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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワーク上で送信する方法であって、
　　帯域幅の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することと、ここ
で、前記１または複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、
　　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信するこ
とと、ここで、前記１または複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、
　を備え、
　　ここにおいて、前記送信は、前記第２の能力セットを有するデバイスが、前記第２の
能力セットを有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する前
記帯域幅内の周波数帯域を位置特定するためのインジケーションを含むプリアンブルを備
え、ここにおいて、前記プリアンブルは、前記第１の能力セットを有するデバイスに、前
記送信に譲歩するよう命令し、前記インジケーションは、前記第１の能力セットを有する
デバイスによって復号可能な前記送信の一部分に隠される、方法。
【請求項２】
　前記インジケーションは、前記プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内の
データトーンに対して直交するコードを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インジケーションは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信される１ビットコ
ードを備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記帯域幅の前記第２の部
分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プリアンブルは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信され、前記方法は、
　前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信するために使用される前記帯域幅の各
部分において前記プリアンブルの１つまたは複数の複製を送信することをさらに備え、こ
こにおいて、前記１つまたは複数の複製の少なくとも一部分は前記インジケーションを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記帯域幅の前記第２の部分において前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信
することは、前記帯域幅の前記第２の部分において前記１または複数の第２のデバイスに
第２のプリアンブルを同時に送信することを備え、前記第２のプリアンブルは、前記第２
の能力セットを有する前記１または複数の第２のデバイスに関する前記送信パラメータの
セットを含み、ここにおいて、前記送信パラメータは、前記送信の対象となる受信側のイ
ンジケーションを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　帯域幅の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することと、ここ
で、前記１または複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、
　　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信するこ
とと、ここで、前記１または複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、
　を備える、帯域幅を介して送信するように構成された送信機を備え、
　　ここにおいて、前記送信は、前記第２の能力セットを有するデバイスが、前記第２の
能力セットを有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する前
記帯域幅内の周波数帯域を位置特定するための、インジケーションを含むプリアンブルを
備え、ここにおいて、前記プリアンブルは、前記第１の能力セットを有するデバイスに、
前記送信に譲歩するよう命令し、前記インジケーションは、前記第１の能力セットを有す
るデバイスによって復号可能な前記送信の一部分に隠される、
　ワイヤレス通信のための装置。
【請求項８】
　前記インジケーションは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信されるデータトー
ンに対して直交する１ビットコードを備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記パケットの前記帯域幅
の前記第２の部分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、請求項７に記載の装
置。
【請求項１０】
　前記プリアンブルは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信され、ここにおいて、
前記送信機は、
　前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信するために使用される前記帯域幅の各
部分において前記プリアンブルの１つまたは複数の複製を送信するようにさらに構成され
、ここにおいて、前記１つまたは複数の複製の少なくとも一部分は前記インジケーション
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記帯域幅の前記第２の部分において前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信
することは、前記帯域幅の前記第２の部分において前記１または複数の第２のデバイスに
第２のプリアンブルを同時に送信することを備え、前記第２のプリアンブルは、前記第２
の能力セットを有する前記１または複数の第２のデバイスに関する前記送信パラメータの
セットを含み、ここにおいて、前記送信パラメータは、前記送信の対象となる受信側のイ
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ンジケーションを含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信ネットワーク上で受信する方法であって、
　　帯域幅の第１の部分においてプリアンブルを受信することと、ここで、前記プリアン
ブルは、第１の能力セットを有するデバイスと互換性があるフォーマットで送信され、そ
れらのデバイスに、前記送信に譲歩するよう命令する、
　　前記帯域幅の第２の部分内の信号フィールドを位置特定することを、第２の能力セッ
トを有するデバイスに知らせるために十分な情報を、前記プリアンブルが含むかどうかを
決定することと、ここで、前記情報は、前記第１の能力セットを有するデバイスによって
復号可能な前記プリアンブルの一部分に隠され、ここにおいて、前記帯域幅の前記第１の
部分および前記第２の部分はオーバーラップしない、
　　前記帯域幅の前記第２の部分において前記信号フィールドを受信することと
　を備える方法。
【請求項１３】
　前記帯域幅の前記第２の部分においてデータを受信することをさらに備える、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記帯域幅の前記第２の部
分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記情報は、前記プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内のデータトーン
の虚軸上で搬送される１ビットコードを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プリアンブル内の前記情報は、前記第１の能力セットを有するデバイスが前記送信
に譲歩することを可能にする、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　ワイヤレス通信を受信するための装置であって、
　　帯域幅の第１の部分においてプリアンブルを受信するように構成された受信機と、こ
こで、前記プリアンブルは、第１の能力セットを有するデバイスと互換性があるフォーマ
ットで送信され、それらのデバイスに、前記送信に譲歩するよう命令する、
　　前記帯域幅の第２の部分内の信号フィールドを位置特定することを第２の能力セット
を有するデバイスに知らせる情報を前記プリアンブルが含むかどうかを決定するように構
成されたプロセッサと、ここで、前記情報は、前記第１の能力セットを有するデバイスに
よって復号可能な前記送信の一部分に隠され、ここにおいて、前記帯域幅の前記第１の部
分および前記第２の部分はオーバーラップせず、前記受信機は、前記帯域幅の前記第２の
部分において前記信号フィールドを受信するようにさらに構成される、
　を備える、装置。
【請求項１８】
　前記受信機は、前記帯域幅の前記第２の部分においてデータを受信するようにさらに構
成される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記帯域幅の前記第２の部
分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記情報は、前記プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内のデータトーン
の虚軸上で搬送される１ビットコードを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記プリアンブル内の前記情報は、前記第１の能力セットを有するデバイスが前記送信
に譲歩することを可能にする、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
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　前記インジケーションは、レガシー信号フィールドに対応する前記プリアンブルの部分
に位置する、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、後方互換性のある多元接
続ワイヤレス通信を可能にするためのシステム、方法、およびデバイスに関する。本明細
書では、いくつかの態様は、特にワイヤレス通信規格のＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー
における、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]多くの電気通信システムでは、通信ネットワークが、いくつかの相互作用する空
間的に離間したデバイス間でメッセージを交換するために使用される。ネットワークは、
たとえばメトロポリタンエリア、ローカルエリア、またはパーソナルエリアであり得る地
理的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークは、それぞれ、ワイドエリアネ
ットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、またはパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）として指定さ
れ得る。ネットワークはまた、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続するた
めに使用されるスイッチング／ルーティング技法（たとえば、回線交換対パケット交換）
、送信のために採用される物理媒体のタイプ（たとえば、有線対ワイヤレス）、および使
用される通信プロトコルのセット（たとえば、インターネットプロトコルスイート、ＳＯ
ＮＥＴ（同期光ネットワーキング）、イーサネット（登録商標）など）によって異なる。
【０００３】
　[0003]ワイヤレスネットワークは、ネットワーク要素がモバイルであり、したがって、
動的接続性の必要を有するときに、またはネットワークアーキテクチャが固定ではなくア
ドホックなトポロジーで形成される場合に、しばしば好適である。ワイヤレスネットワー
クは、無線、マイクロ波、赤外線、光などの周波数帯域中の電磁波を使用する非誘導伝搬
モードでは、無形物理媒体を利用する。ワイヤレスネットワークは、有利には、固定有線
ネットワークと比較すると、ユーザモビリティと迅速なフィールド展開とを容易にする。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]本発明のシステム、方法、およびデバイスは各々、いくつかの態様を有し、それ
らのうちのいずれの単一の態様も単独で本発明の望ましい属性を担うものではない。ここ
で、後記の特許請求の範囲によって表される本発明の範囲を限定することなく、いくつか
の特徴について簡単に説明する。この議論を考察すれば、特に「詳細な説明」と題するセ
クションを読めば、当業者は本発明の特徴が、ワイヤレス媒体の効率的な使用を含む利点
をどのように提供するかが理解されよう。
【０００５】
　[0005]本開示の一態様は、ワイヤレス通信ネットワーク上で送信する方法を提供する。
本方法は、帯域幅の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することで
あって、１または複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、送信することと、
帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信することであっ
て、１または複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、送信することと、を含
み、ここにおいて、送信は、第２の能力セットを有するデバイスが、第２の能力セットを
有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する帯域幅内の周波
数帯域を位置特定するための、インジケーションを含むプリアンブルを備え、ここで、イ
ンジケーションは、第１の能力セットを有するデバイスのプリアンブル復号に実質的な影
響を有さないように送られる。
【０００６】
　[0006]該インジケーションは、帯域幅の第１の部分において送信されるコードを含み得
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る。このコードは、プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内のデータトーン
の虚軸上で搬送され得る。このコードは、帯域幅の第１の部分において送信される１ビッ
トコードを含み得る。該インジケーションは、帯域幅の第２の部分において送信されるコ
ードを含み得る。パケットの帯域幅の第１の部分はプライマリチャネルを含み得、帯域幅
の第２の部分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを含み得る。プリアンブルは帯域幅
の第１の部分において送信され得、１または複数の第２のデバイスに同時に送信するため
に使用されることになる帯域幅の各部分においてプリアンブルの１つまたは複数の複製を
送信することをさらに含み、１つまたは複数の複製の少なくとも一部はそのインジケーシ
ョンを含む。帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信す
ることは、帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに第２のプリアン
ブルを同時に送信することであり得、第２のプリアンブルは、第２の能力セットを有する
１または複数の第２のデバイスに関する送信パラメータのセットを含む。送信パラメータ
は、帯域幅の第２の部分内の送信の対象とされる受信側のインジケーションを含み得る。
【０００７】
　[0007]本開示の一態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、帯域幅
の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することであって、１または
複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、送信することと、帯域幅の第２の部
分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信することであって、１または複数
の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、送信することと、を含む、帯域幅を介し
て送信するように構成された送信機を含み、ここにおいて、送信は、第２の能力セットを
有するデバイスが、第２の能力セットを有するデバイスに関する送信パラメータのセット
を含むシンボルに関する帯域幅内の周波数帯域を位置特定するための、インジケーション
を含むプリアンブルを含み、ここで、インジケーションは、第１の能力セットを有するデ
バイスのプリアンブル復号に実質的な影響を有さないように送られる。
【０００８】
　[0008]該インジケーションは、帯域幅の第１の部分において送信されるコードを含み得
る。パケットの帯域幅の第１の部分は、プライマリチャネルを含み得、パケットの帯域幅
の第２の部分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを含み得る。プリアンブルは帯域幅
の第１の部分において送信され得、送信されることは、１または複数の第２のデバイスに
同時に送信するために使用されることになる帯域幅の各部分においてプリアンブルの１つ
または複数の複製を送信するようにさらに構成され、１つまたは複数の複製の少なくとも
一部は該インジケーションを含む。帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデ
バイスに同時に送信することは、帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバ
イスに第２のプリアンブルを同時に送信することを含み得、第２のプリアンブルは、第２
の能力セットを有する１または複数の第２のデバイスに関する送信パラメータのセットを
含む。
【０００９】
　[0009]本開示の一態様は、ワイヤレス通信ネットワーク上で受信する方法を含む。本方
法は、帯域幅の第１の部分においてプリアンブルを受信することであって、プリアンブル
は、第１の能力セットを有するデバイスと互換性があるフォーマットで送信される、受信
することと、帯域幅の第２の部分内の信号フィールドを位置特定することを、第２の能力
セットを有するデバイスに知らせるために十分な情報を、プリアンブルが含むかどうかを
決定することであって、帯域幅の第１の部分および第２の部分はオーバーラップしない、
決定することと、帯域幅の第２の部分において信号フィールドを受信することとを含む。
【００１０】
　[0010]本方法は、帯域幅の第２の部分においてデータを受信することをさらに含み得る
。帯域幅の第１の部分はプライマリチャネルを含み得、ここにおいて、帯域幅の第２の部
分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを含み得る。この情報は、プリアンブルにおい
て送信される１ビットコードを含み得る。この１ビットコードは、プリアンブル内の１つ
または複数の信号フィールド内のデータトーンの虚軸上で搬送され得る。プリアンブル内
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のこの情報は、第１の能力セットを有するデバイスのプリアンブル復号に実質的な影響を
有さない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ＩＥＥＥ８０２．１１システムのために利用可能なチャネルに関するチャネル割
振りを示す図。
【図２】ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｊ／ｐ通信において使用され得る物理層パケ
ット（ＰＰＤＵフレーム）の構造を示す図。
【図３】ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ通信において使用され得る物理層パケット（ＰＰＤＵフ
レーム）の構造を示す図。
【図４】ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ通信において使用され得る物理層パケット（ＰＰＤＵ
フレーム）の構造を示す図。
【図５】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るダウンリン
ク物理層パケットの例示的な構造を示す図。
【図６】ＳＴＡを識別して、それらのＳＴＡにサブバンドを割り振るために使用され得る
、信号の例示的な図。
【図７】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るダウンリン
ク物理層パケットの第２の例示的な構造を示す図。
【図８】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るダウンリン
ク物理層パケットの第３の例示的な構造を示す図。
【図９】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るダウンリン
ク物理層パケットの第４の例示的な構造を示す図。
【図１０】本開示の態様が採用され得るワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図１１】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的なワイヤレスデバイス
の機能ブロック図。
【図１２】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップリ
ンク物理層パケットの例示的な構造を示す図。
【図１３】２以上のワイヤレス通信デバイスに高効率パケットを送信する例示的な方法に
関するプロセスフロー図。
【図１４】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るハイブリ
ッドダウンリンク物理層パケットの例示的な構造を示す図。
【図１５】ハイブリッドパケットを送信する例示的な方法を示す図。
【図１６】ハイブリッドパケットを受信する例示的な方法を示す図。
【図１７】１つの例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有するパケットを示す図。
【図１８】別の例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有するパケットを示す図。
【図１９】別の例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有するパケットを示す図。
【図２０】ＨＥ－ＳＩＧ１フィールドに関する例示的なビット割振りを示す図。
【図２１】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップリ
ンク物理層パケットの例示的な構造を示す図。
【図２２】後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップリ
ンク物理層パケットの別の例示的な構造を示す図。
【図２３】パケットを受信する例示的な方法を示す図。
【図２４】アップリンクＨＥパケットのための例示的なアップリンクパケット構造を示す
図。
【図２５】アップリンクＨＥパケットのための例示的なアップリンクパケット構造を示す
図。
【図２６】各送信デバイスがいくつの空間ストリームを使用し得るかに関する情報を含む
、ＡＰからの例示的なダウンリンクメッセージを示す図。
【図２７】ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で使用され得るトーンインターリーブＬＴＦを示
す図。
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【図２８】ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で使用され得るサブバンドインターリーブＬＴＦ
を示す図。
【図２９】ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットにおいて送信され得るパケットの例示的なＬＴＦ部
