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(57)【要約】
【課題】無線ＬＡＮシステムにおける応答ステーション
(ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ)により実行されるチャネル情
報報告方法の提供。
【解決手段】前記方法は、ＭＣＳ(Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ ａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)フィードバック
を要求するためのデータブロックを要求ＳＴＡから受信
し、データブロックは、データフィールド及びデータフ
ィールド内の少なくとも一つの空間ストリーム個数を指
示するストリーム指示子(ｓｔｒｅａｍ ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ)を含み；データブロックに基づいてＭＣＳフィー
ドバックを決定し；及び、ＭＣＳフィードバックを要求
ＳＴＡに送信すること；を含む。ＭＣＳフィードバック
は、ＭＣＳ及び少なくとも一つの推薦空間ストリーム個
数を指示する推薦ストリーム指示子を含み、ＭＣＳフィ
ードバック内の少なくとも一つの推薦空間ストリームの
個数は、データブロック内の少なくとも一つの空間スト
リームの個数より同じ、或いは小さい。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮシステムにおける応答ステーション(ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ)により実行さ
れるチャネル情報報告方法において、
　前記方法は、ＭＣＳ(Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)フィ
ードバックを要求するためのデータブロックを要求ＳＴＡから受信し、前記データブロッ
クは、データフィールド及び前記データフィールド内の少なくとも一つの空間ストリーム
個数を指示するストリーム指示子(ｓｔｒｅａｍ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み；
　前記データブロックに基づいて前記ＭＣＳフィードバックを決定し；及び、
　前記ＭＣＳフィードバックを前記要求ＳＴＡに送信すること；を含み、
　前記ＭＣＳフィードバックは、推薦ＭＣＳ及び少なくとも一つの推薦空間ストリーム個
数を指示する推薦ストリーム指示子を含み、
　前記ＭＣＳフィードバック内の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数は、前
記データブロック内の前記少なくとも一つの空間ストリームの個数より同じ、或いは小さ
いことを特徴とするチャネル情報報告方法。
【請求項２】
　前記ＭＣＳフィードバック内の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数が前記
データブロック内の前記少なくとも一つの空間ストリームの個数より小さい場合、前記少
なくとも一つの推薦空間ストリームは、前記データブロックの前記少なくとも一つの空間
ストリームのうち少なくとも一つの先順位空間ストリームであるという仮定下に、前記推
薦ＭＣＳが推定されることを特徴とする請求項１に記載のチャネル情報報告方法。
【請求項３】
　前記ＭＣＳフィードバックは、前記データフィールドの送信のために使われた帯域幅及
び前記データフィールドに適用されたコーディング技法に基づいて決定されることを特徴
とする請求項２に記載のチャネル情報報告方法。
【請求項４】
　前記データブロックは、前記帯域幅を指示するチャネル帯域幅指示子；及び、前記コー
ディング技法を指示するコーディング技法指示子；をさらに含むことを特徴とする請求項
３に記載のチャネル情報報告方法。
【請求項５】
　前記データブロックは、前記ＭＣＳフィードバックを要求するＭＲＱ(ＭＣＳ ｒｅｑｕ
ｅｓｔ)指示子をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のチャネル情報報告方法。
【請求項６】
　前記ＭＲＱ指示子は、１ビットフィールドで具現されることを特徴とする請求項５に記
載のチャネル情報報告方法。
【請求項７】
　前記データブロックは、ＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ)Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)であることを
特徴とする請求項６に記載のチャネル情報報告方法。
【請求項８】
　前記データフィールドは、ＰＳＤＵ(ＰＬＣＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)を
含み、及び前記ＭＲＱ指示子は、前記ＰＳＤＵに含まれることを特徴とする請求項７に記
載のチャネル情報報告方法。
【請求項９】
　無線信号を送信及び受信するトランシーバ(ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ)；及び、
　前記トランシーバと機能的に結合されて動作するプロセッサ(ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ)；を
含み、
　前記プロセッサは、
　ＭＣＳ(Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)フィードバックを要
求するためのデータブロックを要求ＳＴＡから受信し、前記データブロックは、データフ
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ィールド及び前記データフィールド内の少なくとも一つの空間ストリーム個数を指示する
ストリーム指示子(ｓｔｒｅａｍ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み；
　前記データブロックに基づいて前記ＭＣＳフィードバックを決定し；及び、
　前記ＭＣＳフィードバックを前記要求ＳＴＡに送信すること；を実行するように設定さ
れ、
　前記ＭＣＳフィードバックは、推薦ＭＣＳ及び少なくとも一つの推薦空間ストリーム個
数を指示する推薦ストリーム指示子を含み、
　前記ＭＣＳフィードバック内の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数は、前
記データブロック内の前記少なくとも一つの空間ストリームの個数より同じ、或いは小さ
いことを特徴とする無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線ＬＡＮシステムにおけるステーション
(Ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ) の間に実行されているリンク適応 (ｌｉｎｋ ａｄａｐｔａｔ
ｉｏｎ) をベースとしたチャネル情報を報告する方法とそれをサポートするデバイスに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報通信技術の発展とともに多様な無線通信技術が開発されている。このうち無
線ＬＡＮ(ＷＬＡＮ)は、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機(Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ；ＰＤＡ)、ラップトップコンピュータ、携帯
用マルチメディアプレーヤ(Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ；Ｐ
ＭＰ)等のような携帯用端末機を用いて家庭や企業または特定サービス提供地域で無線で
インターネットに接続することができるようにする技術である。
【０００３】
　無線ＬＡＮで脆弱点と指摘されてきた通信速度に対する限界を克服するために、比較的
最近制定された技術規格としてＩＥＥＥ８０２.１１ｎがある。ＩＥＥＥ８０２.１１ｎは
、ネットワークの速度と信頼性を増加させ、無線ネットワークの運営距離を拡張すること
を目的にする。より具体的に、ＩＥＥＥ８０２.１１ｎは、データ処理速度が最大５４０
Ｍｂｐｓ以上である高処理率(ＨｉｇｈＴｈｒｏｕｇｈｐｕｔ；ＨＴ)をサポートし、送信
エラーを最小化してデータ速度を最適化するために、送信部と受信部の両方ともにマルチ
アンテナを使用するＭＩＭＯ(Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｉｎｐｕｔｓ ａｎｄ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
 Ｏｕｔｐｕｔｓ)技術に基づいている。
【０００４】
　ＷＬＡＮの普及が活性化され、これを用いたアプリケーションが多様化されることによ
って、最近、ＩＥＥＥ８０２.１１ｎがサポートするデータ処理速度より高い処理率をサ
ポートするための新しいＷＬＡＮシステムに対する必要性が台頭されている。超高処理率
(ＶｅｒｙＨｉｇｈ Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ；ＶＨＴ)をサポートする次世代無線ＬＡＮシ
ステムは、ＩＥＥＥ８０２.１１ｎ無線ＬＡＮシステムの次のバージョンであり、ＭＡＣ
サービス接続ポイント(Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ；ＳＡＰ)で１Ｇｂｐｓ
以上のデータ処理速度をサポートするために最近新たに提案されているＩＥＥＥ８０２.
１１無線ＬＡＮシステムのうち一つである。
【０００５】
　次世代無線ＬＡＮシステムは、無線チャネルを効率的に用いるために複数の非ＡＰ Ｓ
ＴＡが同時にチャネルに接近するＭＵ－ＭＩＭＯ(Ｍｕｌｔｉ ＵｓｅｒＭｕｌｔｉｐｌｅ
 Ｉｎｐｕｔ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｏｕｔｐｕｔ)方式の送信をサポートする。ＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ送信方式によると、ＡＰがＭＩＭＯペアリングされた一つ以上のＳＴＡに同時にフレー
ムを送信することができる。
【０００６】
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　ＡＰとＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた複数のＳＴＡは、各々異なる能力値を有するよ
うになる。この時、ＳＴＡの種類、使用目的、チャネル環境などによってサポートを受け
ることができる帯域幅、ＭＣＳ(Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)、Ｆ
ＥＣ(Ｆｏｒｗａｒｄ ＥｒｒｏｒＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎ)などが異なる。
【０００７】
　ＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法によると、送信者は、少なくとも一つ以上の空間ストリームを
介してＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた複数の受信者の各々にデータを送信することがで
きる。ここで、送信者と第１の受信者との間のチャネルと、送信者と第２の受信者との間
のチャネルとは、相互間干渉を発生させることができる。このように送信者と受信者との
間のチャネル間干渉は、正常なデータ送受信を妨害するおそれがあり、これは無線ＬＡＮ
システム全体の処理率を落とすことができる。ＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法をサポートする無
線ＬＡＮシステムでの処理率向上のためにデータを送信する時、互いに異なるチャネル間
の干渉を考慮し、順次最適化された推薦ＭＣＳ(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｄｉ
ｎｇ ｓｃｈｅｍｅ)をフィードバックする必要がある。
【０００８】
　一方、ＡＰとＳＴＡとの間の送受信状態が変更されることができる。例えば、ＡＰは、
ＳＴＡに送信する空間ストリームの個数を調節して送信しようとすることができる。また
、ＳＴＡはＡＰから割当を受けた空間ストリームに限定されず、データの送受信がＡＰと
ＳＴＡとの間に使用することができる空間ストリーム全体のうちいずれの空間ストリーム
を使用して最適されるかを判断することができる。このような無線ＬＡＮ環境で、ＳＴＡ
が判断した推薦空間ストリームと該当空間ストリームに適用される推薦ＭＣＳをＡＰにフ
