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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　１つ以上の端末装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の端末装置に関係付けられてい
る１つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の値を推定することと
、
　推定した前記アップリンクチャネルのＣＳＩの値を使用して推定されるダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリック
を算出することと、ここで、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出すること
は、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルの
ＣＳＩの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した
別のダウンリンクチャネルのＣＳＩの値と比較することを含むことと、ここで、前記メト
リックは、前記端末装置のうちの１つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルの
ＣＳＩの漸進的変化のレートを含み、
　前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルの
ＣＳＩをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択することと、
　前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリク
エストを送信することと
を含む方法。
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【請求項２】
　前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ値と
、その端末装置に関係付けられている以前に受信した前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ
値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウン
スメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の端末装置に送信することをさらに含み、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信し、前記トレーニング信号
は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられているＣＳＩメッセージ
を決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使用されることと、
　前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッセージを受信すること
と、
　前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記ＣＳＩメッセージに少な
くとも基づいて、前記端末装置にデータを送信することと
をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファ
ミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み
、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上のしきい
値とを比較することと、
　前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストを送信す
るレートを調節することと
をさらに含む請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される請求項４記載の方
法。
【請求項８】
　前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストとが
、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項４記載の方法。
【請求項９】
　コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、または、前
記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔（ＳＩＦ
Ｓ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのＣＳ
Ｉに対するリクエストが送信される請求項４記載の方法。
【請求項１０】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項
４記載の方法。
【請求項１１】
　前記サブセット中の前記端末装置に前記トレーニング信号を送信する前に、前記端末装
置のサブセットから、前記トレーニング信号の送信に対する１つ以上の送信可（ＣＴＳ）
メッセージを同時に受信する請求項４記載の方法。
【請求項１２】
　前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー
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の標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　１つ以上の端末装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成され
ている受信機と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の端末装置に関係付けられてい
る１つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の値を推定するように
構成されている推定器と、
　推定した前記アップリンクチャネルのＣＳＩの値を使用して推定されるダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリック
を算出するように構成されている回路であって、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評
価するために、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩの値を、その推定したアップリンクチ
ャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのＣＳＩの値と比
較するようにも構成されている第１の回路と、ここで、前記メトリックは、前記端末装置
のうちの１つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩの漸進的変化のレ
ートを含み、
　前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルの
ＣＳＩをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択するように構成されてい
る第２の回路と、
　前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリク
エストを送信するように構成されている送信機と
を具備する装置。
【請求項１４】
　前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ値と
、以前に受信したその端末装置に関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ
値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウン
スメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の端末装置に送信するように構成されている送信機
をさらに具備し、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
請求項１３記載の装置。
【請求項１６】
　前記送信機は、前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信するように
も構成されており、
　前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられ
ているＣＳＩメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使
用され、
　前記受信機は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッセージ
を受信するようにも構成されており、
　前記送信機は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記ＣＳＩメ
ッセージに少なくとも基づいて、前記端末装置にデータを送信するようにも構成されてい
る請求項１３記載の装置。
【請求項１７】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファ
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ミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み
、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上のしきい
値とを比較するように構成されている比較器と、
　前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストを送信す
るレートを調節するように構成されている第３の回路と
をさらに具備する請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される請求項１６記載の
装置。
【請求項２０】
　前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストとが
、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項１６記載の装置。
【請求項２１】
　コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、または、前
記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔（ＳＩＦ
Ｓ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのＣＳ
Ｉに対するリクエストが送信される請求項１６記載の装置。
【請求項２２】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項
１６記載の装置。
【請求項２３】
　前記受信機は、前記送信機が前記サブセット中の前記端末装置に前記トレーニング信号
を送信する前に、前記端末装置のサブセットから、前記トレーニング信号の送信に対する
１つ以上の送信可（ＣＴＳ）メッセージを同時に受信する請求項１６記載の装置。
【請求項２４】
　前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー
の標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される請求項１３記載の装置。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　１つ以上の端末装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の端末装置に関係付けられてい
る１つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の値を推定する手段と
、
　推定した前記アップリンクチャネルのＣＳＩの値を使用して推定されるダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリック
を算出する手段であって、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダ
ウンリンクチャネルのＣＳＩの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられ
ている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのＣＳＩの値と比較する手段をさらに備
える手段と、ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの１つに関係付けられてい
る前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩの漸進的変化のレートを含み、
　前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルの



(5) JP 5972795 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

ＣＳＩをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択する手段と、
　前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリク
エストを送信する手段と
を具備する装置。
【請求項２６】
　前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ値と
、以前に受信したその端末装置に関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩ
値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項２５記載の装置。
【請求項２７】
　前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウン
スメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の端末装置に送信する手段をさらに具備し、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
請求項２５記載の装置。
【請求項２８】
　前記送信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信する
ようにさらに構成されており、
　前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられ
ているＣＳＩメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使
用され、
　前記受信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッ
セージを受信するようにさらに構成されており、
　前記送信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記Ｃ
ＳＩメッセージに少なくとも基づいて、前記端末装置にデータを送信するようにさらに構
成されている請求項２５記載の装置。
【請求項２９】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファ
ミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み
、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む請求項２８記載の装置。
【請求項３０】
　前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上のしきい
値とを比較する手段と、
　前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストを送信す
るレートを調節する手段と
をさらに具備する請求項２８記載の装置。
【請求項３１】
　前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される請求項２８記載の
装置。
【請求項３２】
　前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストとが
、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項２８記載の装置。
【請求項３３】
　コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、または、前
記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔（ＳＩＦ
Ｓ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのＣＳ
Ｉに対するリクエストが送信される請求項２８記載の装置。
【請求項３４】
　前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項
２８記載の装置。
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【請求項３５】
　前記受信する手段は、前記送信する手段が前記サブセット中の前記端末装置に前記トレ
ーニング信号を送信する前に、前記端末装置のサブセットから、前記トレーニング信号の
送信に対する１つ以上の送信可（ＣＴＳ）メッセージを同時に受信する請求項２８記載の
装置。
【請求項３６】
　前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー
の標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される請求項２５記載の装置。
【請求項３７】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能記憶
媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　１つ以上の端末装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように実行可能
な命令と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の端末装置に関係付けられてい
る１つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の値を推定するように
実行可能な命令と、
