴＸＢＦトレーニングを開始するために、ＴＲＱ＝１を有するＬＡＣフレーム１１０
８を送信する。最後に、ＴＸＢＦビームステアリングを更新した後、送信機は、新しいＭ
ＣＳトレーニングサイクルを開始するために、ＭＲＱ＝１を有するＬＡＣフレーム１１０
９を送信する。
【００９１】
［変形形態］
　上述した方法は、周波数にかかわらず、純粋なアンテナ選択及びビーム選択の双方を実
施できるので、システムが、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に従ったＯＦＤＭシステム
のように周波数選択性である場合にも適用することができる。ＲＦベースバンド処理は、
性能利得が周波数選択性から独立しているので、利点を有する一方、純粋なアンテナ選択
による利得は、周波数選択性によって平均化される傾向を有する。
【００９２】
　これらの方法は、上述したＬＡＣフレームとして定義されたものと同様にあらゆる制御
フレーム構造について一般化することができる。マスクフィールド１２０の１ビットは、
アンテナ／ビーム選択トレーニングフレームを示すのに使用され、制御フレームの任意の
適した１バイトフィールドを、選択トレーニング情報の交換に使用することができる。
【００９３】
　送信機及び受信機の双方がアンテナ／ビーム選択機能を有するとき、トレーニングプロ
セスは、双方の側で同時に選択を行うことと比較してわずかな性能劣化で、双方の側で交
互に行うことができる。さらに別の代替形態は、トレーニングパケットの個数を増加させ
ることであり、それによって、（すべてのトレーニングパケットにわたって取られる）空
間的ストリームの総数がパケットの完全なトレーニングに十分であることを確実にするも
のである。さらに別の代替形態は、ダミーデータを送信すること、すなわち、有用な情報
を運ばないが、データ送信中の送信信号が、受信機で知られているトレーニングフィール
ドの形を確実に有するようにする値を有するデータを送信することである。
【００９４】
　本発明を好ましい実施形態の例として説明してきたが、本発明の精神及び範囲内におい
て他のさまざまな適合及び変更を行えることが理解されるべきである。したがって、本発
明の真の精神及び範囲内に入るこのようなすべての変形および変更を包含することが添付
の特許請求の範囲の目的である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】従来技術のＬＡＣフレームのブロック図である。
【図２】従来技術のＬＡＣマスクフィールドのブロック図である。
【図３】従来技術のＭＣＳトレーニングプロセスのフロー図である。



(17) JP 2009-510898 A 2009.3.12

10

【図４】従来技術のＴＸＢＦトレーニングプロセスのフロー図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態によるＭＩＭＯシステムのブロック図である。
【図５Ｂ】本発明によるアンテナを選択するための一方法のフロー図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態によるＬＡＣフレームのブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態によるＬＡＣフレームのＡＳＢＦＣフィールドのブロック図
である。
【図７】本発明の一実施形態による送信アンテナ／ビーム選択のトレーニングのフロー図
である。
【図８】本発明の一実施形態による受信アンテナ／ビーム選択のトレーニングのフロー図
である。
【図９】本発明の一実施形態による受信機によって開始されるビームフォーミングトレー
ニングのフロー図である。
【図１０】本発明の一実施形態による受信アンテナ／ビーム選択とＴＸＢＦトレーニング
とを組み合わせたもののフロー図である。
【図１１】本発明の一実施形態による送信アンテナ／ビーム選択とＴＸＢＦトレーニング
とを組み合わせたもののフロー図である。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６】

【図７】 【図８】
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