ィードバックすることができるリンク適応方法が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術的な課題は、ＭＵ－ＭＩＭＯ(Ｍｕｌｔｉ Ｕｓｅｒ－Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅＩｎｐｕｔ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｏｕｔｐｕｔ)送信をサポートする無線Ｌ
ＡＮシステムにおけるＳＴＡ間リンク適応方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様において、無線ＬＡＮシステムにおける応答ステーション(ｓｔａｔｉｏｎ；Ｓ
ＴＡ)により実行されるチャネル情報報告方法が提供される。前記方法は、ＭＣＳ(Ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)フィードバックを要求するためのデ
ータブロックを要求ＳＴＡから受信し、前記データブロックは、データフィールド及び前
記データフィールド内の少なくとも一つの空間ストリーム個数を指示するストリーム指示
子(ｓｔｒｅａｍ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み；前記データブロックに基づいて前記ＭＣ
Ｓフィードバックを決定し；及び、前記ＭＣＳフィードバックを前記要求ＳＴＡに送信す
ること；を含む。前記ＭＣＳフィードバックは、推薦ＭＣＳ及び少なくとも一つの推薦空
間ストリーム個数を指示する推薦ストリーム指示子を含み、前記ＭＣＳフィードバック内
の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数は、前記データブロック内の前記少な
くとも一つの空間ストリームの個数より同じ、或いは小さいことを特徴とする。
【００１１】
　前記ＭＣＳフィードバック内の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数が前記
データブロック内の前記少なくとも一つの空間ストリームの個数より小さい場合、前記少
なくとも一つの推薦空間ストリームは、前記データブロックの前記少なくとも一つの空間
ストリームのうち少なくとも一つの先順位空間ストリームであるという仮定下に、前記推
薦ＭＣＳが推定される。
【００１２】
　前記ＭＣＳフィードバックは、前記データフィールドの送信のために使われた帯域幅及
び前記データフィールドに適用されたコーディング技法に基づいて決定される。
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【００１３】
　前記データブロックは、前記帯域幅を指示するチャネル帯域幅指示子及び前記コーディ
ング技法を指示するコーディング技法指示子をさらに含む。
【００１４】
　前記データブロックは、前記ＭＣＳフィードバックを要求するＭＲＱ(ＭＣＳ ｒｅｑｕ
ｅｓｔ)指示子をさらに含む。
【００１５】
　前記ＭＲＱ指示子は、１ビットフィールドで具現される。
【００１６】
　前記データブロックは、ＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ)Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)である。
【００１７】
　前記データフィールドは、ＰＳＤＵ(ＰＬＣＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)を
含み、及び前記ＭＲＱ指示子は、前記ＰＳＤＵに含まれる。
【００１８】
　他の態様において無線装置が提供される。前記無線装置は、無線信号を送信及び受信す
るトランシーバ(ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ)及び前記トランシーバと機能的に結合されて動
作するプロセッサ(ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ)を含む。前記プロセッサは、ＭＣＳ(Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ ａｎｄＣｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ)フィードバックを要求するためのデータ
ブロックを要求ＳＴＡから受信し、前記データブロックは、データフィールド及び前記デ
ータフィールド内の少なくとも一つの空間ストリーム個数を指示するストリーム指示子(
ｓｔｒｅａｍ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)を含み；前記データブロックに基づいて前記ＭＣＳフ
ィードバックを決定し；及び、前記ＭＣＳフィードバックを前記要求ＳＴＡに送信するこ
と；を実行するように設定される。前記ＭＣＳフィードバックは、推薦ＭＣＳ及び少なく
とも一つの推薦空間ストリーム個数を指示する推薦ストリーム指示子を含み、前記ＭＣＳ
フィードバック内の前記少なくとも一つの推薦空間ストリームの個数は、前記データブロ
ック内の前記少なくとも一つの空間ストリームの個数より同じ、或いは小さいことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１９】
　ＳＴＡは、どの空間ストリームがＡＰにより使われる空間ストリームに対して現在無線
ＬＡＮ環境に最適化されたかを判断する。ＳＴＡは、以後ＡＰとＳＴＡとの間ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ送信に使用する空間ストリームを指示する情報と該当空間ストリームに適用する最適
化されたＭＣＳを指示する情報とをＡＰにフィードバックする。即ち、ＳＴＡがフィード
バックするＭＦＢ情報は、空間ストリーム指示情報と推薦ＭＣＳ情報を含む。ＡＰは、空
間ストリーム使用または占有状況が変更されることができる無線ＬＡＮ環境でＳＴＡから
ＭＦＢ情報を受け、フィードバックを受けた空間ストリームを使用し、推薦ＭＣＳを適用
してＭＵ－ＭＩＭＯ送信を実行することができる。ＡＰは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信時、空間
ストリームを既存より効率的に活用することができ、ＳＴＡが推定計算した最適のＭＣＳ
を適用することができるため、無線ＬＡＮ全般の処理率が向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮ(Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｌｏｃ
ａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ)システムの構成を示す。
【図２】ＩＥＥＥ８０２.１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムの物理階層アー
キテクチャを示す。
【図３】無線ＬＡＮシステムで使われるＰＰＤＵフォーマットの一例を示す。
【図４】リンク適応方法の一例を示す。
【図５】無線ＬＡＮシステムで使われるＰＰＤＵフォーマットの他の例を示す。
【図６】リンク適応方法の他の例を示す。
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【図７】ＮＤＰＡフレームのフォーマットを示すブロック図である。
【図８】リンク適応の他の例を示す。
【図９】本発明の実施例に係るリンク適応方法を示す。
【図１０】既存リンク適応サブフィールドフォーマット例を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施例に係るリンク適応サブフィールドの例を示す。
【図１２】本発明の実施例に係るリンク適応サブフィールドの一例を示すブロック図であ
る。
【図１３】本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮシステムの一例を示す。
【図１４】本発明の実施例に係るリンク適応方法の例を示す。
【図１５】本発明の実施例に係るリンク適応方法の例を示す。
【図１６】本発明の実施例に係る推薦空間ストリーム及び推薦ＭＣＳを指示する例を示す
。
【図１７】本発明の実施例に係る推薦空間ストリーム及び推薦ＭＣＳを指示する例を示す
。
【図１８】本発明の実施例に係る推薦空間ストリーム及び推薦ＭＣＳを指示する例を示す
。
【図１９】本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮ(Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｌｏ
ｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ)システムの構成を示す。
【００２２】
　図１を参照すると、ＷＬＡＮシステムは、一つまたはその以上の基本サービスセット(
Ｂａｓｉｃ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｔ；ＢＳＳ)を含む。ＢＳＳは、成功的に同期化を行っ
て互いに通信することができるステーション(Ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ)の集合であり、特
定領域を意味するものではない。
【００２３】
　インフラストラクチャ(ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ)ＢＳＳは、一つまたはその以上
の非ＡＰステーション(ｎｏｎ－ＡＰ ＳＴＡ１、ｎｏｎ－ＡＰ ＳＴＡ２、ｎｏｎ－ＡＰ 
ＳＴＡ３、ｎｏｎ－ＡＰＳＴＡ４、ｎｏｎ－ＡＰ ＳＴＡ５)、分散サービス(Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ)を提供するＡＰ(Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ)、及び複数
のＡＰを連結させる分散システム(Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ)を含
む。インフラストラクチャＢＳＳではＡＰがＢＳＳの非ＡＰＳＴＡを管理する。
【００２４】
　反面、独立ＢＳＳ(Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ＢＳＳ；ＩＢＳＳ)は、アドホック(Ａｄ－
Ｈｏｃ)モードに動作するＢＳＳである。ＩＢＳＳは、ＡＰを含まないため、中央で管理
機能を遂行するエンティティ(Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉ
ｔｙ)がない。即ち、ＩＢＳＳでは、非ＡＰＳＴＡが分散された方式(ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ ｍａｎｎｅｒ)に管理される。ＩＢＳＳでは、全てのＳＴＡが移動ＳＴＡからなるこ
とができ、ＤＳへの接続が許容されないため自己完備的ネットワーク(ｓｅｌｆ－ｃｏｎ
ｔａｉｎｅｄ ｎｅｔｗｏｒｋ)を構築する。
【００２５】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ(Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ)８０２.１１標準の規定による媒体接続制御(Ｍｅ
ｄｉｕｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ)と無線媒体に対する物理層(Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ Ｌａｙｅｒ)インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義ではＡＰと非Ａ
Ｐステーション(Ｎｏｎ－ＡＰ Ｓｔａｔｉｏｎ)の両方ともを含む。
【００２６】
　非ＡＰ ＳＴＡは、ＡＰでないＳＴＡであり、移動端末(ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｒｍｉｎａ
ｌ)、無線機器(ｗｉｒｅｌｅｓｓ ｄｅｖｉｃｅ)、無線送受信ユニット(Ｗｉｒｅｌｅｓ
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ｓ Ｔｒａｎｓｍｉｔ/ＲｅｃｅｉｖｅＵｎｉｔ；ＷＴＲＵ)、ユーザ装備(Ｕｓｅｒ Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ)、 移動局(Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ)、移動サブスク
ライバユニット(ＭｏｂｉｌｅＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｕｎｉｔ)または単純にユーザなど
