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(57)【要約】
方法、装置、システム、およびコンピュータ可読メディ
アが、ビーム形成を遂行するために使用され得る。方法
は、第１の通信デバイスが第１のビーム形成重みベクト
ルを使用して、第２の通信デバイスに第１の複数のビー
ム形成トレーニングフレームを送出するステップと、第
１の通信デバイスが第２の通信デバイスから第２のビー
ム形成重みベクトルを受信するステップと、第１の通信
デバイスが第２のビーム形成重みベクトルを使用して、
第２の通信デバイスに第２の複数のビーム形成トレーニ
ングフレームを送出するステップとを含み得る。装置、
方法、システム、およびコンピュータ可読メディアは、
ビームスイッチングによる空間ダイバーシティ、単一の
ビームによる空間ダイバーシティ、重み付けされたマル
チパスビーム形成トレーニング、単一のユーザ空間多重
化、および、ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）のた
めのビーム形成トレーニングを使用することが可能であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナと、
　プロセッサであって、前記複数のアンテナを少なくとも、第１のグループのアンテナお
よび第２のグループのアンテナに区分するように構成され、前記第１のグループのアンテ
ナは、第１の局（ＳＴＡ）または第１の複数のＳＴＡへの第１のビームに関連付けられ、
前記第２のグループのアンテナは、第２のＳＴＡまたは第２の複数のＳＴＡへの第２のビ
ームに関連付けられる、プロセッサと、
　第２の通信デバイスに、前記第１のグループのアンテナおよび前記第２のグループのア
ンテナを使用して、複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するように構成される
送信機と、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送出するため
の第１のビーム形成重みベクトルを受信することと、前記第２のグループのアンテナ上で
信号を送出するための第２のビーム形成重みベクトルを受信することとを行うように構成
される受信機と
を備えることを特徴とする第１の通信デバイス。
【請求項２】
　前記第１のビーム形成重みベクトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバ
イスとの間の最も強いビームであり、前記第２のビーム形成重みベクトルは、前記第１の
通信デバイスと前記第２の通信デバイスとの間の第２の最も強いビームに対するものであ
ることを特徴とする請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項３】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局、
アクセスポイント、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求項１に記載の
第１の通信デバイス。
【請求項４】
　前記ビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルであることを特徴とす
る請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項５】
　前記送信機は、前記受信された第１のビーム形成重みベクトルおよび前記第２のビーム
形成重みベクトルを使用して、ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットを送信す
るようにさらに構成され、前記受信機は、前記第２の通信デバイスから、前記第１のグル
ープのアンテナ上で信号を送出するための、変更された第１のビーム形成重みベクトルを
受信することと、前記第２のグループのアンテナ上で信号を送出するための、変更された
第２のビーム形成重みベクトルを受信することとを行うようにさらに構成されることを特
徴とする請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項６】
　前記第１の通信デバイスは、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを備え、前
記アンテナの数は、前記１または複数のＲＦチェーンの数より大きいことを特徴とする請
求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項７】
　複数のアンテナと、
　プロセッサであって、前記複数のアンテナは、ビーム形成トレーニングフレームのセッ
トを受信するように構成され、前記プロセッサは、第２の通信デバイスの第１のアンテナ
グループに対応する第１の送信ビーム形成重みベクトルを決定することと、前記第２の通
信デバイスの第２のアンテナグループに対応する第２の送信ビーム形成重みベクトルを決
定することとを行うように構成されるプロセッサと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータ
を送信することと、前記第２の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータを送出する
こととを行うように構成される送信機と
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を備えることを特徴とする第１の通信デバイス。
【請求項８】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局、
アクセスポイント、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求項７に記載の
第１の通信デバイス。
【請求項９】
　前記受信されるビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルであること
を特徴とする請求項７に記載の第１の通信デバイス。
【請求項１０】
　前記送信されるビーム形成重みベクトルは直交ビーム形成ベクトルであることを特徴と
する請求項７に記載の第１の通信デバイス。
【請求項１１】
　第１の通信デバイスでの使用のための方法であって、
　前記第１の通信デバイスで、複数のアンテナを少なくとも、第１のグループのアンテナ
および第２のグループのアンテナに区分するステップであって、前記第１のグループのア
ンテナは、第１の局（ＳＴＡ）または第１の複数のＳＴＡへの第１のビームに関連付けら
れ、前記第２のグループのアンテナは、第２のＳＴＡまたは第２の複数のＳＴＡへの第２
のビームに関連付けられる、区分するステップと、
　第２の通信デバイスに、前記第１のグループのアンテナおよび前記第２のグループのア
ンテナを使用して、複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するステップと、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送信するため
の第１のビーム形成重みベクトルを受信することと、前記第２のグループのアンテナ上で
信号を送信するための第２のビーム形成重みベクトルを受信することとを行うステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記第１のビーム形成重みベクトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバ
イスとの間の最も強いビームであり、前記第２のビーム形成重みベクトルは、前記第１の