分を示す図。
【図３０】ＨＥ－ＳＴＦに先立つ共通ＳＩＧフィールド、およびすべてのＨＥ－ＬＴＦの
後のユーザごとのＳＩＧフィールドを有するパケットを示す図。
【図３１】単一の送信で１または複数のデバイスに送信する例示的な方法を示す図。
【図３２】第１の能力セットを有する１または複数の第１のデバイスに送信し、第２の能
力セットを有する１または複数の第２のデバイスに同時に送信する、例示的な方法を示す
図。
【図３３】第１の能力セットを有するデバイスと第２の能力セットを有するデバイスの両
方と互換性がある送信を受信する例示的な方法を示す図。
【図３４】送信の複数の部分が異なるワイヤレスデバイスによって送信される、送信を受
信する例示的な方法を示す図。
【図３５】ワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレスデバイスにおいて利用さ
れ得る様々な構成要素を示す図。
【詳細な説明】
【００１２】
　以下、新規のシステム、装置、および方法の様々な態様について、添付の図面を参照し
てより完全に説明する。ただし、開示される教示は、多くの異なる形態で実施され得るも
のであり、本開示全体を通して提示する任意の特定の構造または機能に限定されるものと
解釈すべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が十分なものであり、完全である
ように、また本開示の範囲を当業者に十分伝えるように提供される。本明細書での教示に
基づいて、当業者は、本発明の任意の他の態様から独立して実装されるか、または、本発
明の任意の他の態様と組み合わされて実装されるかにかかわらず、本開示の範囲が、本明
細書で開示する新規のシステム、装置、および方法の任意の態様を包含することを意図す
ることを諒解するべきである。たとえば、本明細書で述べられる任意の数の態様を使用し
て装置が実装されることができ、または方法が実施されることができる。加えて、本発明
の範囲は、本明細書で述べられる本発明の様々な態様に加えて、またはそれ以外の、他の
構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置または方法を包
含することを意図する。本明細書で開示する任意の態様は、特許請求の範囲の１つまたは
複数の要素により実施されてもよいことを理解されたい。
【００１３】
　本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形および置換が
、本開示の範囲内に属する。好ましい態様のいくつかの利益および利点について述べるが
、本開示の範囲は、特定の利点、使用、または目的に限定されることを意図したものでは
ない。むしろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、
および伝送プロトコルに、広範囲に適用できることが意図され、これらのうちのいくつか
は、図面および好ましい態様の以下の説明で、例として示される。詳細な説明および図面
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
およびその均等物によって定義される。
【００１４】
　ワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）を含み得る。ＷＬＡＮは、広く使用されているネットワーキングプロトコ
ルを採用する、隣接デバイスをともに相互接続するために使用され得る。本明細書で説明
する様々な態様は、ＷｉＦｉ（登録商標）、またはより一般的には、ワイヤレスプロトコ
ルのＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの任意のメンバーなど、任意の通信規格に適用し得
る。たとえば、本明細書で説明する様々な態様は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）通信をサポートする８０２．１１プロトコルなど、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルの
一部として使用され得る。
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【００１５】
　ＳＴＡなど、複数のデバイスが同時にＡＰと通信することを可能にすることは有益であ
り得る。たとえば、これは、複数のＳＴＡがより短い時間にＡＰから応答を受信して、よ
り短い遅延でＡＰからデータを送受信することができるようにすることを可能にし得る。
これはまた、ＡＰが全体的により多くの数のデバイスと通信することを可能にし得、帯域
幅使用をより効率的にすることも可能である。多元接続通信を使用することによって、Ａ
Ｐは、たとえば、８０ＭＨｚ帯域幅を介して一度に４つのデバイスに対してＯＦＤＭシン
ボルを多重化することが可能であり得、この場合、各デバイスは２０ＭＨｚ帯域幅を利用
する。したがって、多元接続は、ＡＰがそのＡＰに利用可能なスペクトルをより効率的に
使用することを可能にし得るため、多元接続は、いくつかの多様では、有益であり得る。
【００１６】
　ＡＰとＳＴＡとの間で送信されるシンボルの異なるサブキャリア（または、トーン）を
異なるＳＴＡに割り当てることによって、８０２．１１ファミリーなど、ＯＦＤＭシステ
ム内でそのような多元接続プロトコルを実装することが提案されている。このようにして
、ＡＰは、単一の送信ＯＦＤＭシンボルを用いて複数のＳＴＡと通信することが可能であ
り、この場合、シンボルの異なるトーンは異なるＳＴＡによって符号化および処理され、
したがって、複数のＳＴＡに対する同時データ転送を可能にする。これらのシステムは、
ＯＦＤＭＡシステムと呼ばれる場合がある。
【００１７】
　そのようなトーン割振り方式は、本明細書では「高効率」（ＨＥ）システムと呼ばれ、
そのようなマルチプルトーン割振りシステム内で送信されるデータパケットは高効率（Ｈ
Ｅ）パケットと呼ばれる場合がある。後方互換性プリアンブルフィールドを含むそのよう
なパケットの様々な構造が以下で詳細に説明される。
【００１８】
　以下、新規のシステム、装置、および方法の様々な態様について、添付の図面を参照し
てより完全に説明する。しかしながら、本開示は、多くの異なる形態で実施され得るもの
であり、本開示の全体を通して示される任意の特定の構造または機能に限定されるものと
解釈されるべきでない。むしろ、これらの態様は、本開示が十分なものであり、完全であ
るように、また本開示の範囲を当業者に十分伝えるように提供される。本明細書での教示
に基づいて、当業者は、本発明の任意の他の態様から独立して実装されるか、または、本
発明の任意の他の態様と組み合わされて実装されるかにかかわらず、本開示の範囲が、本
明細書で開示する新規のシステム、装置、および方法の任意の態様を包含することを意図
することを諒解するべきである。たとえば、本明細書で述べられる任意の数の態様を使用
して装置が実装されることができ、または方法が実施されることができる。加えて、本発
明の範囲は、本明細書で述べられる本発明の様々な態様に加えて、またはそれ以外の、他
の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置または方法を
包含することを意図する。本明細書で開示する任意の態様は、特許請求の範囲の１つまた
は複数の要素により実施されてもよいことを理解されたい。
【００１９】
　本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形および置換が
、本開示の範囲内に属する。好ましい態様のいくつかの利益および利点について述べるが
、本開示の範囲は、特定の利点、使用、または目的に限定されることを意図したものでは
ない。むしろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、
および伝送プロトコルに、広範囲に適用できることが意図され、これらのうちのいくつか
は、図面および好ましい態様の以下の説明で、例として示される。詳細な説明および図面
は、限定的ではなく、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
囲およびその均等物によって定義される。
【００２０】
　普及しているワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み得る。ＷＬＡＮは、広く使用されているネットワーキ
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ングプロトコルを採用する、隣接デバイスをともに相互接続するために使用され得る。本
明細書で説明する様々な態様は、ワイヤレスプロトコルなどの任意の通信規格に適用され
得る。
【００２１】
　いくつかの態様では、ワイヤレス信号は８０２．１１プロトコルに従って送信され得る
。いくつかの実施態様では、ＷＬＡＮは、このワイヤレスネットワークにアクセスする構
成要素である様々なデバイスを含む。たとえば、２つのタイプのデバイス、すなわち、ア
クセスポイント（ＡＰ）およびクライアント（局またはＳＴＡとも呼ばれる）が存在し得
る。一般に、ＡＰはＷＬＡＮのためのハブまたは基地局として機能することができ、ＳＴ
ＡはＷＬＡＮのユーザとして機能する。たとえば、ＳＴＡはラップトップコンピュータ、
携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話などであり得る。一例では、ＳＴＡは、インターネッ
トまたは他のワイドエリアネットワークへの一般的接続性を得るためにＷｉＦｉ互換ワイ
ヤレスリンクを介してＡＰに接続する。いくつかの実装態様では、ＳＴＡは、ＡＰとして
も使用され得る。
【００２２】
　アクセスポイント（ＡＰ）はまた、基地局、ワイヤレスアクセスポイント、アクセスノ
ード、または類似の用語を備える、それらとして実装される、またはそれらの用語で呼ば
れることもある。
【００２３】
　局「ＳＴＡ」は、アクセス端末（ＡＴ）、加入者局、加入者ユニット、移動局、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、または他
の用語を備える、それらとして実装される、またはそれらの用語で呼ばれることもある。
したがって、本明細書で教示する１つまたは複数の態様は、電話（たとえば、セルラーフ
ォンまたはスマートフォン）、コンピュータ（たとえば、ラップトップ）、ポータブル通
信デバイス、ヘッドセット、ポータブルコンピューティングデバイス（たとえば、携帯情
報端末）、エンターテインメントデバイス（たとえば、音楽デバイスもしくはビデオデバ
イス、または衛星ラジオ）、ゲームデバイスもしくはゲームシステム、全地球測位システ
ムデバイス、または、ワイヤレス媒体を介したネットワーク通信用に構成された任意の他
の適切なデバイスに組み込まれる場合がある。
【００２４】
　上で論じたように、本明細書で説明するデバイスのいくつかは、たとえば、８０２．１
１規格を実装し得る。そのようなデバイスは、ＳＴＡとして使用されるか、またはＡＰと
して使用されるか、または他のデバイスとして使用されるかにかかわらず、スマート検針
用に、またはスマートグリッドネットワークにおいて使用され得る。そのようなデバイス
は、センサアプリケーションを提供するか、またはホームオートメーションにおいて使用
され得る。デバイスは、代わりにまたは加えて、たとえば個人の健康管理のために、健康
管理の状況において使用され得る。それらはまた、（たとえばホットスポットとともに使
用するための）広範囲のインターネット接続を可能にするために、または機械間通信を実
装するために、監視に使用され得る。
【００２５】
　図１は、ＩＥＥＥ８０２．１１システムに利用可能なチャネルに関するチャネル割振り
を示す。様々なＩＥＥＥ８０２．１１システムは、５ＭＨｚチャネル、１０ＭＨｚチャネ
ル、２０ＭＨｚチャネル、４０ＭＨｚチャネル、８０ＭＨｚチャネル、および１６０ＭＨ
ｚチャネルなど、いくつかの異なるサイズのチャネルをサポートする。たとえば、８０２
．１１ａｃデバイスは、２０ＭＨｚチャネル、４０ＭＨｚチャネル、および８０ＭＨｚチ
ャネルの帯域幅の受信および送信をサポートし得る。より大きなチャネルが、２つの隣接
する、より小さなチャネルを備え得る。たとえば、８０ＭＨｚチャネルは２つの隣接する
４０ＭＨｚチャネルを備え得る。現在実施されているＩＥＥＥ８０２．１１システムでは
、２０ＭＨｚチャネルは、３１２．５ｋＨｚだけ互いに隔てられた、６４のサブキャリア
を含む。これらのサブキャリアの中で、より小さな数のサブキャリアはデータを搬送する
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ために使用され得る。たとえば、２０ＭＨｚチャネルは、－１サブキャリアから－２８サ
ブキャリアおよび１サブキャリアから２８サブキャリア、または５６サブキャリアと番号
付けされた送信サブキャリアを含み得る。これらのキャリアのうちのいくつかは、また、
パイロット信号を送信するために使用されることも可能である。長年にわたって、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１規格はいくつかのバージョンを通して発展してきた。より古いバージョン
は１１ａ／ｇバージョンおよび１１ｎバージョンを含む。最も最近のリリースは８０２．
１１ａｃバージョンである。
【００２６】
　図２、図３、および図４は、いくつかの現存のＩＥＥＥ８０２．１１規格のためのデー
タパケットフォーマットを示す。まず図２を参照すると、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、１１
ｂ、および１１ｇ用のパケットフォーマットを示す。このフレームは、ショートトレーニ
ングフィールド２２と、ロングトレーニングフィールド２４と、信号フィールド２６とを
含む。トレーニングフィールドはデータを送信しないが、トレーニングフィールドは、デ
ータフィールド２８内のデータを復号するためにＡＰと受信ＳＴＡとの間の同期を可能に
する。
【００２７】
　信号フィールド２６は、届けられているパケットの性質に関する情報をＡＰからＳＴＡ
に届ける。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇデバイスでは、この信号フィールドは、２４
ビットの長さを有し、ＢＰＳＫ変調および１／２のコードレートを使用して、６Ｍｂ／ｓ
のレートで単一のＯＦＤＭシンボルとして送信される。ＳＩＧフィールド２６内の情報は
、パケット内のデータの変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭなど）
を記述する４ビットと、パケット長に関する１２ビットとを含む。この情報は、パケット
がＳＴＡを対象とするとき、そのパケット内のデータを復号するためにＳＴＡによって使
用される。パケットが特定のＳＴＡを対象としないときには、ＳＴＡは、ＳＩＧシンボル
２６の長さフィールド内で定義された時間期間の間、いずれの通信試行も延期することに
なり、電力を節約するために、最大約５．５ミリ秒のパケット期間の間、スリープモード
に入ることができる。
【００２８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１に特徴が追加されるにつれて、追加の情報をＳＴＡに提供するた
めに、データパケット内のＳＩＧフィールドのフォーマットに対する変更が開発された。
図３は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎパケットに関するパケット構造を示す。ＩＥＥＥ８０２
．１１規格に対する１１ｎの追加は、ＩＥＥＥ８０２．１１互換性デバイスにＭＩＭＯ機
能を追加した。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇデバイスとＩＥＥＥ８０２．１１ｎデバ
イスの両方を含むシステムに後方互換性を提供するために、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎシス
テム用のデータパケットは、また、それらが「レガシー」フィールドであることを示すた
めにプレフィックスＬを伴う、Ｌ－ＳＴＦ２２、Ｌ－ＬＴＦ２４、およびＬ－ＳＩＧ２６
として知られる、より前のこれらのシステムのＳＴＦフィールド、ＬＴＦフィールド、お
よびＳＩＧフィールドを含む。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ環境で必要な情報をＳＴＡに提供
するために、２つの追加の信号シンボル１４０および１４２がＩＥＥＥ８０２．１１ｎデ
ータパケットに追加された。しかしながら、ＳＩＧフィールドおよびＬ－ＳＩＧフィール
ド２６と対照的に、これらの信号フィールドは（ＱＢＰＳＫ変調とも呼ばれる）回転ＢＰ
ＳＫ変調を使用した。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇと動作するように構成されたレガ
シーデバイスがそのようなパケットを受信するとき、そのレガシーデバイスは、通常の１
１ａ／ｂ／ｇパケットとして、Ｌ－ＳＩＧフィールド２６を受信および復号することにな
る。しかしながら、Ｌ－ＳＩＧフィールド２６の後のデータパケットのフォーマットは１
１ａ／ｂ／ｇパケットのフォーマットとは異なるので、デバイスが追加のビットを復号し
続けると、それらのビットは成功裏に復号されないことになり、このプロセスの間にその
デバイスによって実行されるＣＲＣ検査は失敗することになる。これは、これらのレガシ
ーデバイスにそのパケットの処理を停止させるが、さらに、当初復号されたＬ－ＳＩＧ内
の長さフィールドによって定義された時間期間が経過するまでさらなる動作を延期させる
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。対照的に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎと互換性がある新しいデバイスは、ＨＴ－ＳＩＧフ
ィールド内の回転変調を感知して、そのパケットを８０２．１１ｎパケットとして処理す
ることになる。さらに、１１ｎデバイスがＬ－ＳＩＧ２６に続くシンボル内のＱＢＰＳＫ
以外のいずれかの変調を感知する場合、１１ｎデバイスはそれを１１ａ／ｂ／ｇパケット
として無視するので、１１ｎデバイスは、パケットが１１ａ／ｂ／ｇデバイスを対象とす
ることを見分けることができる。ＨＴ－ＳＩＧ１シンボルおよびＳＩＧ２シンボルの後、
ＭＩＭＯ通信に適した追加のトレーニングフィールドが提供され、その後にデータ２８が
続く。
【００２９】
　図４は、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーにマルチユーザＭＩＭＯ機能を追加した、現
存のＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格用のフレームフォーマットを示す。ＩＥＥＥ８０２．
１１ｎと同様に、８０２．１１ａｃフレームは、同じレガシーショートトレーニングフィ
ールド（Ｌ－ＳＴＦ）２２とロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）２４とを含む
。８０２．１１ａｃフレームはまた、上で説明したレガシー信号フィールドＬ－ＳＩＧ２
６を含む。
【００３０】
　次に、８０２．１１ａｃフレームは、超高スループット信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１　
１５０およびＡ２　１５２）フィールドの２つのシンボル長を含む。この信号フィールド
は、１１ａ／ｂ／ｇデバイスおよび１１ｎデバイス内に存在しない１１ａｃ特徴に関する
追加の構成情報を提供する。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａの第１のＯＦＤＭシンボル１５０はＢＰ
ＳＫを使用して変調され得、その結果、パケットをリッスンしている任意の８０２．１１
ｎデバイスは、そのパケットが８０２．１１ａパケットであると確信することになり、Ｌ
－ＳＩＧ１２６の長さフィールド内で定義されたパケット長の持続時間の間、パケットに
譲歩する（defer to the packet）ことになる。１１ａ／ｇに従って構成されたデバイス
は、Ｌ－ＳＩＧ２６フィールドに続くサービスフィールドおよびＭＡＣヘッダを予想する
ことになる。これらのデバイスがこの復号を試みるときには、１１ｎパケットが１１ａ／
ｂ／ｇデバイスによって受信されたときの手順と同様の形でＣＲＣ失敗（CRC failure）
が発生することになり、１１ａ／ｂ／ｇデバイスはまたＬ－ＳＩＧフィールド２６内で定
義された期間の間延期することになる。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａの第２のシンボル１５２は９
０度回転ＢＰＳＫで変調される。この回転した第２のシンボルは、８０２１１ａｃデバイ
スがそのパケットを８０２．１１ａｃパケットとして識別するのを可能にする。ＶＨＴ－
ＳＩＧＡ１　１５０フィールドおよびＡ２　１５２フィールドは、帯域幅モードに関する
情報、単一ユーザの場合の変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）に関する情報、空間時
間ストリームの数（ＮＳＴＳ）に関する情報、および他の情報を含む。ＶＨＴ－ＳＩＧＡ
１　１５０およびＡ２　１５２はまた、「１」に設定された、いくつかの予約済みビット
を含み得る。レガシーフィールドならびにＶＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールドおよびＡ２フィ
ールドは、利用可能な帯域幅の各２０ＭＨｚを通じて重複（duplicated）され得る。
【００３１】
　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａの後、８０２．１１ａｃパケットは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）送
信における自動利得制御推定を改善するように構成されたＶＨＴ－ＳＴＦを含み得る。８
０２．１１ａｃパケットの次の１フィールドから８フィールドはＶＨＴ－ＬＴＦであり得
る。これらは、ＭＩＭＯチャネルを推定し、次いで、受信信号を等化するために使用され
得る。送られるＶＨＴ－ＬＴＦの数は、ユーザごとの空間ストリームの数以上であり得る
。最終的に、データフィールドの前のプリアンブル内の最後のフィールドはＶＨＴ－ＳＩ
Ｇ－Ｂ　１５４である。このフィールドはＢＰＳＫ変調され、パケット内の有用なデータ
の長さに関する情報を提供し、マルチユーザ（ＭＵ）ＭＩＭＯパケットの場合、ＭＣＳを
提供する。シングルユーザ（ＳＵ）の場合、このＭＣＳ情報は、代わりに、ＶＨＴ－ＳＩ
ＧＡ２内に含まれる。ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂに続いて、データシンボルが送信される。８０
２．１１ａｃは様々な新しい特徴を８０２．１１ファミリーに導入し、１１ａ／ｇ／ｎデ
バイスと後方互換性があったプリアンブル設計を備えるデータパケットを含み、また１１
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ａｃの新しい特徴を実装するのに必要な情報を提供したが、多元接続用のＯＦＤＭＡトー
ン割振りに関する構成情報は１１ａｃデータパケット設計によって提供されない。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１、またはＯＦＤＭサブキャリアを使用する任意の他のワイヤレスネットワ
ークプロトコルの何らかの将来のバージョンにおいてそのような特徴を実装するために、
新しいプリアンブル構成が必要である。以下で、特に図３～図９を参照して、有利なプリ
アンブル設計を提示する。
【００３２】
　図５は、この環境で後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得
る物理層パケットの例示的な構造を示す。
【００３３】
　この例示的な物理層パケットには、Ｌ－ＳＴＦ２２と、Ｌ－ＬＴＦ２６と、Ｌ－ＳＩＧ
２６とを含むレガシープリアンブルが含まれる。これらの各々は２０ＭＨｚを使用して送
信され得、ＡＰが使用する各２０ＭＨｚのスペクトルに関して複数の複製（multiple cop
ies）が送信され得る。
【００３４】
　このパケットはまた、ＨＥ－ＳＩＧ１シンボル４５５と、ＨＥ－ＳＩＧ２シンボル４５
７と、１つまたは複数のＨＥ－ＳＩＧ３シンボル４５９とを含む。これらのシンボルの構
造は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃデバイスと後方互換性があるべきであ
り、また、パケットがＨＥパケットであることをＯＦＤＭＡ　ＨＥデバイスにシグナリン
グすべきである。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃデバイスと後方互換性があ