の他の名称で呼ばれることもある。以下、説明の便宜のために、非ＡＰ ＳＴＡをＳＴＡ
と呼ぶ。
【００２７】
　ＡＰは、該当ＡＰに結合された(Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ)ＳＴＡのために、無線媒体を経
由してＤＳに対する接続を提供する機能エンティティである。ＡＰを含むインフラストラ
クチャＢＳＳでＳＴＡ間の通信は、ＡＰを経由して行われることが原則であるが、ダイレ
クトリンクが設定された場合にはＳＴＡ間でも直接通信が可能である。ＡＰは、集中制御
器(ｃｅｎｔｒａｌ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ)、基地局(Ｂａｓｅ Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ)、
ノードＢ、ＢＴＳ(Ｂａｓｅ Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ)、またはサイト制御
器などと呼ばれることもある。
【００２８】
　図１に示すＢＳＳを含む複数のインフラストラクチャＢＳＳは、分散システム(Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ)を介して相互連結されることができる。ＤＳを
介して連結された複数のＢＳＳを拡張サービスセット(Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ
 Ｓｅｔ；ＥＳＳ)という。ＥＳＳに含まれるＡＰ及び/またはＳＴＡは、互いに通信する
ことができ、同じＥＳＳにおけるＳＴＡは、シームレス通信しつつ、一つのＢＳＳから他
のＢＳＳに移動することができる。
【００２９】
　ＩＥＥＥ８０２.１１による無線ＬＡＮシステムで、ＭＡＣ(ＭｅｄｉｕｍＡｃｃｅｓｓ
 Ｃｏｎｔｒｏｌ)の基本接続メカニズムは、ＣＳＭＡ/ＣＡ(Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓｅｎｓｅ 
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ ｗｉｔｈ ＣｏｌｌｉｓｉｏｎＡｖｏｉｄａｎｃｅ)メカ
ニズムである。ＣＳＭＡ/ＣＡメカニズムは、ＩＥＥＥ８０２.１１ＭＡＣの分配調整機能
(Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ；ＤＣＦ)と呼ば
れることもあり、基本的に“ｌｉｓｔｅｎｂｅｆｏｒｅ ｔａｌｋ”接続メカニズムを採
用している。このような類型の接続メカニズムによると、ＡＰ及び/またはＳＴＡは、送
信開始前に無線チャネルまたは媒体(ｍｅｄｉｕｍ)をセンシング(ｓｅｎｓｉｎｇ)する。
センシング結果、媒体が休止状態(ｉｄｌｅｓｔａｔｕｓ)であると判断されると、該当媒
体を介してパケット送信を開始する。反面、媒体が占有状態(ｏｃｃｕｐｉｅｄ ｓｔａｔ
ｕｓ)であると判断されると、該当ＡＰ及び/またはＳＴＡは自身の送信を開始せずに媒体
接近のための遅延期間を設定して待つ。
【００３０】
　ＣＳＭＡ/ＣＡメカニズムは、ＡＰ及び/またはＳＴＡが媒体を直接センシングする物理
的キャリアセンシング(ｐｈｙｓｉｃａｌｃａｒｒｉｅｒ ｓｅｎｓｉｎｇ)外に仮想キャ
リアセンシング(ｖｉｒｔｕａｌ ｃａｒｒｉｅｒ ｓｅｎｓｉｎｇ)も含む。仮想キャリア
センシングは、ヒドンノード問題(ｈｉｄｄｅｎ ｎｏｄｅ ｐｒｏｂｌｅｍ)などのように
媒体接近上発生することができる問題を補完するためのことである。仮想キャリアセンシ
ングのために、無線ＬＡＮシステムのＭＡＣは、ネットワーク割当ベクトル(Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ Ｖｅｃｔｏｒ；ＮＡＶ)を用いる。ＮＡＶは、現在媒体を使
用していたり、或いは使用する権限のあるＡＰ及び/またはＳＴＡが媒体の利用可能な状
態になるまで残っている時間を他のＡＰ及び/またはＳＴＡに指示する値である。従って
、ＮＡＶで設定された値は、該当パケットを送信するＡＰ及び/またはＳＴＡにより媒体
の使用が予定されている期間に該当する。
【００３１】
　ＤＣＦと共に、ＩＥＥＥ８０２.１１ＭＡＣプロトコルは、ＤＣＦとポーリング(ｐｏｌ
ｌｉｌｎｇ)ベースの同期式接続方式に全ての受信ＡＰ及び/またはＳＴＡがデータパケッ
トを受信することができるように周期的にポーリングするＰＣＦ(Ｐｏｉｎｔ Ｃｏｏｒｄ
ｉｎａｔｉｏｎ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ)に基づくＨＣＦ(ＨｙｂｒｉｄＣｏｏｒｄｉｎａｔｉ
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ｏｎ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ)を提供する。ＨＣＦは、提供子が多数のユーザにデータパケット
を提供するための接続方式をコンテンションベースのＥＤＣＡ(Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ Ａｃｃｅｓｓ)とポーリング(ｐｏｌｌｉｎｇ)メカニ
ズムを用いた非コンテンションベースのチャネル接近方式を使用するＨＣＣＡ(ＨＣＦ Ｃ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ Ａｃｃｅｓｓ)を有する。ＨＣＦは、ＷＬＡＮのＱ
ｏＳ(Ｑｕａｌｉｔｙｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ)を向上させるための媒体接近メカニズムを含
み、コンテンション周期(Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ Ｐｅｒｉｏｄ；ＣＰ)と非コンテンショ
ン周期(ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＦｒｅｅ Ｐｅｒｉｏｄ；ＣＦＰ)の両方ともでＱｏＳデー
タを送信することができる。
【００３２】
　図２は、ＩＥＥＥ８０２.１１によりサポートされる無線ＬＡＮシステムの物理階層ア
ーキテクチャを示す。
【００３３】
　ＩＥＥＥ８０２.１１の物理階層アーキテクチャ(ＰＨＹ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ)は
、ＰＬＭＥ(ＰＨＹ Ｌａｙｅｒ ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＥｎｔｉｔｙ)、ＰＬＣＰ(Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ Ｌａｙｅｒ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ)副階層２１０、Ｐ
ＭＤ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｍｅｄｉｕｍ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ)副階層２００で構成される。
ＰＬＭＥは、ＭＬＭＥ(ＭＡＣＬａｙｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ)と協調し
て物理階層の管理機能を提供する。ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＭＡＣ副階層２２０とＰＭ
Ｄ副階層２００との間でＭＡＣ階層の指示によってＭＡＣ副階層２２０から受けたＭＰＤ
Ｕ(ＭＡＣＰｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)を副階層に伝達したり、或いはＰＭＤ副
階層２００から来るフレームをＭＡＣ副階層２２０に伝達する。ＰＭＤ副階層２００は、
ＰＬＣＰ下位階層であり、無線媒体を介する二つのステーション間物理階層エンティティ
(ｅｎｔｉｔｙ)の送受信が可能にする。ＭＡＣ副階層２２０が伝達したＭＰＤＵは、ＰＬ
ＣＰ副階層２１０でＰＳＤＵ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)と
呼ぶ。ＭＰＤＵは、ＰＳＤＵと類似するが、複数のＭＰＤＵをアグリゲーション(ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎ)したＡ－ＭＰＤＵ(ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ ＭＰＤＵ)が伝達された場合
、各々のＭＰＤＵとＰＳＤＵは互いに相違する。
【００３４】
　ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＰＳＤＵをＭＡＣ副階層２２０から受けてＰＭＤ副階層２０
０に伝達する過程で物理階層送受信機により必要な情報を含む付加フィールドを付ける。
この時、付加されるフィールドは、ＰＳＤＵにＰＬＣＰプリアンブル(ｐｒｅａｍｂｌｅ)
、ＰＬＣＰヘッダ(ｈｅａｄｅｒ)、コンボリューションエンコーダをゼロ状態(ｚｅｒｏ 
ｓｔａｔｅ)に返す時に必要なテールビット(Ｔａｉｌ Ｂｉｔｓ)などになることができる
。ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＰＰＤＵを生成して送信する時に必要な制御情報と受信ＳＴ
ＡがＰＰＤＵを受信して解釈する時に必要な制御情報を含むＴＸＶＥＣＴＯＲパラメータ
をＭＡＣ副階層から伝達を受ける。ＰＬＣＰ副階層２１０は、ＰＳＤＵを含むＰＰＤＵを
生成する時に ＴＸＶＥＣＴＯＲパラメータに含まれた情報を使用する。
【００３５】
　ＰＬＣＰプリアンブルは、ＰＳＤＵの送信前に受信機が同期化機能とアンテナダイバー
シティを準備するようにする役割をする。データフィールドは、ＰＳＤＵにパディングビ
ット、スクランブラを初期化するためのビットシーケンスを含むサービスフィールド、及
びテールビットが付けられたビットシーケンスがエンコーディングされたコード化シーケ
ンス(ｃｏｄｅｄ ｓｅｑｕｅｎｃｅ)を含むことができる。この時、エンコーディング方
式は、ＰＰＤＵを受信するＳＴＡでサポートされるエンコーディング方式によってＢＣＣ
(Ｂｉｎａｒｙ Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ Ｃｏｄｉｎｇ)エンコーディングまたはＬＤ
ＰＣ(Ｌｏｗ Ｄｅｎｓｉｔｙ Ｐａｒｉｔｙ Ｃｈｅｃｋ)エンコーディングのうち一つで
ある。ＰＬＣＰヘッダには送信するＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎ
ｉｔ)に対する情報を含むフィールドが含まれ、これは以後に図３を参照してより具体的
に説明する。
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【００３６】
　ＰＬＣＰ副階層２１０では、ＰＳＤＵに前記フィールドを付加してＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ 
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)を生成し、ＰＭＤ副階層を経て受信ステーション
に送信し、受信ステーションは、ＰＰＤＵを受信し、ＰＬＣＰプリアンブル、ＰＬＣＰヘ
ッダからデータ復元に必要な情報を得て復元する。受信ステーションのＰＬＣＰ副階層は
、ＰＬＣＰプリアンブル及びＰＬＣＰヘッダに含まれた制御情報を含むＲＸＶＥＣＴＯＲ
パラメータをＭＡＣ副階層に伝達し、受信状態でＰＰＤＵを解釈してデータを獲得するこ
とができるようにする。
【００３７】
　無線ＬＡＮシステムでは、より高い処理率をサポートするために、より連続的な１６０
ＭＨｚ及び非連続的な８０＋８０ＭＨｚ帯域の送信チャネルをサポートする。また、ＭＵ
－ＭＩＭＯ(ｍｕｌｔｉ ｕｓｅｒ－ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｉｎｐｕｔ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｏ
ｕｔｐｕｔ)送信技法をサポートする。ＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法をサポートする無線ＬＡ
Ｎシステムでデータを送信しようとするＡＰ及び/またはＳＴＡは、ＭＵ－ＭＩＭＯペア
リングされた少なくとも一つ以上の受信ＳＴＡに同時にデータパケットを送信することが
できる。
【００３８】
　また、図１を参照すると、無線ＬＡＮシステムにおけるＡＰ１０は、自身と結合(ａｓ
ｓｏｃｉａｔｉｏｎ)されている複数のＳＴＡ２１、２２、２３、２４、３０のうち少な