通信デバイスと前記第２の通信デバイスとの間の第２の最も強いビームに対するものであ
ることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、ＳＴ
Ａ、アクセスポイント（ＡＰ）、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルであることを特徴とす
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記受信された第１のビーム形成重みベクトルおよび前記第２のビーム形成重みベクト
ルを使用して、ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットを送信するステップと、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送信するため
の、変更された第１のビーム形成重みベクトルを受信することと、前記第２のグループの
アンテナ上で信号を送信するための、変更された第２のビーム形成重みベクトルを受信す
ることとを行うステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の通信デバイスは、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを備え、前
記アンテナの数は、前記１または複数のＲＦチェーンの数より大きいことを特徴とする請
求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　第１の通信デバイスでの使用のための方法であって、
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　ビーム形成トレーニングフレームのセットを受信するステップと、
　第２の通信デバイスの第１のアンテナグループに対応する第１の送信ビーム形成重みベ
クトルを決定することと、前記第２の通信デバイスの第２のアンテナグループに対応する
第２の送信ビーム形成重みベクトルを決定することとを行うステップと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータ
を送信することと、前記第２の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータを送信する
こととを行うステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局（
ＳＴＡ）、アクセスポイント（ＡＰ）、または基地局のうちの１つであることを特徴とす
る請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記受信されるビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルであること
を特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記受信されるビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルであること
を特徴とする請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビーム形成方法およびビームを使用するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一部の無線通信ネットワークは、６０ＧＨｚおよびミリメートル波（ｍｍＷ）周波数帯
域などの、非常に高い、およびさらには極端に高いキャリア周波数での動作をサポートす
る。これらの極端に高いキャリア周波数は、最高で６ギガビット毎秒（Ｇｂｐｓ）などの
非常に高いスループットをサポートし得る。非常に高い、または極端に高いキャリア周波
数での無線通信に対する難題の１つは、著しい伝搬損失が、高いキャリア周波数に起因し
て起こり得るということである。キャリア周波数が増大するにつれて、キャリア波長は減
少し得るものであり、伝搬損失は同じように増大し得る。
【０００３】
　ｍｍＷ周波数帯域では、伝搬損失は深刻であり得る。例えば伝搬損失は、２．４ＧＨｚ
帯域または５ＧＨｚ帯域のいずれかで観測されるものに対して、２２から２７ｄＢの程度
のものであり得る。しかしながら、利用可能なスペクトルは制限されているので、および
、ユーザはより多くの帯域幅を要望することを継続するので、通信ネットワークに対して
、非常に高い、および極端に高いキャリア周波数を実効的に使用することに対する必要性
が存在する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｐ．　Ｘｉａ，　Ｓ．　Ｋ．　Ｙｏｎｇ，　Ｊ．　Ｏｈ　ａｎｄ　Ｃ．
　Ｎｇｏ，　“Ａ　ｐｒａｃｔｉｃａｌ　ＳＤＭＡ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　６０Ｇ
Ｈｚ　ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ　ｗａｖｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ”，　Ａｓｉｌ
ｏｍａｒ，　２００８
【非特許文献２】Ｐ．　Ｘｉａ，　Ｓ．　Ｋ．　Ｙｏｎｇ，　Ｊ．　Ｏｈ　ａｎｄ　Ｃ．
　Ｎｇｏ，　“Ｍｕｌｉｔ－ｓｔａｇｅ　ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　ａｎｔｅｎｎａ　ｔｒａ
ｉｎｉｎｇ　ｆｏｒ　ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ　ｗａｖｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
”，　Ｇｌｏｂｅｃｏｍ，　２００８
【非特許文献３】ＩＥＥＥ　Ｐ８０２．１１ａｄTM／Ｄ９．０：　Ｐａｒｔ　１１，　“
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Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＣ）
　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　（ＰＨＹ）　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ
”
【発明の概要】
【０００５】
　ビーム形成のための第１の通信デバイスは、複数のアンテナと、プロセッサとを含み得
る。プロセッサは、アンテナを少なくとも、第１のグループのアンテナおよび第２のグル
ープのアンテナに区分するように構成され得る。プロセッサは、第１のグループのアンテ
ナおよび第２のグループのアンテナを使用して、第２の通信デバイスに複数のビーム形成
トレーニングフレームを送出するようにさらに構成され得る。プロセッサおよび／または
受信機は、第２の通信デバイスから、第１のグループのアンテナ上で信号を送出するため
の第１のビーム形成重みベクトルを受信することと、第２のグループのアンテナ上で信号
を送出するための第２のビーム形成重みベクトルを受信することとを行うように構成され
得る。
【０００６】
　ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）のためのビーム形成トレーニングの方法は、Ｎｔ
個のビーム形成ベクトルを使用して変調されたＮｔ個のシーケンスをＡＰが送信するステ
ップを含み得る。第１の局は、第１の以前のビーム形成ベクトルを使用して、Ｎｔ個のシ
ーケンスを受信し、第１の以前のビーム形成ベクトル、および、受信されたＮｔ個のシー