　推定した前記アップリンクチャネルのＣＳＩの値を使用して推定されるダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリック
を算出するように実行可能な命令であって、前記端末装置のそれぞれに対するメトリック
を算出することは、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリ
ンクチャネルのＣＳＩの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている
以前に取得した別のダウンリンクチャネルのＣＳＩの値と比較することを含む、命令と、
ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの１つに関係付けられている前記ダウン
リンクチャネルのＣＳＩの漸進的変化のレートを含み、
　前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルの
ＣＳＩをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択するように実行可能な命
令と、
　前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対するリク
エストを送信するように実行可能な命令と
を含むコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項３８】
　アクセスポイントにおいて、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、１つ以上のワイヤレスノードから１つ以上の
トレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上のワイヤレスノードに関係付け
られている１つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）の値を推定す
るように構成されている推定器と、
　推定した前記アップリンクチャネルのＣＳＩの値を使用して推定されるダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩの値に少なくとも基づいて、前記ワイヤレスノードのそれぞれに対するメ
トリックを算出するように構成されている回路であって、ダウンリンクチャネルの漸進的
変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩの値を、その推定したアップ
リンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのＣＳＩ
の値と比較するようにさらに構成されている第１の回路と、ここで、前記メトリックは、
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前記ワイヤレスノードのうちの１つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのＣ
ＳＩの漸進的変化のレートを含み、
　前記ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチ
ャネルのＣＳＩをリクエストするための前記ワイヤレスノードのサブセットを選択するよ
うに構成されている第２の回路と、
　前記サブセット中の前記ワイヤレスノードに、前記ダウンリンクチャネルのＣＳＩに対
するリクエストを送信するように構成されている送信機と
を具備するアクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【合衆国法典第３５部第１１９条の下での優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、“マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバッ
クレートをサポートするためのＭＡＣプロトコル”と題され、２０１０年２月１７日に出
願され、この出願の譲受人に譲渡され、ここでの参照によりここに明確に組み込まれてい
る米国仮特許出願シリアル番号第６１／３０５，３９４号の利益を主張する。
【分野】
【０００２】
　本開示のある態様は、一般的にワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、マルチユーザ
通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするための方
法および装置に関する。
【背景】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムに対して要望される帯域幅要求の増加の問題を取り扱うために
、チャネルリソースを共有することにより、複数のユーザ端末が単一のアクセスポイント
（ＡＰ）と通信することが可能になる一方で、高データスループットを達成するように、
異なるスキームが開発されている。複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）技術は、次世代通信シ
ステムのための人気のある技術として近年登場してきた、このような１つのアプローチを
表している。ＭＩＭＯ技術は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１標準規格のよ
うな、いくつかの新興のワイヤレス通信標準規格において採用されている。ＩＥＥＥ８０
２．１１は、短距離通信（例えば、数十メートルから数百メートル）のためにＩＥＥＥ８
０２．１１委員会により開発された１組のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）エアインターフェース標準規格を示す。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、複数（ＮT本）の送信アンテナと複数（ＮR

本）の受信アンテナとを用いる。ＮT本の送信アンテナとＮR本の受信アンテナとにより形
成されるＭＩＭＯチャネルは、ＮS個の独立したチャネルに分解することができ、これは
、空間チャネルとも呼ばれ、ここで、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立した
チャネルのそれぞれは、次元に対応する。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナおよ
び受信アンテナにより生成される追加の次元を利用する場合に、改善された性能（例えば
、より高いスループットおよび／またはより大きな信頼性）を提供できる。
【０００５】
　単一のＡＰと複数のユーザ局（ＳＴＡ）とを持つワイヤレスネットワーク中で、アップ
リンク方向とダウンリンク方向の双方において、複数のチャネル上で、異なるＳＴＡに向
けて、並行する通信が起こることがある。このようなシステムには多くの課題がある。例
えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇや、または、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ標準
規格のような、異なる標準規格を使用して、ＡＰは信号を送信してもよい。受信機ＳＴＡ
は、送信パケットのプリアンブル中に含まれている情報に基づいて、信号の送信モードを
検出できる。
【０００６】
　空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）送信に基づくダウンリンクマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ
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－ＭＩＭＯ）システムは、ＡＰのアンテナアレイにおいてビームフォーミングを適用する
ことにより、複数の空間的に離れているＳＴＡを同時に担当できる。サポートしているＳ
ＴＡのそれぞれから受信したチャネル状態情報（ＣＳＩ）に基づいて、ＡＰによって複素
送信プリコーディング重みを算出できる。
【０００７】
　そのＳＴＡの移動性に起因して、または、ＳＴＡの環境中で動いているオブジェクトに
より生じるモードステアリングに起因して、ＡＰと、複数のＳＴＡのうちの１つのＳＴＡ
との間のチャネルが、時間とともに変化することがあることから、ＡＰがその特定のＳＴ
Ａに正確にビームフォーミングするために、周期的にＣＳＩを更新する必要があることが
ある。各ＳＴＡに対するＣＳＩフィードバックの要求されるレートは、ＡＰとそのＳＴＡ
との間のチャネルのコヒーレンス時間に依存してもよい。不正確なビームフォーミングに
起因して、不十分なフィードバックレートが性能に悪影響を及ぼすかもしれない。一方、
過度のフィードバックレートは、最小の追加の利益を生成させることがある一方で、貴重
な媒体時間を浪費するかもしれない。
【０００８】
　複数の空間的に離れたユーザからなるシナリオでは、チャネルコヒーレンス時間と、そ
れゆえ、適切なＣＳＩフィードバックレートとが、ユーザにわたって空間的に変化するこ
とが予想される。加えて、チャネル状態の変化およびユーザの移動性のような、さまざま
な要因に起因して、適切なＣＳＩフィードバックレートは、ユーザのそれぞれに対して時
間的に変化することがある。例えば、（高精細度テレビ（ＨＤＴＶ）またはセットトップ
ボックスのような）いくつかのＳＴＡが、静的であってよいのに対し、（ハンドヘルドデ
バイスのような）他のＳＴＡは、動くことが前提となっていることがある。さらに、ＳＴ
Ａのサブセットは、蛍光灯の影響による高ドップラーを受けることがある。最後に、異な
る散乱体が異なる速度で動いて、ＳＴＡの異なるサブセットに影響を及ぼすことがあるこ
とから、いくつかのＳＴＡに対するマルチパスは、他のものよりもさらに多いドップラー
を有していることがある。
【０００９】
　それゆえ、ワイヤレスシステム中のすべてのサポートされているＳＴＡに対して、単一
のレートのＣＳＩフィードバックが利用される場合に、不十分なフィードバックレートを
持つこれらのＳＴＡに対する不正確なビームフォーミングに起因して、および/または、
不必要に高いフィードバックレートを持つこれらのＳＴＡに対する過度のフィードバック
オーバーヘッドに起因して、システム性能が悪化するかもしれない。
【００１０】
　従来のスキームでは、移動性または時間的なチャネル変動を考慮して、最悪のケースの
ユーザに準じたレートでＣＳＩフィードバックが起こる。さまざまなチャネル条件を経験
しているＳＴＡからなるＳＤＭＡシステムに対しては、すべてのＳＴＡに対して適切なＣ
ＳＩフィードバックレートはない。最悪のケースのユーザに応じることにより、比較的静
的なチャネル条件にあるＳＴＡに、非常に動的なチャネルにあるＳＴＡと同じレートでＣ
ＳＩをフィードバックするのを強いることによって、結果として、チャネルリソースの不
必要な浪費を生じさせるだろう。
【００１１】
　例えば、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ）データレ
ート制御チャネル（ＤＲＣ）のケースでは、“チャネル状態”情報は、受信パイロット信
号対干渉ノイズ比（ＳＩＮＲ）を反映し、次の送信のためのレート選択を促進するために
ＳＴＡにより送信される。すべてのユーザに対して固定レートで、おそらく、予想される
最悪のケースの移動性の状況に関係付けられているチャネル変動を追跡するのに十分なレ
ートで、この情報は更新される。チャネル状態フィードバックのこの特定のレートは、静
的なユーザに対しては不必要に高いことがある。一方、ＤＲＣは、最小のオーバーヘッド
を提供するように設計されたものである。ＡＰにおける複素ビームフォーミングをサポー
トするためにＳＤＭＡシステム中のＣＳＩフィードバックが使用されることから、ＥＶ－
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ＤＯ設計において達成される程度まで、このフィードバックを圧縮または合理化すること
は実現可能ではないかもしれない。
【００１２】
　別の例として、送信ビームフォーミングをサポートする米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）
８０２．１１ｎ標準規格に対して、ＣＳＩが送信されるレートは特定されておらず、これ
は実施化の問題点であると考えられている。対照的に、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ標準規
格における複数のＳＤＭＡユーザに対するＣＳＩフィードバックの潜在的に高いオーバー
ヘッドに起因して、および、はぐれているＳＴＡによるこのようなＣＳＩフィードバック
メカニズムの潜在的な濫用に起因して、標準規格の仕様中でＣＳＩフィードバックに対す
るプロトコルを特定することが望ましいことがある。
【概要】
【００１３】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、複
数の装置から装置のサブセットを選択することと、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対する
リクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信することと、
サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているＣＳＩを受信することと、サ
ブセット中の各装置から受信したＣＳＩに少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送
信することとを含み、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリッ
クに少なくとも基づいて選択され、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答して、ト
レーニングシーケンスを使用して決定される。
【００１４】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、複
数の装置から装置のサブセットを選択するように構成されている第１の回路と、チャネル
状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中
の各装置に送信するように構成されている送信機と、サブセット中の各装置から、その装
置に関係付けられているＣＳＩを受信するように構成されている受信機とを具備し、サブ
セットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選
択され、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使
用して決定され、送信機は、サブセット中の各装置から受信したＣＳＩに少なくとも基づ
いて、複数の装置にデータを送信するようにも構成されている。
【００１５】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、複
数の装置から装置のサブセットを選択する手段と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対する
リクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信する手段と、
サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているＣＳＩを受信する手段とを具
備し、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも
基づいて選択され、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答して、トレーニングシー
ケンスを使用して決定され、送信する手段は、サブセット中の各装置から受信したＣＳＩ
に少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送信するようにさらに構成されている。
【００１６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、複数の装置から装置のサブセットを選択
するように実行可能な命令と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレ
ーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信するように実行可能な命令と、サ
ブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているＣＳＩを受信するように実行可
能な命令と、サブセット中の各装置から受信したＣＳＩに少なくとも基づいて、複数の装
置にデータを送信するように実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備し
、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づ
いて選択され、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケン
スを使用して決定される。
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【００１７】
　本開示のある態様は、アクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、一般的に、
少なくとも１つのアンテナと、複数のワイヤレスノードからワイヤレスノードのサブセッ
トを選択するように構成されている第１の回路と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対する
リクエストと、トレーニングシーケンスとを、少なくとも１つのアンテナを介して、サブ
セット中の各ワイヤレスノードに送信するように構成されている送信機と、サブセット中
の各ワイヤレスノードから、少なくとも１つのアンテナを介して、そのワイヤレスノード
に関係付けられているＣＳＩを受信するように構成されている受信機とを具備し、サブセ
ットは、複数のワイヤレスノードの各ワイヤレスノードに関係付けられているメトリック
に少なくとも基づいて選択され、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答して、トレ
ーニングシーケンスを使用して決定され、送信機は、サブセット中の各ワイヤレスノード
から受信したＣＳＩに少なくとも基づいて、少なくとも１つのアンテナを介して、複数の
ワイヤレスノードにデータを送信するようにも構成されている。
【００１８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、チ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、装置か
ら受信することと、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してＣＳＩを