くとも一つ以上のＳＴＡを含むＳＴＡグループにデータを同時に送信することができる。
図１ではＡＰがＳＴＡにＭＵ－ＭＩＭＯ送信することを例示しているが、ＴＤＬＳ(Ｔｕ
ｎｎｅｌｅｄ Ｄｉｒｅｃｔ Ｌｉｎｋ Ｓｅｔｕｐ)やＤＬＳ(Ｄｉｒｅｃｔ ＬｉｎｋＳｅ
ｔｕｐ)、メッシュネットワーク(ｍｅｓｈ ｎｅｔｗｏｒｋ)をサポートする無線ＬＡＮシ
ステムではデータを送信しようとするＳＴＡがＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法を使用し、ＰＰＤ
Ｕを複数のＳＴＡに送信することができる。以下、ＡＰが複数のＳＴＡにＭＵ－ＭＩＭＯ
送信技法によってＰＰＤＵを送信することを例示して説明する。
【００３９】
　各々のＳＴＡに送信されるデータは、互いに異なる空間ストリーム(ｓｐａｔｉａｌ ｓ
ｔｒｅａｍ)を介して送信されることができる。ＡＰ１０が送信するデータパケットは、
無線ＬＡＮシステムの物理階層で生成されて送信されるＰＰＤＵまたはＰＰＤＵに含まれ
たデータフィールドであり、フレームと呼ばれることもある。即ち、ＳＵ－ＭＩＭＯ及び
/またはＭＵ－ＭＩＭＯのためのＰＰＤＵに含まれたデータフィールドをＭＩＭＯパケッ
トということができる。本発明の例示でＡＰ１０とＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた送信
対象ＳＴＡグループは、ＳＴＡ１(２１)、ＳＴＡ２(２２)、ＳＴＡ３(２３)、及びＳＴＡ
４(２４)と仮定する。この時、送信対象ＳＴＡグループの特定ＳＴＡには空間ストリーム
が割り当てられないためデータが送信されない場合がある。一方、ＳＴＡａ(３０)は、Ａ
Ｐと結合されているが、送信対象ＳＴＡグループには含まれないＳＴＡであると仮定する
。
【００４０】
　無線ＬＡＮシステムでＭＵ－ＭＩＭＯ送信をサポートするために、送信対象ＳＴＡグル
ープに対して識別子が割り当てられることができ、これをグループ識別子(Ｇｒｏｕｐ Ｉ
Ｄ)という。ＡＰは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信をサポートするＳＴＡにグループＩＤの割当の
ためにグループ定義情報(ｇｒｏｕｐ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)を
含むグループＩＤ管理フレーム(Ｇｒｏｕｐ ＩＤ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｆｒａｍｅ)を
送信し、これを介してグループＩＤは、ＰＰＤＵ送信以前にＳＴＡに割り当てられる。一
つのＳＴＡは、複数個のグループＩＤの割当を受けることができる。
【００４１】
　下記表１は、グループＩＤ管理フレームに含まれた情報要素を示す。
【００４２】
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【表１】

　カテゴリフィールド及びＶＨＴアクションフィールドは、該当フレームが管理フレーム
に該当し、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする次世代無線ＬＡＮシステムで使われるグループ
ＩＤ管理フレームであることを識別することができるように設定される。
【００４３】
　表１のように、グループ定義情報は、特定グループＩＤに属しているか否かを指示する
メンバシップ状態情報、及び該当グループＩＤに属する場合に該当ＳＴＡの空間ストリー
ムセットがＭＵ－ＭＩＭＯ送信による全体空間ストリームで何番目の位置に該当するかを
指示する空間ストリーム位置情報を含む。
【００４４】
　一つのＡＰが管理するグループＩＤは複数個であるため、一つのＳＴＡに提供されるメ
ンバシップ状態情報はＡＰにより管理されるグループＩＤの各々にＳＴＡが属しているか
否かを指示する必要がある。従って、メンバシップ状態情報は、各グループＩＤに属して
いるか否かを指示するサブフィールドのアレイ(ａｒｒａｙ)形態に存在することができる
。空間ストリーム位置情報は、グループＩＤの各々に対する位置を指示するため、各グル
ープＩＤに対してＳＴＡが占める空間ストリームセットの位置を指示するサブフィールド
のアレイ形態に存在することができる。また、一つのグループＩＤに対するメンバシップ
状態情報と空間ストリーム位置情報は、一つのサブフィールド内で具現が可能である。
【００４５】
　ＡＰは、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法を介してＰＰＤＵを複数のＳＴＡに送信する場合、Ｐ
ＰＤＵ内にグループＩＤを指示する情報を制御情報として含んで送信する。ＳＴＡがＰＰ
ＤＵを受信すると、ＳＴＡは、グループＩＤフィールドを確認し、自身が送信対象ＳＴＡ
グループのメンバＳＴＡか否かを確認する。自身が送信対象ＳＴＡグループのメンバであ
ると確認されると、自身に送信される空間ストリームセットが全体空間ストリームのうち
何番目に位置するかを確認することができる。ＰＰＤＵは、受信ＳＴＡに割り当てられた
空間ストリームの個数情報を含むため、ＳＴＡは、自身に割り当てられた空間ストリーム
を探してデータを受信することができる。
【００４６】
　図３は、無線ＬＡＮシステムで使われるＰＰＤＵフォーマットの一例を示す。
【００４７】
　図３を参照すると、ＰＰＤＵ３００は、Ｌ－ＳＴＦ３１０、Ｌ－ＬＴＦ３２０、Ｌ－Ｓ
ＩＧフィールド３３０、ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールド３４０、ＶＨＴ－ＳＴＦ３５０、Ｖ
ＨＴ－ＬＴＦ３６０、ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３７０、及びデータフィールド３８０
を含むことができる。
【００４８】
　ＰＨＹを構成するＰＬＣＰ副階層は、ＭＡＣ階層から伝達を受けたＰＳＤＵに必要な情
報を加えてデータフィールド３８０に変換し、Ｌ－ＳＴＦ３１０、Ｌ－ＬＴＦ３２０、Ｌ
－ＳＩＧフィールド３３０、ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールド３４０、ＶＨＴ－ＳＴＦ３５０
、ＶＨＴ－ＬＴＦ３６０、ＶＨＴ－ＳＩＧＢ３７０などのフィールドを加えてＰＰＤＵ３
００を生成し、ＰＨＹを構成するＰＭＤ副階層を介して一つまたはその以上のＳＴＡに送
信する。ＰＬＣＰ副階層がＰＰＤＵを生成する時に必要な制御情報とＰＰＤＵに含ませて
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送信し、受信ＳＴＡがＰＰＤＵを解釈する時に使われる制御情報は、ＭＡＣ階層から伝達
を受けたＴＸＶＥＣＴＯＲパラメータから提供される。
【００４９】
　Ｌ－ＳＴＦ３１０は、フレームタイミング獲得(ｆｒａｍｅ ｔｉｍｉｎｇ ａｃｑｕｉ
ｓｉｔｉｏｎ)、ＡＧＣ(ＡｕｔｏｍａｔｉｃＧａｉｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ)コンバージェンス
(ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ)、粗い(ｃｏａｒｓｅ)周波数獲得などに使われる。
【００５０】
　Ｌ－ＬＴＦ３２０は、Ｌ－ＳＩＧフィールド３３０及びＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールド３
４０の復調のためのチャネル推定に使用する。
【００５１】
　Ｌ－ＳＩＧフィールド３３０は、Ｌ－ＳＴＡがＰＰＤＵ３００を受信し、これを解釈し
てデータを獲得する時に使われる。Ｌ－ＳＩＧフィールド３３０は、レート(ｒａｔｅ)サ
ブフィールド、長さ(ｌｅｎｇｔｈ)サブフィールド、パリティビット、及びテール(ｔａ
ｉｌ)フィールドを含む。レートサブフィールドは、現在送信されるデータに対するビッ
トレート(ｂｉｔ ｒａｔｅ)を指示する値に設定される。
【００５２】
　長さサブフィールドは、ＭＡＣ階層がＰＨＹ階層に送信することを要求するＰＳＤＵの
オクテット長さを指示する値に設定される。この時、ＰＳＤＵのオクテット長さの情報と
関連するパラメータであるＬ_ＬＥＮＧＴＨパラメータは、送信時間と関連するパラメー
タであるＴＸＴＩＭＥパラメータに基づいて決定される。ＴＸＴＩＭＥは、ＭＡＣ階層が
ＰＳＤＵ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｓｅｒｖｉｃｅ ｄａｔａ ｕｎｉｔ)の送信のために要求し
た送信時間に対応し、ＰＨＹ階層がＰＳＤＵを含むＰＰＤＵ送信のために決定した送信時
間を示す。従って、Ｌ_ＬＥＮＧＴＨパラメータは、時間と関連するパラメータであるた
め、Ｌ－ＳＩＧフィールド３３０に含まれた長さサブフィールドは、送信時間と関連する
情報を含むようになる。
【００５３】
　ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールド３４０は、ＰＰＤＵを受信するＳＴＡがＰＰＤＵ３００を
解釈するために必要な制御情報(ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、またはシグナ
ル情報(ｓｉｇｎａｌ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ))を含んでいる。ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィー
ルド３４０は、二つのＯＦＤＭシンボルを介して送信される。これによって、ＶＨＴ－Ｓ
ＩＧＡフィールド３４０は、ＶＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールド及びＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フィ
ールドに分けられることができる。ＶＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールドは、ＰＰＤＵ送信のた
めに使われるチャネル帯域幅情報、ＳＴＢＣ(Ｓｐａｃｅ Ｔｉｍｅ Ｂｌｏｃｋ Ｃｏｄｉ
ｎｇ)を使用するか否かと関連する識別情報、ＳＵまたはＭＵ－ＭＩＭＯのうちＰＰＤＵ
が送信される方式を指示する情報、送信方法がＭＵ－ＭＩＭＯの場合にＡＰとＭＵ－ＭＩ
ＭＯペアリングされた複数のＳＴＡである送信対象ＳＴＡグループを指示する情報、及び
前記送信対象ＳＴＡグループに含まれた各々のＳＴＡに割り当てられた空間ストリームに
対する情報を含む。ＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フィールドは、短いＧＩ(ｓｈｏｒｔ Ｇｕａｒｄ
 Ｉｎｔｅｒｖａｌ)関連情報を含む。
【００５４】
　ＭＩＭＯ送信方式を指示する情報及び送信対象ＳＴＡグループを指示する情報は、一つ
のＭＩＭＯ指示情報で具現されることができ、その一例としてグループＩＤで具現される
ことができる。グループＩＤは特定範囲を有する値に設定されることができ、範囲のうち
特定値は、ＳＵ－ＭＩＭＯ送信技法を指示し、その以外の値は、ＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法
にＰＰＤＵ３００が送信される場合に該当送信対象ＳＴＡグループに対する識別子として
使われることができる。
【００５５】
　グループＩＤが、該当ＰＰＤＵ３００がＳＵ－ＭＩＭＯ送信技法を介して送信されるこ
とを指示すると、ＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フィールドは、データフィールドに適用されたコー
ディング技法がＢＣＣ(Ｂｉｎａｒｙ Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｃｏｄｉｎｇ)であるか、
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或いはＬＤＰＣ(ＬｏｗＤｅｎｓｉｔｙ Ｐａｒｉｔｙ Ｃｈｅｃｋ)コーディングであるか
を指示するコーディング指示情報と、送信者－受信者間チャネルに対するＭＣＳ(ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ ｃｏｄｉｎｇ ｓｃｈｅｍｅ)情報を含む。また、ＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フ
ィールドは、ＰＰＤＵの送信対象ＳＴＡのＡＩＤ及び/または前記ＡＩＤの一部ビットシ
ーケンスを含む部分ＡＩＤ(ｐａｒｔｉａｌ ＡＩＤ)を含むことができる。
【００５６】
　グループＩＤは、該当ＰＰＤＵ３００がＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法を介して送信されるこ