ケンスに基礎付けられて、ＡＰから第１の局への第１の送信ビーム形成重みを決定するこ
とが可能である。第１の局は、ＡＰに、決定された第１の送信ビーム形成重みを送出する
ことが可能である。第２の局は、第２の以前のビーム形成ベクトルを使用して、Ｎｔ個の
シーケンスを受信し、第２の以前のビーム形成ベクトル、および、受信されたＮｔ個のシ
ーケンスに基礎付けられて、ＡＰから第１の局への第２の送信ビーム形成重みを決定する
ことが可能である。第２の局は、ＡＰに、決定された第２の送信ビーム形成重みを送出す
ることが可能であり、ＡＰは、第１の送信ビーム形成重みおよび第２の送信ビーム形成重
みに基礎付けられて変調された、１または複数のシーケンスを送信することが可能である
。
【０００７】
　方法および装置は、ビームスイッチングによる空間ダイバーシティ、単一のビームによ
る空間ダイバーシティ、重み付けされたマルチパスビーム形成トレーニング、単一のユー
ザ空間多重化に対して、および、低減されたビーム形成トレーニングオーバヘッドに対し
て使用され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】１または複数の開示される実施形態が実行され得る、例通信システムのシステ
ム線図である。
【図１Ｂ】図１Ａで図解される通信システムの内部で使用され得る、例無線送受信ユニッ
ト（ＷＴＲＵ）のシステム線図である。
【図１Ｃ】図１Ａで図解される通信システムの内部で使用され得る、例ラジオアクセスネ
ットワークおよび例コアネットワークのシステム線図である。
【図１Ｄ】ＢＳＳを形成し、マルチパスチャネルによってビーム形成する、ＡＰおよびＳ
ＴＡを伴う例ＷＬＡＮの線図である。
【図１Ｅ】ＢＳＳを形成し、多重のチャネルによってビーム形成する、ＡＰおよびＳＴＡ
を伴う別の例ＷＬＡＮの線図である。
【図２】２つのＳＴＡを使用して、マルチパスビーム形成方法を遂行する方法の例の線図
である。
【図３】ＢＲＰトランザクションを使用するマルチパスビーム形成方法の１つの反復の例
の線図である。
【図４】ＢＲＰパケットの例フレームフォーマットの線図である。
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【図５】ＢＲＰフレームアクションフィールドの例フォーマットの線図である。
【図６】例変更されたチャネル測定フィードバック要素の線図である。
【図７】ＳＴＢＣによるフルサイズビーム形成を使用して送信を遂行するように構成され
る例ＡＰの線図である。
【図８】ＳＴＢＣによる部分的サイズビーム形成を使用して送信を遂行するように構成さ
れる例ＡＰの線図である。
【図９】例トランシーバアーキテクチャの線図である。
【図１０】別の例トランシーバアーキテクチャの線図である。
【図１１】例ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）アーキテクチャの線図である。
【図１２】ＢＤＭＡのための例ビーム形成トレーニング方法の線図である。
【図１３】ＢＤＭＡのためのマルチステージ反復性ビーム形成トレーニング方法を実行す
るための例変更されたＢＲＰ手順の線図である。
【図１４】例ＰＨＹ層フレームフォーマットの線図である。
【図１５】固有ビーム形成で基礎付けられた空間多重化（以下、固有ビーム形成基礎空間
多重化）を使用する例ビーム形成トレーニング手順の線図であり、通信デバイスは、多重
の送信ＲＦチェーンを較正するように構成され得る。
【図１６】較正を伴わないタイプＩデバイスのための、およびタイプＩＩデバイスのため
の例ビーム形成トレーニング方法の線図である。
【図１７】２つのＴＸチェーンの間の較正を伴うタイプＩデバイスのためのビームスイー
プで基礎付けられた空間多重化（以下、ビームスイープ基礎空間多重化）のための例ビー
ム形成トレーニング方法の線図である。
【図１８】較正を伴わないビームスイープ基礎空間多重化タイプＩＩデバイスおよびタイ
プＩデバイスのための例ビーム形成トレーニング方法の線図である。
【図１９】例変更されたＦＢＣＫ－ＴＹＰＥサブフィールドの線図である。
【図２０Ａ】例ＰＨＹ層フレームフォーマットの線図である。
【図２０Ｂ】別の例ＰＨＹ層フレームフォーマットの線図である。
【図２０Ｃ】別の例ＰＨＹ層フレームフォーマットの線図である。
【図２１】例変更されたＳＳＷトレーニングフレームおよびシーケンスの線図である。
【図２２】例ＳＳＷＡフレームフォーマットの線図である。
【図２３】ＳＬＳトレーニング手順の例早期終結の線図である。
【図２４】例マルチビームマルチＤＭＧアンテナＳＬＳフィードバック方法の線図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１Ａは、１または複数の開示される実施形態が実行され得る、例通信システム１００
の線図である。通信システム１００は、ボイス、データ、ビデオ、メッセージング、ブロ
ードキャスト等のようなコンテンツを多重の無線ユーザに提供する多重アクセスシステム
であり得る。通信システム１００は、多重の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリ
ソースの共有によって、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にし得る。例え
ば通信システム１００は、コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ：code division multiple
 access）、時間分割多重アクセス（ＴＤＭＡ：time division multiple access）、周波
数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ：frequency division multiple access）、直交ＦＤＭＡ
（ＯＦＤＭＡ：orthogonal FDMA）、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および
類するものなどの、１または複数のチャネルアクセス方法を用いることが可能である。
【００１０】
　図１Ａに示されるように通信システム１００は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、ラジオアクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４、
コアネットワーク１０６、公衆スイッチ電話ネットワーク（ＰＳＴＮ：public switched 
telephone network）１０８、インターネット１１０、および、他のネットワーク１１２
を含み得るが、開示される実施形態は、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、お
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よび／またはネットワーク要素を企図するということが認識されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの各々は、無線環境で動作および／または通信するよう
に構成される任意のタイプのデバイスであり得る。例の方途によりＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／または受信するように構成され
得るものであり、ユーザ機器（ＵＥ：user equipment）、移動局、固定された、または移
動の加入者ユニット、ページャ、セルラー電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤ
Ａ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線検
知器、消費者電子機器、および類するものを含み得る。
【００１１】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂもまた含み得る。基地局
１１４ａ、１１４ｂの各々は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうち
の少なくとも１つと無線でインターフェイス接続して、コアネットワーク１０６、インタ
ーネット１１０、および／またはネットワーク１１２などの、１または複数の通信ネット
ワークへのアクセスを容易にするように構成される、任意のタイプのデバイスであり得る
。例の方途により基地局１１４ａ、１１４ｂは、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）、ノード
－Ｂ、ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセス
ポイント（ＡＰ）、無線ルータ、および類するものであり得る。基地局１１４ａ、１１４
ｂは各々、単一の要素として図示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の数
の相互接続された基地局および／またはネットワーク要素を含み得るということが認識さ
れよう。
【００１２】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の部分であり得るものであり、そのＲＡＮ１０４は、
基地局コントローラ（ＢＳＣ）、ラジオネットワークコントローラ（ＲＮＣ：radio netw
ork controller）、中継ノード等のような、他の基地局および／またはネットワーク要素
（示されない）もまた含み得る。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、セル
（示されない）と呼称され得る個別の地理的領域の内部で無線信号を送信および／または
受信するように構成され得る。セルは、セルセクタにさらに分割され得る。例えば基地局
１１４ａに関連付けられるセルは、３つのセクタに分割され得る。したがって１つの実施
形態では基地局１１４ａは、３つのトランシーバを、すなわち、セルの各々のセクタに対
して１つを含み得る。別の実施形態では基地局１１４ａは、多重入力多重出力（ＭＩＭＯ
：multiple-input multiple output）技術を用いることが可能であり、したがって、多重
のトランシーバをセルの各々のセクタに対して利用することが可能である。
【００１３】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのう
ちの１または複数と、エアインターフェイス１１６によって通信することが可能であり、
そのエアインターフェイス１１６は、任意の適した無線通信リンク（例えば、ラジオ周波
数（ＲＦ）、マイクロウェーブ、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光等）であり得
る。エアインターフェイス１１６は、任意の適したラジオアクセス技術（ＲＡＴ：radio 
access technology）を使用して確立され得る。
【００１４】
　より具体的には、上記で記載されたように通信システム１００は、多重アクセスシステ
ムであり得るものであり、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
、および類するものなどの、１または複数のチャネルアクセススキームを用いることが可
能である。例えば、ＲＡＮ１０４内の基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標）：wideband CDMA）を使用し
てエアインターフェイス１１６を確立することが可能である、ユニバーサル移動電気通信
システム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System）地上ラジオアクセ
ス（ＵＴＲＡ）などのラジオ技術を実行することが可能である。ＷＣＤＭＡは、高速度パ
ケットアクセス（ＨＳＰＡ：High-Speed Packet Access）および／またはＥｖｏｌｖｅｄ
　ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含み得る。ＨＳＰＡは、高速度ダウン
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リンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速度アップリンクパケットアク
セス（ＨＳＵＰＡ）を含み得る。
【００１５】
　別の実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－アドバンスト（ＬＴ
Ｅ－Ａ）を使用してエアインターフェイス１１６を確立することが可能である、Ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　ＵＭＴＳ地上ラジオアクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などのラジオ技術を実行すること
が可能である。
【００１６】
　他の実施形態では、基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは
、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイ
クロウェーブアクセス（ＷｉＭＡＸ：Worldwide Interoperability for Microwave Acces
s））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、
暫定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫定標準９５（ＩＳ－９５）、暫定標準８５６（
ＩＳ－８５６）、移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System 
for Mobile communications）、ＧＳＭエボリューション用エンハンストデータレート（
ＥＤＧＥ：Enhanced Data rates for GSM Evolution）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ
）、および類するものなどのラジオ技術を実行することが可能である。
【００１７】
　図１Ａでの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノード
Ｂ、またはアクセスポイントであり得るものであり、仕事の場所、ホーム、乗物、構内、
および類するものなどの局限されたエリアで無線接続性を容易にするために、任意の適し
たＲＡＴを利用することが可能である。１つの実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷ
ＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１などのラジオ技術を実行して、無線
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立することが可能である。別の実施形態で
は、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５など