決定することと、装置にＣＳＩを送信することと、装置に送信したＣＳＩに少なくとも基
づいて、装置からデータを受信することとを含む。
【００１９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、別の装
置から受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、トレーニングシ
ーケンスを使用してＣＳＩを決定するように構成されている第１の回路と、別の装置にＣ
ＳＩを送信するように構成されている送信機とを具備し、受信機は、別の装置に送信した
ＣＳＩに少なくとも基づいて、別の装置からデータを受信するようにも構成されている。
【００２０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、別の装
置から受信する手段と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してＣＳ
Ｉを決定する手段と、別の装置にＣＳＩを送信する手段とを具備し、受信する手段は、別
の装置に送信したＣＳＩに少なくとも基づいて、別の装置からデータを受信するようにさ
らに構成されている。
【００２１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリ
クエストと、トレーニングシーケンスとを、装置から受信するように実行可能な命令と、
リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してＣＳＩを決定するように実行
可能な命令と、別装置にＣＳＩを送信するように実行可能な命令と、装置に送信したＣＳ
Ｉに少なくとも基づいて、装置からデータを受信するように実行可能な命令とを含むコン
ピュータ読取可能媒体を具備する。
【００２２】
　本開示のある態様は、アクセス端末を提供する。アクセス端末は、一般的に、少なくと
も１つのアンテナと、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、トレーニング
シーケンスとを、少なくとも１つのアンテナを介して、アクセスポイントから受信するよ
うに構成されている受信機と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用し
てＣＳＩを決定するように構成されている第１の回路と、少なくとも１つのアンテナを介
して、アクセスポイントにＣＳＩを送信するように構成されている送信機とを具備し、受
信機は、アクセスポイントに送信したＣＳＩに少なくとも基づいて、少なくとも１つのア
ンテナを介して、アクセスポイントからデータを受信するようにも構成されている。
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【００２３】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、１
つ以上の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、１つ以上のトレ
ーニングシーケンスに基づいて、１つ以上の装置に関係付けられている１つ以上のチャネ
ルを推定することと、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも
基づいて、装置のそれぞれに対するメトリックを算出することとを含む。
【００２４】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、１
つ以上の他の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されてい
る受信機と、トレーニングシーケンスに基づいて、１つ以上の他の装置に関係付けられて
いる１つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、推定したチャネルの
それぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、他の装置のそれぞれに対するメ
トリックを算出するように構成されている第１の回路とを具備する。
【００２５】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、１
つ以上の他の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、トレーニン
グシーケンスに基づいて、１つ以上の他の装置に関係付けられている１つ以上のチャネル
を推定する手段と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基
づいて、他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出する手段とを具備する。
【００２６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、１つ以上の装置から１つ以上のトレーニ
ングシーケンスを受信するように実行可能な命令と、トレーニングシーケンスに基づいて
、１つ以上の装置に関係付けられている１つ以上のチャネルを推定するように実行可能な
命令と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、装
置のそれぞれに対するメトリックを算出するように実行可能な命令とを含むコンピュータ
読取可能媒体を具備する。
【００２７】
　本開示のある態様は、アクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、一般的に、
少なくとも１つのアンテナと、少なくとも１つのアンテナを介して、１つ以上のワイヤレ
スノードから１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機
と、トレーニングシーケンスに基づいて、１つ以上のワイヤレスノードに関係付けられて
いる１つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、推定したチャネルの
それぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、ワイヤレスノードのそれぞれに
対するメトリックを算出するように構成されている第１の回路とを具備する。
【００２８】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、装
置にトレーニングシーケンスを送信することと、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリ
クエストと、別のトレーニングシーケンスとを装置から受信することと、リクエストに応
答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決定することと、装置にＣＳ
Ｉを送信することと、装置からデータを受信することとを含み、リクエストは、トレーニ
ングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、ＣＳＩに少なくとも基づいて送信
されたものである。
【００２９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、別
の装置にトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、チャネル状
態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを別の装置から
受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、別のトレーニングシー
ケンスに基づいて、ＣＳＩを決定するように構成されている第１の回路とを具備し、送信
機は、別の装置にＣＳＩを送信するようにも構成されており、受信機は、別の装置からデ



(12) JP 5972795 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

ータを受信するようにも構成されており、リクエストは、トレーニングシーケンスに少な
くとも基づいており、データは、ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものである。
【００３０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、別
の装置にトレーニングシーケンスを送信する手段と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対す
るリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを別の装置から受信する手段と、リクエ
ストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決定する手段とを具
備し、送信する手段は、別の装置にＣＳＩを送信するようにさらに構成されており、受信
する手段は、別の装置からデータを受信するようにさらに構成されており、リクエストは
、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、ＣＳＩに少なくとも基
づいて送信されたものである。
【００３１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提
供する。コンピュータプログラムプロダクトは、装置にトレーニングシーケンスを送信す
るように実行可能な命令と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のト
レーニングシーケンスとを装置から受信するように実行可能な命令と、リクエストに応答
して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決定するように実行可能な命令
と、装置にＣＳＩを送信するように実行可能な命令と、装置からデータを受信するように
実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備し、リクエストは、トレーニン
グシーケンスに少なくとも基づいており、データは、ＣＳＩに少なくとも基づいて送信さ
れたものである。
【００３２】
　本開示のある態様は、アクセス端末を提供する。アクセス端末は、一般的に、少なくと
も１つのアンテナと、少なくとも１つのアンテナを介して、アクセスポイントにトレーニ
ングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、チャネル状態情報（ＣＳＩ）
に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを、少なくとも１つのアンテナを
介して、アクセスポイントから受信するように構成されている受信機と、リクエストに応
答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決定するように構成されてい
る第１の回路とを具備し、送信機は、少なくとも１つのアンテナを介して、アクセスポイ
ントにＣＳＩを送信するようにも構成されており、受信機は、少なくとも１つのアンテナ
を介して、アクセスポイントからデータを受信するようにも構成されており、リクエスト
は、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、ＣＳＩに少なくとも
基づいて送信されたものである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本開示の先に記載した特徴を詳細に理解できるように、先では簡単にまとめられている
さらに特定の説明を、態様に対する参照により得ることができるように、態様のうちのい
くつかを、添付した図面中で示している。しかしながら、添付した図面は、本開示のある
典型的な態様のみを示しており、それゆえ、その範囲を限定するものとして考えるべきで
ないことに留意すべきである。説明は、他の等しく有効な態様に適応できる余地があるた
めである。
【図１】図１は、本開示のある態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークを図示し
ている。
【図２】図２は、本開示のある態様にしたがった、例示的なアクセスポイントおよびユー
ザ端末のブロックダイヤグラムを図示している。
【図３】図３は、本開示のある態様にしたがった、例示的なワイヤレスデバイスのブロッ
クダイヤグラムを図示している。
【図４】図４は、本開示のある態様にしたがった、チャネルの漸進的変化（evolution）
のトラッキングとユーザ局（ＳＴＡ）からのフィードバックとに依拠した、例示的な媒体
アクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルを図示している。
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【図５】図５は、本開示のある態様にしたがった、アクセスポイントにより追跡されるチ
ャネルの漸進的変化に依拠した、例示的なＭＡＣプロトコルを図示している。
【図６】図６は、本開示のある態様にしたがった、アクセスポイントにより追跡されるチ
ャネルの漸進的変化に依拠したＭＡＣプロトコルを実現するための、アクセスポイントに
おいて実行できる例示的な動作を説明している。
【図６Ａ】図６Ａは、図６において図示されている動作を実行することが可能な例示的な
コンポーネントを説明している。
【図７】図７は、本開示のある態様にしたがった、ＳＴＡを担当するアクセスポイントに
より追跡されるチャネルの漸進的変化に依拠したＭＡＣプロトコルを実現するための、Ｓ
ＴＡにおいて実行できる例示的な動作を説明している。
【図７Ａ】図７Ａは、図７において図示されている動作を実行することが可能な例示的な
コンポーネントを説明している。
【図８Ａ】図８Ａは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示
的なチャネル状態情報（ＣＳＩ）とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示し
ている。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示
的なチャネル状態情報（ＣＳＩ）とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示し
ている。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示
的なチャネル状態情報（ＣＳＩ）とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示し
ている。
【図９】図９は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的な
ＣＳＩとを利用するトレーニングプロトコルを実現するための、アクセスポイントにおい
て実行できる例示的な動作を説明している。
【図９Ａ】図９Ａは、図９において図示されている動作を実行することが可能な例示的な
コンポーネントを説明している。
【図１０】図１０は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示
的なＣＳＩとを利用するトレーニングプロトコルを実現するための、ＳＴＡにおいて実行
できる例示的な動作を説明している。
【図１０Ａ】図１０Ａは、図１０において図示されている動作を実行することが可能な例
示的なコンポーネントを説明している。
【詳細な説明】
【００３４】
　添付の図面を参照して、本開示のさまざまな態様をここより後でさらに完全に説明する
。しかしながら、本開示は、多くの異なる形態で具現化されてもよく、本開示全体を通し
て提示される何らかの特定の構造または機能に限定されるものとして解釈すべきではない
。むしろ、これらの態様は、本開示が完全で完璧になるように提供され、本開示の範囲を
当業者に完全に伝えるだろう。ここでの教示に基づいて、本開示の他の何らかの態様から
独立して、または、本開示の他の何らかの態様と組み合わせて、実現されるか否かにかか
わらず、本開示の範囲が、ここで開示する本開示のあらゆる態様をカバーするように意図
されていることを、当業者は正しく認識すべきである。例えば、ここで述べる任意の数の
態様を使用して、装置を実現してもよく、または、方法を実施してもよい。加えて、本発
明の範囲は、ここで述べる開示のさまざまな態様に加えて、または、ここで述べる開示の
さまざまな態様以外に、他の構造、機能性、あるいは、構造および機能性を使用して実施
される、このような装置または方法をカバーすることを意図している。請求項の１つ以上
のエレメントにより、ここで開示する開示の何らかの態様を具現化してもよいことを理解
すべきである。
【００３５】
　“例として、事例として、あるいは実例として機能すること”を意味するために、“例
示的な”という用語をここで使用する。“例示的な”ものとして、ここで説明するいずれ
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の態様も、他の態様と比較して、必ずしも好ましいものとして、または、効果的なものと
して必ずしも解釈すべきではない。
【００３６】
　特定の態様をここで説明するが、これらの態様の多くのバリエーションおよび置換が本
開示の範囲内にある。好ましい態様の何らかの利益および利点を述べるが、本開示の範囲
は、特定の利益、使用、または、目的に限定されることを意図していない。むしろ、本開
示の態様は、異なるワイヤレス技術、システムコンフィギュレーション、ネットワーク、
および、送信プロトコルに広く適用可能であるように意図されており、そのうちのいくつ
かは、一例として、図面中および好ましい態様の以下の説明中で示されている。詳細な説
明および図は、限定ではなく、本開示の単なる例示であり、本開示の範囲は、添付の特許
請求の範囲およびそれらの均等物により規定されている。
【００３７】
　例示的なワイヤレス通信システム
　単一搬送波送信に基づく通信システムを含む、さまざまなブロードバンドワイヤレス通
信システムに対して、ここで説明する技術を使用してもよい。ここで開示する態様は、例
えば、ミリメートル波信号を含むウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）信号を用いるシステム
に対して有利である。しかしながら、他のコード化された信号が、類似する利点の恩恵を
受けることができるように、本開示は、このようなシステムに限定されることを意図して
いない。
【００３８】
　アクセスポイント（“ＡＰ”）は、ノードＢ、無線ネットワーク制御装置（“ＲＮＣ”
）、ｅノードＢ、基地局制御装置（“ＢＳＣ”）、基地トランシーバ局（“ＢＴＳ”）、
基地局（“ＢＳ”）、トランシーバ機能（“ＴＦ”）、無線ルータ、無線トランシーバ、
ベーシックサービスセット（“ＢＳＳ”）、拡張サービスセット（“ＥＳＳ”）、無線基
地局（“ＲＢＳ”）、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとし
て実現されてもよく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。
【００３９】
　アクセス端末（“ＡＴ”）は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動端末、
遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器、ユ
ーザ局、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとして実現されて
もよく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。いくつかの構成では、アクセス
端末は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル（“ＳＩＰ”）電
話機、ワイヤレスローカルループ（“ＷＬＬ”）局、パーソナルデジタルアシスタント（
“ＰＤＡ”）、ワイヤレス接続能力を有するハンドヘルドデバイス、局（“ＳＴＡ”）、
または、ワイヤレスモデムに接続されている他の何らかの適切な処理デバイスを含んでも
よい。したがって、ここで教示する１つ以上の態様は、電話機（例えば、セルラ電話機ま
たはスマートフォン）中に、コンピュータ（例えば、ラップトップ）中に、ポータブル通
信デバイス中に、ポータブルコンピューティングデバイス（例えば、パーソナルデータア
シスタント）中に、エンターテインメントデバイス（例えば、音楽またはビデオのデバイ
ス、あるいは、衛星ラジオ）中に、グローバルポジショニングシステムデバイス中に、あ
るいは、ワイヤレスまたはワイヤードの媒体を介して通信するように構成されている他の
何らかの適切なデバイス中に、組み込まれてもよい。いくつかの態様では、ノードはワイ
ヤレスノードである。このようなワイヤレスノードは、例えば、ワイヤードまたはワイヤ
レスの通信リンクを介して、ネットワーク（例えば、インターネットのようなワイドエリ
アネットワーク、あるいは、セルラネットワーク）に対する接続性、または、ネットワー
ク（例えば、インターネットのようなワイドエリアネットワーク、あるいは、セルラネッ
トワーク）への接続性を提供してもよい。
【００４０】
　ここでの教示は、さまざまなワイヤードまたはワイヤレスの装置（例えば、ノード）中
に組み込まれてもよい（例えば、これらの装置内で実現されてもよく、または、これらの
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装置により実行されてもよい）。いくつかの態様では、ここでの教示にしたがって実現さ
れるワイヤレスノードは、アクセスポイントまたはアクセス端末を含んでもよい。
【００４１】
　図１は、アクセスポイントとユーザ端末とを持つ多元接続ＭＩＭＯシステム１００を図
示している。簡潔さのために、図１では、１つのアクセスポイント１１０のみを示してい
る。アクセスポイント（ＡＰ）は、一般的に、ユーザ端末と通信する固定局であり、基地
局または他の何らかの専門用語と呼ぶこともある。ユーザ端末は、固定または移動性のも
のであってもよく、移動局、局（ＳＴＡ）、クライアント、ワイヤレスデバイス、または
、他の何らかの専門用語と呼ぶこともある。ユーザ端末は、セルラ電話機、パーソナルデ
ジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトッ
プコンピュータ、パーソナルコンピュータ等のような、ワイヤレスデバイスであってもよ
い。
【００４２】
　アクセスポイント１１０は、何らかの所定の瞬間において、ダウンリンク上でおよびア
ップリンク上で、１つ以上のユーザ端末１２０と通信してもよい。ダウンリンク（すなわ
ち、フォワードリンク）は、アクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、ア
ップリンク（すなわり、リバースリンク）は、ユーザ端末からアクセスポイントへの通信
リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピア・ツー・ピアで通信してもよい
。システム制御装置１３０は、アクセスポイントに結合され、アクセスポイントに対して
調整と制御とを提供する。
【００４３】
　システム１００は、データ送信のために、ダウンリンク上およびアップリンク上で、複
数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを用いる。アクセスポイント１１０には、多数
のＮap本のアンテナが装備され、アクセスポイント１１０は、ダウンリンク送信に対する
複数入力（ＭＩ）と、アップリンク送信に対する複数出力（ＭＯ）とを表す。１組のＮu

個の選択されたユーザ端末１２０は、集合的に、ダウンリンク送信に対する複数出力と、
アップリンク送信に対する複数入力とを表す。あるケースでは、何らかの手段により、Ｎ

u個のユーザ端末に対するデータシンボルストリームが、コードで、周波数で、または、
時間で多重化されていない場合に、Ｎap≧Ｎu≧１を有することが望ましいことがある。
ＣＤＭＡで異なるコードチャネルを使用して、ＯＦＤＭで互いに素な集合のサブバンドを
使用する等して、データシンボルストリームを多重化できる場合に、Ｎuは、Ｎapよりも
大きいことがある。各選択されたユーザ端末は、アクセスポイントに対して、ユーザ特有
のデータを送信し、および／または、アクセスポイントから、ユーザ特有のデータを受信
する。一般に、各選択されたユーザ端末には、１つまたは複数のアンテナ（すなわち、Ｎ

ut≧１）が装備されていてもよい。Ｎu個の選択されたユーザ端末は、同じ数のアンテナ
または異なる数のアンテナを有することがある。
【００４４】
　ＭＩＭＯシステム１００は、時分割複信（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割複信（Ｆ
ＤＤ）システムであってもよい。ＴＤＤシステムに対して、ダウンリンクとアップリンク
は、同じ周波数バンドを共有する。ＦＤＤシステムに対して、ダウンリンクとアップリン
クは、異なる周波数バンドを使用する。ＭＩＭＯシステム１００はまた、送信のために、
単一の搬送波または複数の搬送波を利用してもよい。各ユーザ端末には、（例えば、コス
トを低く抑えるために）単一のアンテナが装備されていてもよく、または、（例えば、付
加的なコストをサポートできる場合には）複数のアンテナが装備されていてもよい。ＭＩ
ＭＯシステム１００は、６０ＧＨｚバンドで動作する高速ワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）を表してもよい。
【００４５】
　図２は、ＭＩＭＯシステム１００中の、アクセスポイント１１０と２つのユーザ端末１
２０ｍおよび１２０ｘとのブロックダイヤグラムを示している。アクセスポイント１１０
には、Ｎap本のアンテナ２２４ａないし２２４ａｐが装備されている。ユーザ端末１２０
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ｍには、Ｎut,m本のアンテナ２５２ｍａないし２５２ｍｕが装備されており、ユーザ端末
１２０ｘには、Ｎut,x本のアンテナ２５２ｘａないし２５２ｘｕが装備されている。アク
セスポイント１１０は、ダウンリンクリンクに対しては送信エンティティであり、アップ
リンクに対しては受信エンティティである。各ユーザ端末１２０は、アップリンクに対し
ては送信エンティティであり、ダウンリンクに対しては受信エンティティである。ここで
使用するような“送信エンティティ”は、周波数チャネルを通してデータを送信すること
が可能な、独立して動作する装置またはデバイスであり、“受信エンティティ”は、周波
数チャネルを通してデータを受信することが可能な、独立して動作する装置またはデバイ
スである。以下の説明では、下付き文字“ｄｎ”は、ダウンリンクを示し、下付き文字“
ｕｐ”は、アップリンクを示し、Ｎup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信に
対して選択され、Ｎdn個のユーザ端末が、ダウンリンク上での同時送信に対して選択され
、Ｎupは、Ｎdnに等しくてもよく、または、等しくなくてもよく、ＮupおよびＮdnは、静
的な値であってもよく、あるいは、各スケジューリング間隔の間に変化することがある。
アクセスポイントならびにユーザ端末において、ビームステアリングまたは他の何らかの
空間処理技術が使用されてもよい。
【００４６】
　アップリンク上では、アップリンク送信に対して選択された各ユーザ端末１２０におい
て、ＴＸデータプロセッサ２８８が、データソース２８６からトラフィックデータを受け
取り、制御装置２８０から制御データを受け取る。ＴＸデータプロセッサ２８８は、ユー
ザ端末に対して選択されているレートに関係するコーディングおよび変調スキームに基づ
いて、ユーザ端末に対するトラフィックデータ｛ｄup,m｝を処理し（例えば、エンコード
し、インターリーブし、および変調し）、データシンボルストリーム｛ｓup,m｝を提供す
る。ＴＸ空間プロセッサ２９０は、データシンボルストリーム｛ｓup,m｝上で空間処理を
実行し、Ｎut,m本のアンテナに対してＮut,m個の送信シンボルストリームを提供する。各
送信機ユニット（ＴＭＴＲ）２５４は、それぞれの送信シンボルストリームを受け取って
処理し（例えば、アナログへとコンバートし、増幅し、フィルタリングし、および周波数
アップコンバートし）、アップリンク信号を発生させる。Ｎut,m台の送信機ユニット２５
４は、Ｎut,m本のアンテナ２５２からアクセスポイント１１０への送信に対して、Ｎut,m

個のアップリンク信号を提供する。
【００４７】
　アップリンク上での同時送信に対して、多数のＮup個のユーザ端末をスケジュールして
もよい。これらのユーザ端末のそれぞれは、そのデータシンボルストリーム上で空間処理
を実行し、その組の送信シンボルストリームをアップリンク上でアクセスポイントに送信
する。
【００４８】
　アクセスポイント１１０において、Ｎap本のアンテナ２２４ａないし２２４ａｐは、ア
ップリンク上で送信するすべてのＮup個のユーザ端末からのアップリンク信号を受信する
。各アンテナ２２４は、それぞれの受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２２２に対して、受信し
た信号を提供する。各受信機ユニット２２２は、送信機ユニット２５４により実行される
処理と相補的な処理を実行し、受信したシンボルストリームを提供する。ＲＸ空間プロセ
ッサ２４０は、Ｎap台の受信機ユニット２２２からのＮap個の受信したシンボルストリー
ム上で、受信機空間処理を実行し、Ｎup個の復元したアップリンクデータシンボルストリ
ームを提供する。チャネル相関マトリックス逆変換（ＣＣＭＩ）、最小平均二乗誤差（Ｍ
ＭＳＥ）、連続的な干渉消去（ＳＩＣ）、または、他の何らかの技術にしたがって、受信
機空間処理が実行される。各復元したアップリンクデータシンボルストリーム｛ｓup,m｝
は、それぞれのユーザ端末により送信されたデータシンボルストリーム｛ｓup,m｝の推定
である。ＲＸデータプロセッサ２４２は、そのストリームに対して使用されているレート
にしたがって、各復元したアップリンクデータシンボルストリーム｛ｓup,m｝を処理して
（例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして）、デコードしたデー
タを取得する。各ユーザ端末に対するデコードしたデータを、記憶のためにデータシンク
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２４４に提供してもよく、および／または、さらなる処理のために制御装置２３０に提供
してもよい。
【００４９】
　ダウンリンク上では、アクセスポイント１１０において、ＴＸデータプロセッサ２１０
が、ダウンリンク送信に対してスケジュールされているＮdn個のユーザ端末に対するトラ
フィックデータをデータソース２０８から受け取り、制御装置２３０から制御データを受
け取り、場合によっては、スケジューラ２３４から他のデータを受け取る。さまざまなタ
イプのデータが、異なるトランスポートチャネル上で送られてもよい。ＴＸデータプロセ
ッサ２１０は、そのユーザ端末に対して選択されているレートに基づいて、各ユーザ端末
に対するトラフィックデータを処理する（例えば、エンコードする、インターリーブする
、および変調する）。ＴＸデータプロセッサ２１０は、Ｎdn個のユーザ端末に対するＮdn

個のダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。ＴＸ空間プロセッサ２２０は、
Ｎdn個のダウンリンクデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、Ｎap本のアンテ
ナに対してＮap個の送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット（ＴＭＴＲ）
２２２は、それぞれの送信シンボルストリームを受け取って処理し、ダウンリンク信号を
発生させる。Ｎap台の送信機ユニット２２２は、Ｎap本のアンテナ２２４からユーザ端末
への送信に対して、Ｎap個のダウンリンク信号を提供する。
【００５０】
　各ユーザ端末１２０において、Ｎut,m本のアンテナ２５２は、アクセスポイント１１０
からＮap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２５４は、関
係付けられているアンテナ２５２からの受信した信号を処理し、受信したシンボルストリ
ームを提供する。ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎut,m台の受信機ユニット２５４からの
Ｎut,m個の受信したシンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末に対す
る復元したダウンリンクデータシンボルストリーム｛ｓdn,m｝を提供する。ＣＣＭＩ、Ｍ
ＭＳＥ、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。ＲＸデ
ータプロセッサ２７０は、復元したダウンリンクデータシンボルストリームを処理して（
例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして）、ユーザ端末に対する
デコードしたデータを取得する。
【００５１】
　各ユーザ端末１２０において、Ｎut,m本のアンテナ２５２は、アクセスポイント１１０
からＮap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２５４は、関
係付けられているアンテナ２５２からの受信した信号を処理し、受信したシンボルストリ
ームを提供する。ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎut,m台の受信機ユニット２５４からの
Ｎut,m個の受信したシンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末に対す
る復元したダウンリンクデータシンボルストリーム｛ｓdn,m｝を提供する。ＣＣＭＩ、Ｍ
ＭＳＥ、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。ＲＸデ
ータプロセッサ２７０は、復元したダウンリンクデータシンボルストリームを処理して（
例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして）、ユーザ端末に対する
デコードしたデータを取得する。
【００５２】
　図３は、システム１００内で用いてもよいワイヤレスデバイス３０２中で利用してもよ
いさまざまなコンポーネントを図示している。ワイヤレスデバイス３０２は、ここで説明
するさまざまな方法を実現するように構成されているデバイスの例である。ワイヤレスデ
バイス３０２は、アクセスポイント１１０またはユーザ端末１２０であってもよい。
【００５３】
　ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプロセッサ
３０４を備えていてもよい。プロセッサ３０４は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）と呼ぶこ
ともある。メモリ３０６は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）の双方を含んでいてもよく、プロセッサ３０４に命令およびデータを提供する
。メモリ３０６の一部は、不揮発性のランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含んでい



(18) JP 5972795 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

てもよい。プロセッサ３０４は、典型的に、メモリ３０６内に記憶されているプログラム
命令に基づく論理的動作および算術動作を実行する。メモリ３０６中の命令は、ここで説
明する方法を実現するように実行可能であってもよい。
【００５４】
　ワイヤレスデバイス３０２はまた、ワイヤレスデバイス３０２と遠隔ロケーションとの
間でのデータの送受信を可能にする送信機３１０および受信機３１２を備えていてもよい
ハウジング３０８を備えていてもよい。送信機３１０および受信機３１２は、組み合わせ
て、トランシーバ３１４にしてもよい。複数の送信アンテナ３１６は、ハウジング３０８
に取り付けられていてもよく、トランシーバ３１４に電気的に結合されていてもよい。ワ
イヤレスデバイス３０２は、（示されていない）複数の送信機と、複数の受信機と、複数
のトランシーバとを備えていてもよい。
【００５５】
　ワイヤレスデバイス３０２はまた、トランシーバ３１４により受信した信号のレベルを
検出して、定量化するために使用してもよい信号検出器３１８を備えていてもよい。信号
検出器３１８は、総エネルギー、シンボルごとの副搬送波当たりのエネルギー、電力スペ
クトル密度、および、他の信号のような、信号を検出してもよい。ワイヤレスデバイス３
０２は、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３２０も
備えていてもよい。
【００５６】
　ワイヤレスデバイス３０２のさまざまなコンポーネントは、バスシステム３２２により
互いに結合されていてもよい。バスシステム３２２は、データバスに加えて、電力バス、
制御信号バス、および、ステータス信号バスを含んでいてもよい。
【００５７】
　本開示のある態様は、図１において図示したシステム１００のような、マルチユーザ通
信システム中で、適応チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックレートを達成するため
のプロトコルをサポートする。ユーザ端末（局）１２０のそれぞれからＡＰ１００にＣＳ
Ｉフィードバックが送信されるレートは、その局とＡＰとの間のチャネルの漸進的変化に
基づいて調節されてもよい。
【００５８】
　特定の局に対するＣＳＩフィードバックの適切なレートは、局の信号対ノイズ比（ＳＮ
Ｒ）条件に依存してもよい。例えば、低ダウンリンク変調コーディングスキーム（ＭＣＳ