とを指示すると、ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールド３４０は、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされ
た受信ＳＴＡに送信が意図されるデータフィールドに適用されたコーディング技法がＢＣ
Ｃであるか、或いはＬＤＰＣコーディングであるかを指示するコーディング指示情報が含
まれる。この場合、各受信ＳＴＡに対するＭＣＳ(ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ｃｏｄｉｎｇ 
ｓｃｈｅｍｅ)情報は、ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３７０に含まれることができる。
【００５７】
　ＶＨＴ－ＳＴＦフィールド３５０は、ＭＩＭＯ送信においてＡＧＣ推定の性能を改善す
るために使われる。
【００５８】
　ＶＨＴ－ＬＴＦフィールド３６０は、ＳＴＡがＭＩＭＯチャネルを推定する時に使われ
る。次世代無線ＬＡＮシステムは、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートするため、ＶＨＴ－ＬＴＦ
フィールド３６０は、ＰＰＤＵ３００が送信される空間ストリームの個数ほど設定される
ことができる。追加的に、フルチャネルサウンディング(ｆｕｌｌ ｃｈａｎｎｅｌ ｓｏ
ｕｎｄｉｎｇ)がサポートされ、これが実行される場合にＶＨＴ ＬＴＦの数はより多くな
ることができる。
【００５９】
　ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３７０は、ＭＩＭＯペアリングされた複数のＳＴＡがＰＰ
ＤＵ３００を受信してデータを獲得する時に必要な専用制御情報を含む。従って、ＶＨＴ
－ＳＩＧＢフィールド３７０に含まれた共用制御情報が、現在受信されたＰＰＤＵ３００
はＭＵ－ＭＩＭＯ送信されたものであると指示した場合にのみ、ＳＴＡは、ＶＨＴ－ＳＩ
ＧＢフィールド３７０をデコーディング(ｄｅｃｏｄｉｎｇ)するように設計されることが
できる。反対に、共用制御情報が、現在受信されたＰＰＤＵ３００は単一ＳＴＡのための
もの(ＳＵ－ＭＩＭＯを含む)であると指示する場合、ＳＴＡは、ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィー
ルド３７０をデコーディングしないように設計されることができる。
【００６０】
　ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３７０は、各ＳＴＡに対するＭＣＳ(ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ ａｎｄ ｃｏｄｉｎｇ ｓｃｈｅｍｅ)に対する情報及びレートマッチング(ｒａｔｅ－
ｍａｔｃｈｉｎｇ)に対する情報を含む。また、各ＳＴＡのためのデータフィールドに含
まれたＰＳＤＵ長さを指示する情報を含む。ＰＳＤＵの長さを指示する情報は、ＰＳＤＵ
のビットシーケンスの長さを指示する情報であり、オクテット単位に指示することができ
る。ＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド３７０の大きさは、ＭＩＭＯ送信の類型(ＭＵ－ＭＩＭ
ＯまたはＳＵ－ＭＩＭＯ)及びＰＰＤＵ送信のために使用するチャネル帯域幅によって異
なる。
【００６１】
　データフィールド３８０は、ＳＴＡに送信が意図されるデータを含む。データフィール
ド３８０は、ＭＡＣ階層でのＭＰＤＵ(ＭＡＣ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)が
伝達されたＰＳＤＵ(ＰＬＣＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ)とスクランブラを初
期化するためのサービス(ｓｅｒｖｉｃｅ)フィールド、コンボリューション(ｃｏｎｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ)エンコーダをゼロ状態(ｚｅｒｏ ｓｔａｔｅ)に返す時に必要なビットシー
ケンスを含むテール(ｔａｉｌ)フィールド、及びデータフィールドの長さを規格化するた
めのパディングビットを含む。
【００６２】
　図１のような無線ＬＡＮシステムで、ＡＰ１０がＳＴＡ１(２１)、ＳＴＡ２(２２)、及
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びＳＴＡ３(２３)にデータを送信しようとする場合、ＳＴＡ１(２１)、ＳＴＡ２(２２)、
ＳＴＡ３(２３)、及びＳＴＡ４(２４)を含むＳＴＡグループにＰＰＤＵを送信することが
できる。この場合、図２のようにＳＴＡ４(２４)に空間ストリームが割り当てられないよ
うにすることができ、ＳＴＡ１(２１)、ＳＴＡ２(２２)、及びＳＴＡ３(２３)の各々に特
定個数の空間ストリームを割り当て、これによって、データを送信することができる。図
２のような例示において、ＳＴＡ１(２１)には１個の空間ストリーム、ＳＴＡ２(２２)に
は３個の空間ストリーム、ＳＴＡ３(２３)には２個の空間ストリームが割り当てられてい
ることを知ることができる。
【００６３】
　無線ＬＡＮシステムで効率的に与えられたチャネルを使用するためには、同時に複数個
のＳＴＡをスケジューリングしてＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法が活用可能でなければならない
。ＭＵ－ＭＩＭＯ送信は、同時に複数個のＳＴＡにデータを送信することができることを
意味し、これはシステム全体の処理率側面での向上を期待することができる。ここに各Ｓ
ＴＡで順次空間ストリーム情報を含んだ最適のＭＣＳ情報をＡＰにフィードバックすると
、システム性能はより一層向上することができる。
【００６４】
　無線ＬＡＮシステム上のデータ送受信過程でＡＣＫフレーム(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ ｆｒａｍｅ)及びＮＡＣＫ(ｎｏｎ ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔｆｒａｍｅ
)などを用いた開ループリンク適応(ｏｐｅｎ ｌｏｏｐ ｌｉｎｋ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ)
は、現在ＡＰとＳＴＡとの間のチャネル情報を十分に活用することができないという短所
が存在する。これを補完して無線ＬＡＮシステム処理率向上のために、より正確なチャネ
ル情報をＡＰにフィードバックする閉ループリンク適応(ｃｌｏｓｅｄｌｏｏｐ ｌｉｎｋ
 ａｄａｐｔａｔｉｏｎ)をサポートすることができる方法を考慮することができる。
【００６５】
　無線ＬＡＮシステムでチャネルサウンディング(ｃｈａｎｎｅｌ ｓｏｕｎｄｉｎｇ)の
ために、ＮＤＰＡフレーム(ｎｕｌｌｄａｔａ ｐａｃｋｅｔ ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ 
ｆｒａｍｅ)－ＮＤＰ(ｎｕｌｌ ｄａｔａ ｐａｃｋｅｔ)送信方法がサポートされる。こ
れによると、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた複数のＳＴＡは、ＮＤＰに基づいてチャネ
ルを推定することができる。また、ＳＴＡは、ＮＤＰフレームだけでなく、データを含む
一般的なＰＰＤＵのＬＴＦに基づいてチャネルを推定することができる。これをリンク適
応方法にも適用し、ＮＤＰＡフレーム－ＮＤＰ送信に基づくリンク適応方法及び一般的な
ＰＰＤＵに基づくリンク適応方法が提案されることができる。
【００６６】
　以下、本発明の実施例に係るリンク適応方法を説明する。ＭＵ－ＭＩＭＯ技法を使用し
て送信するＡＰは、ＭＦＢ(ＭＣＳ ｆｅｅｄｂａｃｋ)要求者であり、ＡＰとＭＩＭＯペ
アリングされたＳＴＡは、ＭＦＢ応答者であると仮定される。ただし、本発明は、これに
限定されるものではなく、ＭＦＢ要求者及びＭＦＢ応答者はＡＰ及び/またはＳＴＡであ
ってもよい。
【００６７】
　図４は、リンク適応方法の一例を示す。
【００６８】
　データを含むＰＰＤＵに基づくリンク適応方法が提案される。ＡＰは、以前チャネルサ
ウンディング手順を介して得た情報を活用し、各ＳＴＡへの送信に適するビーム形成行列
を得ることができる。従って、ＡＰは、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた各ＳＴＡにＭＲ
Ｑ(ＭＣＳ ｒｅｑｕｅｓｔ)が設定されたプリコーディングされた形態のＰＰＤＵを送信
することができる。
【００６９】
　リンク適応のためには、各ＳＴＡがチャネルを推定しなければならない。これは送信さ
れたＰＰＤＵのＰＬＣＰプリアンブルであるＶＨＴ－ＬＴＦに基づいて実行されることが
できる。ＰＰＤＵを用いたデータ送信は、データユニットがアグリゲーションされて送信
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されるため、ＳＴＡがＰＰＤＵの送信に対する受信確認をすることは、ブロック受信確認
(Ｂｌｏｃｋ Ａｃｋ；ＢＡ)フレームにより行われることができる。ＳＴＡは、ＢＡフレ
ームにＭＦＢ(ＭＣＳ Ｆｅｅｄｂａｃｋ)情報を含ませて送信することができる。
【００７０】
　ＡＰは、各ＳＴＡに対してＭＣＳを要求するために、各ＳＴＡに送信されるＰＳＤＵの
ＭＡＣヘッダに含まれたＭＡＩ(ＭＣＳ ｒｅｑｕｅｓｔｏｒＡＳＥＬ(Ａｎｔｅｎｎａ Ｓ
ｅｌｅｃｔｉｏｎ Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ)フィールドのＭＲＱ(ＭＣＳ ｒｅｑｕｅｓｔ)
サブフィールドを１に設定することができる。この場合、ＮＤＰ(Ｎｕｌｌ Ｄａｔａ Ｐ
ａｃｋｅｔ)は使用しないため、ＮＤＰ通報(ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ)サブフィールド
は０に設定される。前記のような設定は、各ＳＴＡに送信されるＰＳＤＵを構成するＭＡ
ＣヘッダのＨＴ制御フィールド(ＨＴ ｃｏｎｔｒｏｌ ｆｉｅｌｄ)を介して具現されるこ
とができる。また、ＨＴ制御フィールドの設定は、制御ラッパフレーム(ｃｏｎｔｒｏｌ 
ｗｒａｐｐｅｒ ｆｒａｍｅ)に含まれたＨＴ制御フィールドの設定を介して具現されるこ
とができる。即ち、無線ＬＡＮシステムでサポートする一般的な制御フレーム(ｃｏｎｔ
ｒｏｌ ｆｒａｍｅ)にはＨＴ制御フィールドが含まれないため、制御フレームを制御ラッ
パフレームに含ませ、制御ラッパフレームにあるＨＴ制御フィールドを設定することによ
って具現することができる。
【００７１】
　各ＳＴＡは、チャネル推定した結果と関連するＭＦＢ情報をＢＡフレームを含む制御ラ
ッパフレームのＨＴ制御フィールドに含ませてＡＰに送信することができる。
【００７２】
　図４に示す例示において、ＡＰが図５のようなフォーマットのＰＰＤＵをＳＴＡに送信
した場合、ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールドのグループＩＤは、ＡＰがいずれのＳＴＡとのデ
ータ送信に参加しているかに対する情報を含んでいる。ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、ＳＴＡ３、
及びＳＴＡ４が対象ＳＴＡグループに含まれており、これらに各々３、２、１、１個の空
間ストリームが割り当てられていると仮定する。
【００７３】
　ここで総７個の空間ストリームが使われたが、受信機でのチャネル推定のためには８個
のＬＴＦが必要である。レガシＳＴＡのためのレガシプリアンブル(Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－Ｌ
ＴＦ)及びＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールドは、一つの空間ストリームが全ての送信アンテナ
を介して送信される。ＶＨＴ－ＳＴＦ以下のフィールドは、ＣＳＤ(ｃｙｃｌｉｃ ｓｈｉ
ｆｔ ｄｅｌａｙ)とプリコーディング行列によるプリコーディング適用後に送信される。
【００７４】
　各ＳＴＡに送信されたデータは、各々、復号過程を経てデータを獲得し、ＢＡフレーム
をＡＰに送信する。ＬＴＦから推定したチャネル情報を用いて各ＳＴＡに割り当てられた
空間ストリームを介してデータを受信するという仮定下に推定ＭＣＳ情報をＢＡフレーム
に含ませて送信する。ＭＣＳ推定時、ＳＴＡに割り当てられない空間ストリームから引き
起こされることができる干渉を勘案してＭＣＳを推定計算することができる。
【００７５】
　グループＩＤの設定によってＳＴＡ１がＭＦＢをＢＡフレームに含ませて送信した後、
ＡＰがＢＡＲ(Ｂｌｏｃｋ ＡＣＫ Ｒｅｑｕｅｓｔ)を特定ＳＴＡに送信すると、該当ＳＴ
Ａは、ＭＦＢ情報をＢＡフレームに含ませてＡＰに送信することができる。
【００７６】