のラジオ技術を実行して、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立するこ
とが可能である。さらに別の実施形態では、基地局１１４ｂ、およびＷＴＲＵ１０２ｃ、
１０２ｄは、セルラーで基礎付けられたＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００
、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ等）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立する
ことが可能である。図１Ａに示されるように基地局１１４ｂは、インターネット１１０へ
の直接接続を有し得る。したがって基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６によって
インターネット１１０にアクセスすることを求められない場合がある。
【００１８】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６との通信の状態にあり得るものであり、その
コアネットワーク１０６は、ボイス、データ、アプリケーション、および／または、ボイ
スオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に提供するように構成される、任意のタイ
プのネットワークであり得る。例えばコアネットワーク１０６は、呼制御、課金サービス
、移動位置で基礎付けられたサービス、プリペイド呼、インターネット接続性、ビデオ分
配等を提供すること、および／または、ユーザ認証などの高レベルセキュリティ機能を遂
行することが可能である。図１Ａには示されないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネ
ットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴを、または異なるＲＡＴを用いる他のＲ
ＡＮとの、直接または間接の通信の状態にあり得るということが認識されよう。例えば、
Ｅ－ＵＴＲＡラジオ技術を利用している場合があるＲＡＮ１０４に接続されていることに
加えて、コアネットワーク１０６はさらに、ＧＳＭラジオ技術を用いる別のＲＡＮ（示さ
れない）との通信の状態にあり得る。
【００１９】
　コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが、Ｐ
ＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または、他のネットワーク１１２にアク
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セスするためのゲートウェイとしてサービングすることもまた可能である。ＰＳＴＮ１０
８は、基本電話サービス（ＰＯＴＳ：plain old telephone service）を提供する回路ス
イッチ電話ネットワークを含み得る。インターネット１１０は、相互接続されたコンピュ
ータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得るものであり、それらの
コンピュータネットワークおよびデバイスは、送信制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデ
ータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびインターネットプロトコル（ＩＰ）などの、Ｔ
ＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイートの形での共通通信プロトコルを使用するも
のである。ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダにより所有される、および／
または動作させられる、ワイヤードまたは無線通信ネットワークを含み得る。例えばネッ
トワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴを、または異なるＲＡＴを用い得る、１ま
たは複数のＲＡＮに接続される別のコアネットワークを含み得る。
【００２０】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部また
はすべては、マルチモード能力を含み得るものであり、すなわちＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンクによって異なる無線ネットワークと通信
するための多重のトランシーバを含み得る。例えば図１Ａに示されるＷＴＲＵ１０２ｃは
、セルラーで基礎付けられたラジオ技術を用い得る基地局１１４ａと、および、ＩＥＥＥ
８０２ラジオ技術を用い得る基地局１１４ｂと通信するように構成され得る。
【００２１】
　図１Ｂは、例ＷＴＲＵ１０２のシステム線図である。図１Ｂに示されるようにＷＴＲＵ
１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送受信要素１２２、スピーカ／マイ
クロホン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、取り外し不能
メモリ１３０、取り外し可能メモリ１３２、電力源１３４、グローバルポジショニングシ
ステム（ＧＰＳ）チップセット１３６、および、他の周辺装置１３８を含み得る。ＷＴＲ
Ｕ１０２は、実施形態と矛盾しないままで、前述の要素の任意の副組み合わせを含み得る
ということが認識されよう。
【００２２】
　プロセッサ１１８は、汎用目的プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来型プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアとの関連付
けの状態にある１または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、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（ＦＰ
ＧＡ）回路、任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械、および類するものであり
得る。プロセッサ１１８は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力／出力処理
、および／または、ＷＴＲＵ１０２が無線環境で動作することを可能にする任意の他の機
能性を遂行することが可能である。プロセッサ１１８はトランシーバ１２０に結合され得
るものであり、そのトランシーバ１２０は送受信要素１２２に結合され得る。図１Ｂはプ
ロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を別個の構成要素として図示しているが、プロ
セッサ１１８およびトランシーバ１２０は、電子パッケージまたはチップ内に一体に集積
され得るということが認識されよう。
【００２３】
　送受信要素１２２は、エアインターフェイス１１６によって、信号を基地局（例えば、
基地局１１４ａ）に送信する、または、信号をその基地局から受信するように構成され得
る。例えば１つの実施形態では送受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信
するように構成されるアンテナであり得る。別の実施形態では送受信要素１２２は、例え
ばＩＲ信号、ＵＶ信号、または可視光信号を、送信および／または受信するように構成さ
れる放射器／検出器であり得る。さらに別の実施形態では送受信要素１２２は、ＲＦ信号