）レベルに対して、古いＣＳＩに基づくプリコーディングに起因するスループットペナル
ティが、高ＭＣＳ／ＳＮＲユーザに対するものより小さいことがあることから、より低い
ＳＮＲのユーザを、より低いＣＳＩフィードバックレートに偏らせることが望ましいこと
がある。加えて、ＣＳＩを通信するのに必要とされるアップリンクリソースは、高ＳＮＲ
条件にある局に対するよりも、低ＭＣＳユーザ（すなわち、低データレートユーザ）に対
して、より大きいことがある。さらに、ダウンリンクマルチユーザ（ＭＵ）－ＭＩＭＯ通
信から、低ＳＮＲユーザを完全に除外することが望ましいことがある。
【００５９】
　局により追跡されるチャネルの漸進的変化に基づくプロトコル
　本開示の１つの態様では、ワイヤレスシステムの各ユーザ局（ＳＴＡ）（例えば、図１
からのシステム１００のＳＴＡ１２０のそれぞれ）は、それ自体のチャネル状態のエージ
ング（漸進的変化）を追跡してもよく、ここで、チャネルの漸進的変化は、１つ以上のメ
トリックによって表されてもよい。図４は、本開示のある態様にしたがった、ＳＴＡによ
るチャネルの漸進的変化のトラッキングに依拠した、例示的な２段階の媒体アクセス制御
（ＭＡＣ）プロトコル４００を図示している。アクセスポイント（ＡＰ）４０２は、差し
迫ったダウンリンク空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）送信に対する候補を表す、図４におい
て図示されているＳＴＡ４０４1、４０４2、４０４3、４０４4のような、ＳＴＡのサブセ
ットからの、あるいは、システム中のすべてのＳＴＡからの、チャネルの漸進的変化のデ
ータを、メッセージ４０６によって、最初にリクエストしてもよい。短フレーム間隔（Ｓ
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ＩＦＳ）インターバルに続いて、ＡＰ４０２は、ダウンリンクチャネルサウンディングに
対する超高スループット（ＶＨＴ）プリアンブルを含んでもよいヌルデータパケット（Ｎ
ＤＰ）４０８を送信してもよい。ある態様では、メッセージ４０６は、ＩＥＥＥ８０２．
１１標準規格のファミリー（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格
）にしたがって送信されるヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含んでも
よい。
【００６０】
　ＮＤＰＡ４０６に応答して、ＳＴＡ４０４1～４０４4のそれぞれは、チャネルの漸進的
変化メトリックを含むチャネルの漸進的変化フィードバック（ＣＥＦＢ）メッセージ４１
０を、ＡＰ４０２に送信してもよい。受信したチャネルの漸進的変化メトリックと、１つ
以上のネットワークステータスパラメータ（例えば、ＳＤＭＡクライアント（ＳＴＡ）の
総数、各ＳＴＡに対する変調コーディングスキーム（ＭＣＳ）、または、各ＳＴＡに対す
る送信電力のうちの少なくとも１つ）とに基づいて、ＡＰ４０２は、ＣＳＩフィードバッ
クが必要であることをＡＰ４０２が決定している、ＳＴＡのサブセットからのチャネル状
態情報（ＣＳＩ）フィードバックをリクエストする別のＮＤＰＡメッセージ４１２を送信
してもよい。図４において図示されているように、ＮＤＰＡ４１２中でアドレス指定され
ているＳＴＡ４０４1、４０４2、および、４０４4は、それらのそれぞれのＣＳＩフィー
ドバックメッセージ４１４1、４１４2、および、４１４4により、このリクエストに応答
してもよい。受信したＣＳＩフィードバックに基づいて、そのプリコーディング重みを更
新した後に、ＡＰ４０２は、ダウンリンクＳＤＭＡデータ４１６の送信を開始してもよい
。
【００６１】
　アクセスポイントにより追跡されるチャネルの漸進的変化に基づくプロトコル
　図４からの提案された４００中では、ＡＰ４０２は、各ＳＴＡに対するＣＳＩの漸進的
変化の評価および追跡を担わなくてもよい。その代わりに、個々のＳＴＡが、経時的に、
チャネルの漸進的変化を追跡し続けてもよい。代替的に、ＡＰは、各ＳＴＡから受信した
ＣＳＩの履歴に基づく、チャネルの漸進的変化メトリックの算出を担ってもよい。本開示
のある態様では、ＡＰは、算出したチャネルの漸進的変化メトリックに基づいて、ＳＴＡ
のサブセットからのＣＳＩを周期的にリクエストしてもよい。図５は、チャネルの漸進的
変化がＡＰによって追跡されるＭＡＣプロトコル５００を図示している。
【００６２】
　図５において図示されているように、ＡＰ５０２は、ＣＳＩメッセージに対するリクエ
スト５０６を送信することにより、ＣＳＩフィードバックトランザクションを開始しても
よい。例えば、最低レートのレガシーＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇフォーマットを使用し
て、このリクエストがＳＴＡ５０４1、５０４2、５０４3、および、５０４4に送信されて
もよい。ある態様では、ＣＳＩに対するリクエスト５０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファ
ミリーの標準規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格）にした
がったブロードキャストヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）メッセージを
含んでもよい。ＮＤＰＡメッセージ５０６は、２つの目的を果たしてもよい：ＮＤＰＡメ
ッセージ５０６は、ＳＴＡのサブセットからのＣＳＩデータを周期的にリクエストし、参
加していないすべてのＳＴＡに、それらのネットワークアロケーションベクトル（ＮＡＶ
）カウンターを、持続時間フィールド中の値にしたがって適切に設定させるための、それ
らの持続時間フィールドを設定することによって、ＣＳＩフィードバックトランザクショ
ンを保護する。ＮＤＰＡ５０６のペイロードは、このメッセージがＣＳＩに対するリクエ
ストを表していることを示す特定のビットを含んでいてもよい。ＮＤＰＡ５０６の送信に
続くＳＩＦＳインターバルの後に、ＡＰ５０２は、ダウンリンクチャネルサウンディング
に対する超高スループット（ＶＨＴ）プリアンブルを含むサウンディングメッセージ５０
８（すなわち、ヌルデータパケット（ＮＤＰ））を送信してもよい。ＮＤＰＡ５０６とは
異なり、ＮＤＰメッセージ５０８は、レガシーデコード可能でなくてもよい。
【００６３】
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　各ＳＴＡからの特定のレートのＣＳＩフィードバックを達成するために、ＡＰから送信
される各周期的なＮＤＰＡ中でアドレス指定されるＳＴＡのサブセットが、ＡＰによって
選ばれてもよい。（例えば、より動的なチャネル条件に起因して）より頻繁なＣＳＩ更新
が要求されるこれらのＳＴＡは、周期的に送信されるＮＤＰＡメッセージ中で、より頻繁
にアドレス指定されてもよい。ＡＰ５０２は、図５において図示されているように、それ
らのそれぞれのＣＳＩフィードバックメッセージ５１０1、５１０2、および、５１０4を
送信するように、ＮＤＰＡ５０６内で、ＳＴＡ５０４1、５０４2、および、５０４4をア
ドレス指定してもよい。
【００６４】
　ＡＰ５０２が特定のＳＴＡからのＣＳＩをリクエストするレートは、ＡＰ５０２により
算出されるメトリックにより評価されるような、そのＳＴＡのチャネルの漸進的変化のレ
ートに依存してもよい。各ＳＴＡに対して、ＡＰ５０２は、現在のＳＤＭＡビームフォー
ミング重みが発生されたＣＳＩを記憶してもよい。（例えば、周期的なＮＤＰＡの結果と
して、）新たなＣＳＩをそのＳＴＡから受信したときにはいつでも、ＡＰ５０２は、規定
されたメトリックに基づいて、古いチャネル状態と新しいチャネル状態との間の漸進的変
化の程度を評価してもよい。
【００６５】
　評価した漸進的変化の程度が、予め定められたしきい値レベルを超えている場合に、こ
のことは、そのＳＴＡに対するＣＳＩフィードバックのレートが不十分であることがあり
、そのＳＴＡに対するＣＳＩリクエストのレートを増加させるようにＡＰ５０２に請うて
もよいことを示している。評価した漸進的変化の程度が、しきい値レベルよりも小さい場
合に、このことは、ＳＴＡに対するＣＳＩフィードバックのレートが過度であり、ＳＴＡ
に対するＣＳＩリクエストのレートを減少させるようにＡＰ５０２に請うてもよいことを
示している。特定のＳＴＡに対するＣＳＩリクエストのレートはまた、ＳＤＭＡクライア
ント（ＳＴＡ）の総数、各クライアントに対して利用されるＭＣＳ、または、各クライア
ントに対する送信電力のうちの少なくとも１つに依存してもよい。
【００６６】
　ＣＳＩリクエストインターバルを増加させることができるステップサイズは、ＣＳＩリ
クエストインターバルを減少させることができるステップサイズと異なってもよい。本開
示の１つの態様では、線形的なインターバル増加と指数的なインターバル減少とが利用さ
れてもよい。本開示の別の態様では、異なる線形的な変動するステップサイズが適用され
てもよい。ある態様に対して、選ばれたステップサイズは、過度に頻繁なＣＳＩ更新に対
してあまり頻繁でないＣＳＩ更新に関係付けられている、相対的なシステム性能ペナルテ
ィに依存してもよい。
【００６７】
　図５において図示されている提案されたプロトコル５００が、いくつかの点で、図４か
らのプロトコル４００と異なっていてもよいことが観測できる。第１に、個別のＳＴＡに
よってではなく、ＡＰによって、チャネルの漸進的変化が評価されてもよい。第２に、Ａ
Ｐが、各ＳＴＡから受信したチャネルの漸進的変化メトリックではなく、各ＳＴＡから受
信したＣＳＩの履歴に基づいて、ＳＴＡごとのチャネルの漸進的変化を追跡してもよい。
第３に、ＡＰは、チャネルの漸進的変化を評価するために、各ＳＴＡから周期的にＣＳＩ
をリクエストする必要があることがあるが、必ずしも、すべてのＳＴＡに対して同一のレ
ートでなくてもよい。第４に、経時的に、各ＳＴＡからの特定のレートのＣＳＩフィード
バックを達成するために、各ＣＳＩリクエスト中でアドレス指定されるＳＴＡのサブセッ
トが選ばれてもよい。第５に、ＡＰは、ＳＴＡのチャネルの漸進的変化のレートに基づい
て、各ＳＴＡに対する周期的なＣＳＩリクエストのレートを調整してもよい。最後に、各
ＣＳＩリクエスト中でアドレス指定されるＳＴＡのサブセットは、そのＳＴＡからの最後
のＣＳＩ更新から経過した時間期間に依存してもよい。
【００６８】
　一般に、先述のＭＡＣプロトコルは、ＡＰがＳＴＡのサブセットに周期的にＣＳＩリク
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エストを送ってもよいことをサポートする。ＳＴＡのサブセットは、ＡＰにおいて算出さ
れた何らかのメトリックに基づいて選ばれてもよい。算出されたメトリックは、最も最近
のＣＳＩ更新からの、チャネルの漸進的変化の程度を示してもよい。
【００６９】
　図６は、本開示のある態様にしたがった、図５からの提案されたＭＡＣプロトコルを実
現するための、ＡＰにおいて実行できる例示的な動作６００を説明している。６０２にお
いて、ＡＰは、複数のＳＴＡからＳＴＡのサブセットを選択してもよく、サブセットは、
複数のＳＴＡの各ＳＴＡに関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて、選択さ
れてもよい。６０４において、ＡＰは、ＣＳＩに対するリクエストと、トレーニングシー
ケンス（例えば、ヌルデータパケット（ＮＤＰ））とを、サブセット中の各ＳＴＡに送信
してもよい。６０６において、ＳＴＡは、サブセット中の各ＳＴＡから、そのＳＴＡに関
係付けられているＣＳＩを受信してもよく、ＣＳＩは、ＣＳＩに対するリクエストに応答
して、ＮＤＰを使用して決定されてもよい。６０８において、ＡＰは、サブセット中の各
ＳＴＡから受信したＣＳＩに少なくとも基づいて、複数のＳＴＡにデータを送信してもよ
い。
【００７０】
　トレーニングシーケンスは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を実行することが可能なこ
れらのＳＴＡによって、デコード可能であってもよい。ある態様では、ＣＳＩに対するリ
クエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａｃワイヤレス通信標準規格）にしたがったブロードキャストＮＤＰＡメッセージを含
んでもよく、ＮＤＰＡは、ＳＤＭＡ可能でないＳＴＡによりサポートされているレートを
利用して送信されてもよい。別の態様では、ＣＳＩに対するリクエストは、複数のＳＴＡ
の別のサブセットに、それらのＮＡＶカウンターを持続時間フィールドにしたがって設定
させる、ＣＳＩの持続時間フィールドを設定することにより、ＣＳＩの送信を保護しても
よい。
【００７１】
　ある態様では、メトリックは、１つ以上のしきい値と比較されてもよく、ＣＳＩに対す
るリクエストを送信するレートは、比較に基づいて調節されてもよい。ＳＴＡのうちの１
つから以前に受信した別のＣＳＩと比較した、そのＳＴＡから受信したＣＳＩの変化が、
制限内にある場合に、レートを減少させてもよい。ＣＳＩの変化が制限よりも大きい場合
に、レートを増加させてもよい。ある態様では、メトリックは、複数のＳＴＡのそれぞれ
のＣＳＩの漸進的変化のレートを含んでもよい。
【００７２】
　図７は、本開示のある態様にしたがった、図５からの提案されたＭＡＣプロトコルを実
現するための、ワイヤレスノードにおいて（例えば、ＳＴＡにおいて）実行できる例示的
な動作７００を説明している。７０２において、ＳＴＡは、ＣＳＩに対するリクエストと
、トレーニングシーケンス（例えば、ヌルデータパケット（ＮＤＰ））とを、ＡＰから受
信してもよい。７０４において、リクエストに応答して、ＳＴＡは、ＮＤＰを使用してＣ
ＳＩを決定してもよい。７０６において、ＳＴＡは、ＡＰにＣＳＩを送信してもよく、７
０８において、ＳＴＡは、ＡＰに送信したＣＳＩに少なくとも基づいて、ＡＰからデータ
を受信してもよい。ある態様では、ＡＰは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用しても
よい。ある態様では、ＳＴＡは、そのＳＴＡがＳＤＭＡを実行可能である場合に、トレー
ニングシーケンスをデコードできることがある。
【００７３】
　サウンディングフレームと明示的なチャネル状態情報とを持つチャネルトレーニングプ
ロトコル
　図５において図示されている提案されたＭＡＣプロトコル５００は、正確なＳＤＭＡプ
リコーディングをサポートするのに必要最小限まで、ＣＳＩフィードバックのレートを制
限することにより、アップリンクオーバーヘッドを最小化しようとする。しかしながら、
完全な“明示的な”ＣＳＩ送信は、例えば、数千バイトを含んでいることがあり、それゆ
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え、チャネルの漸進的変化を評価するための高価な手段であることがある。それゆえ、本
開示のある態様は、アップリンクチャネルサウンディングと、チャネルの相反原理（すな
わち、暗示的なフィードバック）とを活用して、潜在的に少ないアップリンクオーバーヘ
ッドにより、ＳＴＡからのチャネルの漸進的変化データをＡＰに提供する。
【００７４】
　ＡＰは、ＳＴＡからの明示的なＣＳＩまたは暗示的なＣＳＩのいずれかを請求してもよ
い。明示的なＣＳＩのケースでは、ＡＰは、ＳＴＡにトレーニング信号を送信してもよい
。トレーニング信号に基づいて、ＳＴＡは、ＡＰからＳＴＡへのチャネルに対するＣＳＩ
を推定してもよく、アップリンクデータ送信中で、ＡＰにＣＳＩ推定を送信してもよい。
これが、図５からのプロトコル５００中で利用されているＣＳＩフィードバックのメカニ
ズムである。一方、暗示的なＣＳＩフィードバックのケースでは、ＡＰは、ＳＴＡにトレ
ーニングリクエストメッセージを送信してもよく、各ＳＴＡは、トレーニング（サウンデ
ィング）信号により応答してもよい。その後で、ＡＰは、受信したトレーニング信号を使
用して、ＳＴＡからＡＰへのチャネルに対するＣＳＩを推定してもよい。その後、ＡＰは
、ＡＰからＳＴＡへのチャネルに対するＣＳＩを計算するために、チャネル可逆性原理を
適用してもよい。
【００７５】
　いくつかの環境では、アップリンクオーバーヘッドを制限するために、各ＳＴＡからの
明示的なＣＳＩ送信のレートを最小化することが望ましくても、過去の測定値に基づいて
ＣＳＩフィードバックインターバルを適合させることが、適切でないことがある。明示的
なＣＳＩが送信されるレートを最小化するために、ＡＰは、ＳＴＡからＡＰへの（アップ
リンク）チャネルの推定を使用して、ＡＰからＳＴＡへの（ダウンリンク）チャネルに対
する異なるメトリックを推定できる。
【００７６】
　このメトリックを取得するために、ＡＰは、ＳＴＡから送信された請求されていないパ
ケット中に存在するトレーニングフィールドを使用することにより、または、トレーニン
グ信号を特に請求することにより、ＳＴＡからＡＰへのチャネルに対するＣＳＩを計算し
てもよい。このアプローチの１つの利点は、明示的なＣＳＩを搬送するデータフレームに
対して必要とされる時間期間よりも非常に短い時間期間で、トレーニング信号を送信でき
ることである。ＡＰは、ＳＴＡからＡＰへのチャネルに対するＣＳＩの過去の推定を記憶
してもよく、現在のチャネル推定と過去のチャネル推定との間のチャネルの漸進的変化メ
トリックを計算してもよい。計算した、チャネルの漸進的変化メトリックを使用して、明
示的なＣＳＩを請求することが必要とされるか否かを決定してもよい。
【００７７】
　図８Ａは、先述の概念を利用するトレーニングプロトコル８００を図示している。ＡＰ
８０２は、選択したＳＴＡからのサウンディングフレームをリクエストするために、ＳＴ
Ａ８０４1、８０４2、８０４3にメッセージ８０６を送信してもよい。ある態様では、メ
ッセージ８０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格（例えば、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格）にしたがったヌルデータパケットアナウンスメン
ト（ＮＤＰＡ）を含んでもよい。ＮＤＰＡ８０６の送信に続くＳＩＦＳインターバル８０
８の後に、ＳＴＡ８０４1、８０４2、８０４3は、ＡＰ８０２に送信するサウンディング
フレーム８１０により応答してもよい。本開示の１つの態様では、決定論的なバックオフ
タイマーを利用して、ＮＤＰＡ８０６の後でサウンディングを請求してもよい。サウンデ
ィングフレーム８１０のそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格（例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格）にしたがったヌルデータパケッ
ト（ＮＤＰ）を含んでもよい。
【００７８】
　受信したサウンディングフレーム８１０に基づいて、ＡＰ８０２は、選択したＳＴＡ８
０４1、８０４2、８０４3からのチャネルを推定してもよく、過去のチャネル推定と、こ
れらの新しいチャネル推定とを比較してもよい。言い換えると、ＡＰ８０２は、ＡＰによ
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りリクエストされたアップリンクチャネルサウンディングパケット８１０に基づいて、チ