　追加的に、各ＳＴＡ別にＢＡＲを送信する時、該当端末機は、ＢＡフレームを送信する
と同時にＭＦＢ情報を送信することができる。同様に、該当ＳＴＡがＭＣＳを推定計算す
る過程に自身に割り当てられた空間ストリームを使用し、残りの空間ストリームは干渉と
して作用することができるという仮定下に推定計算することができる。
【００７７】
　図６は、リンク適応方法の他の例を示す。
【００７８】
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　図６を参照すると、ＡＰは、ＮＤＰを各ＳＴＡに送信する。ＮＤＰは、受信したＳＴＡ
がチャネル推定のために使用するフレームであり、データフィールドが除いたＰＰＤＵの
フォーマットを有する。ＳＴＡは、ＰＰＤＵを受信した場合と同様に、ＮＤＰを受信する
と、ＮＤＰに含まれたＬＴＦに基づいてチャネル推定を実行することができる。ＡＰは、
ＮＤＰを送信する前にＮＤＰを送信することを知らせるために、制御フレームのうち一つ
であるＮＤＰＡフレームを送信する。
【００７９】
　図７は、ＮＤＰＡフレームのフォーマットを示すブロック図である。
【００８０】
　図７を参照すると、ＮＤＰＡフレーム７００は、フレーム制御(ｆｒａｍｅ ｃｏｎｔｒ
ｏｌ)フィールド７１０、持続時間フィールド７２０、ＲＡ(ｒｅｃｅｉｖｅｒ ａｄｄｒ
ｅｓｓ)フィールド７３０、ＴＡ(ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ ａｄｄｒｅｓｓ)フィールド７
４０、サウンディングシーケンスフィールド７５０、少なくとも一つ以上のＳＴＡ情報フ
ィールド７６０、及びＦＣＳ(Ｆｒａｍｅ Ｃｈｅｃｋ Ｓｅｑｕｅｎｃｅ)フィールド７７
０を含む。フレーム制御フィールド７１０は、ＮＤＰＡフレーム７００と関連する制御情
報を含む。持続時間フィールド７２０は、ＮＤＰＡフレーム７００の長さを指示する。Ｒ
Ａフィールド７３０は、ＮＤＰＡフレーム７００の受信ＳＴＡの住所を指示し、これはブ
ロードキャスト住所を指示することができる。ＴＡフィールド７４０は、ＮＤＰＡフレー
ム７００を送信するＡＰ及び/またはＳＴＡの住所を指示する。サウンディングシーケン
スフィールド７５０は、現在含まれるサウンディングシーケンスの数字を含む。ＳＴＡ情
報フィールド７６０は、チャネルサウンディング対象ＳＴＡを識別する情報とチャネルサ
ウンディングによるフィードバック情報に関する情報を含む。チャネルサウンディング対
象ＳＴＡが一つ以上の場合、一つ以上のＳＴＡ情報フィールド７６０がＮＤＰＡフレーム
７００に含まれることができる。
【００８１】
　また、図６を参照すると、ＮＤＰＡフレームは、ＮＤＰＡフレーム－ＮＤＰ送信を介す
るチャネルサウンディング手順のために使われる制御フレームである。従って、ＮＤＰＡ
フレーム自体は、ＨＴ制御フィールドを含まないため、ＭＣＳ推定を要求する情報がＮＤ
ＰＡフレームに含まれることができない。ただし、ＳＴＡは、ＮＤＰＡフレームを介して
ＭＣＳ推定をのための情報を提供し、ＮＤＰを介してチャネル推定をすることができるた
め、ＮＤＰＡフレーム及びＮＤＰに基づくリンク適応方法も可能である。従って、ＮＤＰ
Ａフレーム送信を介してＭＲＱをトリガすることができるように、ＮＤＰＡフレームを制
御ラッパフレームに含ませて送信する方法が提案される。ＭＲＱ設定は、制御ラッパフレ
ームに含まれたＨＴ制御フィールド設定を介して具現されることができる。
【００８２】
　ＮＤＰＡフレームを含んでいる制御ラッパフレームのＨＴ制御フィールドは、ＭＲＱと
ＮＤＰ通報が設定される。また、各ＳＴＡに送信されるＮＤＰに対する情報が含まれなけ
ればならない。ＰＰＤＵのＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールドのグループＩＤは、ＡＰによるＭ
Ｕ－ＭＩＭＯ送信対象ＳＴＡグループに対する情報を含み、各ＳＴＡは、ユニキャスト及
び/またはブロードキャストされたＰＰＤＵから空間ストリーム個数指示情報を獲得する
ことができる。
【００８３】
　ＭＲＱとＮＤＰ通報設定は、ＨＴ制御フィールドのリンク適応サブフィールドとＮＤＰ
通報サブフィールドの設定を介して具現されることができる。
【００８４】
　一方、ＮＤＰは、自体的にグループＩＤと空間ストリーム割当情報を含むＶＨＴ－ＳＩ
ＧＡフィールドを含んでいる。然しながら、ＮＤＰのグループＩＤは、ＳＵ送信であるこ
とを指示するように約束されている。従って、ＮＤＰのＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールドを介
して獲得することができる情報は、空間ストリーム割当とＭＣＳに関する情報である。
【００８５】
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　一方、前述のように各空間ストリームに適用されたＭＣＳ関連情報は、グループＩＤに
設定された値に応じて異なるように具現されることができる。従って、ＮＤＰの場合、Ｍ
ＣＳ関連情報は、グループＩＤに関係なしにＭＵ送信の場合のように設定されることがで
きるようにする。従って、ＳＴＡは、ＭＣＳと関連する情報をＶＨＴ－ＳＩＧＢフィール
ドの解釈を介して獲得することができる。
【００８６】
　ＳＴＡは、ユニキャストまたはブロードキャストされたＰＰＤＵからＡＰとの送信に関
与するものを知ることができ、ＰＰＤＵの空間ストリーム個数情報とＮＤＰの空間ストリ
ーム個数情報が同じ場合、自身に割り当てられた空間ストリーム個数に関する情報を獲得
することができる。また、ＮＤＰのＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールドから各空間ストリームに
適用されたＭＣＳ情報を獲得することができる。これに基づき、各ＳＴＡは、他のＳＴＡ
に割り当てられた空間ストリームを考慮して最適のＭＣＳを推定計算した後、ＡＰのポー
リング(ｐｏｌｌｉｎｇ)方式に基づいてＡＰにＭＦＢ情報を送信することができる。各Ｓ
ＴＡは、獲得した空間ストリーム及びＭＣＳ情報を含み、ＨＴ制御フィールドを含むフィ
ードバックフレームを送信する。この時、ＮＤＰＡフレーム－ＮＤＰに基づくリンク適応
方法であるため、フィードバックフレームは、ＶＨＴビーム形成圧縮フレーム(ＶＨＴｂ
ｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ ｆｒａｍｅ)であり、チャネルサウンディ
ングによるＣＳＩ(ｃｈａｎｎｅｌ ｓｔａｔｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)がさらに含まれ
ることができる。
【００８７】
　ＡＰは、リンク適応手順を介してＳＴＡからＣＳＩと利用可能な全てのＭＦＢ情報を受
信する。ＭＦＢ情報は、各ＳＴＡにより各空間ストリーム個数別に最適であると推定され
たＭＣＳを指示する。ＡＰは、各ＳＴＡから情報を獲得すると、これに基づいて次の送信
時にシステム処理率が最高になるようにするか、或いは各ＳＴＡ別に公正性(ｆａｉｒｎ
ｅｓｓ)を考慮し、各ＳＴＡに最大限公正に空間ストリームを割り当てるように、それに
適したＭＣＳを選択することができる。
【００８８】
　図６の例示でＡＰが送信することができる空間ストリームは８個であり、利用可能な空
間ストリームの個数は４、３、２、１であると仮定する。ＡＰは、全てのＳＴＡの要求を
受け入れることができない場合もある。ただし、ＳＵ送信よりはＭＵ送信がシステム処理
率側面で利得を得ることができると判断し、各ＳＴＡ別に空間ストリームを公正に割り当
てることが必要であると判断した状況を示す例示である。
【００８９】
　一方、ＳＴＡがＭＣＳ推定後、フィードバック時、ＳＵ－ＭＩＭＯベースにＭＣＳフィ
ードバックをし、同時にＭＵ－ＭＩＭＯを仮定してＭＣＳをフィードバックすることがで
きる。ここでＭＵ－ＭＩＭＯを仮定してＭＣＳをフィードバックすることは、空間ストリ
ームの個数と送信パワーがＳＵ－ＭＩＭＯの場合とは異なる制約があると仮定してフィー
ドバックすることである。
【００９０】
　図８は、リンク適応の他の例を示す。本例示でＡＰとＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされた
ＳＴＡは３個であり、チャネルの変化は発生しないと仮定する。
【００９１】
　図８を参照すると、ＡＰは、ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、及びＳＴＡ３にＭＵ－ＭＩＭＯ送信
技法を介してＰＰＤＵを送信する(Ｓ８１０)。ＰＰＤＵを送信することは、以前チャネル
サウンディング実行結果に基づいてすることができる。
【００９２】
　以後、ＡＰからＳＴＡ３に送信するデータがこれ以上ない、或いはＳＴＡ３の連結が終
了される状況が発生することができる(Ｓ８２０)。
【００９３】
　ＡＰは、ＳＴＡ３の終結により発生した追加無線リソースを既存のＳＴＡ１及びＳＴＡ
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２に割り当てることができる。チャネルの変化がないため、リソースの再割当のための新
しいプリコーディング行列を求める時に新しいチャネルサウンディング手順は必要でない
。
【００９４】
　ＡＰは、ＳＴＡ１及びＳＴＡ２のためのリンク適応手順を開始する。ＡＰは、ＭＲＱが
設定されたＨＴ制御フィールドを含むＰＰＤＵをＳＴＡ１及びＳＴＡ２に送信する(Ｓ８
３０)。
【００９５】
　ＳＴＡ１及びＳＴＡ２は、ＰＰＤＵのＶＨＴ－ＬＴＦに基づいてチャネル及びＭＣＳを
推定し、ＭＦＢ情報をＡＰにフィードバックする(Ｓ８４０)。ＭＵ－ＭＩＭＯペアリング
されたＳＴＡのＭＦＢ情報フィードバックは、ＢＡフレームとＢＡｒｅｑｕｅｓｔ(ＢＡ
Ｒ)によるポーリング(ｐｏｌｌｉｎｇ)を介して実行されることができる。
【００９６】
　ＡＰは、前記過程で獲得された新しいＭＣＳに基づいてデータ送信を実行する(Ｓ８５
０)。
【００９７】
　次世代無線ＬＡＮシステムの処理率向上のために、より効率的なリンク適応方式が提案
される必要がある。ＡＰが送信しようとする空間ストリームの個数に変化が発生する時、
空間ストリーム指示技法が提案されることができる。また、ＳＴＡがＡＰから受信した空
間ストリーム個数より少ない個数の空間ストリームを使用することが処理率側面で利得が
あると判断する時、ＭＦＢ情報をＡＰにフィードバックするリンク適応方法を提案する。
【００９８】
　無線ＬＡＮシステムでダウンリンクＭＵ－ＭＩＭＯは、各ＳＴＡ当たり最大４個の空間
ストリームを割り当てることができ、これによって送信することができる。ＡＰがＳＴＡ
に送信する空間ストリーム個数が減る場合、新しいチャネルサウンディング手順を経ずに
、ＳＴＡにその状況に適したＭＣＳ推定を要求することができる。ＡＰは、ＭＲＱが設定
されたＰＰＤＵをＳＴＡに送信することを介してリンク適応を開始することができる。
【００９９】
　また、ＳＴＡ立場ではＡＰから受けた変化される空間ストリーム個数情報を用いて何番
目の空間ストリームを活用することが効率的であるかに対する情報を共にＡＰに報告する
ことができる。
【０１００】
　特定ＳＴＡが全ての空間ストリームを使用しない状況で、空間ストリームの個数は変わ
らないが、空間ストリーム別ＳＩＮＲ(Ｓｉｇｎａｌ ｔｏ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ ｐ
ｌｕｓ Ｎｏｉｓｅ Ｒａｔｉｏ)が変わる場合にも空間ストリーム指示をすることができ
る。
【０１０１】
　図９は、本発明の実施例に係るリンク適応方法を示す。
【０１０２】
　ＡＰは、ＳＴＡ１及びＳＴＡ２にＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法を介してＰＰＤＵを送信する
(Ｓ９１０)。
【０１０３】
　ＡＰは、各ＳＴＡに送信する空間ストリームが減ることを検出すると(Ｓ９２０)、各Ｓ
ＴＡに減る空間ストリームの個数を知らせることができる。各ＳＴＡに減る空間ストリー
ムの個数を知らせる方法として、ＭＲＱが設定されたＰＰＤＵを送信することを提案する
(Ｓ９３０)。これはＮＤＰのＶＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールドの空間ストリーム指示情報の
設定を介して、またはデータを含むＰＰＤＵにおいてＶＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールドの空
間ストリーム指示情報の設定を介して具現されることができる。
【０１０４】
　各ＳＴＡは、ＰＰＤＵ及び/またはＮＤＰに基づいて推定したＭＣＳ情報とどの空間ス
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トリームが使われるかを決定し、ＭＦＢ情報をＡＰにフィードバックすることができる(
Ｓ９４０)。ＭＦＢ情報のフィードバックは、ＡＰにより送信されるＢＡＲによるポーリ