および光信号の両方を、送信および受信するように構成され得る。送受信要素１２２は、
無線信号の任意の組み合わせを送信および／または受信するように構成され得るというこ
とが認識されよう。
【００２４】
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　加えて、送受信要素１２２は、単一の要素として図１Ｂに図示されているが、ＷＴＲＵ
１０２は、任意の数の送受信要素１２２を含み得る。より具体的にはＷＴＲＵ１０２は、
ＭＩＭＯ技術を用いることが可能である。したがって１つの実施形態ではＷＴＲＵ１０２
は、エアインターフェイス１１６によって無線信号を送信および受信するための、２つ以
上の送受信要素１２２（例えば、多重のアンテナ）を含み得る。
【００２５】
　トランシーバ１２０は、送受信要素１２２により送信されることになる信号を変調する
ように、および、送受信要素１２２により受信される信号を復調するように構成され得る
。上記で記載されたようにＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有し得る。したがって
トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１
などの多重のＲＡＴによって通信することを可能にするための多重のトランシーバを含み
得る。
【００２６】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１
２６、および／または、ディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）ディスプレイユニット、または、有機光放射ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプ
レイユニット）に結合され得るものであり、ユーザ入力データを、それらのスピーカ／マ
イクロホン１２４、キーパッド１２６、および／または、ディスプレイ／タッチパッド１
２８から受信することが可能である。プロセッサ１１８は、ユーザデータを、スピーカ／
マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／または、ディスプレイ／タッチパッド
１２８に出力することもまた可能である。加えてプロセッサ１１８は、取り外し不能メモ
リ１３０および／または取り外し可能メモリ１３２などの任意のタイプの適したメモリか
らの情報にアクセスすること、ならびに、データをそのメモリに記憶することが可能であ
る。取り外し不能メモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または、任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含
み得る。取り外し可能メモリ１３２は、加入者アイデンティティモジュール（ＳＩＭ）カ
ード、ｍｅｍｏｒｙ　ｓｔｉｃｋ、ｓｅｃｕｒｅ　ｄｉｇｉｔａｌ（ＳＤ）メモリカード
、および類するものを含み得る。他の実施形態ではプロセッサ１１８は、サーバまたはホ
ームコンピュータ（示されない）上など、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に設置されないメモ
リからの情報にアクセスすること、および、データをそのメモリに記憶することが可能で
ある。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、電力源１３４から電力を受信することが可能であり、ＷＴＲＵ１
０２内の他の構成要素に対する電力を分配および／または制御するように構成され得る。
電力源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力供給するための任意の適したデバイスであり得る
。例えば電力源１３４は、１または複数のドライセルバッテリ（例えば、ニッケルカドミ
ウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル金属水素化物（ＮｉＭＨ）、リ
チウムイオン（Ｌｉイオン）等）、ソーラーセル、燃料セル、および類するものを含み得
る。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にもまた結合され得るものであり、そ
のＧＰＳチップセット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在の位置に関する位置情報（例えば
、経度および緯度）を提供するように構成され得る。ＧＰＳチップセット１３６からの情
報に加えて、またはその情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例えば、基地局１
１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェイス１１６によって位置情報を受信すること、
および／または、２つ以上の付近の基地局から受信されている信号のタイミングに基礎付
けられてその位置を決定することが可能である。ＷＴＲＵ１０２は、実施形態と矛盾しな
いままで、任意の適した位置決定方法の方途により位置情報を獲得することが可能である
ということが認識されよう。
【００２９】
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　プロセッサ１１８は、他の周辺装置１３８にさらに結合され得るものであり、それらの
周辺装置１３８は、追加的な特徴、機能性、および／または、ワイヤードもしくは無線接
続性を提供する、１または複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを
含み得る。例えば周辺装置１３８は、加速度メータ、電子コンパス、衛星トランシーバ、
デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、
振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジタル音楽プレイヤ、メ
ディアプレイヤ、ビデオゲームプレイヤモジュール、インターネットブラウザ、および類
するものを含み得る。
【００３０】
　図１Ｃは、実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム線図
である。上記で記載されたようにＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡラジオ技術を用いて、エ
アインターフェイス１１６によってＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するこ
とが可能である。ＲＡＮ１０４はさらに、コアネットワーク１０６との通信の状態にあり
得る。
【００３１】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み得るが、ＲＡＮ１
０４は、実施形態と矛盾しないままで、任意の数のｅノード－Ｂを含み得るということが
認識されよう。ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは各々、エアインターフェイ
ス１１６によってＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための、１または複
数のトランシーバを含み得る。１つの実施形態ではｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１
４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実行することが可能である。したがってｅノード－Ｂ１４０ａ