るためには、これらのシンボルの各々に関して適切な変調が使用され得る。いくつかの実
装形態では、第１のシンボルＨＥ－ＳＩＧ１　４５５はＢＰＳＫ変調で変調され得る。こ
れは、やはりそれらの第１のＳＩＧシンボルＢＰＳＫを変調させた１１ａｃパケットをも
つ現在の事例と同じ影響を１１ａ／ｂ／ｇ／ｎデバイスに引き起こす。これらのデバイス
の場合、後続のＨＥ－ＳＩＧシンボル４５７、４５９に何の変調が行われるかは問題では
ない。第２のシンボル４５７は、ＢＰＳＫ変調またはＱＰＳＫ変調され得る。ＢＰＳＫ変
調される場合、１１ａｃデバイスは、そのパケットが１１ａ／ｂ／ｇパケットであるとみ
なし、そのパケットの処理を停止することになり、Ｌ－ＳＩＧ２６の長さフィールドによ
って定義された時間の間、延期することになる。ＱＢＰＳＫ変調される場合、１１ａｃデ
バイスは、プリアンブル処理の間、ＣＲＣエラーを生み出すことになり、そのパケットの
処理をやはり停止することになり、Ｌ－ＳＩＧの長さフィールドによって定義された時間
の間、延期することになる。これがＨＥパケットであることをＨＥデバイスにシグナリン
グするために、ＨＥ－ＳＩＧ３　４５９の少なくとも第１のシンボルがＱＢＰＳＫ変調さ
れ得る。
【００３５】
　ＯＦＤＭＡ多元接続通信を確立するために必要な情報は、ＨＥ－ＳＩＧフィールド４５
５、４５７、および４５９内の様々な位置に配置され得る。図５の例では、ＨＥ－ＳＩＧ
１　４５５は、ＯＦＤＭＡ動作用のトーン割振り情報を含む。ＨＥ－ＳＩＧ３　４５９は
、多重化された各ユーザに関するユーザ固有変調タイプを定義するビットを含む。加えて
、ＨＥ－ＳＩＧ２　４５７は、図４の１１ａｃフォーマットで提供されるようなユーザ固
有ＭＩＭＯ空間ストリームを定義するビットを含む。図５の例は、４人の異なるユーザ各
々に、トーンの特定のサブバンドと、特定の数のＭＩＭＯ空間時間ストリームとが割り当
てられることを可能にし得る。１２ビットの空間時間ストリーム情報は、１～８のストリ
ームが各々に割り当てられ得るように、４人のユーザの各々に関して３ビットを可能にす
る。１６ビットの変調タイプデータは、４人のユーザの各々に関して４ビットを可能にし
、４人のユーザの各々に対して１６の異なる変調方式（１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭなど）の
いずれか１つの割当てを可能にする。１２ビットのトーン割振りデータは、特定のサブバ
ンドが４人のユーザの各々に割り当てられることを可能にする。
【００３６】
　サブバンド割振りに関する１つの例示的なＳＩＧフィールド方式を図６に示す。この例
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は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃで現在使用されているものと同様の６ビットのグループＩ
Ｄフィールド、ならびにサブバンドトーンを４人のユーザの各々に割り振るための１０ビ
ットの情報を含む。パケット１３０を届けるために使用される帯域幅は、何らかの数のＭ
Ｈｚの倍数でＳＴＡに割り振られ得る。たとえば、帯域幅は、Ｂ　ＭＨｚの倍数でＳＴＡ
に割り振られ得る。Ｂの値は、１ＭＨｚ、２ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ
、または２０ＭＨｚなどの値であり得る。Ｂの値は、図６の２ビット割振り粒度フィール
ドによって提供され得る。たとえば、ＨＥ－ＳＩＧ１５５は、Ｂの４つの可能値を可能に
する、１つの２ビットフィールドを含み得る。たとえば、Ｂの値は、割振り粒度フィール
ド内の０～３の値に対応する、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、または２０ＭＨｚで
あり得る。いくつかの態様では、０からＮの数を定義するＢの値をシグナリングするため
にｋビットのフィールドが使用され得、この場合、０は自由度が最も低いオプション（th
e least flexible option）（最大粒度）を表し、Ｎの高い値は自由度が最も高いオプシ
ョン（the most flexible option）（最小粒度）を表す。各Ｂ　ＭＨｚ部分はサブバンド
と呼ばれ得る。
【００３７】
　ＨＥ－ＳＩＧ１はさらに、各ＳＴＡに割り振られるサブバンドの数を示すために、ユー
ザあたり２ビットを使用することができる。これは、０～３のサブバンドが各ユーザに割
り振られることを可能にし得る。ＯＦＤＭＡパケット内でデータを受信することになるＳ
ＴＡを識別するために、８０２．１１ａｃからのグループｉｄ（Ｇ＿ＩＤ）概念が使用さ
れ得る。この６ビットのＧ＿ＩＤは、この例では、特定の順序で、最高４つのＳＴＡを識
別することができる。
【００３８】
　この例では、割振り粒度フィールドは「００」に設定される。この例では、割振り粒度
フィールドは２ビットフィールドであり、その値は、順に５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５Ｍ
Ｈｚ、または２０ＭＨｚに対応し得る。たとえば、「００」は５ＭＨｚの割振り粒度に対
応し得る。
【００３９】
　この例では、最初の２ビットは、Ｇ＿ＩＤによって識別された第１のユーザ用のサブバ
ンドの数を与える。ここで、ユーザ１には「１１」のサブバンドが与えられる。これは、
ユーザ１が３つのサブバンドを受信することに対応し得る。各サブバンドが５ＭＨｚであ
る場合、これはユーザ１に１５ＭＨｚのスペクトルが割り振られることを意味し得る。同
様に、ユーザ２はやはり３のサブバンドを受信するのに対して、ユーザ３はゼロのサブバ
ンドを受信し、ユーザ４は２のサブバンドを受信する。したがって、この割振りは、１５
ＭＨｚがユーザ１とユーザ２の両方に使用されるのに対して、ユーザ４が１０ＭＨｚを受
信し、ユーザ３が何のサブバンドも受信しない、４０ＭＨｚ信号に対応し得る。
【００４０】
　ＨＥ－ＳＩＧシンボルの後に送られるトレーニングフィールドおよびデータは、各ＳＴ
Ａに、割り振られたトーンに従ってＡＰによって届けられる。この情報は、潜在的にビー
ムフォーミングされ得る。この情報をビームフォーミングすることは、より精確な復号を
可能にすること、および／またはビームフォーミングされていない送信よりも大きな範囲
を提供することなど、いくつかの利点を有し得る。
【００４１】
　各ユーザに割り当てられた空間時間ストリームに応じて、異なるユーザは異なる数のＨ
Ｅ－ＬＴＦ１６５を必要とし得る。各ＳＴＡは、一般に、空間ストリームの数に等しいま
たはそれより多い、ＳＴＡに関連付けられた各空間ストリームについてのチャネル推定を
可能にするＨＥ－ＬＴＦ１６５の数を必要とし得る。ＬＴＦはまた、周波数オフセット推
定および時間同期のために使用され得る。異なるＳＴＡが異なる数のＨＥ－ＬＴＦを受信
し得るので、あるトーン上にＨＥ－ＬＴＦ情報を含み、他のトーン上にデータを含むシン
ボルが、ＡＰから送信され得る。
【００４２】
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　いくつかの態様では、同じＯＦＤＭシンボル上でＨＥ－ＬＴＦ情報とデータの両方を送
ることは、問題がある場合がある。たとえば、これは、ピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）
をあまりにも高いレベルに増大させ得る。したがって、代わりに、各ＳＴＡが少なくとも
必要とされる数のＨＥ－ＬＴＦ１６５を受信するまで、送信されるシンボルのすべてのト
ーン上でＨＥ－ＬＴＦ１６５を送信することが有益であり得る。たとえば、各ＳＴＡは、
ＳＴＡに関連付けられた空間ストリームあたりに１つのＨＥ－ＬＴＦ１６５を受信する必
要があり得る。したがって、ＡＰは、任意のＳＴＡに割り当てられた空間ストリームの最
大数に等しい数のＨＥ－ＬＴＦ１６５を各ＳＴＡに送信するように構成され得る。たとえ
ば、３つのＳＴＡに単一の空間ストリームが割り当てられるが、第４番目のＳＴＡには３
つの空間ストリームが割り当てられる場合、この態様では、ＡＰは、ペイロードデータを
含むシンボルを送信する前に、ＨＥ－ＬＴＦ情報の４つのシンボルを４つのＳＴＡの各々
に送信するように構成され得る。
【００４３】
　任意の所与のＳＴＡに割り当てられたトーンが隣接している必要はない。たとえば、い
くつかの実装形態では、異なる受信ＳＴＡのサブバンドはインターリーブされ得る。たと
えば、ユーザ１およびユーザ２の各々が３つのサブバンドを受信するのに対して、ユーザ
４が２のサブバンドを受信する場合、これらのサブバンドはＡＰ帯域幅全体にわたってイ
ンターリーブされ得る。たとえば、これらのサブバンドは、１，２，４，１，２，４，１
，２などの順でインターリーブされ得る。いくつかの態様では、サブバンドをインターリ
ーブするための他の方法がまた使用され得る。いくつかの態様では、サブバンドをインタ
ーリーブすることは、干渉の悪影響または特定のサブバンド上の特定のデバイスからの受
信不良の影響を低減し得る。いくつかの態様では、ＡＰは、ＳＴＡが選好するサブバンド
上でＳＴＡに送信することができる。たとえば、ある特定のＳＴＡは、いくつかのサブバ
ンド内では、他のサブバンドよりも良好な受信を有し得る。したがって、ＡＰは、ＳＴＡ
がどのサブバンド上でより良好な受信を有し得るかに少なくとも一部基づいて、ＳＴＡに
送信することができる。いくつかの態様では、サブバンドは、また、インターリーブされ
なくてもよい。たとえば、サブバンドは、代わりに、１，１，１，２，２，２，４，４と
して送信され得る。いくつかの態様では、サブバンドがインターリーブされるか否かは事
前定義され得る。
【００４４】
　図５の例では、パケットがＨＥパケットであることをＨＥデバイスにシグナリングする
ために、ＨＥ－ＳＩＧ３シンボル変調が使用され得る。パケットがＨＥパケットであるこ
とをＨＥデバイスにシグナリングする他の方法が使用されてもよい。図７の例では、Ｌ－
ＳＩＧ１２６は、ＨＥプリアンブルがレガシープリアンブルの後に続くことになることを
ＨＥデバイスに指示する情報を含み得る。たとえば、Ｌ－ＳＩＧ２６は、Ｌ－ＳＩＧ２６
の期間中にＱ信号に敏感なＨＥデバイスに後続のＨＥプリアンブルの存在を示す低エネル
ギーの１ビットコードをＱレール上に含み得る。単一ビット信号がパケットを送信するた
めにＡＰによって使用されるすべてのトーンにわたって拡散され得るので、振幅が非常に
低いＱ信号が使用され得る。このコードは、ＨＥプリアンブル／パケットの存在を検出す
るために高効率デバイスによって使用され得る。レガシーデバイスのＬ－ＳＩＧ２６検出
感度は、Ｑレール上のこの低エネルギーコードによって実質的に影響を受けるとは限らな
い。したがって、これらのデバイスは、Ｌ－ＳＩＧ２６を読み取ることが可能になり、コ
ードの存在に気づかないことになるのに対して、ＨＥデバイスはコードの存在を検出する
ことが可能である。この実装形態では、所望される場合、すべてのＨＥ－ＳＩＧフィール
ドがＢＰＳＫ変調され得、このＬ－ＳＩＧシグナリングとともに、レガシー互換性に関し
て本明細書で説明する技法のいずれかが使用され得る。
【００４５】
　図８は、同様に１１ａｃデバイスとの後方互換性を実装するための別の方法を示す。こ
の例では、ＨＥ－ＳＩＧ－Ａ１　４５５は、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを復号するときに
１１ａｃデバイスが必要とする値から反転された（flipped）値に設定されたビットを含
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み得る。たとえば、８０２．１１ａｃ　ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールドは、正確にアセン
ブルされたＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールドにおいて予約されて１に設定されたビット２お
よび２３を含む。高効率プリアンブルＨＥ－ＳＩＧ－Ａ４５５では、これらのビットのう
ちの１つまたは両方はゼロに設定され得る。８０２．１１ａｃデバイスがそのような反転
された値（flipped value）を有する予約済みビットを含むパケットを受信する場合、１
１ａｃデバイスは、そのパケットの処理を停止して、Ｌ－ＳＩＧ２６内で指定された持続
時間の間パケットに依然として譲歩しながら、そのパケットを復号不可能として扱う。こ
の実装形態では、１１ａ／ｂ／ｇ／ｎデバイスとの後方互換性は、ＨＥ－ＳＩＧ１シンボ
ル４５５に関してＢＰＳＫ変調を使用することによって達成され得、ＨＥデバイスにシグ
ナリングすることは、ＨＥ－ＳＩＧ２　４５７またはＨＥ－ＳＩＧ３　４５９の１つまた
は複数のシンボルに関してＱＢＰＳＫ変調を使用することによって達成され得る。
【００４６】
　図９に示した例によって示されるように、ＨＥパケットの構造は、８０２．１１ａｃで
利用されるパケット構造に基づくことができる。この例では、レガシープリアンブル２２
、２４、２６の後、図９でＨＥ－ＳＩＧＡ１およびＨＥ－ＳＩＧＡ２と呼ばれる、２つの
シンボルが提供される。これは、図４のＶＨＴ－ＳＩＧＡ１およびＶＨＴ－ＳＩＧＡ２と
同じ構造である。空間時間ストリーム割振りとトーン割振りの両方をこれらの２つの２４
ビットシンボルに適合させるために、空間時間ストリームオプションに与えられる自由は
より少ない。
【００４７】
　図９の例はまた、図４のＶＨＴ－ＳＩＧＢフィールド１５４とやはり同様に、ＨＥトレ
ーニングフィールドの後にＨＥ－ＳＩＧＢシンボル４５９を配置する。
【００４８】
　しかしながら、この１１ａｃベースのプリアンブルに関する１つの潜在的な問題は、こ
の設計はＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ４７０の空間制限に陥る可能性があることである。たとえば、
ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ４７０は、少なくともＭＣＳ（４ビット）とテールビット（６ビット）
とを含む必要があり得る。したがって、ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ４７０は、少なくとも１０ビッ
トの情報を含む必要があり得る。８０２．１１ａｃ仕様では、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ｂは１つ
のＯＦＤＭシンボルである。しかしながら、各サブバンドの帯域幅に応じて、単一のＯＦ
ＤＭシンボル内に十分な数のビットが存在しない可能性がある。たとえば、下の表１はこ
の潜在的な問題を示す。　
【表１】

【００４９】
　表１に示されるように、各サブバンドが１０ＭＨｚである場合、単一のＯＦＤＭシンボ
ルは１３ビットを提供する。これらのビットのうちの６はテールビットとして必要であり
、したがって、７ビットがＭＣＳフィールドのために残る。上述のように、ＭＣＳフィー
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ルドは４ビットを必要とする。したがって、各サブバンドが少なくとも１０ＭＨｚである
場合、ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ４７０のために単一のＯＦＤＭシンボルが使用され得、これは４
ビットのＭＣＳフィールドを含むために十分であり得る。しかしながら、各サブバンドが
、代わりに、５ＭＨｚまたは６ＭＨｚである場合、これはＯＦＤＭシンボルあたりに６ビ
ットまたは８ビットだけを可能にし得る。これらのビットのうち、６ビットはテールビッ
トである。したがって、０ビットまたは２ビットだけがＭＣＳフィールドに利用可能であ
る。これはＭＣＳフィールドを提供するには不十分である。ＳＩＧＢフィールドにおいて
必要とされる情報を提供するにはサブバンド粒度があまりにも小さいこれらの事例では、
ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ４７０のために１を超えるＯＦＤＭシンボルが使用され得る。必要とさ
れるシンボルの数は、システムが可能にする最小サブバンドに関係する。これが、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ファミリーＯＦＤＭシステムにおける１３のトーンに対応する、５ＭＨｚ
である場合、ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂのための２つのシンボルは、ＨＥ－ＳＩＧ－Ｂ情報ＭＣＳ
およびテールビット用に十分な長さである１２ビットを提供するために、ＢＰＳＫ変調お
よび１／２前方誤り訂正コードレートを可能にする。図１０は、本開示の態様が採用され
得るワイヤレス通信システム１００の一例を示す。ワイヤレス通信システム１００は、ワ
イヤレス規格、たとえばＩＥＥＥ８０２．１１規格に従って動作することができる。ワイ
ヤレス通信システム１００は、ＳＴＡ１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ、および１０６ｄ（
総称してＳＴＡ１０６）と通信するＡＰ１０４を含み得る。ネットワークは、レガシーＳ
ＴＡ１０６ｂと高効率（ＨＥ）ＳＴＡ１０６ａ、１０６ｃ、１０６ｄの両方を含み得る。
【００５０】
　様々な処理および方法が、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間のワイヤレス通信システム
１００における送信のために使用され得る。たとえば、信号は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ技
法に従ってＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間で送受信され得る。この場合、ワイヤレス通
信システム１００は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムと呼ばれ得る。
【００５１】
　ＡＰ１０４からＳＴＡ１０６のうちの１つまたは複数への送信を容易にする通信リンク
は、ダウンリンク（ＤＬ）１０８と呼ばれることがあり、ＳＴＡ１０６のうちの１つまた
は複数からＡＰ１０４への送信を容易にする通信リンクは、アップリンク（ＵＬ）１１０
と呼ばれることがある。代替的に、ダウンリンク１０８は順方向リンクまたは順方向チャ
ネルと呼ばれることがあり、アップリンク１１０は逆方向リンクまたは逆方向チャネルと
呼ばれることがある。いくつかの態様では、一部のＤＬ１０８通信は、ＨＥパケット１３
０など、ＨＥパケットであり得る。そのようなＨＥパケットは、レガシーＳＴＡ１０６ｂ
にＨＥパケット１３０を認識させて、その送信の持続時間の間、ＨＥパケット１３０の送
信に譲歩させるために十分な情報を含む、８０２．１１ａおよび８０２．１１ｎなどの仕
様に従うプリアンブル情報など、レガシープリアンブル情報を含み得る。同様に、ＨＥパ
ケット１３０であるＤＬ１０８通信は、上で論じたように、どのデバイスがＨＥパケット
１３０内で情報を受信することができるかをＨＥ　ＳＴＡ１６０ａ、１０６ｃ、１０６ｄ
に知らせるために十分な情報を含み得る。
【００５２】
　ＡＰ１０４は、基地局の役割を果たし、基本サービスエリア（ＢＳＡ）１０２内のワイ
ヤレス通信カバレッジを提供し得る。ＡＰ１０４は、そのＡＰ１０４と関連付けられた、
そのＡＰ１０４を通信に使用するＳＴＡ１０６とともに、基本サービスセット（ＢＳＳ）
と呼ばれることもある。なお、ワイヤレス通信システム１００は、中央のＡＰ１０４を有
さないこともあり、むしろＳＴＡ１０６間のピアツーピアネットワークとして機能し得る
ことに留意されたい。したがって、本明細書で説明するＡＰ１０４の機能は、代替的に、
ＳＴＡ１０６のうちの１つまたは複数によって実行され得る。
【００５３】
　図１１は、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレスデバイス２０２
で利用され得る様々な構成要素を示す図である。ワイヤレスデバイス２０２は、本明細書
で説明する様々な方法を実装するように構成され得るデバイスの一例である。たとえば、
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ワイヤレスデバイス２０２は、図１０のＡＰ１０４、またはＳＴＡ１０６のうちの１つを
備え得る。いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス２０２は、ＨＥパケット１３０など
、ＨＥパケットを送信するように構成されたＡＰを備え得る。
【００５４】
　ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２の動作を制御するプロセッサ
２０４を含み得る。プロセッサ２０４は、また、中央処理装置（ＣＰＵ）と呼ばれる場合
もある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含み
得るメモリ２０６は、プロセッサ２０４に命令とデータとを供給する。メモリ２０６の一
部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含み得る。プロセッサ２０４
は、通常は、メモリ２０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて、論理動作および演
算動作を実行する。メモリ２０６中の命令は、本明細書で説明する方法を実装するように
実行可能であり得る。たとえば、ワイヤレスデバイス２０２がＡＰ１０４である場合、メ
モリ２０６は、ワイヤレスデバイス２０２が、ＨＥパケット１３０など、ＨＥパケットを
送信することを可能にするために十分な命令を含み得る。たとえば、メモリ２０６は、ワ
イヤレスデバイス２０２がレガシープリアンブル、続いて、ＨＥ－ＳＩＧまたはＨＥ－Ｓ
ＩＧ－Ａを含むＨＥプリアンブルを送信することを可能にするために十分な命令を含み得
る。いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２が本
明細書で開示する実施形態に従ってフレームを送信することを可能にするために十分な命
令を含み得るフレームフォーマット回路２２１を含み得る。たとえば、フレームフォーマ
ット回路２２１は、ワイヤレスデバイス２０２が、レガシープリアンブルと高効率プリア
ンブルの両方を含むパケットを送信することを可能にするために十分な命令を含み得る。
【００５５】
　プロセッサ２０４は、１つまたは複数のプロセッサとともに実装される処理システムの
構成要素を備える、またはその構成要素であり得る。この１つまたは複数のプロセッサは
、汎用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（
ＰＬＤ）、コントローラ、ステートマシン、ゲート型論理、離散ハードウェア構成要素、
専用ハードウェア有限ステートマシン、または情報の計算または他の操作を実行すること
ができる任意の他の適当なエンティティの任意の組合せで実装され得る。
【００５６】
　処理システムは、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体も含み得る。ソフトウェ
アは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記
述言語、または他の用語のいずれと呼称されるかにかかわらず、任意のタイプの命令を意
味するものとして広範に解釈されるものとする。命令は、コード（たとえばソースコード
フォーマット、バイナリコードフォーマット、実行可能コードフォーマット、または任意
の他の適当なコードフォーマットのもの）を含み得る。命令は、１つまたは複数のプロセ
ッサによって実行されたときに、処理システムに、本明細書で説明する様々な機能を実行
させる。
【００５７】
　ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２と遠隔位置との間のデータの
送受信を可能にする送信機２１０と受信機２１２とを含み得るハウジング２０８も含み得
る。送信機２１０および受信機２１２は、トランシーバ２１４に結合され得る。アンテナ
２１６は、ハウジング２０８に取り付けられ、トランシーバ２１４に電気的に結合され得
る。ワイヤレスデバイス２０２は、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、
および／または複数のアンテナも含み得る（図示せず）。
【００５８】
　ワイヤレスデバイス２０２は、トランシーバ２１４によって受信された信号のレベルを
検出し、定量化するために使用され得る信号検出器２１８も含み得る。信号検出器２１８
は、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力スペクトル密
度、および他の信号などの信号を検出することができる。ワイヤレスデバイス２０２は、