ャネルの漸進的変化メトリックを算出してもよい。新しいチャネル推定と過去のチャネル
推定との比較に基づいて（すなわち、チャネルの漸進的変化メトリックに基づいて）、Ａ
Ｐ８０２は、すべてのＡＰアンテナからの必要なサウンディングにより、明示的なＣＳＩ
送信に対する、ＳＴＡ８０４1、８０４2、８０４3のサブセットを選択してもよい。ＮＤ
ＰＡ８０６中で特定されているすべてのＳＴＡに対するチャネルが変化していないことを
ＡＰにおける計算が示している場合に、ＡＰ８０２は何らかの明示的なＣＳＩリクエスト
を送信しなくてもよいことに留意すべきである。
【００７９】
　本開示の１つの態様では、コンテンション法を使用して、ＳＴＡの選択されたサブセッ
トに、明示的なＣＳＩリクエスト８１２が送信されてもよい。別の態様では、集中制御機
能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式を使用して、明示的なＣＳＩリクエスト８１２
が送信されてもよい。さらに別の態様では、ＳＴＡ８０４1、８０４2、８０４3のうちの
１つからＡＰに、最後のサウンディングフレーム８１０が送信された後に、ＳＩＦＳイン
ターバルを使用して、明示的なＣＳＩリクエスト８１２が送信されてもよい。ある態様で
は、明示的なＣＳＩリクエストメッセージ８１２は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの
標準規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格）にしたがったブ
ロードキャストＮＤＰＡメッセージを含んでもよい。
【００８０】
　明示的なＣＳＩリクエスト８１２の送信に続いて、ＡＰ８０２は、ＳＴＡの選択された
サブセットに、サウンディング（トレーニング）フレーム８１４を送信してもよい。ある
態様では、サウンディングフレーム８１４は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規
格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤレス通信標準規格）にしたがったＮＤＰメ
ッセージを含んでもよい。図８Ａにおいて図示されているように、明示的なＣＳＩ送信に
対して選択されたＳＴＡのサブセットは、ＳＴＡ８０４1および８０４3を含んでもよい。
受信したサウンディングフレーム８１４に基づいて、ＳＴＡ８０４1は、その対応するＳ
ＴＡからＡＰへのチャネルを推定して、明示的なＣＳＩメッセージ８１６をＡＰ８０２に
送信してもよい。いったん、明示的なＣＳＩ８１６の受信が成功すると、ＡＰ８０２は、
ＳＴＡ８０４1に肯定応答（ＡＣＫ）メッセージ８１８を送信してもよい。同様に、ＳＴ
Ａ８０４3は、受信したサウンディングフレーム８１４に基づいて、そのＳＴＡからＡＰ
へのチャネルを推定して、ＡＰ８０２に明示的なＣＳＩメッセージ８２０を送信してもよ
い。いったん、明示的なＣＳＩ８２０の受信が成功すると、ＡＰ８０２は、ＳＴＡ８０４

3にＡＣＫメッセージ８２２を送信してもよい。
【００８１】
　本開示の１つの態様では、ＡＰ８０２によりスケジュールされる決定論的なバックオフ
を使用して、ＳＴＡ８０４1、８０４3から、明示的なＣＳＩメッセージ８１６、８２０が
送信されてもよい。別の態様では、ＳＴＡ８０４1、８０４3のコンテンションに基づいて
、明示的なＣＳＩメッセージ８１６および８２０が送信されてもよい。明示的なＣＳＩリ
クエストメッセージ８１２は、リクエストのシリアル番号を含んでもよい。その後、ＳＴ
Ａのうちの１つにより送信される明示的なＣＳＩメッセージのそれぞれは、その明示的な
ＣＳＩメッセージが対応しているチャネル測定値に対するリクエストのシリアル番号を含
んでもよい。
【００８２】
　本開示のある態様は、ＡＰ８０２からのサウンディングフレーム８１４の送信の前に、
各ＳＴＡから送信される送信可（ＣＴＳ）メッセージが起こってもよいことをサポートす
る。これは、ＡＰ８０２から送信されたサウンディングフレーム８１４の受信のために、
ＳＴＡに許可媒体を提供でき、許可媒体は、ＳＴＡにおける正確なチャネル推定のために
必要とされてもよい。本開示の１つの態様では、図８Ｂにおいて図示されているように、
各ＳＴＡからシリアルな方法でＣＴＳが送信されてもよい。別の態様では、図８Ｃにおい
て図示されているように、各ＳＴＡから同時にＣＴＳが送信されてもよい（すなわち、Ｃ
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ＴＳメッセージが積み重ねられてもよい）。
【００８３】
　特定のＳＴＡからのＣＳＩフィードバックをリクエストするというＡＰの決定は、異な
る情報の組み合わせに依存してもよく、組み合わせは、複数のＳＴＡから受信したチャネ
ルの漸進的変化メトリック、ＡＰにより算出された複数のＳＴＡに対するチャネルの漸進
的変化メトリック、複数のＳＴＡの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）条件、複数のＳＴＡのそれ
ぞれによりサポートされる予期されるデータレート（変調コーディングスキーム）、次の
ＳＤＭＡ送信に対して予期される全体的な干渉レベル、または、ＳＴＡのうちの１つ以上
の既知の受信能力（例えば、干渉消去に対するサポート）のうちの少なくとも１つを含ん
でもよいことにも留意すべきである。
【００８４】
　図９は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと明示的なＣＳＩと
を利用する、図８Ａ～図８Ｃにおいて図示されているトレーニングプロトコルを実現する
ための、ＡＰにおいて実行できる例示的な動作９００を説明している。９０２において、
ＡＰは、１つ以上のＳＴＡから１つ以上のトレーニングシーケンス（すなわち、ヌルデー
タパケット（ＮＤＰ））を受信してもよい。９０４において、ＡＰは、受信した１つ以上
のＮＤＰに基づいて、１つ以上の局に関係付けられている１つ以上のチャネルを推定して
もよい。９０６において、ＡＰは、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値
に少なくとも基づいて、ＳＴＡのそれぞれに対するメトリックを算出してもよい。ある態
様では、各ＳＴＡに対するメトリック算出は、チャネルの漸進的変化を評価するために、
値を、その同じ推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較する
ことを含んでもよい。その後、推定したチャネルの漸進的変化を利用して、そのＳＴＡか
らＣＳＩをリクエストすべきかどうかを決定してもよい。
【００８５】
　受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標
準規格にしたがったＮＤＰを含んでもよい。ある態様では、ＮＤＰは、高スループットロ
ングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、または、超高スループットロングトレー
ニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なくとも１つを含んでもよく、ＨＴ－Ｌ
ＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１つを使用して、１つ以上のチャネルを推
定してもよい。ＮＤＰと、ＣＳＩに対するリクエストとを、単一の物理レイヤフレーム中
に含めてもよい。
【００８６】
　ある態様では、メトリックは、ＳＴＡのうちの１つに関係付けられているＣＳＩの漸進
的変化のレートを含んでもよい。最も最近受信したＣＳＩ値と、そのＳＴＡに関係付けら
れている以前に受信したＣＳＩ値とに少なくとも部分的に基づいて、漸進的変化のレート
が算出されてもよい。
【００８７】
　ある態様では、ＡＰは、ＳＴＡのサブセットから、１つ以上の送信可（ＣＴＳ）メッセ
ージを受信してもよい。サブセット中のＳＴＡへのＡＰからのトレーニング信号の送信を
保護するために、ＣＴＳメッセージが送信されてもよい。
【００８８】
　図１０は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと明示的なＣＳＩ
とを利用する、図８Ａ～図８Ｃにおいて図示されているトレーニングプロトコルを実現す
るための、ワイヤレスノードにおいて（例えば、ＳＴＡにおいて）実行できる例示的な動
作１０００を説明している。１００２において、ＳＴＡは、ＡＰにトレーニングシーケン
ス（すなわち、第１のＮＤＰメッセージ）を送信してもよい。１００４において、ＳＴＡ
は、ＣＳＩに対するリクエストと、別のトレーニングシーケンス（すなわち、第２のＮＤ
Ｐメッセージ）とを、ＡＰから受信してもよく、リクエストは、第１のＮＤＰに少なくと
も基づいていてもよい。１００６において、リクエストに応答して、ＳＴＡは、第２のＮ
ＤＰに基づいて、ＣＳＩを決定してもよい。１００８において、ＳＴＡは、他のトレーニ
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ングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、ＡＰにＣＳＩを送信してもよ
い。１０１０において、ＳＴＡは、ＡＰからデータを受信してもよく、データは、ＣＳＩ
に少なくとも基づいて送信されてもよい。ある態様では、ＣＳＩに対するリクエストは、
ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃワイヤ
レス通信標準規格）にしたがったヌルデータパケットアナウンスメントを含んでもよい。
【００８９】
　対応する機能を実行することが可能な何らかの適切な手段により、先に説明した方法の
さまざまな動作を実行してもよい。手段は、これらに限定されないが、回路、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、または、プロセッサを含む、さまざまなハードウェアならびに
／あるいはソフトウェアのコンポーネントおよび／またはモジュールを含んでいてもよい
。一般的に、図面中で図示されている動作がある場合に、これらの動作は、類似するナン
バリングを持つ、対応する相当のミーンズプラスファンクションコンポーネントを有して
いてもよい。例えば、図６、図７、図９、および、図１０において説明されている動作６
００、７００、９００、および、１０００は、図６Ａ、図７Ａ、図９Ａ、および、図１０
Ａにおいて説明されているコンポーネント６００Ａ、７００Ａ、９００Ａ、および、１０
００Ａに対応している。
【００９０】
　ここで使用したような、用語“決定する”は、幅広いさまざまなアクションを含んでい
る。例えば、“決定する”は、算出する、計算する、処理する、導出する、調べる、検索
する（例えば、表、データベース、または、別のデータ構造において検索する）、確認す
る、および、これらに類するものを含んでいてもよい。また、“決定する”は、受信する
（例えば、情報を受信する）、アクセスする（例えば、メモリ中のデータにアクセスする
）、および、これらに類するものを含んでいてもよい。また、“決定する”は、解決する
、選択する、選ぶ、確立する、および、これらに類するものを含んでいてもよい。
【００９１】
　ここで使用したような、アイテムのリスト“のうちの少なくとも１つ”を指すフレーズ
は、単一のメンバーを含む、これらのアイテムの何らかの組み合わせのことを指す。例と
して、“ａ、ｂ、または、ｃのうちの少なくとも１つ”は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ
、ｂ－ｃ、および、ａ－ｂ－ｃをカバーすることを意図している。
【００９２】
　さまざまなハードウェアならびに／あるいはソフトウェアのコンポーネント、回路、お
よび／または、モジュールのような、動作を実行することが可能な何らかの適切な手段に
より、先に説明した方法のさまざまな動作を実行してもよい。一般的に、動作を実行する
ことが可能な対応する機能的な手段により、図面中で図示されている何らかの動作を実行
してもよい。
【００９３】
　例えば、送信する手段は、例えば、アクセスポイント１１０の図２からの送信機２２２
や、ユーザ端末１２０の図２からの送信機２５４や、または、ワイヤレスデバイス３０２
の図３からの送信機３１０のような、送信機を含んでもよい。受信する手段は、例えば、
アクセスポイント１１０の図２からの受信機２２２や、ユーザ端末１２０の図２からの受
信機２５４や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からの受信機３１２のような、
受信機を含んでもよい。選択する手段は、例えば、アクセスポイント１１０の図２からの
スケジューラ２３４や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０
４のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。推定する手段は、例えば、アクセス
ポイント１１０の図２からの推定器２２８や、または、ユーザ端末１２０の図２からの推
定器２７８のような、推定器を含んでもよい。比較する手段は、例えば、アクセスポイン
ト１１０の図２からのプロセッサ２１０や、ユーザ端末１２０の図２からのプロセッサ２
４２や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、比
較回路を含んでもよい。調節する手段は、例えば、アクセスポイント１１０の図２からの
プロセッサ２１０や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４
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のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。減少させる手段は、例えば、アクセス
ポイント１１０の図２からのプロセッサ２１０や、または、ワイヤレスデバイス３０２の
図３からのプロセッサ３０４のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。増加させ
る手段は、例えば、アクセスポイント１１０の図２からのプロセッサ２１０や、または、
ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、特定用途向け集積回
路を含んでもよい。決定する手段は、例えば、ユーザ端末１２０の図２からのプロセッサ
２７０や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、
特定用途向け集積回路を含んでもよい。設定する手段は、例えば、ユーザ端末１２０の図
２からのプロセッサ２７０や、ユーザ端末１２０の図２からのプロセッサ２８８や、また
は、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、特定用途向け集
積回路を含んでもよい。デコードする手段は、例えば、ユーザ端末１２０の図２からのプ
ロセッサ２７０や、または、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４の
ような、デコーダを含んでもよい。算出する手段は、例えば、アクセスポイント１１０の
図２からのプロセッサ２１０や、ユーザ端末１２０の図２からのプロセッサ２４２や、ま
たは、ワイヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、特定用途向け
集積回路を含んでもよい。利用する手段は、例えば、アクセスポイント１１０の図２から
のプロセッサ２１０や、ユーザ端末１２０の図２からのプロセッサ２４２や、または、ワ
イヤレスデバイス３０２の図３からのプロセッサ３０４のような、特定用途向け集積回路
を含んでもよい。
【００９４】
　本開示に関連して説明した、さまざまな例示的な論理的ブロック、モジュールおよび回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）または他のプログラ
マブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディス
クリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで説明した機能を実行するために
設計されたこれらの何らかの組み合わせで、実現あるいは実行されてもよい。汎用プロセ
ッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何ら
かの商業的に入手可能なプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械で
あってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例
えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
アを備えた１つ以上のマイクロプロセッサ、あるいは、このようなコンフィギュレーショ
ンの他の何らかのものとして実現されてもよい。
【００９５】
　本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェア
で、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、２つの組み合わ
せで具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、技術的に知られている何らかの形
態の記憶媒体中に存在していてもよい。使用してもよい記憶媒体のいくつかの例は、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ等を含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多くの命令
を含んでおり、いくつかの異なるコードセグメントを介して、異なるプログラム間で、お
よび、複数の記憶媒体にわたって、配布されてもよい。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒
体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結
合されていてもよい。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサに一体化していてもよい
。
【００９６】
　ここで開示した方法は、説明した方法を達成するための１つ以上のステップまたはアク
ションを含んでいる。方法ステップおよび／またはアクションは、特許請求の範囲から逸
脱することなく、相互に入れ替えることができる。言い換えると、ステップまたはアクシ
ョンの特定の順序が明記されていないなら、特許請求の範囲から逸脱することなく、特定
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のステップならびに／あるいはアクションの順序および／または使用を改良してもよい。
【００９７】
　説明した機能は、ハードウェアで、ソフトウェアで、ファームウェアで、または、これ