は、例えば、多重のアンテナを使用して、無線信号をＷＴＲＵ１０２ａに送信すること、
および、無線信号をＷＴＲＵ１０２ａから受信することが可能である。
【００３２】
　ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々は、個別のセル（示されない）に関
連付けられ得るものであり、ラジオリソース管理判断、ハンドオーバ判断、アップリンク
および／またはダウンリンクでのユーザのスケジューリング、ならびに類するものを扱う
ように構成され得る。図１Ｃに示されるようにｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０
ｃは、Ｘ２インターフェイスによって互いに通信することが可能である。
【００３３】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ：
mobility management gateway）１４２、サービングゲートウェイ１４４、および、パケ
ットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ１４６を含み得る。前述の要素の各々は
コアネットワーク１０６の部分として図示されているが、これらの要素の任意のものが、
コアネットワークオペレータ以外のエンティティにより所有される、および／または動作
させられる場合があるということが認識されよう。
【００３４】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェイスによってＲＡＮ１０４内のｅノード－Ｂ１４０
ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続され得るものであり、制御ノードとしてサービング
することが可能である。例えばＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
のユーザを認証すること、ベアラアクティブ化／非アクティブ化、個別のサービングゲー
トウェイをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初期アタッチの間に選択すること、
および類することに対して責任を負う場合がある。ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１０４と、Ｇ
ＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他のラジオ技術を用いる他のＲＡＮ（示されない）との間で
スイッチするための、制御プレーン機能を提供することもまた可能である。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェイスによってＲＡＮ１０４内のｅ
ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃの各々に接続され得る。サービングゲートウェイ
１４４は一般的には、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃへの／からのユーザデータ
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パケットをルーティングおよびフォワーディングすることが可能である。サービングゲー
トウェイ１４４は、ｅノードＢ間ハンドオーバの間にユーザプレーンをアンカリングする
こと、ダウンリンクデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに対して利用可能で
あるときにページングをトリガすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコン
テキストを管理および記憶すること、ならびに類することなどの、他の機能を遂行するこ
ともまた可能である。
【００３６】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＰＤＮゲートウェイ１４６にもまた接続され得るも
のであり、そのＰＤＮゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに
、インターネット１１０などのパケットスイッチネットワークへのアクセスを提供して、
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、ＩＰが可能にされたデバイスとの間の通信を
容易にすることが可能である。無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１５５のア
クセスルータ（ＡＲ：access router）１５０は、インターネット１１０との通信の状態
にあり得る。ＡＲ１５０は、ＡＰ１６０ａ、１６０ｂ、および１６０ｃの間の通信を容易
にすることが可能である。ＡＰ１６０ａ、１６０ｂ、および１６０ｃは、ＳＴＡ１７０ａ
、１７０ｂ、および１７０ｃとの通信の状態にあり得る。
【００３７】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることが可能である
。例えばコアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、ＰＳＴ
Ｎ１０８などの回路スイッチネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃと従前の陸線通信デバイスとの間の通信を容易にすることが可能であ
る。例えばコアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８との間
のインターフェイスとしてサービングする、ＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメデ
ィアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含み得る、または、そのＩＰゲートウェイと通信
し得る。加えてコアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、
ネットワーク１１２へのアクセスを提供することが可能であり、それらのネットワーク１
１２は、他のサービスプロバイダにより所有される、および／または動作させられる、他
のワイヤードまたは無線ネットワークを含み得るものである。
【００３８】
　図１Ｄは、ＷＬＡＮ１８５でのビーム形成の例使用の線図である。ＷＬＡＮ１８５は、
ＢＳＳを形成するＡＰ１９０およびＳＴＡ１９２を含み得る。図１Ｅは、ＷＬＡＮ１８５
での空間ダイバーシティまたはマルチパスダイバーシティを使用するビーム形成の例使用
の線図である。ＷＬＡＮ１８５は、ＢＳＳを形成するＡＰ１９０およびＳＴＡ１９２を含
み得る。インフラストラクチャ基本サービスセット（ＢＳＳ）モードでのＷＬＡＮは、Ｂ
ＳＳに対するアクセスポイント（ＡＰ）１９０、および、ＡＰに関連付けられる１または
複数の局（ＳＴＡ）１９２を有する。ＡＰ１９０は、トラフィックをＢＳＳに、およびＢ
ＳＳから搬送する、分配システム（ＤＳ）１９５、または別のタイプのワイヤード／無線
ネットワークへの、アクセスまたはインターフェイスを有し得る。ＢＳＳの外側から発出
するＳＴＡへのトラフィックは、ＳＴＡに給送されるようにＡＰを通って到着し得る。Ｓ
ＴＡからＢＳＳの外側の送信先に発出するトラフィックは、それぞれの送信先に給送され
るようにＡＰに送出され得る。ＢＳＳの内部のＳＴＡの間のトラフィックもまた、ＡＰを
通って送出され得るものであり、その場合、発信元ＳＴＡはトラフィックをＡＰに送出す