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信号を処理する際に使用するデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２２０も含み得る。ＤＳ
Ｐ２２０は、送信用のデータユニットを生成するように構成され得る。いくつかの態様で
は、データユニットは、物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ）を備え得る。いくつかの
態様では、ＰＰＤＵはパケットと呼ばれる。
【００５９】
　一部の態様では、ワイヤレスデバイス２０２はさらに、ユーザインターフェース２２２
を備え得る。ユーザインターフェース２２２は、キーパッド、マイクロホン、スピーカ、
および／またはディスプレイを含み得る。ユーザインターフェース２２２は、ワイヤレス
デバイス２０２のユーザに情報を伝える、および／またはユーザからの入力を受信する、
任意の要素または構成要素を含み得る。
【００６０】
　ワイヤレスデバイス２０２の様々な構成要素は、バスシステム２２６によってともに結
合され得る。バスシステム２２６は、たとえば、データバス、ならびに、データバスに加
えて、電力バスと、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る。ワイヤレスデバ
イス２０２の構成要素は、何らかの他の機構を使用して、一緒に結合され得るか、または
互いに対する入力を受け入れ、もしくは提供し得ることを当業者は諒解されよう。
【００６１】
　図１１にはいくつかの別個の構成要素が示されているが、これらの構成要素のうちの１
つまたは複数は、結合され得る、または共通に実装され得る。たとえば、プロセッサ２０
４は、プロセッサ２０４に関して上述した機能を実装するためだけでなく、信号検出器２
１８および／またはＤＳＰ２２０に関連して上述した機能を実装するためにも、使用され
得る。さらに、図１１に示される構成要素の各々は、複数の別個の要素を用いて実装され
得る。さらに、プロセッサ２０４は、以下で説明する構成要素、モジュール、回路などの
いずれかを実装するために使用され得、または各々が複数の別個の要素を使用して実装さ
れ得る。
【００６２】
　図１２は、後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップ
リンク物理層パケット８３０の例示的な構造を示す。そのようなアップリンクメッセージ
内では、ＡＰの最初のダウンリンクメッセージによってＮＡＶが設定されるため、レガシ
ープリアンブルは必要とされない。したがって、アップリンクパケット８３０はレガシー
プリアンブルを含まない。アップリンクパケット８３０は、ＡＰによって送られたＵＬ－
ＯＦＤＭＡアナウンスメッセージに応答して送られ得る。
【００６３】
　アップリンクパケット８３０はいくつかの異なるＳＴＡによって送られ得る。たとえば
、ダウンリンクパケット内で識別される各ＳＴＡは、アップリンクパケット８３０の一部
を送信することができる。ＳＴＡの各々は、その割り当てられた１つの帯域幅内でまたは
複数の帯域幅内で同時に送信することができ、その送信は、単一のパケットとしてＡＰに
よって受信され得る。
【００６４】
　パケット８３０において、各ＳＴＡは、前述したように、最初のダウンリンクメッセー
ジ内のトーン割当ての間、そのＳＴＡに割り当てられたチャネルまたはサブバンドだけを
使用する。これは、ＡＰ上の完全な直交受信処理を可能にする。これらのサブバンドの各
々の上でメッセージを受信するために、ＡＰはパイロットトーンを受信しなければならな
い。残余周波数オフセットに起因するまたは位相雑音に起因するデータシンボルにわたる
位相変化に関して補正するためのシンボルごとの位相オフセットを推定するために、これ
らのパイロットトーンが位相追跡のために８０２．１１パケット内で使用される。この位
相オフセットはまた、時間および周波数の追跡ループに送られ得る。
【００６５】
　パイロットトーンを送信するために、少なくとも２つの異なるオプションが使用され得
る。第１に、各ユーザは、その割り当てられたサブバンドに該当するパイロットトーンを
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送信することができる。しかしながら、低帯域幅ＯＦＤＭＡ割振りの場合、これは一部の
ユーザにとって十分な数のパイロットトーンを可能にしない場合がある。たとえば、８０
２．１１ａ／ｎ／ａｃにおける２０ＭＨｚ送信には４つのパイロットトーンが存在する。
しかしながら、ユーザに５ＭＨｚだけが割り当てられている場合、そのユーザはそのサブ
バンド内に１つのパイロットトーンだけを有し得る。ディープフェードなど、何らかの問
題がそのパイロットトーンで生じる場合、良好な位相推定を得ることは非常に困難であり
得る。
【００６６】
　パイロットトーンを送信する別の可能な方法は、各ユーザが、そのサブバンドに該当す
るパイロットトーンだけではなく、すべてのパイロットトーン上で送信することに関連し
得る。これは結果として、ユーザごとに多数のパイロットトーンを送信させることをもた
らし得る。しかしながら、これは結果として、ＡＰが複数のユーザから各パイロットトー
ンを同時に受信することになり得、これはＡＰにとって処理がより困難なものとなり得る
。ＡＰはすべてのユーザに関するチャネルを推定することが必要であろう。これを達成す
るために、すべてのユーザの空間ストリームの合計に対応する数など、より多くのＬＴＦ
が必要となる場合がある。たとえば、４人のユーザの各々が２つの空間ストリームに関連
付けられた場合、この手法では、８つのＬＴＦが使用され得る。
【００６７】
　このようにして、各ＳＴＡはＨＥ－ＳＴＦ８３５を送信することができる。パケット８
３０に示すように、ＨＥ－ＳＴＦ８３５は、８ｕｓで送信され得、２つのＯＦＤＭＡシン
ボルを含み得る。各ＳＴＡは、また、１つまたは複数のＨＥ－ＬＴＦ８４０を送信するこ
ともできる。パケット８３０に示すように、ＨＥ－ＬＴＦ８４０は、８ｕｓで送信され得
、２つのＯＦＤＭＡシンボルを含み得る。たとえば、前述のように、各ＳＴＡは、そのＳ
ＴＡに割り当てられた各サブバンドについてＨＥ－ＬＴＦ８４０を送信することができる
。各ＳＴＡは、また、ＨＥ－ＳＩＧ８４５を送信することもできる。ＨＥ－ＳＩＧ８４５
の長さは、Ｕの各々に対して１つのＯＤＦＭＡシンボル長（４ｕｓ）であり得、この場合
、Ｕは送信において多重化されたＳＴＡの数である。たとえば、４つのＳＴＡがアップリ
ンクパケット８３０を送っている場合、ＨＥ－ＳＩＧ８４５は１６ｕｓであり得る。ＨＥ
－ＳＩＧ８４５の後、追加のＨＥ－ＬＴＦ８４０が送信され得る。最終的に、各ＳＴＡは
データ８５５を送信することができる。
【００６８】
　結合されたアップリンクパケット８３０を送るために、ＳＴＡの各々は、他のＳＴＡと
の時間、周波数、および電力の点で互いと同期することができる。そのようなパケットに
必要とされるタイミング同期は、およそ１００ｎｓ程度におけるものであり得る。このタ
イミングは、ＡＰのＵＬ－ＯＦＤＭＡアナウンスメッセージに応答することによって協調
がとられ得る。このタイミング精度は、当業者に知られているいくつかの解決策を使用し
て得られ得る。たとえば、ショートフレーム間スペース（ＳＩＦＳ）のタイミングをとる
ために８０２．１１ａｃデバイスおよび８０２．１１ｎデバイスによって使用される技法
は、結合されたアップリンクパケット８３０を得るために必要とされるタイミング精度を
提供するために十分であり得る。このタイミング精度はまた、アップリンククライアント
間のタイミングエラーおよび往復遅延差を吸収する目的で、４００ｎｓガードタイムを得
るためにアップリンクＯＦＤＭＡに対してだけ８００ｎｓの長さのガードインターバルを
使用することによって維持され得る。
【００６９】
　アップリンクパケット８３０によって対処されなければならない別の技術的課題は、送
る側のデバイスの周波数が同期されなければならないことである。アップリンクパケット
８３０など、ＵＬ－ＯＦＤＭＡシステム内のＳＴＡ間で周波数オフセット同期に対応する
ためのいくつかのオプションが存在する。第１に、各ＳＴＡはその周波数差を計算して、
それを補正することができる。たとえば、ＳＴＡは、ＳＴＡに送られたＵＬ－ＯＦＤＭＡ
アナウンスメッセージに基づいて、ＡＰに関する周波数オフセットを計算することができ
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る。このメッセージに基づいて、ＳＴＡは時間領域アップリンク信号に位相ランプを適用
することができる。ＡＰはまた、ＬＴＦを使用して、各ＳＴＡに関する共通位相オフセッ
トを推定することができる。たとえば、ＳＴＡによって送信されるＬＴＦは周波数の点で
直交であり得る。したがって、ＡＰは、ＳＴＡインパルス応答を分離するために、ウィン
ドウ化された逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）関数を使用することができる。２つの同一
ＬＴＦシンボルにわたるこれらのインパルス応答の変動は、あらゆるユーザに関する周波
数オフセット推定を与えることができる。たとえば、ＳＴＡにおける周波数オフセットは
、経時的に位相ランプをもたらし得る。したがって、２つの同一のＬＴＦシンボルが送信
される場合、ＡＰは、周波数オフセットの推定値を得る目的で２つのインパルス応答にわ
たる位相の勾配を計算するために、それらの２つのシンボル間の差を使用することが可能
であり得る。この手法は、当業者に知られている可能性があるＵＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯメッ
セージで提案されているトーンインターリーブ手法と同様であり得る。
【００７０】
　図１３は、２以上のワイヤレス通信デバイスに高効率パケットを送信する例示的な方法
に関するプロセスフロー図を示す。この方法は、ＡＰなどのデバイスによって行われ得る
。
【００７１】
　ブロック９０５で、ＡＰはレガシープリアンブルを送信し、該レガシープリアンブルは
、パケットに譲歩するようにレガシーデバイスに知らせるために十分な情報を含む。たと
えば、レガシープリアンブルは、パケットに譲歩するようにレガシーデバイスに警告する
ために使用され得る。レガシーパケットは、予約済みビットまたは予約済みビットの結合
を含み得る。これらの予約済みビットは、レガシーデバイスにやはりパケットに譲歩させ
ながら、高効率プリアンブルについてパケットをリッスンし続けるように高効率デバイス
に警告し得る。いくつかの態様では、レガシープリアンブルを送信するための手段は送信
機を備え得、該レガシープリアンブルは、パケットに譲歩するようにレガシーデバイスに
知らせるために十分な情報を含む。
【００７２】
　ブロック９１０で、ＡＰは高効率信号を送信し、該高効率信号はトーン割振り情報を含
み、トーン割振り情報は２以上のワイヤレス通信デバイスを識別する。いくつかの態様で
は、高効率信号は、パケット内で情報を受信することになるＳＴＡを識別する情報を含み
得るトーン割振り情報を含み得、どのサブバンドがそれらのＳＴＡを対象とするかをそれ
らのＳＴＡに警告することができる。いくつかの態様では、高効率パケットはまた、８０
２．１１ａｃデバイスにパケットに譲歩させるために十分な情報を含み得る。いくつかの
態様では、高効率信号を送信するための手段は送信機を備え得、該高効率信号はトーン割
振り情報を含み、トーン割振り情報は２以上のワイヤレス通信デバイスを識別する。いく
つかの態様では、高効率信号は、２以上のワイヤレス通信デバイスの各々にいくつかの空
間ストリームが割り当てられ得ることのインジケーションをさらに備え得る。たとえば、
２以上のワイヤレス通信デバイスの各々には１つまたは複数の空間ストリームが割り当て
られ得る。いくつかの態様では、１つまたは複数の空間ストリームを２以上のワイヤレス
通信デバイスの各々に割り当てるための手段は、送信機またはプロセッサを備え得る。
【００７３】
　ブロック９１５で、ＡＰはデータを２以上のワイヤレス通信デバイスに同時に送信し、
データは２以上のサブバンド上に含まれる。たとえば、ＡＰはデータを最高で４つのＳＴ
Ａに送信することができる。いくつかの態様では、データを２以上のワイヤレス通信デバ
イスに同時に送信するための手段は送信機を備え得、データは２以上のサブバンド上に含
まれる。
【００７４】
　いくつかの態様では、ＡＰは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／ａｃデバイスなど、レガ
シーデバイスに関する両方に関するデータと、１つまたは複数の高効率デバイスに関する
データとを含む、ハイブリッドパケットを送信することができる。そのようなハイブリッ
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ドパケットは、レガシーデバイスと高効率デバイスの両方を含む混合環境で帯域幅のより
効率的な使用を可能にし得る。たとえば、レガシーシステムでは、ＡＰが８０ＭＨｚを使
用するように構成されている場合、ＡＰが、全８０ＭＨｚを使用することができないデバ
イスにパケットを送信している場合、そのＡＰに割り当てられた帯域幅の一部は未使用に
なり得る。これは、高効率パケットの使用によって対処される１つの問題である。しかし
ながら、ＳＴＡのうちのいくつかが高効率であり、ＳＴＡのうちのいくつかがレガシーデ
バイスである環境では、そのＡＰが使用するように構成された全帯域幅を使用することが
できないレガシーデバイスに送信するときには、帯域幅はやはり未使用になる可能性があ
る。たとえば、上で論じたように、そのようなシステム内の高効率パケットは全帯域幅を
使用することができるが、レガシーパケットはそれが可能でない。したがって、レガシー
デバイスがパケットの帯域幅の一部において情報を受信することができるのに対して、高
効率デバイスはそのパケットの別の部分内で情報を受信することができる、ハイブリッド
パケットを提供することが有益であり得る。そのようなパケットの一部は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａ／ｎ／ａｃなど、レガシー準拠フォーマットでデータを送信することができ、
パケットの一部はデータを高効率デバイスに送信することができるため、そのようなパケ
ットはハイブリッドパケットと呼ばれる場合がある。
【００７５】
　例示的なハイブリッドパケット１４００を図１４に示す。そのようなハイブリッドパケ
ットは、ＡＰなど、ワイヤレスデバイスによって送信され得る。ハイブリッドパケットは
、データがレガシーデバイスに送信されるレガシー部分と、データが高効率デバイスに送
信される高効率部分とを含み得る。
【００７６】
　ハイブリッドパケット１４００は、各々が、パケットの帯域幅の一部を通じて重複（du
plicated）される、いくつかのレガシープリアンブルを含み得る。たとえば、例示的なハ
イブリッドパケット１４００は、パケット１４００の８０ＭＨｚの帯域幅を介して重複さ
れた４つの２０ＭＨｚレガシープリアンブルを含む８０ＭＨｚパケットとして示される。
８０ＭＨｚ帯域の一部だけの上で動作し得る他のデバイスがパケットに譲歩することを確
実にするために、そのような重複がレガシーフォーマットで使用され得る。いくつかの態
様では、ネットワーク内のデバイスの各々は、デフォルトによって、プライマリチャネル
だけを監視することができる。
【００７７】
　ハイブリッドパケット１４００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／ａｃなど、レガシー
フォーマットで指定されるものと同じであるＬ－ＳＴＦ１４０５とＬ－ＬＴＦ１４１０と
を含み得る。これらのフィールドは上で論じたのと同じであり得る。しかしながら、ハイ
ブリッドパケット１４００のＬ－ＳＩＧ１４１５は、レガシーパケットのＬ－ＳＩＧとは
異なり得る。Ｌ－ＳＩＧ１４１５は、そのパケットがハイブリッドパケットであることを
高効率デバイスにシグナリングするために使用される情報を含み得る。レガシーデバイス
がパケット内の情報を受信することも可能になるために、この情報は、その情報がＬ－Ｓ
ＩＧ１４１５のその受信を中断させないように、レガシーデバイスから隠されなければな
らない。
【００７８】
　Ｌ－ＳＩＧ１４１５は、Ｌ－ＳＩＧ１４１５内の情報に対して１ビットコードを直交に
配置することによって、そのパケットがハイブリッドパケットであることを高効率デバイ
スにシグナリングすることができる。たとえば、上で論じたように、１ビットコードはＬ
－ＳＩＧ１４１５のＱレール上に配置され得る。レガシーデバイスは、その１ビットコー
ドに気づかない場合があり、Ｌ－ＳＩＧ１４１５をいつものように読み取ることが可能で
あり得るが、高効率デバイスは、この１ビットコードを特に探して、それが存在するか否
かを決定することが可能であり得る。この１ビットコードは、ハイブリッドパケットが送
られていることを高効率デバイスにシグナリングするために使用され得る。いくつかの態
様では、１ビットコードは、そのコードを探すように構成されていない可能性があるレガ
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シーデバイスから隠される場合があるか、またはレガシーデバイスに見えない場合がある
。いくつかの態様では、レガシーデバイスは、１ビットコードの存在による、何らかの不
規則性を観測せずに、Ｌ－ＳＩＧ１４１５を理解することが可能であり得る。いくつかの
態様では、プライマリチャネル内のＬ－ＳＩＧ１４１５だけが、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５用
の他のチャネルを調べるように高効率デバイスに命令するための１ビットコードを含むこ
とが可能である。いくつかの態様では、いくつかのＬ－ＳＩＧ１４１５は、この１ビット
インジケータを有する場合があり、この場合、そのインジケータを備えたＬ－ＳＩＧ１４
１５の数は、レガシーパケットに関して使用されるべきチャネルの数に等しい。たとえば
、レガシーパケットが第１のチャネルと第２のチャネルの両方を含むことになるが、第３
のチャネルは含まないことになる場合、第１のチャネル内および第２のチャネル内のＬ－
ＳＩＧは１ビットインジケータを含み得るが、第３のチャネル内のＬ－ＳＩＧはこのイン
ジケータを含まない。高効率デバイスは、１ビットコードを含まないＬ－ＳＩＧを有する
第１のチャネルを調べて、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５の存在についてそのチャネルを監視する
ように構成され得る。いくつかの態様では、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１４２０内の帯域幅情報
は、レガシーパケット１４３０がどの程度の帯域幅を使用することになるか、したがって
、どの帯域幅でＨＥパケット１４３５が開始し得るかに関する情報を含み得る。いくつか
の態様では、１ビットコードは、データをＨＥデバイスに送信するために使用されること
になるチャネル内で送信されているＬ－ＳＩＧ１４１５内にだけに含まれ得る。たとえば
、レガシーデバイスに送信するために第１のチャネルが使用され、特定のパケット内でＨ
Ｅデバイスに送信するために３つの他のチャネルが使用される場合、これらの３つの他の
チャネル内で送信されるＬ－ＳＩＧ１４１５の各々は１ビットコードを含み得る。いくつ
かの態様では、ＨＥパケット内で、各Ｌ－ＳＩＧ１４１５は、各チャネルがデータをＨＥ
デバイスに送信するために使用され得ることを示すための１ビットコードを含み得る。い
くつかの態様では、これは、ＨＥパケットまたはハイブリッドパケットのＨＥ部分に関し
て使用される帯域幅が、パケットのＬ－ＳＩＧ１４１５を使用してシグナリングされるこ
とを可能にし得る。パケットのＨＥ部分に関して使用される帯域幅がＬ－ＳＩＧ１４１５
内でシグナリングされる場合、これは、ＨＥパケット内またはハイブリッドパケット内の
ＨＥ－ＳＩＧ１４２５がパケットのＨＥ部分に割り当てられた帯域幅のより大きな部分に
及ぶのを可能にし得る。たとえば、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５は、ＨＥパケットに割り当てら
れた帯域幅に及ぶように構成され得る。いくつかの態様では、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５用に
２０ＭＨｚだけを使用するのではなく、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５用により多くの帯域幅を使
用することは、より多くの情報がＨＥ－ＳＩＧ１４２５内で送信されることを可能にし得
る。いくつかの態様では、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５の第１のシンボルは、そのパケットのＨ
Ｅ部分に割り当てられた帯域幅の各２０ＭＨｚ上で重複して送信され得るのに対して、Ｈ
Ｅ－ＳＩＧ１４２５の残りのシンボルは、そのパケットのＨＥ部分に割り当てられた全帯
域幅を使用して送信され得る。たとえば、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５の第１のシンボルは、Ｈ
ＥパケットまたはハイブリッドパケットのＨＥ部分に割り振られた帯域幅を送信するため
に使用され得、したがって、後続のシンボルは、そのパケットのＨＥ部分に割り当てられ
た全帯域幅上で送信され得る。
【００７９】
　Ｌ－ＳＩＧ１４１５内の１ビットコードを受信するとすぐに、高効率デバイスは、ＨＥ
－ＳＩＧ１４２５を見出すために、高帯域チャネルなど、ＡＰに割り振られた帯域幅の高
帯域部分内を調べるように構成され得る。たとえば、ハイブリッドパケット１４００内で
、直交方向で１ビットコードを備えたＬ－ＳＩＧ１４１５を受信するとすぐ、高効率デバ
イスは、レガシーパケットとともに、他の周波数帯域内で送信され得る、ＨＥ－ＳＩＧ１
４２５など、ＨＥ－ＳＩＧ用のレガシーデバイスにデータを搬送するチャネルとは別の２
０ＭＨｚチャネル内を調べるように構成され得る。たとえば、例示的なハイブリッドパケ
ット１４００内で、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５はＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１４２０と同時に送信さ
れるとして示される。この例では、ハイブリッドパケット１４００は、帯域幅の下位部上
にＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ互換性パケットを、帯域幅の上位部上に高効率パケットを含
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み得る。ハイブリッドパケット１４００はまた、下位部内にＩＥＥＥ８０２．１１ａ互換
性パケットまたはＩＥＥＥ８０２．１１ｎ互換性パケットを含み得る。重要なことには、
下位部がどのタイプのパケットであるかにかかわらず、Ｌ－ＳＩＧ１４１５は、そのパケ
ットがハイブリッドパケットであることを高効率デバイスにシグナリングし、したがって
、別の周波数内でＨＥ－ＳＩＧ１４２５を探すために十分なシグナリング情報を含むよう
に構成され得る。
【００８０】
　いくつかの態様では、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５は、前に論じた前の高効率信号フィールド
と同様であり得る。いくつかの態様では、高効率パケットとハイブリッドパケットの両方
を送信するＡＰは、パケットが高効率パケットであることを示すために、Ｑレール内で１
ビットシグナリングを使用するのではなく、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５内で回転ＢＰＳＫコン
スタレーション（ＱＢＰＳＫ）シンボルを備えたシンボルを使用することができるが、こ
れは、Ｑレール上で１ビット信号を使用することは、代わりに、パケットが、ハイブリッ
ドパケット１４００など、ハイブリッドパケットであることをシグナリングするために使
用され得るためである。たとえば、ＨＥ－ＳＩＧ１４２５は、どの１つまたは複数のデバ
イスが、先に論じたように、グループＩＤを使用することによってなど、パケット内の情
報を受信し得るかを高効率デバイスに知らせるために使用され得る。したがって、高効率
デバイスは、Ｌ－ＳＴＦ１４０５、Ｌ－ＬＴＦ１４１０、およびＬ－ＳＩＧ１４１５を受
信および復号するように構成され得る。Ｌ－ＳＩＧ１４１５が１ビットコードを含む場合
、高効率デバイスは、ハイブリッドパケットの高効率部分がその特定のデバイスに関する
情報を含むかどうかを決定するために、より高い周波数帯域にあるＨＥ－ＳＩＧ１４２５
を位置特定および復号するように構成され得る。
【００８１】
　いくつかの態様では、レガシーパケットは、示したように、帯域幅の２０ＭＨｚだけを
占める場合がある。しかしながら、パケット１４００のレガシー部分は、同様に、異なる