ングを介して実行されることができる。ＡＰは、ＳＴＡから空間ストリーム指示情報とＭ
ＣＳ指示情報を含むＭＦＢ情報のフィードバックを受けると、これに基づいてＰＰＤＵを
送信する(Ｓ９５０)。
【０１０５】
　ＡＰに該当情報をフィードバックすることは、ＢＡフレームを含む制御ラッパフレーム
のリンク適応サブフィールドの設定を介して具現されることができる。リンク適応サブフ
ィールドは、ＨＴ制御フィールドに含まれる。以下、リンク適応サブフィールドの設定に
対して詳述する。
【０１０６】
　図１０は、既存リンク適応サブフィールドフォーマット例を示すブロック図である。
【０１０７】
　図１０を参照すると、リンク適応サブフィールド１０００は、ＨＴ/ＶＨＴサブフィー
ルド１０１０、ＴＲＱ(ｔｒａｉｎｉｎｇ ｒｅｑｕｅｓｔ)サブフィールド１０２０、Ｍ
ＡＩ(ＭＣＳ ｒｅｑｕｅｓｔ ｏｒ ＡＳＥＬ(ａｎｔｅｎｎａ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ)Ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ)サブフィールド１０３０、ＭＦＳＩ(ＭＣＳ Ｆｅｅｄｂａｃｋ ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)サブフィールド１０４０、及びＭＦＢ/ＡＳＥＬＣ(Ｍ
ＣＳ ｆｅｅｄｂａｃｋ ａｎｄ Ａｎｔｅｎｎａｌ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｃｏｍｍａｎｄ/
ｄａｔａ)サブフィールド１０５０を含む。
【０１０８】
　ＨＴ/ＶＨＴサブフィールド１０１０は、リンク適応サブフィールド１０００及び/また
はリンク適応サブフィールド１０００を含むＨＴ制御フィールドがＳＵ－ＭＩＭＯをサポ
ートするＨＴ送信のためのものであるか、或いはＳＵ/ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートするＶ
ＨＴ送信のためのものであるかを指示する。
【０１０９】
　ＴＲＱサブフィールド１０２０は、チャネルサウンディング手順を開始するためのトレ
ーニングシーケンス送信要求を指示する。
【０１１０】
　ＭＡＩサブフィールド１０３０は、ＭＲＱサブフィールド１０３１及びＭＳＩサブフィ
ールド１０３２を含む。ＭＲＱサブフィールド１０３１は、リンク適応手順の開始可否を
指示する。即ち、ＭＣＳ推定を要求するか否かを指示する。ＭＳＩ(ＭＲＱ ｓｅｑｕｅｎ
ｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)サブフィールド１０３２は、ＭＣＳ推定を要求した時、前記
特定要求を識別するためのシーケンスに対する情報を含む。
【０１１１】
　ＭＦＳＩサブフィールド１０４０は、ＭＦＢ情報と関連するフレームに含まれたＭＳＩ
値に設定されることができる。
【０１１２】
　ＭＦＢ/ＡＳＥＬＣサブフィールド１０５０は、ＭＣＳサブフィールド１０５１及び空
間ストリーム個数(Ｎｓｓ)サブフィールド１０５２を含む。ＭＣＳサブフィールド１０５
１は、ＳＴＡが推薦するＭＣＳを指示する。Ｎｓｓサブフィールド１０５２は、ＳＴＡが
推薦する空間ストリームの個数を指示する。
【０１１３】
　一つのＳＴＡに対して最大４個の空間ストリームが割り当てられることができるため、
ＳＴＡがＡＰにどの空間ストリームが適切に使用されるかシグナリングするためには総４
ビットが必要である。このために、既存にＴＲＱサブフィールド１０２０及びＮｓｓサブ
フィールド１０５２を活用することを提案する。ＶＨＴ送信をサポートする無線ＬＡＮシ
ステムでチャネルサウンディング手順は、ＮＤＰＡフレーム－ＮＤＰ送信に基づいて行わ
れるため、ＴＲＱサブフィールド１０２０のための１ビットは、他の用途に活用されるこ
とができる。以下、ＳＴＡは、推薦する空間ストリームの個数をＡＰにシグナリングする
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代わりに、どの空間ストリームを使用するかは直接シグナリングする方式を提案する。従
って、既存のＮｓｓサブフィールド１０５２の３ビットを活用することができる。
【０１１４】
　図１１は、本発明の実施例に係るリンク適応サブフィールドの例を示す。
【０１１５】
　図１１を参照すると、リンク適応サブフィールド１１００は、ＨＴ/ＶＨＴサブフィー
ルド１１１０、ＭＡＩサブフィールド１１３０、ＭＦＳＩサブフィールド１１４０、及び
ＭＦＢ/ＡＳＥＬＣサブフィールド１１５０を含む。図１１の(ａ)及び図１１の(ｂ)を参
照すると、リンク適応サブフィールドは、既存フォーマットのＮｓｓサブフィールド１０
５２の代わりに４ビット大きさの空間ストリームサブフィールド１１００ａ、１１１０ｂ
、１１２０ｂを含んでいる。空間ストリームサブフィールドは、各空間ストリームに対し
て使用可否をビット値に知らせることができるビットマップ形式で具現されることができ
る。図１１の(ａ)とは違って、図１１の(ｂ)は、空間ストリームサブフィールドとして既
存フォーマットのＴＲＱサブフィールド及びＮｓｓサブフィールドを使用するため、ＴＲ
Ｑサブフィールドを具現した１ビットは１番目の空間ストリーム(ＳＳ０)の使用可否を指
示し１１１０ｂ、空間ストリームサブフィールドを具現した３ビットは２番目乃至４番目
の空間ストリームＳＳ１～ＳＳ３の使用可否を指示すると設定されることができる１１２
０ｂ。
【０１１６】
　例えば、ＡＰがＳＴＡ１及びＳＴＡ２に各々４個ずつの空間ストリームを送信中、ＳＴ
Ａ１及びＳＴＡ２に各々３個と２個の空間ストリームに減らして送信すると知らせること
ができる。まず、ＳＴＡは、現在送信結果から獲得した各空間ストリーム別ＳＮＲ(Ｓｉ
ｇｎａｌ ｔｏ Ｎｏｉｓｅ Ｒａｔｉｏ)またはＳＩＮＲ情報を用いて高いＳＮＲまたはＳ
ＩＮＲ値を有する空間ストリームを次の送信に用いることができる。ＳＴＡ１の推定結果
によって、１、２、４番目の空間ストリームが高いＳＮＲ値を有すると仮定すると、ＳＴ
Ａ１がＡＰにフィードバックする空間ストリームサブフィールドの値は(１,１,０,１)に
なる。また、ＳＴＡは、該当空間ストリームに基づいてＭＣＳを推定し、ＡＰにＭＣＳ情
報をフィードバックすることができる。
【０１１７】
　前述した方法は、ＳＵ－ＭＩＭＯ送信時にも適用されることができる。ＡＰは、８個の
空間ストリームを使用してＳＴＡにデータを送信することができる。この場合、空間スト
リームサブフィールドの大きさは８ビットになることができる。これによるリンク適応サ
ブフィールドのフォーマットは図１２を参照することができる。図１２を参照すると、リ
ンク適応サブフィールド１２００は、Ｎｓｓサブフィールド１２１０及び空間ストリーム
サブフィールド１２２０を含む。Ｎｓｓサブフィールド１２１０は、推薦する空間ストリ
ームの個数を指示し、空間ストリームサブフィールド１２２０は、どの空間ストリームを
使用するかを指示するビットマップタイプの情報を含む。
【０１１８】
　一方、通常的なリンク適応手順で、ＳＴＡは、ＡＰが送信した空間ストリームの個数に
よって他のＳＴＡによる干渉を考慮して最適のＭＣＳ推定を実行する。然しながら、一連
の過程が必ずシステム処理率側面で最適の結果のためのものではない。むしろ、ＡＰで指
定した空間ストリーム個数より少ない個数に対して高いＭＣＳに送信することが瞬間シス
テム処理率(ｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ ｓｙｓｔｅｍ ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ)側面でさ
らによい場合がある。以下、図１３のようなシステム環境を例示して説明する。
【０１１９】
　図１３は、本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮシステムの一例を示す
。ＡＰは、Ｋ個のＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされたＳＴＡとＭＵ－ＭＩＭＯ送信を実行す
る。ＡＰはＮＴ個の送信アンテナを有し、ＳＴＡはＮＲ個の受信アンテナを有すると仮定
する。
【０１２０】
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【０１２１】
【数１】

　ここで、ＰｋはＡＰのプリコーディング行列であり、ｓｋはｋ番目のＳＴＡに送信しよ
うとするデータストリームであり、Ｌはデータストリームの個数を示す。ＨｋはＡＰとｋ
番目のＳＴＡとのチャネルを示す。プリコーディング行列Ｐｋ、データストリームｓｋ、
及びチャネル行列Ｈｋは、下記数式２のように示される。
【０１２２】

【数２】

　各ＳＴＡで受信行列
【０１２３】

【化１】

を使用すると、ｐｏｓｔ－ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｒｅｃｅｉｖｅｄｓｉｇｎａｌ
【０１２４】

【化２】

は、下記数式３のように表現されることができる。
【０１２５】
【数３】

　線形ＭＭＳＥフィルタ(Ｌｉｎｅａｒ ＭＭＳＥ ｆｉｌｔｅｒ)を受信フィルタ(ｒｅｃ
ｅｉｖｉｎｇ ｆｉｌｔｅｒ)として使用した時、ｋ番目のＳＴＡのｌ番目のストリームの
ＳＩＮＲは、下記数式４のように示されることができる。
【０１２６】
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【数４】

　ここで、ｐｋ,ｌはＰｋのｌ番目のｃｏｌｕｍｎを意味する。
【０１２７】
　システムのｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ ｍｕｔｕａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、下
記数式５のように示すことができる。
【０１２８】
【数５】

　ｋ番目のＳＴＡのｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ ｍｕｔｕａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
は、下記数式６のように示すことができる。
【０１２９】

【数６】

　これに基づいて、ＡＰの送信パワーが一定であると仮定する時、空間ストリーム別に異
なるパワーを割り当てる場合、ｋ番目のＳＴＡで瞬間処理率は、活用可能な最大の空間ス
トリームを用いることより少ない個数の空間ストリームを用いることがさらによい場合が
ある。即ち、Ｌ’<Ｌに対してＩｋ(Ｌ’)<Ｉｋ(Ｌ)である場合が発生することができる。
このような状況で減少した空間ストリームを用いてデータを送信する時にＭＣＳを推定計
算する方法は、以下の通りである。
【０１３０】
　ＭＣＳインデックスｎに対するコードレート(ｃｏｄｅ ｒａｔｅ)をＲ(ｎ)(ただ、ｎ＝
０,１,…,８)と仮定する。ＳＴＡがＡＰに送信した空間ストリームに基づいて計算したＭ
ＣＳインデックスをｎと仮定し、少ない空間ストリームを活用して推定したＭＣＳインデ
ックスをｎ’と仮定する。この場合、下記数式７のようなＭＣＳインデックス計算方法を
提案する。
【０１３１】

【数７】
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　一方、一般的にＡＰではＳＴＡとＡＰとの間のチャネル変化を感知し難い場合がある。
ＡＰではＭＵ－ＭＩＭＯ送信されるＰＰＤＵにＭＣＳ推定を要求するため、ＭＦＢ情報は
、該当ＰＰＤＵに基づいて決定される。この時、ＡＰが予め感知することができない最適
化された空間ストリーム個数のような変化をＳＴＡが感知することができる場合、これを
ＭＦＢ情報を介して指示する方法を提案する。
【０１３２】
　図１４及び図１５は、本発明の実施例に係るリンク適応方法の例を示す。
【０１３３】
　図１４を参照すると、ＡＰは、ＭＲＱが設定されたＰＰＤＵをＳＴＡ１、ＳＴＡ２、及
びＳＴＡ３に送信し(Ｓ１４１０)、ＳＴＡは、ＢＡフレームをＡＰに送信する(Ｓ１４２
１、Ｓ１４２２、Ｓ１４２３)。ＢＡフレームは、制御ラッパフレームを介して送信され
、制御ラッパフレーム内にＭＦＢ情報が含まれてＡＰにフィードバックされる。ＡＰが設
定したグループＩＤ及び空間ストリーム指示情報を介して１番目にフィードバックするＳ
ＴＡが決定され、以後のフィードバックステップは、ＡＰがＢＡＲフレームを送信するこ
とによって(Ｓ１４３１、Ｓ１４３２)進行される。
【０１３４】
　図１５を参照すると、ＡＰは、ＭＲＱが設定されたＮＤＰＡフレームを送信した後(Ｓ
１５１０)、ＮＤＰを送信する(Ｓ１５２０)。ＳＴＡ１、ＳＴＡ２、及びＳＴＡ３は、こ
れに対する応答としてＭＦＢ情報をＡＰにフィードバックする(Ｓ１５３１、Ｓ１５３２
、Ｓ１５３３)。ＭＦＢ情報は、各ＳＴＡが送信するフィードバックフレームに含まれる