らの何らかの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェアで実現された場合、機能は、
１つ以上の命令またコードとして、コンピュータ読取可能媒体上に記憶されてもよく、あ
るいは、コンピュータ読取可能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読取可能媒体は
、記憶媒体と、１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何
らかの媒体を含む通信媒体との双方を含む。記憶媒体は、コンピュータによりアクセスす
ることができる何らかの利用可能な媒体であってもよい。一例として、このようなコンピ
ュータ読取可能媒体は、これらに限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバ
イス、あるいは、コンピュータによりアクセスでき、命令またはデータ構造の形態で所望
のプログラムコードを搬送するまたは記憶するために使用できる他の何らかの媒体を含む
ことができる。また、あらゆる接続は、コンピュータ読取可能媒体と適切に呼ばれる。例
えば、ソフトウェアが、同軸ケーブルや、光ファイバケーブルや、撚り対や、デジタル加
入者線（ＤＳＬ）や、あるいは、赤外線（ＩＲ）、無線、マイクロ波のようなワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔ソースから送信される場合に
は、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、ＤＳＬ、あるいは、赤外線、無線、お
よび、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用するよ
うなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディ
スク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録
商標）ディスク、および、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含んでいる。ここで、ディ
スク（ｄｉｓｋ）が通常、データを磁気的に再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）はデ
ータをレーザによって光学的に再生する。したがって、何らかの態様では、コンピュータ
読取可能媒体は、一時的でないコンピュータ読取可能媒体（例えば、有体的媒体）を含ん
でもよい。加えて、他の態様に対して、コンピュータ読取可能媒体は、一時的なコンピュ
ータ読取可能媒体（例えば、信号）を含んでもよい。先のものを組み合わせたものもまた
、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含められるべきである。
【００９８】
　したがって、ある態様は、ここで提示した動作を実行するためのコンピュータプログラ
ムプロダクトを含んでいてもよい。例えば、このようなコンピュータプログラムプロダク
トは、その上に命令を記憶させた（および／またはエンコードさせた）コンピュータ読取
可能媒体を具備していてもよく、命令は、ここで説明した動作を実行するように、１つ以
上のプロセッサにより実行可能である。ある態様に対して、コンピュータプログラムプロ
ダクトは、パッケージングマテリアルを含んでいてもよい。
【００９９】
　ソフトウェアまたは命令は、送信媒体を通しても送信されてもよい。例えば、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、撚り対、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、赤外線、
無線、および、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、
または、他の遠隔ソースから、ソフトウェアが送信される場合には、同軸ケーブル、光フ
ァイバケーブル、撚り対、ＤＳＬ、あるいは、赤外線、無線、および、マイクロ波のよう
なワイヤレス技術は、送信媒体の定義に含まれる。
【０１００】
　さらに、ここで説明した方法および技術を実行するためのモジュールならびに／あるい
は他の適切な手段が、適用可能なものとして、ユーザ端末および／または基地局によりダ
ウンロードできるか、ならびに／あるいは、そうでなければ、ユーザ端末および／または
基地局により取得できることを正しく認識すべきである。例えば、ここで説明した方法を
実行するための手段の転送を促進するために、このようなデバイスをサーバに結合するこ
とができる。代替的には、記憶装置手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディスク
（ＣＤ）またはフロッピーディスクのような物理的な記憶媒体等）を通して、ここで説明
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したさまざまな方法を提供できる。これにより、記憶装置手段をデバイスに結合すると、
または、記憶装置手段をデバイスに提供すると、ユーザ端末ならびに／あるいは基地局が
、さまざまな方法を取得できる。さらに、ここで説明した方法および技術をデバイスに提
供するための他の何らかの適切な技術を利用できる。
【０１０１】
　特許請求の範囲は、先に示したまさにそのコンフィギュレーションおよびコンポーネン
トに限定されるものではないことを理解すべきである。さまざまな改良、変更、および、
バリエーションが、先に説明した方法ならびに装置の構成、運用、および、詳細において
、特許請求の範囲から逸脱することなく行われてもよい。
【０１０２】
　先の説明は、本開示の態様に向けられているが、本開示の他の態様およびさらなる態様
を、これらの基本的な範囲から逸脱することなく考案してもよく、これらの範囲は、以下
の特許請求の範囲により決定される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］ワイヤレス通信のための方法において、
　１つ以上の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の装置に関係付けられている１
つ以上のチャネルを推定することと、
　前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記
装置のそれぞれに対するメトリックを算出することとを含む方法。
　［２］前記装置のそれぞれに対するメトリックを算出することは、
　チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その推定したチャネルに関係付け
られている以前に取得した別の値と比較することを含み、
　前記方法は、前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報（ＣＳＩ）をそ
の装置からリクエストすべきかどうかを決定することをさらに含む上記［１］記載の方法
。
　［３］前記メトリックは、前記装置のうちの１つに関係付けられているチャネル状態情
報（ＣＳＩ）の漸進的変化のレートを含む上記［１］記載の方法。
　［４］前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したＣＳＩ値と、その装置に関係付け
られている以前に受信したＣＳＩ値とに少なくとも部分的に基づいて算出される上記［３
］記載の方法。
　［５］前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットア
ナウンスメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の装置に送信することをさらに含み、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
上記［１］記載の方法。
　［６］前記装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報（ＣＳＩ
）を送信するための前記装置のサブセットを選択することと、
　前記サブセット中の前記装置に、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信することと、
　前記サブセット中の前記装置にトレーニング信号を送信し、前記トレーニング信号は、
前記サブセット中の前記装置のそれぞれに関係付けられているＣＳＩメッセージを決定す
るために、前記サブセット中の前記装置によって使用されることと、
　前記サブセット中の前記装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッセージを受信することと、
　前記サブセット中の前記装置のそれぞれから受信した前記ＣＳＩメッセージに少なくと
も基づいて、前記装置にデータを送信することとをさらに含む上記［１］記載の方法。
　［７］前記ＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格
にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［６］記載の方法。
　［８］前記サブセット中の前記装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上のしき
い値とを比較することと、
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　前記比較に基づいて、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信するレートを調節すること
とをさらに含む上記［６］記載の方法。
　［９］前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される上記［６］
記載の方法。
　［１０］前記トレーニング信号と、前記ＣＳＩに対するリクエストとが、単一の物理レ
イヤフレーム中に含められる上記［６］記載の方法。
　［１１］コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、ま
たは、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔
（ＳＩＦＳ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ＣＳＩに対するリク
エストが送信される上記［６］記載の方法。
　［１２］前記ＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記［６］記載の方法
。
　［１３］前記装置のそれぞれに対するメトリックは、別の装置により算出された、その
装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その装置から受信したチャネル状態情報
（ＣＳＩ）、その装置に対する信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、その装置によりサポートされ
る予期されるデータレートおよび変調コーディングスキーム（ＭＣＳ）、前記装置へのＳ
ＤＭＡ送信において予期される全干渉レベル、または、その装置の受信能力のうちの少な
くとも１つを含み、前記受信能力は、干渉消去に対するサポートを含む上記［１］記載の
方法。
　［１４］前記装置のサブセットから１つ以上の送信可（ＣＴＳ）メッセージを受信する
ことをさらに含み、前記ＣＴＳメッセージは、前記サブセット中の前記装置へのトレーニ
ング信号の送信を保護するために送信されたものである上記［１］記載の方法。
　［１５］前記ＣＴＳメッセージは同時に受信される上記［１４］記載の方法。
　［１６］前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１フ
ァミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される上記［１］記載の方法。
　［１７］ワイヤレス通信のための装置において、
　１つ以上の他の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成され
ている受信機と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の他の装置に関係付けられてい
る１つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、
　前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記
他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第１の回路とを
具備する装置。
　［１８］前記第１の回路は、チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その
推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較するようにも構成さ
れており、
　前記装置は、前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を、
その、他の装置からリクエストすべきかどうかを決定するように構成されている第２の回
路をさらに具備する上記［１７］記載の装置。
　［１９］前記メトリックは、前記他の装置のうちの１つに関係付けられているチャネル
状態情報（ＣＳＩ）の漸進的変化のレートを含む上記［１７］記載の装置。
　［２０］前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したＣＳＩ値と、その、他の装置に
関係付けられている以前に受信したＣＳＩ値とに少なくとも部分的に基づいて算出される
上記［１９］記載の装置。
　［２１］前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケット
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アナウンスメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の他の装置に送信するように構成されてい
る送信機をさらに具備し、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
上記［１７］記載の装置。
　［２２］前記他の装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報（
ＣＳＩ）を送信するための前記他の装置のサブセットを選択するように構成されている第
２の回路と、
　前記サブセット中の前記他の装置に、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信するように
構成されている送信機とをさらに具備し、
　前記送信機は、前記サブセット中の前記他の装置にトレーニング信号を送信するように
も構成されており、
　前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに関係付けられ
ているＣＳＩメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記他の装置によって使
用され、
　前記受信機は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッセージ
を受信するようにも構成されており、
　前記送信機は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから受信した前記ＣＳＩメ
ッセージに少なくとも基づいて、前記他の装置にデータを送信するようにも構成されてい
る上記［１７］記載の装置。
　［２３］前記ＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規
格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［２２］記載の装置。
　［２４］前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上
のしきい値とを比較するように構成されている比較器と、
　前記比較に基づいて、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信するレートを調節するよう
に構成されている第３の回路とをさらに具備する上記［２２］記載の装置。
　［２５］前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される上記［２
２］記載の装置。
　［２６］前記トレーニング信号と、前記ＣＳＩに対するリクエストとが、単一の物理レ
イヤフレーム中に含められる上記［２２］記載の装置。
　［２７］コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、ま
たは、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔
（ＳＩＦＳ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ＣＳＩに対するリク
エストが送信される上記［２２］記載の装置。
　［２８］前記ＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記［２２］記載の装
置。
　［２９］前記他の装置のそれぞれに対するメトリックは、前記装置により算出された、
その、他の装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その、他の装置から受信した
チャネル状態情報（ＣＳＩ）、その、他の装置に対する信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、その
、他の装置によりサポートされる予期されるデータレートおよび変調コーディングスキー
ム（ＭＣＳ）、前記他の装置へのＳＤＭＡ送信において予期される全干渉レベル、または
、その、他の装置の受信能力のうちの少なくとも１つを含み、前記受信能力は、干渉消去
に対するサポートを含む上記［１７］記載の装置。
　［３０］前記受信機は、
　前記他の装置のサブセットから１つ以上の送信可（ＣＴＳ）メッセージを受信するよう
にも構成されており、前記ＣＴＳメッセージは、前記サブセット中の前記他の装置へのト
レーニング信号の送信を保護するために送信されたものである上記［１７］記載の装置。
　［３１］前記ＣＴＳメッセージは同時に受信される上記［３０］記載の装置。
　［３２］前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１フ
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ァミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される上記［１７］記載の装置。
　［３３］ワイヤレス通信のための装置において、