量の帯域幅を占める場合もある。たとえば、ハイブリッドパケットのレガシー部分は、４
０ＭＨｚ、６０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、または他のサイズのレガシーパケットを備え得るの
に対して、ハイブリッドパケット１４００の高効率部分は、利用可能な帯域幅の残りの部
分を使用することができる。いくつかの態様では、２０ＭＨｚ以外のサイズのチャネルも
使用され得る。たとえば、チャネルは、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、４０ＭＨｚ
、または他のサイズであり得る。いくつかの態様では、レガシーＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａ１４
２０に続いて、レガシーパケット１４３０はプライマリチャネルにおいてレガシーデバイ
スに送信され得る。いくつかの態様では、レガシーパケット１４３０は、少なくともプラ
イマリチャネルを含み得、追加のチャネルも含み得る。たとえば、このレガシーパケット
１４３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａデバイス、８０２．１１ｎデバイス、または８０２
．１１ａｃデバイスと互換性があり得る。いくつかの態様では、１つまたは複数のＨＥ－
ＳＩＧ１４２５に続いて、ＡＰに利用可能な帯域幅の少なくとも一部を使用して、高効率
パケット１４３５は１つまたは複数の高効率デバイスに送信され得る。いくつかの態様で
は、レガシーパケットは複数のレガシーデバイスに送られ得る。たとえば、ハイブリッド
パケットは、２つ以上の８０２．１１ａｃ互換性ＳＴＡに送られるＭＵ－ＭＩＭＯ８０２
．１１ａｃパケットを備え得る。
【００８２】
　図１５は、ハイブリッドパケットを送信する例示的な方法１５００を示す。該方法は、
ＡＰなどのワイヤレスデバイスによって行われ得る。
【００８３】
　ブロック１５０５で、ＡＰは帯域幅の第１の部分において１つまたは複数の第１のデバ
イスに送信する、ここで、１つまたは複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する
。いくつかの構成では、１つまたは複数の第１のデバイスはレガシーデバイスであり得る
。いくつかの態様では、帯域幅の第１の部分はプライマリチャネルであり得る。いくつか
の態様では、第１のデバイスに送信するための手段は送信機であり得る。
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【００８４】
　ブロック１５１０で、ＡＰは、帯域幅の第２の部分において１つまたは複数の第２のデ
バイスに同時に送信する、ここで、１つまたは複数の第２のデバイスは第２の能力セット
を有する、ここにおいて、送信は、第２の能力セットを有するデバイスが、第２の能力セ
ットを有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルが送られる周波数
帯域を位置特定するためのインジケーションを含むプリアンブルを備える、この場合、イ
ンジケーションは、第１の能力セットを有するデバイスのプリアンブル復号に実質的な影
響を有さないように送られる。いくつかの態様では、１つまたは複数の第２のデバイスに
送信するための手段は送信機であり得る。いくつかの態様では、プリアンブルはレガシー
プリアンブルであり得、インジケーションはレガシープリアンブル内のＬ－ＳＩＧ内の１
ビットコードであり得る。いくつかの態様では、インジケーションは、プライマリチャネ
ル内のＬ－ＳＩＧ内、プライマリチャネルおよび１つもしくは複数の他のチャネル内、ま
たは他のチャネル内に含まれ得る。
【００８５】
　図１６は、ハイブリッドパケットを受信する例示的な方法を示す。いくつかの態様では
、該方法は、高効率ワイヤレス通信デバイスなど、ＳＴＡによって使用され得る。
【００８６】
　ブロック１６０５で、ＳＴＡはプライマリチャネル内でレガシープリアンブルを受信す
る。いくつかの態様では、レガシープリアンブルを受信するための手段は受信機であり得
る。
【００８７】
　ブロック１６１０で、ＳＴＡは、レガシープリアンブルが１つまたは複数のプライマリ
チャネル内の高効率信号フィールドを位置特定するように高効率デバイスに知らせるため
に十分な情報を含むかどうかを決定する。いくつかの実施形態では、判断するための手段
はプロセッサまたは受信機であり得る。
【００８８】
　ブロック１６１５で、ＳＴＡは１つまたは複数の非プライマリチャネルのうちの少なく
とも１つにおいて高効率信号フィールドを受信する。いくつかの態様では、高効率信号フ
ィールドを受信するための手段は受信機であり得る。いくつかの態様では、ＳＴＡは１つ
または複数の非プライマリチャネルのうちの少なくとも１つの上でデータをさらに受信す
ることができる。いくつかの態様では、データを受信するための手段は受信機であり得る
。
【００８９】
　（高効率信号フィールドの遅延拡散保護および潜在的な構造）　
　いくつかの態様では、屋外または他のワイヤレスネットワークは、１μｓを超えるもの
など、比較的高い遅延拡散を有するチャネルを有し得る。たとえば、ピコ／マクロセルタ
ワーアクセスポイントなど、高仰角におけるアクセスポイントは高い遅延拡散を有し得る
。８０２．１１ａ／ｇ／ｎ／ａｃによるものなど、様々なワイヤレスシステムはわずか８
００ｎｓのサイクリックプレフィックス（ＣＰ）長を使用する。この長さのほぼ半分は送
信フィルタおよび受信フィルタによって消費され得る。この比較的短いＣＰ長、ならびに
送信フィルタおよび受信フィルタからのオーバーヘッドにより、そのような８０２．１１
ａ／ｇ／ｎ／ａｃネットワークは、高い遅延拡散を有する屋外展開には好適でない場合が
ある。
【００９０】
　本開示の態様によれば、屋外展開で２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚのＷｉＦｉシステムの
使用を可能にし得る、そのようなレガシーシステムと後方互換性があり、８００ｎｓより
も長いサイクリックプレフィックスをサポートするパケットフォーマット（ＰＨＹ波形）
が提供される。
【００９１】
　たとえば、１つまたは複数のビットの情報は、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、Ｌ－ＳＩＧの
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うちの１つもしくは複数の中、またはＨＥ－ＳＩＧなど、パケットプリアンブルの別の部
分の中に埋め込まれることが可能である。これらの１つまたは複数のビットの情報は、上
記のように、それらを復号するように構成されるデバイス用に含まれ得るが、レガシー（
たとえば、８０２．１１ａ／ｇ／ｎ／ａｃ）受信機による復号に影響を及ぼさない。これ
らのビットは、屋外設定で、または潜在的に高い遅延拡散を有する別の設定でそのような
パケットの使用を可能にするために、遅延拡散保護を含むパケットのインジケーションを
含み得る。
【００９２】
　いくつかの態様では、いくつかの方法は、遅延拡散保護または遅延拡散許容差を提供す
るために使用され得る。たとえば、（たとえば、サンプルレートを低減させるためにダウ
ンクロックする（downclocking）か、または同じサンプルレートを維持しながらＦＦＴ長
を増大して）シンボル持続時間を増大させるために異なる送信パラメータが使用され得る
。２×または４×だけなど、シンボル持続時間を増大することは、より高い遅延拡散に対
して許容差を増大し得る。
【００９３】
　いくつかの態様では、増大したシンボル持続時間は、Ｌ－ＳＩＧまたはＨＥ－ＳＩＧの
フィールド内でシグナリングされ得る。いくつかの態様では、ネットワーク上の他のパケ
ットは、増大したシンボル持続時間に関するシグナリングを含まない場合があり、むしろ
、従来の、または「通常の」シンボル持続時間を有するパケットであり得る。「通常の」
シンボル持続時間を保つことは、場合によっては望ましい場合があるが、これは、増大し
たシンボル持続時間は、一般に、増大したＦＦＴサイズを意味し、したがって、周波数エ
ラーおよび増大したＰＡＰＲに対して増大した感度を意味するためである。さらに、ネッ
トワーク内のすべてのデバイスがこの増大した遅延拡散許容差を必要とするとは限らない
。したがって、場合によっては、増大したＦＦＴサイズは性能を損なう可能性があり、し
たがって、一部のパケットは従来のシンボル持続時間を使用することが望ましい場合があ
る。
【００９４】
　したがって、いくつかの態様では、すべてのパケットは、Ｌ－ＳＩＧフィールドまたは
ＨＥ－ＳＩＧフィールドの後、増大したシンボル持続時間を含み得る。他の態様では、Ｌ
－ＳＩＧまたはＨＥ－ＳＩＧ内の増大したシンボル持続時間をシグナリングする情報を含
むパケットだけが増大したシンボル持続時間を含み得る。いくつかの態様では、増大した
シンボル持続時間に関するシグナリングは、ＨＥ－ＳＩＧフィールド、およびＬ－ＳＩＧ
フィールド、ＶＨＴ－ＳＩＧ－Ａフィールド、またはパケット内の別のフィールドの中に
含まれ得る。いくつかの態様では、このシグナリングは、たとえば、Ｌ－ＳＩＧまたはＨ
Ｅ－ＳＩＧなど、ＳＩＧフィールドのシンボル内のＱ－ＢＰＳＫ回転によって伝達され得
る。いくつかの態様では、このシグナリングは、パケットのフィールドの、虚軸など、直
交レール内に情報を隠すことによって伝達され得る。
【００９５】
　いくつかの態様では、増大シンボル持続時間はアップリンクパケットまたはダウンリン
クパケットのいずれかまたは両方に関して使用され得る。アップリンクパケットの場合、
ＡＰは、増大したシンボル持続時間を使用してアップリンクパケットが送信され得ること
を先行するダウンリンクパケット内でシグナリングすることができる。たとえば、アップ
リンクＯＦＤＭＡパケット内で、ＡＰは、より長いシンボル持続時間を使用するようにユ
ーザに伝えるトーン割振りメッセージを送ることができる。この場合、アップリンクパケ
ット自体は特定のシンボル持続時間を示すインジケーションを搬送する必要がない場合が
ある。いくつかの態様では、ＡＰからＳＴＡへの信号は、他の指定がない限り、すべての
将来のアップリンクパケット内で特定のシンボル持続時間を使用するようにＳＴＡに知ら
せることができる。
【００９６】
　いくつかの態様では、そのような遅延拡散保護は、上で説明したような高効率パケット
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内に組み込まれ得る。本明細書で提示するプリアンブルフォーマットは、レガシーデバイ
スが、パケットが８０２．１１ｎパケットであるか、８０２．１１ａパケットであるか、
または８０２．１１ａｃパケットであるかを検出することを可能にしながら、遅延拡散保
護がパケット内に含まれ得る方式を提供する。
【００９７】
　本明細書で提示するプリアンブルフォーマットは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ（混合モ
ードプリアンブル）パケットの場合のようにＬ－ＳＩＧベースの遅延を保つことができる
。プリアンブルのレガシーセクションを８０２．１１ａ／ａｎ／ａｃ局によって復号可能
にすることは、同じ送信においてレガシーデバイスとＨＥデバイスを混合することを容易
にし得る。本明細書で提供するプリアンブルフォーマットは、ＨＥ　ＳＩＧ上に保護を提
供するのに役立つ可能性があり、これは頑強な性能を達成するのに役立ち得る。たとえば
、これらのプリアンブルフォーマットは、比較的厳しい規格試験シナリオでＳＩＧエラー
率を１％以下に下げるのに役立ち得る。
【００９８】
　図１７は、本開示の態様による、１つの例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有す
るパケットを示す。この例示的なＨＥプリアンブルフォーマットはＶＨＴプリアンブルフ
ォーマットと比較され得る。示すように、ＨＥプリアンブルフォーマットは、第１のタイ
プのデバイス（たとえば、８０２．１１ａ／ａｃ／ｎデバイス）によって復号可能な１つ
または複数の信号（ＳＩＧ）フィールドと、第２のタイプのデバイス（たとえば、ＨＥデ
バイス）によって復号可能な１つまたは複数のＳＩＧフィールド（ＨＥ－ＳＩＧ１）とを
含み得る。示すように、８０２．１１１／ａｃ／ｎデバイスは、Ｌ－ＳＩＧ内の持続時間
フィールドに基づいて延期することができる。Ｌ－ＳＩＧの後に繰り返し高効率ＳＩＧ（
ＨＥ－ＳＩＧ）フィールドが続き得る。示すように、繰り返しＨＥ－ＳＩＧフィールドの
後、デバイスは、パケットがＶＨＴパケットであるかどうかをすでに知ることができ、し
たがって、ＶＨＴ－ＳＴＦ利得設定の問題は存在しない場合がある。
【００９９】
　図１７に示すこの例示的なフォーマットでは、ＨＥ－ＳＩＧ１フィールドは、繰り返さ
れ、ＨＥデバイスに関するＨＥ－ＳＩＧ１に対して保護を与える通常のガードインターバ
ル（ＧＩ）により先行され得る。繰り返しＨＥ－ＳＩＧ１により、このパケットはより低
い信号対雑音比動作点を有し得、したがって、シンボル間干渉（ＩＳＩ）からより頑強な
保護を提供し得る。いくつかの態様では、Ｌ－ＳＩＧは、Ｌ－ＳＩＧが影響を受けない後
で、２つのシンボルに関するＱ－ＢＰＳＫ検査に基づいて、パケットタイプ検出として、
６Ｍｂｐｓで送信し得る。
【０１００】
　上で論じたように、ＨＥパケットをＨＥデバイスにシグナリングするために、様々な技
法が使用され得る。たとえば、ＨＥパケットは、ＨＥ－ＳＩＧ１内のＣＲＣ検査に基づい
て、またはＨＥ－ＳＩＧ１の反復に基づいて、Ｌ－ＳＩＧ内に直交レールインジケーショ
ンを配置することによってシグナリングされ得る。
【０１０１】
　ＨＥ－ＳＩＧ２上の遅延拡散保護は様々な形をとり得る。たとえば、ＨＥ－ＳＩＧ２は
、追加の遅延拡散保護を提供するために、（２０ＭＨｚ内で）１２８のトーンを介して送
信され得る。これは結果として、１．６ｕｓのガードインターバルをもたらし得るが、従
来の数のトーンを含むことになるＬ－ＬＴＦに基づいて計算されたチャネル推定の補間を
必要とし得る。別の例として、ＨＥ－ＳＩＧ２は同じシンボル持続時間を有し得るが、１
．６ｕｓサイクリックプレフィックスで送られ得る。これは、従来の２５％の値よりもよ
り多くのサイクリックプレフィックスオーバーヘッドをもたらし得るが、補間を必要とし
ない可能性がある。一態様では、ＨＥ－ＳＩＧ２は、２０ＭＨｚごとに繰り返すのではな
く、全帯域幅を通して送られることも可能である。これは、全帯域幅を示すために、ＨＥ
－ＳＩＧ１内に帯域幅ビットが配置されることを必要とし得る。
【０１０２】
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　図１８は、本開示の態様による、別の例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有する
パケットを示す。図１７と同様に、この例示的なＨＥプリアンブルフォーマットはＶＨＴ
プリアンブルフォーマットと比較される。前述のように、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ａｃ
／ｎデバイスは、Ｌ－ＳＩＧ内の持続時間フィールドに基づいてパケットに譲歩すること
ができる。Ｌ－ＳＩＧの後に繰り返し高効率ＳＩＧ（ＨＥ－ＳＩＧ）フィールドが続き得
る。図１８に示す例示的なフォーマットでは、ＨＥ－ＳＩＧ１フィールドは繰り返され得
るが、第１のＨＥ－ＳＩＧ１フィールドの前に通常のガードインターバルが先行するのに
対して、第２のＨＥ－ＳＩＧ１は通常のガードインターバルに先行する。
【０１０３】
　第１のＨＥ－ＳＩＧ１の前および第２のＨＥ－ＳＩＧ１の後にガードインターバルが入
れられるＨＥ－ＳＩＧ１のこの反復は、ＨＥデバイスに保護を提供し得る。ＨＥ－ＳＩＧ
１セクションの中央部分は比較的大きなＣＰを有するＨＥ－ＳＩＧ１シンボルのように見
える場合があることに気づかれよう。この態様では、Ｌ－ＳＩＧの後の第１のシンボルに
対するＱ－ＢＰＳＫ検査は、影響を受けない。しかしながら、第２のシンボルに関するＱ
－ＢＰＳＫ検査は、第２のＨＥ－ＳＩＧ１の後のガードインターバルにより、ランダムな
結果をもたらし得る。しかしながら、これらのランダムな結果は、ＶＨＴデバイスに悪影
響を有さない場合がある。たとえば、ＶＨＴデバイスは、パケットを８０２．１１ａｃパ
ケットとして分類する可能性があるが、この時点で、デバイスはＶＨＴ－ＳＩＧ　ＣＲＣ
検査の実行を試みることができ、これは失敗することになる。したがって、Ｌ－ＳＩＧ後
の第２の信号に関するＱ－ＢＰＳＫ検査のランダムな結果にもかかわらず、ＶＨＴデバイ
スは、このパケットに依然として譲歩することになる。
【０１０４】
　（ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃと互換性がある）ＶＨＴデバイスなど、レガシーデバイス
に関する自動検出プロセスは、それらのデバイスに図１８のパケットに譲歩させることに
なるため、これらのパケットは依然として６Ｍｂｐｓを搬送し得る。図１７のパケットと
同様、そのパケットがＨＥパケットであることをＨＥデバイスにシグナリングするために
、上で論じた、いくつかの技法が使用され得る。同様に、ＨＥ－ＳＩＧ２内に含まれたフ
ィールドなど、いくつかの方法でパケットの遅延拡散保護に関する情報がＨＥデバイスに
提供され得る。
【０１０５】
　図１９は、本開示の態様による、別の例示的なＨＥプリアンブルフォーマットを有する
パケットを示す。前述のように、この例示的なＨＥプリアンブルフォーマットは８０２．
１１ａｃ　ＶＨＴプリアンブルフォーマットと同様である。示すように、８０２．１１ａ
／ａｃ／ｎデバイスは、Ｌ－ＳＩＧ内の持続時間フィールドに基づいてパケットに譲歩す
ることができる。Ｌ－ＳＩＧの後に繰り返し高効率ＳＩＧ（ＨＥ－ＳＩＧ）フィールドが
続き得る。
【０１０６】
　図１９に示す例示的なフォーマットでは、繰り返しＨＥ－ＳＩＧ１フィールドは、ダブ
ルガードインターバル（ＤＧＩ）によって先行され得る。そのようなダブルガードインタ
ーバルの使用は、結果として、Ｌ－ＳＩＧ後の第１のシンボルに関するＱ－ＢＰＳＫ検査
のランダムな結果をもたらし得る。したがって、Ｌ－ＳＩＧが６Ｍｂｐｓのレートをシグ
ナリングする場合、一部のレガシーデバイスはこのパケットに譲歩しない可能性がある。
したがって、そのようなパケット内のＬ－ＳＩＧは、すべてのＩＥＥＥ８０２．１１ａ／
ａｃ／ｎデバイスがそのパケットに譲歩することを確実にするために、６Ｍｂｐｓ以外の
レートをシグナリングする必要があり得る。たとえば、Ｌ－ＳＩＧは９Ｍｂｐｓのレート
をシグナリングすることができる。上で論じた技法と同様の技法は、パケットがＨＥパケ
ットであることをシグナリングするために使用され得、パケットが遅延拡散保護を含むか
どうかをシグナリングするために使用され得る。
【０１０７】
　図１７～図１９に示すプリアンブルフォーマットなど、プリアンブルフォーマットに関
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して様々な最適化が提供され得る。たとえば、図１８および図１９に示す例示的なフォー
マットの場合、オーバーヘッドを節約するために、第２のＨＥ－ＳＩＧ１シンボルを切り
捨てて、次のシンボルを早期に開始することが可能であり得る。加えて、ＨＥ－ＬＴＦの
後に、ＭＵ－ＭＩＭＯ用にユーザごとのビットを提供し得るＳＩＧ－Ｂを有することに何
らかの利益が存在し得る。
【０１０８】
　図２０は、ＨＥ－ＳＩＧ－１フィールドに関する例示的なビット割振りを示す。示すよ
うに、ＢＷインジケーション用の２～３ビット、８ビットの長さインジケーション、より
長いシンボルが使用されることを示すための１ビット、２～３の予約済みビット、ＣＲＣ
用の４ビット、および６のテールビットが存在し得る。Ｌｏｎｇｅｒ　Ｓｙｍｂｏｌｓ　
ＯＮビットがＨＥ－ＳＩＧ１内に提供される場合、これは、ＨＥ－ＳＩＧ２が遅延拡散保
護を有すること、またはＨＥ－ＳＩＧ２の後のすべてが増大したＦＦＴサイズを使用する
こと、のいずれかをシグナリングするために使用され得る。ＨＥ－ＳＩＧがＨＥ－ＳＩＧ
１およびＨＥ－ＳＩＧ２で構成された上記のＨＥ－ＳＩＧフォーマットは、遅延拡散保護
を可能にし得、ＯＦＤＭＡパケットなど、多元アクセスを可能にするパケット内で使用さ
れ得る。
【０１０９】
　（レガシープリアンブルを有するアップリンクパケット）　
　図２１は、後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップ
リンク物理層パケット２１００の例示的な構造を示す。一般に、アップリンクメッセージ
において、ＡＰの最初のダウンリンクメッセージによってＮＡＶが設定されるため、レガ
シープリアンブルは必要とされない場合がある。ＡＰの最初のダウンリンクメッセージは
、ネットワーク上のレガシーデバイスにアップリンクパケットに譲歩させることが可能で
ある。しかしながら、一部のワイヤレスデバイスは、ＡＰの範囲外であり得るが、ＡＰに
送信しているＳＴＡの範囲内であり得る。したがって、これらのデバイスがレガシーデバ
イスである場合、これらのデバイスはＡＰの最初のダウンリンクメッセージを受信しなか
ったため、これらのデバイスはＡＰに譲歩しない場合がある。これらのデバイスはまた、
図１２のアップリンクパケットのようなアップリンクパケットに譲歩しないが、これは、
それらのパケットは、レガシーデバイスが認識し得るレガシープリアングルを有さないた
めである。したがって、そのようなデバイスの送信はアップリンクパケットに干渉する場
合があり、したがって、レガシーデバイスにパケットに譲歩させるために十分なレガシー
プリアンブルを含むアップリンクパケットを送信することが望ましい場合がある。これら
のアップリンクパケットはいくつかの可能な形をとり得る。アップリンクパケット２１０
０は、レガシープリアンブルを含む例示的なアップリンクパケットである。パケット２１
００はパケットの各部分についての時間を含むが、これらの時間は単なる例であることに
留意されたい。パケット２１００の各部分は、示すよりも長くてよく、または短くてもよ
い。いくつかの態様では、レガシーデバイスがそのプリアンブルのレガシー部分を復号し
て、パケット２１００に譲歩することを可能にするために、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴＦ、お
よびＬ－ＳＩＧなど、プリアンブルのレガシー部分はリストに記載された時間であること
が有利であり得る。
【０１１０】
　したがって、パケット２１００は、そのようなレガシーデバイスが認識し得るレガシー
プリアンブルを提供することによって、アップリンクパケットに譲歩するようにそのよう
なレガシーデバイスに知らせるために使用され得る。このレガシープリアンブルは、Ｌ－
ＳＴＦと、Ｌ－ＬＴＦと、Ｌ－ＳＩＧとを含み得る。パケット８３０におけるように、送
信デバイスの各々は、その割り当てられた帯域幅上でその独自のプリアンブルを送信する
ように構成され得る。これらのレガシープリアンブルは、ＡＰの最初のダウンリンクメッ
セージを聴取しなかったノードからアップリンク通信を保護することができる。
【０１１１】
　パケット８３０におけるように、いくつかのデバイス、ここではＮ個のデバイスの各々
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は、その割り当てられた帯域幅内で同時に送信することができる。レガシープリアンブル
に続いて、各デバイスはその割り当てられたトーン上で高効率プリアンブルを送信するこ
とができる。たとえば、各デバイスはその独自の割り当てられたトーン上でＨＥ－ＳＩＧ
を送信することができる。このＨＥ－ＳＩＧに続いて、各デバイスは、次いで、ＨＥ－Ｓ
ＴＦを送信することができ、１つまたは複数のＨＥ－ＬＴＦを送信することができる。た
とえば、各デバイスは、単一のＨＥ－ＳＴＦを送信することができるが、そのデバイスに
割り当てられた空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦを送信すること
ができる。いくつかの態様では、各デバイスは、最大数の空間ストリームを有するデバイ
スに割り当てられた空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦを送信する
ことができる。空間ストリームのこの割当ては、たとえば、ＡＰの最初のダウンリンクメ
ッセージ内で行われ得る。各デバイスが同じ数のＨＥ－ＬＴＦを送る場合、これはピーク
対平均電力比（ＰＡＰＲ）を低減し得る。ＰＡＰＲのそのような低減は望ましい場合があ
る。さらに、各デバイスが同じ数のＨＥ－ＬＴＦを送信する場合、これは、ＡＰが受信さ
れたパケットを処理するのをより容易にし得る。たとえば、異なる数のＨＥ－ＬＴＦが各
デバイスによって送られる場合、ＡＰは、あるデバイスに関するプリアンブルを受信する
と同時に、別のデバイスからデータを受信することができる。これは、ＡＰがパケットを
復号するのをより複雑にする可能性がある。したがって、各デバイスに関して同じ数のＨ