ことができ、これはチャネルサウンディング応答時に送信するＶＨＴ圧縮ビーム形成フレ
ーム(ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ ｆｒａｍｅ)である。ＭＦＢ情報は
、ＨＴ制御フィールドに含まれて送信されることができる。ＡＰが設定したグループＩＤ
及び空間ストリーム指示情報を介して１番目にフィードバックするＳＴＡが決定され、以
後のフィードバックステップは、ＡＰにより送信されるポールフレームの送信(Ｓ１５４
１、Ｓ１５４２)により進行される。
【０１３５】
　ＭＦＢ情報は、ＡＰにより送信され、ＭＲＱをトリガするＰＰＤＵに対する受信情報パ
ラメータであるＲＸＶＥＣＴＯＲに基づいて推定計算されることができる。ＭＦＢ情報は
、ＲＸＶＥＣＴＯＲチャネル帯域幅パラメータ、グループＩＤパラメータ、空間ストリー
ム個数パラメータ、送信チェーン(ｔｒａｎｓｍｉｔ ｃｈａｉｎ)個数パラメータ、適用
されたエンコーディング技法パラメータ、ビーム形成パラメータ、ＳＴＢＣパラメータを
含むことができる。ＳＴＡが送信するＢＡフレームまたはフィードバックフレームに含ま
れたＶＨＴフォーマットのＨＴコントロールフィールドのＭＦＢサブフィールドは、ＳＴ
Ａが推薦する空間ストリーム個数を指示する空間ストリーム個数サブフィールドを含む。
この時、空間ストリーム個数サブフィールドは、前記ＲＸＶＥＣＴＯＲの空間ストリーム
個数パラメータが指示する該当ＳＴＡに割り当てられた空間ストリームの個数より同じ、
或いは少なく設定されることができる。
【０１３６】
　ＳＴＡが推定する空間ストリーム次元Ｎを付与した時、ＳＴＡが任意にさらに小さい空
間ストリーム次元に適したＭＣＳをフィードバックすると、ＡＰは、該当ＭＣＳをどのよ
うに使用するかを知らない問題が発生することができる。例えば、ＡＰがプリコーディン
グをｖ１とｖ２という列ベクトル(ｃｏｌｕｍｎ ｖｅｃｔｏｒ)を介して２個の空間スト
リームをチャネル推定することができるように送信した場合、ＳＴＡは、２個の空間スト
リームより１個の空間ストリームを受信することが有利であると判断することができる。
ＳＴＡは、空間ストリーム１個と該当空間ストリームに適したＭＣＳをＭＦＢ情報に含ま
せてフィードバックすることができる。この場合、ＡＰは、１個の空間ストリームをどの
ように構成することが最も最適化することであるかを知ることができない。従って、以下
、ＡＰが割り当てた空間ストリームより少ない数の空間ストリーム個数をＳＴＡがＭＦＢ
情報としてフィードバックする時、具体的な空間ストリーム構成情報を指示することを提
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案する。
【０１３７】
　ＭＣＳを要求するチャネル推定のための信号において、与えられた空間ストリームセッ
トのうちより少ない空間ストリーム個数をフィードバックする場合、使用する特定空間ス
トリームを指示する情報とこれに適用される推薦ＭＣＳをフィードバックする方法を提案
する。このために、空間ストリーム指示情報は、ビットマップタイプに具現されてフィー
ドバックされる方法を提案する。
【０１３８】
　一例として、総送信された空間ストリームが４個であり、ＳＴＡで、４個の空間ストリ
ームを使用した場合のＭＣＳを計算して推測される処理率と、３個の空間ストリームを使
用した場合のＭＣＳを計算して推測される処理率と、を比較してより高い処理率を示すＭ
ＣＳをフィードバックし、この時、最も最適である空間ストリーム構成をビットマップタ
イプに指示することができる。ＡＰは、新しいプリコーディング列ベクトル(ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ ｃｏｌｕｍｎ ｖｅｃｔｏｒ)を構成するものではなく、既存のプリコーディン
グ列ベクトル(ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ ｃｏｌｕｍｎ ｖｅｃｔｏｒ)を使用し続けることがで
き、より最適のＭＣＳのフィードバックを受けることができる。これによって、最適の空
間ストリーム使用時の新しいプリコーディング列ベクトル(ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ ｃｏｌｕ
ｍｎ ｖｅｃｔｏｒ)の計算過程が省略され、ＡＰとＳＴＡとの間に適用される最適化され
たＭＣＳを使用することができる。
【０１３９】
　ＳＴＡが推薦する空間ストリームとＭＣＳをＡＰに指示する具体的な方法は、下記図１
６乃至図１８を参照して説明する。無線ＬＡＮシステムでＭＩＭＯ送信のためにサポート
する空間ストリーム個数は総８個であると仮定する。 各ＳＴＡに割り当てられた各々の
空間ストリームは、インデックス値を介して区別可能であると仮定する。ＡＰが送信する
全体空間ストリームのうち何番目の空間ストリームグループが特定ＳＴＡに割り当てられ
るか否かは、グループＩＤ管理フレームの空間ストリーム位置情報要素を介してシグナリ
ングされることができる。従って、ＡＰがＳＴＡにＰＰＤＵを送信する時、ＭＵ－ＭＩＭ
ＯペアリングされたＳＴＡに割り当てられた空間ストリーム個数をシグナリングすると、
ＳＴＡは、自身に割り当てられている空間ストリームがどれであるかを確認することがで
きる。ＡＰが送信する空間ストリームの各々にインデックスが付与されて区分されること
ができると、ＳＴＡは、自身に送信される空間ストリームを付与されたインデックス値を
介して使用及び管理することができる。
【０１４０】
　図１６及び図１７は、本発明の実施例に係る空間ストリーム指示の一例を示す。
【０１４１】
　ＡＰは、該当ＳＴＡに空間ストリーム１～空間ストリーム４を使用してＭＣＳ推定を要
求するフレームを送信する。ＳＴＡは、空間ストリーム指示情報１６１０と推薦ＭＣＳ指
示情報１６２０を含むＭＦＢ情報１６００を構成する。空間ストリーム指示情報１６１０
は、各々の空間ストリームに対して１ビットを割り当て、使用可否をビットマップで構成
することができる。空間ストリーム指示情報１６１０は、前記ＳＴＡに割り当てられた空
間ストリームに対する部分１６１１と割り当てられない残りの空間ストリームに対する部
分１６１２に分けられる。割り当てられた空間ストリーム部分１６１１において、推薦す
る空間ストリームに対するビットは１に設定され、推薦しない空間ストリームに対するビ
ットは０に設定されることができる。ＡＰにより割り当てられない部分１６１２は、基本
的に０に設定されることができる。
【０１４２】
　図１６のようにビットマップの１番目のビット及び２番目のビットが１に設定され、残
りのビットは０に設定された場合、ＡＰは、ＳＴＡが空間ストリーム１及び空間ストリー
ム２を推薦したものであると決定することができる。また、ＡＰは、前記ＳＴＡにＰＰＤ
Ｕを送信する時、空間ストリーム１及び空間ストリーム２を使用し、推薦ＭＣＳ指示情報
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１６２０が指示する推薦ＭＣＳを適用することができる。
【０１４３】
　図１７のようにビットマップの２番目のビット及び３番目のビットが１に設定され、残
りのビットは０に設定された場合、ＡＰは、ＳＴＡが空間ストリーム２及び空間ストリー
ム３を推薦したものであると決定することができる。ＡＰは、前記ＳＴＡにＰＰＤＵを送
信する時、空間ストリーム２及び空間ストリーム３を使用し、推薦ＭＣＳ指示情報１６２
０が指示する推薦ＭＣＳを適用することができる。
【０１４４】
　ＭＲＱ及びチャネル推定を実行するために、送信された信号が示している空間ストリー
ム個数より少ない個数の空間ストリーム個数をビットマップタイプにＭＦＢ情報としてフ
ィードバックする時、ＳＴＡは全ての可能な組合せに対して最適のＭＣＳと処理率を比較
しなければならない。８個の空間ストリームを介してＭＣＳを要求した時、ＳＴＡは、７
個以下の全ての空間ストリームの組合せに対して最適のＭＣＳを計算して処理率を比較し
なければならない。これはＳＴＡが動作する時に過負荷を引き起こすことができる。従っ
て、ＭＲＱで要求した空間ストリーム個数より少ない数の空間ストリームを推薦し、推薦
する空間ストリームの構成をＡＰ及びＳＴＡが事前に約束する方法を提案する。その一例
は、図１８のように示されることができる。
【０１４５】
　図１８は、本発明の実施例に係る空間ストリーム指示の他の例を示す。
【０１４６】
　ＳＴＡが構成したＭＦＢ情報１８００は、空間ストリーム個数指示情報１８１０及び推
薦ＭＣＳ指示情報１８２０を含む。ＳＴＡは、ＡＰにＭＦＢ情報をフィードバックする時
にＭＲＱがトリガされたＰＰＤＵを介して前記ＳＴＡに割り当てられた空間ストリーム個
数より小さい、或いは同じ空間ストリームを使用することを推薦する。この場合、ＳＴＡ
に割り当てられた空間ストリームのうちインデックス値が最も小さい空間ストリームから
連続的に使用すると仮定する。ＭＦＢ情報は、該当空間ストリームを使用すると仮定し、
推定及び計算されることができる。
【０１４７】
　図１８において、ＡＰがＭＲＱをトリガした時、空間ストリーム１～空間ストリーム４
が割り当てられたため、ＳＴＡは、ＰＰＤＵの送信のために、空間ストリーム１及び空間
ストリーム２がＡＰ及び/またはＳＴＡにより使われると仮定し、ＭＦＢ情報を推定及び
計算する。もし、ＭＲＱをトリガするＰＰＤＵがＳＴＡに空間ストリーム３～６を割り当
てた場合、ＳＴＡは、ＰＰＤＵ送信のために空間ストリーム３及び空間ストリーム４がＡ
Ｐ及び/またはＳＴＡにより使われると仮定し、ＭＦＢ情報を推定及び計算することがで
きる。
【０１４８】
　ＡＰは、ＳＴＡからＭＦＢ情報のフィードバックを受けると、ＭＦＢ情報に含まれる空
間ストリーム個数情報を介して空間ストリーム１及び空間ストリーム２を使用するように
決定することができ、ＳＴＡにより推薦されたＭＣＳを獲得することができる。
【０１４９】
　図１９は、本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である
。無線装置は、ＡＰまたはＳＴＡである。
【０１５０】
　図１９を参照すると、無線装置１９００は、プロセッサ１９１０、メモリ１９２０、及
びトランシーバ(ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ)１９３０を含む。トランシーバ１９３０は、無
線信号を送信/受信し、ＩＥＥＥ８０２.１１の物理階層が具現される。プロセッサ１９１
０は、トランシーバ１９３０と機能的に連結され、ＩＥＥＥ８０２.１１のＭＡＣ階層及
び物理階層を具現する。プロセッサ１９１０は、本発明が提案するＰＰＤＵフォーマット
を生成し、これを送信するように設定されることができ、送信されたＰＰＤＵを受信し、
含まれたフィールド値を解釈して制御情報を獲得し、これを用いてデータを獲得すること
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ができるように設定されることができる。プロセッサ１９１０は、本発明の実施例で提案
するリンク適応方法をサポートすることができるようにＭＲＱがトリガされると、これに
よってチャネルを推定し、ＭＦＢ情報をＡＰにフィードバックするように設定されること
ができる。また、ＭＦＢ情報を受信すると、これによってＰＰＤＵを送信することができ
るように設定されることができる。プロセッサ１９１０は、図９乃至図１８を参照して前
述した本発明の実施例を具現するように設定されることができる。
【０１５１】
　プロセッサ１９１０及び/またはトランシーバ１９３０は、ＡＳＩＣ(ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｃｉｒｃｕｉｔ)、他のチップセット
、論理回路及び/またはデータ処理装置を含むことができる。メモリ１９２０は、ＲＯＭ(
ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＡＭ(ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ)
、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことがで
きる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモ
ジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ１９２０に
格納され、プロセッサ１９１０により実行されることができる。メモリ１９２０は、プロ
セッサ１９１０の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ１９１０
と連結されることができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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