　１つ以上の他の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の他の装置に関係付けられてい
る１つ以上のチャネルを推定する手段と、
　前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記
他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出する手段とを具備する装置。
　［３４］チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その推定したチャネルに
関係付けられている以前に取得した別の値と比較する手段と、
　前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報（ＣＳＩ）をその、他の装置
からリクエストすべきかどうかを決定する手段とをさらに具備する上記［３３］記載の装
置。
　［３５］前記メトリックは、前記他の装置のうちの１つに関係付けられているチャネル
状態情報（ＣＳＩ）の漸進的変化のレートを含む上記［３３］記載の装置。
　［３６］前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したＣＳＩ値と、その、他の装置に
関係付けられている以前に受信したＣＳＩ値とに少なくとも部分的に基づいて算出される
上記［３５］記載の装置。
　［３７］前記１つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケット
アナウンスメント（ＮＤＰＡ）を前記１つ以上の他の装置に送信する手段をさらに具備し
、
　前記ＮＤＰＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがって送信される
上記［３３］記載の装置。
　［３８］前記他の装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報（
ＣＳＩ）を送信するための前記他の装置のサブセットを選択する手段と、
　前記サブセット中の前記他の装置に、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信する手段と
をさらに具備し、
　前記送信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置にトレーニング信号を送信する
ようにさらに構成されており、
　前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに関係付けられ
ているＣＳＩメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記他の装置によって使
用され、
　前記受信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから前記ＣＳＩメッ
セージを受信するようにさらに構成されており、
　前記送信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから受信した前記Ｃ
ＳＩメッセージに少なくとも基づいて、前記他の装置にデータを送信するようにさらに構
成されている上記［３３］記載の装置。
　［３９］前記ＣＳＩに対するリクエストは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規
格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を含み、
　前記トレーニング信号は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［３８］記載の装置。
　［４０］前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに対するメトリックと、１つ以上
のしきい値とを比較する手段と、
　前記比較に基づいて、前記ＣＳＩに対するリクエストを送信するレートを調節する手段
とをさらに具備する上記［３８］記載の装置。
　［４１］前記データは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を利用して送信される上記［３
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８］記載の装置。
　［４２］前記トレーニング信号と、前記ＣＳＩに対するリクエストとが、単一の物理レ
イヤフレーム中に含められる上記［３８］記載の装置。
　［４３］コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔（ＰＩＦＳ）アクセス方式、ま
たは、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔
（ＳＩＦＳ）インターバルのうちの少なくとも１つを使用して、前記ＣＳＩに対するリク
エストが送信される上記［３８］記載の装置。
　［４４］前記ＣＳＩに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記［３８］記載の装
置。
　［４５］前記他の装置のそれぞれに対するメトリックは、前記装置により算出された、
その、他の装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その、他の装置から受信した
チャネル状態情報（ＣＳＩ）、その、他の装置に対する信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、その
、他の装置によりサポートされる予期されるデータレートおよび変調コーディングスキー
ム（ＭＣＳ）、前記他の装置へのＳＤＭＡ送信において予期される全干渉レベル、または
、その、他の装置の受信能力のうちの少なくとも１つを含み、前記受信能力は、干渉消去
に対するサポートを含む上記［３３］記載の装置。
　［４６］前記受信する手段は、前記他の装置のサブセットから１つ以上の送信可（ＣＴ
Ｓ）メッセージを受信するようにさらに構成されており、前記ＣＴＳメッセージは、前記
サブセット中の前記他の装置へのトレーニング信号の送信を保護するために送信されたも
のである上記［３３］記載の装置。
　［４７］前記ＣＴＳメッセージは同時に受信される上記［４６］記載の装置。
　［４８］前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、ＩＥＥＥ８０２．１１フ
ァミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含み、
　前記ＮＤＰは、高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）、また
は、超高スループットロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）のうちの少なく
とも１つを含み、
　前記１つ以上のチャネルは、ＨＴ－ＬＴＦまたはＶＨＴ－ＬＴＦのうちの少なくとも１
つを使用して推定される上記［３３］記載の装置。
　［４９］コンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラムプロダクトにおいて、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　１つ以上の装置から１つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように実行可能な命
令と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上の装置に関係付けられている１
つ以上のチャネルを推定するように実行可能な命令と、
　前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記
装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように実行可能な命令とを含むコンピュー
タプログラムプロダクト。
　［５０］アクセスポイントにおいて、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、１つ以上のワイヤレスノードから１つ以上の
トレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
　前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記１つ以上のワイヤレスノードに関係付け
られている１つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、
　前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記
ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第１の
回路とを具備するアクセスポイント。
　［５１］ワイヤレス通信のための方法において、
　装置にトレーニングシーケンスを送信することと、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを
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前記装置から受信することと、
　前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決
定することと、
　前記装置に前記ＣＳＩを送信することと、
　前記装置からデータを受信することとを含み、
　前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
　前記データは、前記ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものである方法。
　［５２］ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット
アナウンスメント（ＮＤＰＡ）を、前記装置から受信することをさらに含み、
　前記トレーニングシーケンスは、前記ＮＤＰＡに応答して送信される上記［５１］記載
の方法。
　［５３］前記ＣＳＩは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記［５
１］記載の方法。
　［５４］前記ＣＳＩは、コンテンションにより送信される上記［５１］記載の方法。
　［５５］前記ＣＳＩは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む
上記［５１］記載の方法。
　［５６］前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、
前記装置に送信可（ＣＴＳ）メッセージを送信することをさらに含む上記［５１］記載の
方法。
　［５７］前記トレーニングシーケンスは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格
にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［５１］記載の方法。
　［５８］ワイヤレス通信のための装置において、
　別の装置にトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを
前記別の装置から受信するように構成されている受信機と、
　前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決
定するように構成されている第１の回路とを具備し、
　前記送信機は、前記別の装置に前記ＣＳＩを送信するようにも構成されており、
　前記受信機は、前記別の装置からデータを受信するようにも構成されており、
　前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
　前記データは、前記ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものである装置。
　［５９］前記受信機は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがったヌル
データパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を、前記別の装置から受信するようにも構
成されており、
　前記トレーニングシーケンスは、前記ＮＤＰＡに応答して送信される上記［５８］記載
の装置。
　［６０］前記ＣＳＩは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記［５
８］記載の装置。
　［６１］前記ＣＳＩは、コンテンションにより送信される上記［５８］記載の装置。
　［６２］前記ＣＳＩは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む
上記［５８］記載の装置。
　［６３］前記送信機は、前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予
約するために、前記別の装置に送信可（ＣＴＳ）メッセージを送信するようにも構成され
ている上記［５８］記載の装置。
　［６４］前記トレーニングシーケンスは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格
にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［５８］記載の装置。
　［６５］ワイヤレス通信のための装置において、
　別の装置にトレーニングシーケンスを送信する手段と、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを
前記別の装置から受信する手段と、
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　前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決
定する手段とを具備し、
　前記送信する手段は、前記別の装置に前記ＣＳＩを送信するようにさらに構成されてお
り、
　前記受信する手段は、前記別の装置からデータを受信するようにさらに構成されており
、
　前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
　前記データは、前記ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものである装置。
　［６６］前記受信する手段は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格にしたがっ
たヌルデータパケットアナウンスメント（ＮＤＰＡ）を、前記別の装置から受信するよう
にさらに構成されており、
　前記トレーニングシーケンスは、前記ＮＤＰＡに応答して送信される上記［６５］記載
の装置。
　［６７］前記ＣＳＩは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記［６
５］記載の装置。
　［６８］前記ＣＳＩは、コンテンションにより送信される上記［６５］記載の装置。
　［６９］前記ＣＳＩは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む
上記［６５］記載の装置。
　［７０］前記送信する手段は、前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネ
ルを予約するために、前記別の装置に送信可（ＣＴＳ）メッセージを送信するようにさら
に構成されている上記［６５］記載の装置。
　［７１］前記トレーニングシーケンスは、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの標準規格
にしたがったヌルデータパケット（ＮＤＰ）を含む上記［６５］記載の装置。
　［７２］コンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラムプロダクトにおいて、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　装置にトレーニングシーケンスを送信するように実行可能な命令と、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを
前記装置から受信するように実行可能な命令と、
　前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決
定するように実行可能な命令と、
　前記装置に前記ＣＳＩを送信するように実行可能な命令と、
　前記装置からデータを受信するように実行可能な命令とを含み、
　前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
　前記データは、前記ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものであるコンピュータプ
ログラムプロダクト。
　［７３］アクセス端末において、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、アクセスポイントにトレーニングシーケンス
を送信するように構成されている送信機と、
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを
、前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記アクセスポイントから受信するように構
成されている受信機と、
　前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、ＣＳＩを決
定するように構成されている第１の回路とを具備し、
　前記送信機は、前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記アクセスポイントに前記
ＣＳＩを送信するようにも構成されており、
　前記受信機は、前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記アクセスポイントからデ
ータを受信するようにも構成されており、
　前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
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　前記データは、前記ＣＳＩに少なくとも基づいて送信されたものであるアクセス端末。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図６Ａ】 【図７】

【図７Ａ】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図９】 【図９Ａ】
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【図１０】 【図１０Ａ】
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