Ｅ－ＬＴＦを使用することが好ましい場合がある。たとえば、送信デバイスの各々は、任
意のデバイスが受信している空間ストリームの最大数を決定して、その数に対応する、い
くつかのＨＥ－ＬＴＦを送信するように構成され得る。
【０１１２】
　いくつかの態様では、そのようなパケット内のＬ－ＳＴＦは、最高でおよそ２００ｎｓ
程度の小さなサイクリックシフトを含み得る。大きなサイクリックシフトは、相互相関に
基づく検出アルゴリズムを使用する場合があるレガシーデバイスの場合、そのようなＬ－
ＳＴＦ内に問題を生じさせる場合がある。そのようなパケット２１００内のＨＥ－ＳＴＦ
は、およそ８００ｎｓ程度のより大きなサイクリックシフトを含み得る。これは、アップ
リンクパケット２１００を受信しているＡＰ内でより精確な利得設定を可能にし得る。
【０１１３】
　図２２は、後方互換性多元接続ワイヤレス通信を可能にするために使用され得るアップ
リンク物理層パケット２２００の別の例示的な構造を示す。このパケット２２００はパケ
ット２１００と同様であり得るが、このパケット２２００内で、送信デバイスの各々はＨ
Ｅ－ＳＴＦを送信することができない。代わりに、送信デバイスの各々は、およそ８００
ｎｓ程度など、より大きなサイクリックシフトでＬ－ＳＴＦを送信することができる。こ
れは相互相関パケット検出の場合にレガシーデバイスに影響を及ぼし得るが、これは送信
デバイスがＨＥ－ＳＴＦを送信しないことを可能にし得るため、これはパケットがより短
くなるのを可能にし得る。パケット２２００はパケットの各部分に関する時間を含むが、
これらの時間は単なる例であり、パケットの各部分は示すよりも長くてよく、または短く
てもよい。いくつかの態様では、レガシーデバイスがそのプリアンブルのレガシー部分を
復号して、パケット２２００に譲歩することを可能にするために、Ｌ－ＳＴＦ、Ｌ－ＬＴ
Ｆ、およびＬ－ＳＩＧなど、プリアンブルのレガシー部分はリストに記載された時間であ
ることが有利であり得る。
【０１１４】
　パケット２２００内で、各デバイスは、そのデバイスに割り当てられた空間ストリーム
の数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦを送信することができる。いくつかの態様では
、各デバイスは、代わりに、最大数の空間ストリームが割り当てられたデバイスに割り当
てられた空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦを送信することができ
る。上で論じたように、そのような手法はＰＡＰＲを低減し得る。
【０１１５】
　いくつかの態様では、より長いシンボル持続時間は、遅延拡散保護およびタイミングオ
フセットからの保護を提供し得る。たとえば、アップリンクパケットを送信するデバイス
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は、同時にパケットの送信を開始せず、代わりに、若干異なる時間に開始することができ
る。より長いシンボル持続時間はまた、ＡＰがそのような場合にパケットを解釈する際に
支援し得る。いくつかの態様では、デバイスは、ＡＰのダウンリンクトリガメッセージ内
の信号に基づいて、より長いシンボル持続時間で送信するように構成され得る。いくつか
の態様では、パケット８３０など、グリーンフィールドパケットの場合、レガシー互換性
の必要は存在しないため、波形全体がより長いシンボル持続時間で送信され得る。パケッ
ト２１００または２２００など、レガシープリアンブルを含むアップリンクパケット内で
、レガシープリアンブルは従来のシンボル持続時間で送信され得る。いくつかの態様では
、レガシープリアンブルの後の部分は、より長いシンボル時間期間で送信され得る。いく
つかの態様では、より長いシンボル持続時間は、より小さな帯域内で既存のＩＥＥＥ８０
２．１１トーンプラン（tone plan）を使用することによって達成され得る。たとえば、
ダウンクロッキング（down-clocking）と呼ばれる場合がある、より小さなサブキャリア
間隔が使用され得る。たとえば、帯域幅の５ＭＨｚ部分は、６４ビットのＦＦＴ８０２．
１１ａ／ｎ／ａｃトーンプランを使用することができ、一方、２０ＭＨｚは通常に使用さ
れ得る。したがって、各トーンは、そのような構成では、典型的なＩＥＥＥ８０２．１１
ａ／ｎ／ａｃパケット内よりも４×より長い場合がある。他の持続時間も使用され得る。
たとえば、典型的なＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／ａｃパケット内で２倍の長さのトーン
を使用することが望ましい場合がある。
【０１１６】
　図２３は、パケットを受信する例示的な方法２３００を示す。該方法は、ＡＰなどのワ
イヤレスデバイスによって行われ得る。
【０１１７】
　ブロック２３０５で、ＡＰは帯域幅の第１のセクション内の第１の部分を受信する、第
１の部分は、第１のワイヤレスデバイスによって送信され、第１の部分は、パケットに譲
歩するようにレガシーデバイスに知らせるために十分な情報を含む第１のプリアンブルの
レガシーセクションと第１のプリアンブルの高効率セクションとを備える。いくつかの態
様では、受信するための手段は受信機であり得る。
【０１１８】
　ブロック２３１０で、ＡＰは帯域幅の第２のセクション内の第２の部分を同時に受信す
る、第２の部分は、第２のワイヤレスデバイスによって送信される、第２の部分は、パケ
ットに譲歩するようにレガシーデバイスに知らせるために十分な情報を含む第２のプリア
ンブルのレガシーセクションと第２のプリアンブルの第２の高効率セクションとを備える
。いくつかの態様では、同時に受信するための手段は受信機であり得る。いくつかの態様
では、第１のワイヤレスデバイスおよび／または第２のワイヤレスデバイスはいくつかの
空間ストリーム上で送信することができる。いくつかの態様では、第１のワイヤレスデバ
イスおよび第２のワイヤレスデバイスによって送信されるプリアンブルの高効率部分はあ
る数のロングトレーニングフィールドを含み得る。いくつかの対応では、ロングトレーニ
ングフィールドの数は、特定のデバイスに割り当てられた空間ストリームの数、または任
意のワイヤレスデバイスに割り当てられた空間ストリームの最高数に基づくことができる
。
【０１１９】
　いくつかの態様では、ＯＦＤＭＡパケットが、アップリンクマルチユーザ多入力多出力
（ＭＵ－ＭＩＭＯ）パケットの構造をより密に模倣する構造を有することが望ましい場合
がある。たとえば、図２１のパケット２１００など、いくつかの先行パケットは、１つま
たは複数のＨＥ－ＬＴＦに先立ってＨＥ－ＳＩＧを含み得る。同様に、図１２のパケット
８３０内で、送信デバイスの各々は、単一のＨＥ－ＬＴＦ、続いてＨＥ－ＳＩＧ、続いて
残りの数のＨＥ－ＬＴＦを送信する。しかしながら、アップリンクＭＵ－ＭＩＭＯパケッ
トにより類似した構造を備えたアップリンクパケットを有するために、ＨＥ－ＳＩＧが、
パケット内ですべてのＨＥ－ＬＴＦの後に続くパケットを有することが望ましい場合があ
る。
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【０１２０】
　したがって、説明したパケットのいずれかにおいて、すべてのＨＥ－ＬＴＦに続いてＨ
Ｅ－ＳＩＧを送信することが可能であり得る。いくつかの態様では、ＨＥ－ＳＩＧがすべ
てのＨＥ－ＬＴＦに続くとき、アップリンクパケット内の各送信デバイスによって使用さ
れている空間ストリームの数をシグナリングする別の方法を見出すことが望ましい場合が
ある。たとえば、前に説明したパケットのうちのいくつかにおいて、送信デバイスからの
第１のＨＥ－ＬＴＦは、ＡＰがその送信デバイスからのＨＥ－ＳＩＧを復号することを可
能にするために十分な情報を含み得る。前に説明したパケットのうちのいくつかにおいて
、送信デバイスからのＨＥ－ＳＩＧは、パケット内のそのデバイスによって使用されてい
る空間ストリームの数に関する情報を含み得、したがって、いくつかの態様では、ＨＥ－
ＳＩＧは、その送信デバイスによって送信されることになるＨＥ－ＬＴＦの数を示すこと
ができる。しかしながら、ＨＥ－ＳＩＧが各ＨＥ－ＬＴＦに続いて送信される場合、これ
とは異なる様式で、送信デバイスによって使用される空間ストリームの数を示すことが望
ましい場合がある。たとえば、送信デバイスによって使用される空間ストリームの数は、
ＡＰからのダウンリンクメッセージ内に示され得る。たとえば、アップリンクＯＦＤＭＡ
パケットは、どのデバイスがアップリンクＯＦＤＭＡパケット上で送信し得るかを示す、
ＡＰからのダウンリンクパケットに応答して送られ得る。したがって、このダウンリンク
パケットはいくつかの空間ストリームを各デバイスに割り当てることも可能である。
【０１２１】
　図２４は、ＨＥ－ＳＩＧが各ＨＥ－ＬＴＦの後に送信される例示的なアップリンクパケ
ット構造である。アップリンクＯＦＤＭＡパケット２４００内で、送信デバイスの各々は
、上で説明した他のパケット内と同様に、ＨＥ－ＳＴＦ２４１０を送信することができる
。ＨＥ－ＳＴＦ２４１０に続いて、送信デバイスの各々はいくつかのＨＥ－ＬＴＦ２４２
０を送信することができる。送信デバイスの各々は、その送信デバイスによって使用され
ている空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦ２４２０を送信すること
ができる。たとえば、送信デバイスが２つの空間ストリームを使用している場合、そのデ
バイスは２つのＨＥ－ＬＴＦ２４２０を送信することができる。そのＨＥ－ＬＴＦ２４２
０のすべてを送信することに続いて、各送信デバイスは、次いで、ＨＥ－ＳＩＧ２４３０
を送信する。このＨＥ－ＳＩＧ２４３０は、上で説明したのと同様の情報を含み得る。
【０１２２】
　示すように、パケット２４００において、各送信デバイスは、そのデバイスによって使
用されている空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦ２４２０を送信す
る。上で論じたように、いくつかの他の態様では、デバイスによって使用されている空間
ストリームの数は、そのデバイスによって送られるＨＥ－ＳＩＧ内に示され得る。しかし
ながら、このインジケーションは、ＡＰが、送信デバイスが送信し得るＨＥ－ＬＴＦ２４
２０の数を予測するにはあまりにも遅く到着する可能性があるため、パケット２４００内
で、空間ストリームの数はＨＥ－ＳＩＧ２４３０内に含まれない場合がある。したがって
、ＡＰが所与のイベントから空間ストリームの数を決定する他の方法が使用され得る。た
とえば、アップリンクＯＦＤＭＡパケット２４００をトリガするメッセージなど、ＡＰか
らのダウンリンクメッセージは、いくつかの空間ストリームを各送信デバイスに割り当て
ることができる。各送信デバイスがいくつの空間ストリームを使用することができるかに
関する情報を含む、ＡＰからの例示的なダウンリンクメッセージを図２６に示す。いくつ
かの態様では、各送信デバイスによって使用される空間ストリームの数は他の方法でも同
様に決定され得る。たとえば、各送信デバイスに対する空間ストリームの数は、ビーコン
内など、周期的なダウンリンクメッセージ内で伝達され得る。いくつかの態様では、ＡＰ
は、受信されたパケット２４００に基づいて、空間ストリームの数を決定するように構成
され得る。たとえば、ＡＰは、着信パケット２４００を解析して、ＨＥ－ＬＴＦ２４２０
の終点およびＨＥ－ＳＩＧ２４３０の始点を検出することによってなど、いくつの空間ス
トリームが送信され得るかの事前知識なしに、各送信デバイスによって送信されているＨ
Ｅ－ＬＴＦ２４２０の数を決定するように構成され得る。ＡＰが空間ストリームの数、し
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たがって、パケット２４００内で各デバイスによって送信されているＨＥ－ＬＴＦ２４２
０の数を決定するのを可能にするために他の方法が使用されてもよい。各送信デバイスか
らのＨＥ－ＳＩＧ２４３０に続いて、そのデバイスは、そのデバイスがパケット２４００
内で送信することを望むデータ２４４０を送信することができる。いくつかの態様では、
各デバイスは、パケット２４００内で同じ数のＨＥ－ＬＴＦ２４２０を送信することがで
きる。たとえば、各送信デバイスは、最大数の空間ストリームが割り当てられたデバイス
に割り当てられた空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦ２４２０を送
信することができる。
【０１２３】
　図２５は、ＨＥ－ＳＩＧが各ＨＥ－ＬＴＦの後に送信される別の例示的なアップリンク
パケット構造である。パケット２５００は、各送信デバイスが、パケットの高効率部分を
送信するのに先立って、レガシープリアンブルを送信する混合モードパケットに対応し得
る。パケット２５００内で、各デバイスは、最初に、Ｌ－ＳＴＦ２５０２と、Ｌ－ＬＴＦ
２５０４と、Ｌ－ＳＩＧ２５０６とを含むレガシープリアンブルを送信する。パケット２
５００のこれらの部分は、上で説明したように送信され得る。
【０１２４】
　レガシープリアンブルの後、パケット２５００はパケット２４００と同様である。送信
デバイスの各々は、ＨＥ－ＳＴＦ２５１０、続いていくつかのＨＥ－ＬＴＦ２５２０、続
いてＨＥ－ＳＩＧ２５３０、続いて、送信デバイスがＡＰに送信することを望むデータ２
５４０を送信することができる。パケットのこれらの部分の各々は、上で開示した方法と
同様の方法で送信され得る。各デバイスによって送信されるＨＥ－ＬＴＦ２５２０の数は
、その上で各デバイスが送信する空間ストリームの数に少なくとも一部基づくことができ
る。たとえば、２つの空間ストリーム上で送信しているデバイスは２つのＨＥ－ＬＴＦ２
５２０を送信することができる。
【０１２５】
　いくつかの態様では、パケット２５００内の各デバイスは、同数のＨＥ－ＬＴＦ２５２
０を送信することができる。たとえば、送信デバイスの各々は、送信デバイスのうちのい
ずれかによって送信されている最大数の空間ストリームの数に対応する、いくつかのＨＥ
－ＬＴＦ２５２０を送信することができる。したがって、パケット２５００内で、送信デ
バイスの各々は、そのパケット内でいくつのＨＥ－ＬＴＦ２５２０を送信するかの知識を
有さなければならない。前述のように、送信機の各々に同数のＨＥ－ＬＴＦ２５２０を送
信させることはパケットのＰＡＰＲを低減し得るため、これは有利であり得る。ＰＡＰＲ
のそのような低減は、上で説明したように、結果として、パケット２５００を受信するＡ
Ｐにとって利益をもたらし得る。パケット２５００内で各送信デバイスが同数のＨＥ－Ｌ
ＴＦ２５２０を送信する場合、これらのデバイスの各々はいくつのＨＥ－ＬＴＦ２５２０
を送信するかを認識しているはずである。これはいくつかの方法で達成され得る。たとえ
ば、ＡＰはダウンリンクトリガメッセージを送信デバイスに送ることができる。このトリ
ガメッセージは、どのデバイスがアップリンクパケット内で送信することができるか、各
デバイスに割り当てられた帯域幅、および各デバイスに割り当てられた空間ストリームの
数などの情報を含み得る。このトリガメッセージは、いくつのＨＥ－ＬＴＦ２５２０をア
ップリンクパケット２５００内に含めるかを送信デバイスに示すことも可能である。たと
えば、ダウンリンクメッセージは、各デバイスがいくつの空間ストリームを使用し得るか
を送信デバイスに示すことができる。各送信デバイスがいくつの空間ストリームを使用し
得るかに関する情報を含む、ＡＰからの例示的なダウンリンクトリガメッセージを図２６
に示す。同様に、各デバイスに割り当てられた空間ストリームの数は一定であってよい。
たとえば、各デバイスが２つの空間ストリームだけを使用し得るネットワークが構築され
得る。同様に、各デバイスに割り当てられる空間ストリームの数は、ＡＰから周期的に送
信されるビーコンメッセージ内など、メッセージ内で伝達され得る。したがって、送信デ
バイスは、最も多くの空間ストリームが割り当てられたデバイスに割り当てられた空間ス
トリームの数に対応する、いくつかのＨＥ－ＬＴＦ２５２０を送信することができる。い
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くつかの態様では、各送信デバイスによって送信されるＨＥ－ＬＴＦ２５２０の数を調整
するために他の方法が使用されてもよい。
【０１２６】
　各送信デバイスがいくつの空間ストリームを使用し得るかに関する情報を含む、ＡＰか
らの例示的なダウンリンクメッセージ２６００を図２６に示す。このメッセージ２６００
は、トリガメッセージ情報２６０５を含み得る。たとえば、この情報２６０５は、アップ
リンクメッセージがいつ送られ得るかに関するタイミング情報を含み得る。この情報２６
０５は、送信デバイスがトリガメッセージの受信を確認すべきかどうかに関する情報をさ
らに含み得る。この情報２６０５に続いて、ダウンリンクメッセージ２６００は、デバイ
ス１の識別２６１０を含み得る。この識別２６１０は、たとえば、デバイス１に割り当て
られ、デバイス１を識別する一意の番号または値であり得る。ダウンリンクメッセージ２
６００はまた、デバイス１に割り当てられたいくつかのストリーム２６１５を含み得る。
たとえば、デバイス１には２つの空間ストリームが割り当てられ得る。ダウンリンクメッ
セージはまた、デバイス２の識別２６２０と、デバイス２に関するいくつかの空間ストリ
ーム２６２５と、デバイス３の識別２６３０と、デバイス３に関するいくつかの空間スト
リーム２６３５とを含み得る。いくつかの態様では、他の数のデバイスもダウンリンクメ
ッセージ２６００内で識別され得る。たとえば、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、または
それより多いデバイスがダウンリンクメッセージ２６００内で識別され得る。このダウン
リンクメッセージ２６００は単なる例であることに留意されたい。他の情報もダウンリン
クトリガメッセージ内に含まれることが可能であり、ダウンリンクメッセージ２６００内
に示したのとは異なる順序または数で含まれ得る。
【０１２７】
　いくつかの態様では、アップリンクＯＦＤＭＡパケット内で送信されるＬＴＦをＵＬ　
ＭＵ－ＭＩＭＯパケット内で送信されるＬＴＦと調和（harmonize）させることが有利で
あり得る。たとえば、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケット内で、各送信デバイスはすべてのト
ーンにわたってメッセージを送信することができる。したがって、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯ
パケット内のＬＴＦは、ＡＰなど、受信ＳＴＡが各トーン上で各送信ＳＴＡからの送信を
認識することを可能にするために十分な情報を含む必要があり得る。そのようなＬＴＦフ
ォーマットは、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケット内とＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内の両方で
使用され得る。
【０１２８】
　たとえば、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケットまたはＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットのいずれか
において、ＬＴＦに関して使用され得る１つのフォーマットは、Ｐ行列ベースのＬＴＦを
送信するためである。この手法では、ＬＴＦは、各トーン上で送信ＳＴＡの各々によって
送信され得る。各デバイスからのＬＴＦは、それらが互いに対して直交になるような方法
で送信され得る。送信されるＬＴＦの数は、すべてのデバイスに割り当てられた空間スト
リームの数に対応し得る。たとえば、２つのデバイスが、各々、１つのストリーム上で送
信する場合、２つのＬＴＦが送られ得る。いくつかの態様では、第１のＬＴＦ内で、所与
のトーンにおける値はＨ１＋Ｈ２に等しくてよく、この場合、Ｈ１は第１のデバイスから
の信号であり、Ｈ２は第２のデバイスからの信号である。次のＬＴＦで、所与のトーンに
おける値はＨ１－Ｈ２に等しくてよい。したがって、この直交性により、受信デバイスは
各トーン上の２つの送信デバイスの各々の送信を識別することが可能であり得る。ＬＴＦ
に関するそのようなフォーマットは、たとえば、前のＩＥＥＥ８０２．１１フォーマット
内で使用されてきた。しかしながら、Ｐ行列ベースのＬＴＦに関する１つの潜在的な問題
は、２つ以上の送信デバイスが互いに対して高い周波数オフセットを有する場合、それら
のＬＴＦは効果的でない可能性があることである。その環境で、ＬＴＦの直交性は失われ
る可能性があり、したがって、受信デバイスがパケットを適切に復号する能力は損なわれ
る可能性がある。したがって、いくつかの態様では、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケットおよ
びＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットに関して異なるＬＴＦフォーマットを使用することが望まし
い場合がある。
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【０１２９】
　ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケットおよびＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットに関する別の考えられ
る異なるＬＴＦは、トーンインターリーブＬＴＦまたはサブバンドインターリーブＬＴＦ
を使用することである。前述のように、送信されるＬＴＦの数は、すべての送信デバイス
によって送られる空間ストリームの総数に対応し得る。そのようなＬＴＦフォーマットは
、アップリンクパケットを送信する様々なデバイス間に大きな周波数オフセットが存在す
るとき特に有用であり得る。これらのＬＴＦフォーマットは、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケ
ット内で使用され得る。ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットをＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケットと調
和するために、これらのＬＴＦフォーマットはＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内でも使用され
得る。
【０１３０】
　図２７は、ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で使用され得るトーンインターリーブＬＴＦの
図２７００である。たとえば、これらのＬＴＦは前に説明したＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット
のうちのいずれかにおいて使用され得る。たとえば、このパケット内に４つの空間ストリ
ームが存在する。これらの空間ストリームは、たとえば、空間ストリーム１～４など、番
号付けされ得る。各空間ストリームは、別個のデバイスによって送信され得るか、または
１つのデバイスが空間ストリームのうちの２つ以上を送信し得る。したがって、４つの空
間ストリームは、２つ、３つ、または４つのデバイスによって送信されているＵＬ　ＯＦ
ＤＭＡパケットに対応し得る。４つの空間ストリームが存在するため、ＬＴＦ１　２７０
５、ＬＴＦ２　２７１０、ＬＴＦ３　２７１５、およびＬＴＦ４　２７２０とラベル付け
された４つのＬＴＦが送られ得る。各ＬＴＦは、ここでは１から８の番号付けされた、い
くつかのトーンを含み得る。ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットのデータ部分内に含まれたトーン
の数に対応する任意の数のトーンがＬＴＦ内に含まれ得る。このトーンインターリーブＬ
ＴＦ内で、ＬＴＦ１　２７０５の間、第１のストリームはトーン１、５、９などの上で送
信することができる。いくつかの態様では、これらのトーン間の間隔（すなわち、１と５
の間隔）は空間ストリームの数に基づく。たとえば、図２７００において、４つの空間ス
トリームが存在し、したがって、各ストリームがその上で送信するトーン間の間隔も４で
ある。ＬＴＦ１　２７０５の間、第２のストリームはトーン２、６、１０などの上で送信
することができるのに対して、第３の空間ストリームは、３、７、１１などの上で送信す
ることができ、第４の空間ストリームはトーン４、８、１２などの上で送信することがで
きる。次のＬＴＦ、すなわち、ＬＴＦ２　２７１０内で、各空間ストリームは、前のＬＴ
Ｆよりも１つ高いトーンであるトーン上で送信することができる。たとえば、ＬＴＦ１　
２７０５内で、ストリーム１はトーン１および５の上で送信されるのに対して、ＬＴＦ２
　２７１０内で、ストリーム１はトーン２および５の上で送信する。したがって、空間ス
トリームの数に等しい、いくつかのＬＴＦの後、各空間ストリームは各トーン上で送信し
た可能性がある。このトーンインターリーブＬＴＦを使用すると、空間ストリームは同時
に同じ周波数で送信しないため、オフセットにより、クロスストリーム漏洩（cross-stre
am leakage）は問題にならない可能性がある。たとえば、オフセットは数ｋＨｚであり得
る。いくつかの態様では、ストリームごとの周波数オフセットを推定するために、最後の
ＬＴＦの後でＬＴＦ１　２７２５を再度繰り返すことが有利であり得る。たとえば、ＬＴ
Ｆ１　２７０５はＬＴＦ１　２７２５と同一であり得る。しかしながら、これらの２つの
ＬＴＦは比較され得る。
【０１３１】
　図２８は、ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で使用され得るサブバンドインターリーブＬＴ
Ｆを示す図２８００である。たとえば、これらのＬＴＦは前に説明したＵＬ　ＯＦＤＭＡ
パケットのうちのいずれかにおいて使用され得る。ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットは、いくつ
かの空間ストリームを含み得、いくつかのトーン上で送信され得る。たとえば、図２８０
０は４つの空間ストリームを含む。４つの空間ストリームが存在するため、１からＮSCの
トーンが４つのサブバンドに分割され、この場合、ＮSCはガードトーンおよびＤＣトーン
を除いたサブキャリアの総数である。たとえば、６４のトーンが存在する場合、トーン１
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～１６はサブバンド１であり得、トーン１７～３２はサブバンド２であり得、トーン３３
～４８はサブバンド３であり得、トーン４９～６４はサブバンド４であり得る。いくつか
の態様では、各サブバンド内のトーンの数は等しくてよいか、またはおよそ等しくてよい
。４つのＬＴＦの各々において、４つの空間ストリームの各々はその割り当てられたサブ
バンドのトーン上で送信することができる。たとえば、ＬＴＦ１　２８０５内で、サブバ
ンド１は空間ストリーム１に割り当てられてよく、サブバンド２は空間ストリーム２に割
り当てられてよい、等々である。後続のＬＴＦ２　２８１０内で、サブバンドの各々は空
間ストリームの異なる１つの空間ストリームに割り当てられ得る。したがって、４つのＬ
ＴＦの後、４つの空間ストリームの各々は４つのサブバンドの各々の上で一度は送信した
可能性がある。
【０１３２】
　図２７００および図２８００に示すＬＴＦ構造はいくつかの利点を有し得る。たとえば
、アップリンククライアント間に大きな周波数オフセットが存在するとき、この構造はよ
り良好な性能を提供し得る。さらに、これらのＬＴＦ構造は、ＡＰがトーンの各々の上で
空間ストリームの各々内で送信を受信することを可能にすることになる。これは、たとえ
ば、そのような切替えが所望される場合、空間ストリームがあるトーンからある他のトー
ンに切り替えることを可能にし得る。さらに、これは、ＡＰが各トーン上の所与のデバイ
スの所与の空間ストリームの信号強度を決定することを可能にし得る。これは、ＡＰが、
将来のパケット内で、そのデバイスがどのトーンに最良の信号を有するかに基づいて、ト
ーンをデバイスに割り当てることを可能にすることになる。たとえば、ＡＰがトーンを様
々なデバイスに割り当てる場合、ＡＰは、あるデバイスが、他のトーンに対して、いくつ
かのトーンに関してより低い信号対雑音比およびより強力な信号を有することを観測する
ことができる。したがって、ＡＰは、将来のパケット内で、そのデバイスにそれらのより
強力なトーンを割り当てることができる。図２９は、ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で送信
され得るパケットの例示的なＬＴＦ部分２９００を示す。たとえば、上で説明したように
、あるＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内で、パケットのＳＩＧ部分内にトーンを割り振るので
はなく、トーンは他の場所に割り振られ得る。たとえば、上で説明したように、あるＵＬ
　ＯＦＤＭＡパケットはトーンをシグナリングメッセージ内でＡＰから送信デバイスに割
り振ることができ、その送信デバイスはあるトーンをあるデバイスに割り振ることができ
る。したがって、前のＵＬパケット内で、ＳＩＧはＭＣＳと、コードビットと、トーン割
振り情報とを含み得るが、いくつかの態様では、トーン割振り情報はＳＩＧフィールド内
に含まれなくてよい。したがって、ＳＩＧフィールドは、ともに６～７ビットの情報を備
えるＭＣＳおよびコードビットと、６ビットであり得るバイナリ重畳コーディング（BCC:
 binary convolutional coding）とだけを含み得る。したがって、６～７ビットの情報だ
けを含むＳＩＧフィードを送信することがオーバーヘッドとして６ビットのＣＲＣ情報も
含むとき、そのようなＳＩＧフィールドを送信することは非効率的であり得る。さらに、
この場合、そのようなＣＲＣ情報を含めることが十分な利益を有するかどうかはまったく
明らかでない。したがって、ＭＣＳ情報２９１０とコーディングビット２９１５とを含む
、パケットのＬＴＦ部分２９００を送ることが望ましい可能性がある。パケットのＬＴＦ
部分の中にこの情報を含めることによって、パケットはＳＩＧフィールドを含める必要は
まったくない可能性がある。
【０１３３】
　この情報は、いくつかの方法で、パケットのＬＴＦ部分２９００内に含まれ得る。たと
えば、非コヒーレント復調を使用することができるシグナリング機構が使用され得る。い
くつかの態様では、ＭＣＳ情報２９１０およびコーディングビット２９１５は、ＬＴＦの
トーンのうちのいくつかまたはすべてにわたって低強度コード内に含まれ得る。いくつか
の態様では、ＭＣＳ情報２９１０およびコードビット２９１５は、ＬＴＦ１　２８２５ま
たは別のＬＴＦなど、単一のＬＴＦ内で送信され得る。いくつかの態様では、ＭＣＳ情報
２９１０およびコーディングビット２９１５は、複数のＬＴＦの各々にわたって分割され
得る。たとえば、１つまたは複数のビットのＭＣＳ情報２９１０およびコーディングビッ
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ト２９１５はＬＴＦのうちの２つ以上に含まれ得る。したがって、いくつかの態様では、
明示的ＳＩＧフィールドはパケットのＬＴＦ内に含まれ得るため、この情報がＵＬ　ＯＦ
ＤＭＡパケット内に必要とされる場合がある。
【０１３４】
　一般に、そのパケットに関するＬＴＦの各々が送信された後、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパ
ケット内にユーザごとのＳＩＧフィールドが含まれ得る。たとえば、このフォーマットは
パケット２４００のフォーマットと同様であり得る。しかしながら、ＵＬ　ＯＦＤＭＡパ
ケット内に、パケット２１００内に示したように、パケットのＳＴＦまたはＬＴＦに先立
ってＨＥ－ＳＩＧが含まれ得る。いくつかの態様では、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケットを
ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケットと調和させるために、両方のロケーションにＳＩＧフィールド
を有するパケットを送信することが望ましい場合がある。たとえば、ＨＥ－ＳＴＦに先立
つ共通ＳＩＧフィールドを含み、すべてのＨＥ－ＬＴＦの後のユーザごとのＳＩＧフィー
ルドをやはり含むパケットが送信され得る。
【０１３５】
　図３０は、ＨＥ－ＳＴＦに先立つ共通ＳＩＧフィールド、およびすべてのＨＥ－ＬＴＦ
後のユーザごとのＳＩＧフィールドを有するパケット３０００を示す。パケット３０００
では、パケットが、レガシーショートトレーニングフィールド３００５と、レガシーロン
グトレーニングフィールド３０１０と、レガシーＳＩＧフィールド３０１５とを含む、レ
ガシープリアンブルを含む様子が示されている。しかしながら、このパケットはそのよう
なレガシープリアンブルなしで送信されることも可能である。レガシープリアンブルに続
いて、そのようなプリアンブルが含まれる場合、パケット３０００は共通ＳＩＧ３０２０
を含む。いくつかの態様では、この共通ＳＩＧ３０２０は、前のＵＬ　ＯＦＤＭＡパケッ
ト内のそのようなＳＩＧフィールド内に含まれた情報と同様の情報を含み得る。たとえば
、共通ＳＩＧはＯＦＤＭＡパケット内に含まれた空間ストリームの数を搬送し得る。たと
えば、ＵＬ　ＯＦＤＭＡパケット内の各送信デバイスは、共通ＳＩＧ３０２０のトーンの
一部をポピュレートし得る。共通ＳＩＧ３０２０に続いて、ＨＥ－ＳＴＦ３０２５および
ＨＥ－ＬＴＦ３０３０が送信される。これらのフィールドは、上記の開示に従って送信さ
れ得る。たとえば、ＨＥ－ＬＴＦ３０３０は、図２７および図２８に示したＬＦＴフォー
マットに基づくことができる。任意の数のＨＥ－ＬＴＦ３０３０が送信され得る。たとえ
ば、送信され得るＨＥ－ＬＴＦ３０３の数は、パケット３０００の一部である空間ストリ
ームの数の和に少なくとも一部基づくことができる。ＨＥ－ＬＴＦ３０３に続いて、第２
のＳＩＧフィールドが送信され得る。このユーザごとのＳＩＧ３０３５は、ＵＬ　ＯＦＤ
ＭＡパケットを送信するデバイスの各々によって送信され得る。ユーザごとのＳＩＧフィ
ールド３０３５のフォーマットは、ＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケット内のＳＩＧフィールド
のフォーマットに基づくことができる。ユーザごとのＳＩＧフィールド３０３５に続いて
、データ３０４０が送信され得る。したがって、パケット３０００は、他のＵＬ　ＯＦＤ
ＭＡパケットの場合のように、共通ＳＩＧ３０２０と、他のＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯパケッ
トの場合のように、ユーザごとのＳＩＧフィールド３０３５の両方を含み得る。両方のＳ
ＩＧフィールドがパケット３０００内に含まれるため、このパケットフォーマットは、Ｕ
Ｌ　ＯＦＤＭＡとＵＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯの両方で再使用され得る。
【０１３６】
　図３１は、単一の送信で１つまたは複数のデバイスに送信する例示的な方法３１００を
示す。該方法は、ＡＰなどのワイヤレスデバイスによって行われ得る。
【０１３７】
　ブロック３１０５で、ＡＰは、第１のフォーマットに従ってプリアンブルの第１のセク
ションを送信し、プリアンブルの第１のセクションは、送信に譲歩するように、第１のフ
ォーマットと互換性があるデバイスに知らせるために十分な情報を含む。たとえば、第１
のフォーマットは、既存のＩＥＥＥ８０２．１１規格のうちの１つまたは複数によって定
義されるフォーマットなど、先在するフォーマットであり得る。いくつかの態様では、第
１のフォーマットはレガシーフォーマットと呼ばれる場合がある。いくつかの態様では、
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プリアンブルの第１のセクションは、プリアンブルの別のセクションがそれらのデバイス
に送信されることを、第２の能力セットを有する、および／または第２のフォーマットと
互換性があるデバイスに警告するために十分な情報を含み得る。いくつかの態様では、第
１のセクションを送信するための手段は送信機を含み得る。
【０１３８】
　ブロック３１１０で、ＡＰは、第２のフォーマットに従ってプリアンブルの第２のセク
ションを送信し、プリアンブルの第２のセクションは、トーン割振り情報を含み、トーン
割振り情報は２つ以上のワイヤレス通信デバイスを識別する。たとえば、プリアンブルの
第２のセクションは高効率プリアンブルを備え得、第２のフォーマットは、第１のフォー
マットよりも新しいＩＥＥＥ８０２．１１フォーマットを含み得る。いくつかの態様では
、ＡＰの第２のセクションは２以上のワイヤレス通信デバイスを識別することができ、そ
れらのデバイスの各々に送信の帯域幅の１つまたは複数のサブバンドを割り当てることが
できる。いくつかの態様では、第２のセクションを送信するための手段は送信機を含み得
る。
【０１３９】
　ブロック３１１５で、ＡＰは、データを２以上のワイヤレス通信デバイスに同時に送信
し、データは２以上のサブバンド上に含まれる。いくつかの態様では、サブバンドの各々
は、送信の帯域幅の別個の異なるオーバーラップしない部分の上で送信され得る。たとえ
ば、各サブバンドは、送信の帯域幅のある部分に対応し得、各ワイヤレス通信デバイスは
、サブバンドのうちの１つまたは複数の上でデータを受信するために割り当てられ得る。
したがって、ＡＰは、異なるデータを送信の帯域の異なるサブバンド内で２以上の異なる
ワイヤレス通信デバイスに同時に送信することができる。いくつかの態様では、データを
送信するための手段は送信機を含み得る。
【０１４０】
　図３２は、第１の能力セットを有する１つまたは複数の第１のデバイスに送信して、第
２の能力セットを有する１つまたは複数の第２のデバイスに同時に送信する例示的な方法
３２００を示す。該方法は、ＡＰなどのワイヤレスデバイスによって行われ得る。
【０１４１】
　ブロック３２０５で、ＡＰは帯域幅の第１の部分内で１つまたは複数の第１のデバイス
に送信し、１つまたは複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する。いくつかの態
様では、この送信は、プライマリチャネル上で発生し得、所与の帯域の１つまたは複数の
二次チャネル上でも発生し得る。いくつかの態様では、第１の能力セットを有するデバイ
スは、あるＩＥＥＥ８０２．１１規格と互換性があるデバイスを含み得る。
【０１４２】
　ブロック３２１０で、ＡＰは、帯域幅の第２の部分内で１つまたは複数の第２のデバイ
スに同時に送信し、１つまたは複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有し、ここに
おいて、送信は、第２の能力セットを有するデバイスが、第２の能力セットを有するデバ
イスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する帯域幅内の周波数帯域を位
置特定するためのインジケーションを含むプリアンブルを備え、この場合、インジケーシ
ョンは、第１の能力セットを有するデバイスのプリアンブル復号に実質的な影響を有さな
いように送られる。たとえば、このインジケーションは、プリアンブルの一部の虚軸上に
ある１ビットコードであり得る。このインジケーションは、それが第１の能力セットを有
するデバイスによるプリアンブルの受信に干渉しないように、低電力で送られ得る。いく
つかの態様では、第２の能力セットは、第１の能力セットよりも新しく、より高度であり
得る。たとえば、第１の能力セットは「レガシー」フォーマットに対応し得るのに対して
、第２の能力セットは「高効率」フォーマットに対応し得る。いくつかの態様では、第２
の能力セットを有するデバイスは、送信内のインジケーションを探索するように構成され
得、インジケーションが見出された場合、帯域幅の第２の部分内に含まれた送信の部分を
位置特定および受信するように構成され得る。いくつかの態様では、帯域幅の第２の部分
内の送信は、上で説明した様々なタイプの高効率パケットに対応し得る。
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【０１４３】
　いくつかの態様では、このインジケーションは、プリアンブル内の１ビットコードとし
て含まれ得る。いくつかの態様では、プリアンブルは、送信の帯域幅にわたって、重複し
て送信され得る。いくつかの態様では、このインジケーションは、このプリアンブルのあ
る部分内に含まれ得る。たとえば、このインジケーションは、第２の能力セットを有する
デバイスに対する送信を含むことになる、帯域幅の一部内で送信されるプリアンブルの複
製内に含まれ得る。いくつかの態様では、１つまたは複数の第１のデバイスに送信するた
めの手段および１つまたは複数の第２のデバイスに同時に送信するための手段は、送信機
を含み得る。
【０１４４】
　図３３は、第１の能力セットを有するデバイスと第２の能力セットを有するデバイスの
両方と互換性がある送信を受信する例示的な方法３３００を示す。該方法は、第２の能力
セットを有する、ＳＴＡなどのワイヤレスデバイスによって行われ得る。
【０１４５】
　ブロック３３０５で、ＳＴＡは帯域幅の第１の部分内でプリアンブルを受信する、プリ
アンブルは第１の能力セットを有するデバイスと互換性があるフォーマットで送信される
。いくつかの態様では、帯域幅の第１の部分はプライマリチャネルを含み得、オプション
で、１つまたは複数の二次チャネルを含み得る。いくつかの態様では、第１の能力セット
は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａまたは８０２．１１ａｃなど、ＩＥＥＥ８０２．１１規格を
含み得る。いくつかの態様では、プリアンブルを受信するための手段は受信機を含み得る
。
【０１４６】
　ブロック３３１０で、ＳＴＡは、帯域幅の第２の部分内の信号フィールドを位置特定す
ることを第２の能力セットを有するデバイスに知らせるために十分な情報をプリアンブル
が含むかどうかを決定し、ここで、帯域幅の第２の部分は帯域幅の第１の部分とオーバー
ラップしない。たとえば、上述の通り、プリアンブルは、プリアンブルの少なくとも一部
の中の虚軸上の１ビットコードなどのインジケーションを含み得る。したがって、ＳＴＡ
は、この情報が所与のプリアンブル内に存在するか否かを決定するように構成され得る。
いくつかの態様では、帯域幅の第２の部分は１つまたは複数の二次チャネルを含み得る。
いくつかの実施形態では、プリアンブルが情報を含むかどうかを決定するための手段はプ
ロセッサまたは受信機を含み得る。
【０１４７】
　ブロック３３１５において、ＳＴＡは、帯域幅の第２の部分内で信号フィールドを受信
する。たとえば、このインジケーションは、帯域幅の第２の部分を位置特定して、信号フ
ィールドが帯域幅の第２の部分内で送信されることになることを認識するために十分な情
報をＳＴＡに提供し得る。したがって、ＳＴＡは、帯域幅のこの部分内で信号フィールド
を受信するように構成され得る。いくつかの態様では、信号フィールドは、帯域幅の第２
の部分内で第２の能力セットを有するデバイスに送信される「高効率」プリアンブルなど
、プリアンブルのうちのすべてのまたは一部であり得る。いくつかの態様では、これは、
第２の能力セットを有するデバイスが、帯域幅の第１の部分上で第１の能力セットを有す
るデバイスの受信に割り込まずに、帯域幅の一部上でＡＰまたは別のデバイスから情報を
受信することを可能にし得る。したがって、上で論じたように、これは、帯域幅のより完
全な使用をより多くの回数可能にし得るため、これはＡＰまたは別のデバイスに利用可能
である帯域幅のより効率的な使用を可能にし得る。いくつかの態様では、信号フィールド
を受信するための手段は受信機を含み得る。
【０１４８】
　図３４は、送信の一部が異なるワイヤレスデバイスによって送信される、送信を受信す
る例示的な方法３３００を示す。該方法は、ＡＰなどのワイヤレスデバイスによって行わ
れ得る。
【０１４９】
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　ブロック３４０５で、ＡＰは、帯域幅の第１のセクション内で送信の第１の部分を受信
し、第１の部分は、第１のワイヤレスデバイスによって送信され、第１のプリアンブルと
第１のデータセクションとを含む。いくつかの態様では、ＡＰは、第１のワイヤレスデバ
イスがＡＰに送信することができる時間および帯域幅について第１のワイヤレスデバイス
に知らせるメッセージを以前に第１のワイヤレスデバイスに送った可能性がある。
【０１５０】
　ブロック３４１０で、ＡＰは、帯域幅の第２のセクション内で送信の第２の部分を同時
に受信し、帯域幅の第２のセクションは帯域幅の第１のセクションとオーバーラップせず
、第２の部分は第２のワイヤレスデバイスによって送信され、第２の部分は第２のプリア
ンブルと第２のデータセクションとを含む。いくつかの態様では、第１のプリアンブルお
よび第２のプリアンブルは、各々、トレーニングフィールドを含み得る。いくつかの態様
では、各プリアンブルが含むトレーニングフィールドの数は、特定のデバイスに割り当て
られた空間ストリームの数に基づくことができる。たとえば、３つの空間ストリームが割
り当てられたデバイスは、１つのショートトレーニングフィールドを送信して、３つのロ
ングトレーニングフィールドを送信することができる。同様に、１つの空間ストリームが
割り当てられたデバイスは、１つのショートトレーニングフィールドと１つのロングトレ
ーニングフィールドとを送信することができる。いくつかの態様では、各デバイスは、そ
の特定のデバイスにいくつの空間ストリームが割り当てられたかに基づいて、いくつかの
トレーニングフィールドを送信することができる。いくつかの態様では、各デバイスが同
じ数の空間ストリームを送信することが有利であり得る。たとえば、各デバイスが同じ数
の空間ストリームを送信する場合、これは、結合された送信のピーク対平均電力比を低減
することができ、これは有利であり得る。いくつかの態様では、第１のワイヤレスデバイ
スおよび第２のワイヤレスデバイスからの送信はＡＰからのメッセージによってトリガさ
れ得る。このメッセージは、そのデバイスがいくつの空間ストリームの上で送信すること
ができるかを各デバイスに示すこともでき、各デバイスが送信すべきトレーニングフィー
ルドの数を示すことができる。
【０１５１】
　図３５は、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレスデバイス３５０
２内で利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス３５０２は、本明細書で
説明する様々な方法を実装するように構成され得るデバイスの一例である。たとえば、ワ
イヤレスデバイス３５０２は、図１０のＡＰ１０４、またはＳＴＡ１０６のうちの１つを
備え得る。いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス３５０２は、上で説明したパケット
を受信するように構成されたワイヤレスデバイスを備え得る。
【０１５２】
　ワイヤレスデバイス３５０２は、ワイヤレスデバイス３５０２の動作を制御するプロセ
ッサ３５０４を含み得る。プロセッサ３５０４は、中央処理装置（ＣＰＵ）と呼ばれる場
合もある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含
む場合があるメモリ３５０６は、プロセッサ３５０４に命令とデータとを供給する。メモ
リ３５０６の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含み得る。プ
ロセッサ３５０４は、通常は、メモリ３５０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて
、論理動作および演算動作を実行する。メモリ３５０６内の命令は、本明細書で説明する
方法を実装するように実行可能であり得る。たとえば、メモリ３５０６は、ワイヤレスデ
バイス３５０２が高効率デバイスからの送信を受信することを可能にするために十分な命
令を含み得る。たとえば、メモリ３５０６は、ワイヤレスデバイス３５０２が、第１の能
力セットを有するデバイスに関するプリアンブルと、第２の能力セットを有するデバイス
に関する第２のプリアンブルとを含むパケットを受信することを可能にするために十分な
命令を含み得る。いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス３５０２は、ワイヤレスデバ
イス３５０２が方法３３００および／または方法３４００で説明したようにパケットを受
信することを可能にするために十分な命令を含み得るフレーム受信回路３５２１を含み得
る。このフレーム受信回路３５２１は、デバイスが、方法３３００で説明したように、帯
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域幅の第１の部分内でプリアンブルを受信して、インジケーションが存在するかどうかを
決定して、帯域幅の第２の部分内で信号フィールドを受信することを可能にするために十
分な命令を含み得る。いくつかの態様では、フレーム受信回路３５２１は、デバイスが、
方法３４００で説明したように、帯域幅の第１のセクション内で送信の第１の部分を受信
して、帯域幅の第２のセクション内で送信の第２の部分を同時に受信することを可能にす
るために十分な命令を含み得る。
【０１５３】
　プロセッサ３５０４は、１つまたは複数のプロセッサとともに実装される処理システム
の構成要素を備える、またはその構成要素であり得る。この１つまたは複数のプロセッサ
は、汎用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス
（ＰＬＤ）、コントローラ、ステートマシン、ゲート型論理、ディスクリートハードウェ
ア構成要素、専用ハードウェア有限ステートマシン、または情報の計算または他の操作を
実行することができる任意の他の適当なエンティティの任意の組合せで実装され得る。
【０１５４】
　処理システムは、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体も含み得る。ソフトウェ
アは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記
述言語、または他の用語のいずれと呼称されるかにかかわらず、任意のタイプの命令を意
味するものとして広範に解釈されるものとする。命令は、コード（たとえばソースコード
フォーマット、バイナリコードフォーマット、実行可能コードフォーマット、または任意
の他の適当なコードフォーマットのもの）を含み得る。命令は、１つまたは複数のプロセ
ッサによって実行されたときに、処理システムに、本明細書で説明する様々な機能を実行
させる。
【０１５５】
　ワイヤレスデバイス３５０２は、ワイヤレスデバイス３５０２と遠隔位置との間のデー
タの送受信を可能にする送信機３５１０と受信機３５１２とを含み得るハウジング３５０
８も含み得る。送信機３５１０および受信機３５１２は、トランシーバ３５１４に結合さ
れ得る。アンテナ３５１６は、ハウジング３５０８に取り付けられ、トランシーバ３５１
４に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス３５０２は、複数の送信機、複数の受信
機、複数のトランシーバ、および／または複数のアンテナも含み得る（図示せず）。
【０１５６】
　ワイヤレスデバイス３５０２は、トランシーバ３５１４によって受信された信号のレベ
ルを検出し、定量化するために使用され得る、信号検出器３５１８を含み得る。信号検出
器３５１８は、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力ス
ペクトル密度、および他の信号などの信号を検出することができる。ワイヤレスデバイス
３５０２は、信号を処理する際に使用するデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３５２０も
含み得る。ＤＳＰ３５２０は、送信用のデータユニットを生成するように構成され得る。
いくつかの態様では、データユニットは、物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ）を備え
得る。いくつかの態様では、ＰＰＤＵはパケットと呼ばれる。
【０１５７】
　一部の態様では、ワイヤレスデバイス３５０２はさらに、ユーザインターフェース３５
２２を備え得る。ユーザインターフェース３５２２は、キーパッド、マイクロホン、スピ
ーカ、および／またはディスプレイを含み得る。ユーザインターフェース３５２２は、ワ
イヤレスデバイス３５０２のユーザに情報を伝えるおよび／またはユーザからの入力を受
信する、任意の要素または構成要素を含み得る。
【０１５８】
　ワイヤレスデバイス３５０２の様々な構成要素は、バスシステム３５２６によってとも
に結合され得る。バスシステム３５２６は、たとえば、データバス、ならびに、データバ
スに加えて、電力バスと、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る。ワイヤレ
スデバイス３５０２の構成要素は、何らかの他の機構を使用して、一緒に結合され得るか
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、または互いに対する入力を受け入れ、もしくは提供し得ることを当業者は諒解されよう
。
【０１５９】
　図３５にはいくつかの別個の構成要素が示されているが、これらの構成要素のうちの１
つまたは複数は、結合され得る、または共通に実装され得る。たとえば、プロセッサ３５
０４は、プロセッサ３５０４に関して上述した機能を実施するためだけでなく、信号検出
器３５１８および／またはＤＳＰ３５２０に関連して上述した機能を実施するためにも、
使用され得る。さらに、図３５に示される構成要素の各々は、複数の別個の要素を用いて
実装され得る。さらに、プロセッサ３５０４は、以下で説明する構成要素、モジュール、
回路などのいずれかを実装するために使用され得、または各々が複数の別個の要素を使用
して実装され得る。本明細書で使用される、「決定する」という用語は、多種多様なアク
ションを包含する。たとえば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理
すること、導出すること、調査すること、探索すること（たとえば、テーブル、データベ
ース、または別のデータ構造の中で探索すること）、確認することなどを含み得る。また
、「決定すること」は、受信すること（たとえば、情報を受信すること）、アクセスする
こと（たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること）などを含み得る。また、「決定
すること」は、解決すること、選択すること、選定すること、確立することなどを含み得
る。さらに、本明細書で使用される「チャネル幅」は、特定の態様では帯域幅を包含し得
、または帯域幅とも呼ばれ得る。
【０１６０】
　本明細書で使用される、品目のリスト「のうちの少なくとも１つ」に言及する文句は、
１つ１つのメンバーも含めて、それらの品目の任意の組合せを指す。一例として、「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をカバーするものと意図されている。
【０１６１】
　上記に説明した方法の様々な動作は、様々なハードウェアおよび／もしくはソフトウェ
ア構成要素、回路、ならびに／またはモジュールなど、それらの動作を実行することがで
きる任意の適当な手段によって実行され得る。一般に、図面に示される任意の動作は、そ
れらの動作を実行することができる対応する機能手段によって実行され得る。
【０１６２】
　本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、
本明細書で説明した機能を実行するように設計された、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（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ディ
スクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、ま
たはそれらの任意の組合せによって実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロ
プロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。また、プロセッサは
、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの
組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマイクロ
プロセッサ、または任意の他のそのような構成として実装され得る。
【０１６３】
　１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合に
は、それらの機能は、１つもしくは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒
体上に記憶され、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読
媒体は、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伝達を容易にする任意の
媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータ
によってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そ
のようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－
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ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ス
トレージデバイス、または、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬
送または記憶するために使用されコンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒
体を備え得る。また、任意の接続も適切にコンピュータ可読媒体と称される。たとえば、
ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、より対線、ＤＳＬ、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術が
、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）
は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光
ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標
）ディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（
disk）は、通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク（disc）は、データをレーザ
ーで光学的に再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非
一時的コンピュータ可読媒体（たとえば有形媒体）を含み得る。さらに、いくつかの態様
では、コンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読媒体（たとえば信号）を含み得
る。上記のものの組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１６４】
　本明細書で開示した方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数のステップ
またはアクションを備える。方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の範
囲を逸脱することなく、互いに入れ替えられ得る。言い換えれば、特定のステップまたは
アクションの順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクションの順序
および／または使用は、特許請求の範囲を逸脱することなく、修正され得る。
【０１６５】
　説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意
の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実施される場合には、それらの機能は、１つま
たは複数の命令として、コンピュータ可読媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、コンピュ
ータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例として
、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭも
しくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージ
デバイス、または、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または
記憶するために使用されコンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え
得る。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディ
スク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用
途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピーディスク（disk）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（
登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、磁気的にデータを再生
し、一方、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。
【０１６６】
　したがって、特定の態様は、本明細書に提示された動作を実行するためのコンピュータ
プログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、命令
が記憶（および／または符号化）され、それらの命令が本明細書で説明した動作を実行す
るために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ可読媒体を
備え得る。特定の態様では、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含み
得る。
【０１６７】
　ソフトウェアまたは命令は、送信媒体上でも送信され得る。たとえば、ウェブサイト、
サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デ
ジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を用いてソフトウェアが送信される場合には、それらの同軸ケーブル、光ファイバケ
ーブル、より対線、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技
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術が、送信媒体の定義に含まれる。
【０１６８】
　さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび／また
は他の適当な手段は、適用可能であれば、ユーザ端末および／または基地局によってダウ
ンロードおよび／または他の方法で取得され得ることを理解されたい。たとえば、そのよ
うなデバイスは、本明細書で説明した方法を実行するための手段の伝達を容易にするため
にサーバに結合され得る。別法として、本明細書で説明した様々な方法は、記憶手段（た
とえばＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物
理記憶媒体など）を介して提供され得、その記憶手段をデバイスに結合または提供したと
きに、ユーザ端末および／または基地局が、それらの様々な方法を取得することができる
ようにされ得る。さらに、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに提供する任意
の他の適当な技法が利用され得る。
【０１６９】
　特許請求の範囲は、上記に示した詳細な構成および構成要素に限定されないことを理解
されたい。特許請求の範囲を逸脱することなく、上記で説明した配列と、動作と、方法お
よび装置の詳細とに対して、様々な修正、変更および変形が行われ得る。
【０１７０】
　上記の説明は、本開示の態様を対象としたものであるが、本開示の基本的な範囲を逸脱
することなく、本開示の他の態様およびさらなる態様も考案され得、本開示の範囲は、以
下の特許請求の範囲によって決定される。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　ワイヤレス通信ネットワーク上で送信する方法であって、
　　帯域幅の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することと、ここ
で、前記１または複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、
　　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信するこ
とと、ここで、前記１または複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、
　を備え、
　　ここにおいて、前記送信は、前記第２の能力セットを有するデバイスが、前記第２の
能力セットを有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する前
記帯域幅内の周波数帯域を位置特定するための、インジケーションを含むプリアンブルを
備え、ここで、前記インジケーションは、前記第１の能力セットを有するデバイスのプリ
アンブル復号に実質的な影響を有さないように送られる、
方法。
　　［Ｃ２］
　前記インジケーションは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信されるコードを備
える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記コードは、前記プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内のデータトー
ンの虚軸上で搬送される、上記Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記コードは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信される１ビットコードを備え
る、上記Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記インジケーションは、前記帯域幅の前記第２の部分において送信されるコードを備
える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記パケットの前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備える、前記帯域
幅の前記第２の部分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、上記Ｃ１に記載の
方法。
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　　［Ｃ７］
　前記プリアンブルは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信され、前記方法は、
　前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信するために使用されることになる前記
帯域幅の各部分において前記プリアンブルの１つまたは複数の複製を送信することをさら
に備え、前記１つまたは複数の複製の少なくとも一部は前記インジケーションを含む、上
記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信すること
は、前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに第２のプリアンブ
ルを同時に送信することを備え、前記第２のプリアンブルは、前記第２の能力セットを有
する前記１または複数の第２のデバイスに関する前記送信パラメータのセットを含む、上
記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記送信パラメータは、前記帯域幅の前記第２の部分内の前記送信の対象となる受信側
のインジケーションを含む、上記Ｃ８に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　帯域幅の第１の部分において１または複数の第１のデバイスに送信することと、ここ
で、前記１または複数の第１のデバイスは第１の能力セットを有する、
　　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信するこ
とと、ここで、前記１または複数の第２のデバイスは第２の能力セットを有する、
　を備える、帯域幅を介して送信するように構成された送信機を備え、
　　ここにおいて、前記送信は、前記第２の能力セットを有するデバイスが、前記第２の
能力セットを有するデバイスに関する送信パラメータのセットを含むシンボルに関する前
記帯域幅内の周波数帯域を位置特定するための、インジケーションを含むプリアンブルを
備え、ここで、前記インジケーションは、前記第１の能力セットを有するデバイスのプリ
アンブル復号に実質的な影響を有さないように送られる、
　ワイヤレス通信のための装置。
　　［Ｃ１１］
　前記インジケーションは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信されるコードを備
える、上記Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１２］
　前記パケットの前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記パケッ
トの前記帯域幅の前記第２の部分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、上記
Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１３］
　前記プリアンブルは、前記帯域幅の前記第１の部分において送信され、前記送信機は、
　前記１または複数の第２のデバイスに同時に送信するために使用されることになる前記
帯域幅の各部分において前記プリアンブルの１つまたは複数の複製を送信するようにさら
に構成され、前記１つまたは複数の複製の少なくとも一部は前記インジケーションを含む
、上記Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１４］
　前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに同時に送信すること
は、前記帯域幅の第２の部分において１または複数の第２のデバイスに第２のプリアンブ
ルを同時に送信することを備え、前記第２のプリアンブルは、前記第２の能力セットを有
する前記１または複数の第２のデバイスに関する前記送信パラメータのセットを含む、上
記Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１５］
　ワイヤレス通信ネットワーク上で受信する方法であって、
　　帯域幅の第１の部分においてプリアンブルを受信することと、ここで、前記プリアン
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　　前記帯域幅の第２の部分内の信号フィールドを位置特定することを、第２の能力セッ
トを有するデバイスに知らせるために十分な情報を、前記プリアンブルが含むかどうかを
決定することと、ここにおいて、前記帯域幅の前記第１の部分および前記第２の部分はオ
ーバーラップしない、
　　前記帯域幅の前記第２の部分において前記信号フィールドを受信することと
を備える方法。
　　［Ｃ１６］
　前記帯域幅の前記第２の部分においてデータを受信することをさらに備える、上記Ｃ１
５に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記帯域幅の前記第１の部分はプライマリチャネルを備え、前記帯域幅の前記第２の部
分は１つまたは複数のセカンダリチャネルを備える、上記Ｃ１５に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記情報は、前記プリアンブルにおいて送信される１ビットコードを備える、上記Ｃ１
５に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　前記１ビットコードは、前記プリアンブル内の１つまたは複数の信号フィールド内のデ
ータトーンの虚軸上で搬送される、上記Ｃ１８に記載の方法。
　　［Ｃ２０］
　前記プリアンブル内の前記情報は、前記第１の能力セットを有するデバイスのプリアン
ブル復号に実質的な影響を有さない、上記Ｃ１５に記載の方法。

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(52) JP 6133492 B2 2017.5.24

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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