ることが可能であり、ＡＰはトラフィックを送信先ＳＴＡに給送することが可能である。
ＢＳＳの内部のＳＴＡの間のそのようなトラフィックは、ピアツーピアトラフィックであ
り得る。そのようなピアツーピアトラフィックはさらに、直接リンクセットアップ（ＤＬ
Ｓ：direct link setup）によって、８０２．１１ｅ　ＤＬＳ、または８０２．１１ｚト
ンネリングされたＤＬＳ（ＴＤＬＳ）を使用して、発信元ＳＴＡと送信先ＳＴＡとの間で
直接送出され得る。独立ＢＳＳ（ＩＢＳＳ）モードを使用するＷＬＡＮは、ＡＰを有さず
、および／または、相互に直接通信するＳＴＡを有する。通信のこのモードは、通信の「
アドホック」モードと呼称され得る。
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【００３９】
　本明細書で使用される際にＳＴＡ１９２は、ＷＴＲＵ１０２、ＡＰ、または通信デバイ
スを含み得るが、それらに制限されない。動作の８０２．１１インフラストラクチャモー
ドを使用して、ＡＰ１９０は、固定されたチャネル、普通はプライマリチャネル上でビー
コンを送信することが可能である。このチャネルは、２０ＭＨｚだけ広くあり得るもので
あり、ＢＳＳの動作チャネルであり得る。このチャネルはさらに、ＡＰとの接続を確立す
るためにＳＴＡにより使用され得る。８０２．１１システムでの根本のチャネルアクセス
機構は、キャリア検知多重アクセス衝突回避（ＣＳＭＡ／ＣＡ）であり得る。動作のこの
モードでは、ＡＰを含むあらゆるＳＴＡがプライマリチャネルを検知し得る。チャネルが
ビジーであると検出されるならば、ＳＴＡは手を引くことが可能である。ゆえに１つのＳ
ＴＡのみが、任意の与えられた時間に、与えられたＢＳＳで送信することが可能である。
【００４０】
　８０２．１１ｎ例では、高いスループット（ＨＴ）ＳＴＡは、通信に対して４０ＭＨｚ
だけ広いチャネルをさらに使用し得る。この４０ＭＨｚだけ広いチャネルは、プライマリ
２０ＭＨｚチャネルを近接する２０ＭＨｚチャネルと組み合わせて、４０ＭＨｚだけ広い
連続的なチャネルを形成することにより達成され得る。８０２．１１ｎは、２．４ＧＨｚ
および５ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域上で動作することが可能である。
【００４１】
　８０２．１１ａｃ例では、非常に高いスループット（ＶＨＴ）ＳＴＡは、２０ＭＨｚ、
４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、および１６０ＭＨｚだけ広いチャネルをサポートし得る。４０
ＭＨｚおよび８０ＭＨｚチャネルは、上記で説明された８０２．１１ｎと同様に、連続的
な２０ＭＨｚチャネルを組み合わせることにより形成され得る。１６０ＭＨｚチャネルは
、８つの連続的な２０ＭＨｚチャネルを組み合わせることによって、または、２つの非連
続的な８０ＭＨｚチャネルを組み合わせることによってのいずれかで形成され得るもので
あり、これは、８０＋８０構成とも呼称され得る。８０＋８０構成に対しては、データは
、チャネル符号化の後で、セグメントパーサを通して通過させられ、そのセグメントパー
サは、それを２つのストリームに分割し得る。ＩＦＦＴおよび時間ドメイン処理が、各々
のストリームに関して別個に行われる。次いでストリームは２つのチャネル上にマッピン
グされ得るものであり、データは送信され得る。受信機では、このプロセスは逆にされ得
るものであり、組み合わされたデータがＭＡＣに送出され得る。８０２．１１ａｃは、５
ＧＨｚ　ＩＳＭ帯域上でのみ動作することが可能であり、結果的に、２．４ＧＨｚ　ＩＳ
Ｍ帯域での動作の８０２．１１ｎモードとは後方互換であり得ない。本明細書で説明され
る例に対して、チャネルの任意の組み合わせが使用され得るものであり、連続的な、およ
び非連続的なチャネルに制限されるべきではない。
【００４２】
　動作のサブ１ＧＨｚモードが、８０２．１１ａｆおよび８０２．１１ａｈによりサポー
トされ得る。これらの仕様に対して、チャネル動作帯域幅が、８０２．１１ｎおよび８０
２．１１ａｃで使用されるものに対して低減され得る。８０２．１１ａｆは、ＴＶホワイ
ト空間（ＴＶＷＳ：TV White Space）スペクトル内の５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、および２０
ＭＨｚ帯域幅をサポートし得るものであり、８０２．１１ａｈは、非ＴＶＷＳスペクトル
を使用する１ＭＨｚ、２ＭＨｚ、４ＭＨｚ、８ＭＨｚ、および１６ＭＨｚ帯域幅をサポー
トし得る。８０２．１１ａｈに対する可能である使用事例は、マクロカバレッジエリア内
のメータタイプ制御（ＭＴＣ：Meter Type Control）デバイスをサポートし得る。ＭＴＣ
デバイスは、制限された帯域幅に対するサポートのみを含む、制限された能力を有し得る
が、非常にロングなバッテリ寿命に対する要件もまた含み得る。８０２．１１ａｈは、Ｗ
ｉＦｉへのセルラーオフロードに対するサポートとしてマクロカバレッジに対してさらに
使用され得る。
【００４３】
　８０２．１１ａｄでは、６０ＧＨｚでの広い帯域幅スペクトルが利用可能であり得るも
のであり、したがって、非常に高いスループット動作を可能にする。８０２．１１ａｄは
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、最高で２ＧＨｚの動作帯域幅をサポートすることが可能であり、データレートは最高で
６Ｇｂｐｓに達し得る。６０ＧＨｚでの伝搬損失は、２．４ＧＨｚ帯域および５ＧＨｚ帯
域でよりも著しくあり得るので、ビーム形成が、カバレッジ範囲を拡張するための手段と
して８０２．１１ａｄで採用され得る。この帯域に対する受信機要件をサポートするため
に、８０２．１１ａｃ　ＭＡＣ層がいくつものエリアで変更され得る。８０２．１１ａｄ
　ＭＡＣ層に対する重要な変更は、チャネル推定およびトレーニングを可能とする手順を
含み得る。これらの手順は、８０２．１１ａｃに存しない動作のオムニ、およびビーム形
成されるモードを含み得る。
【００４４】
　８０２．１１ｎ、８０２．１１ａｃ、８０２．１１ａｆ、および８０２．１１ａｈなど
の、多重のチャネルおよびチャネル幅をサポートするＷＬＡＮシステムは、プライマリチ
ャネルとして定められるチャネルを含み得る。プライマリチャネルは、ＢＳＳ内のすべて
のＳＴＡによりサポートされる最も大きな共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有し得るが、
必ずしもそうではない。したがってプライマリチャネルの帯域幅は、最も小さな帯域幅動
作モードの使用をサポートする、または可能にする、ＢＳＳ内で動作するすべてのＳＴＡ
のうちのＳＴＡにより制限され得る。８０２．１１ａｈの例ではプライマリチャネルは、
１ＭＨｚモードをサポートするのみであるＳＴＡ、例えばＭＴＣタイプデバイスが存在す
る場合は、ＢＳＳ内のＡＰおよび他のＳＴＡが、２ＭＨｚ、４ＭＨｚ、８ＭＨｚ、１６Ｍ
Ｈｚ、または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートし得る場合でも、１ＭＨｚだけ広
くあり得る。すべてのキャリア検知およびＮＡＶセッティングは、プライマリチャネルの
ステータスに依存し得る。例えばプライマリチャネルが、１ＭＨｚ動作モードのみをサポ
ートするＳＴＡに起因してビジーであるならば、全体の利用可能な周波数帯域は、周波数
帯域の大半がアイドルで利用可能のままであるにもかかわらずビジーと考えられ得る。
【００４５】
　例えば米国では、８０２．１１ａｈにより使用され得る利用可能な周波数帯域は、９０
２ＭＨｚから９２８ＭＨｚである。例えば韓国では利用可能な周波数帯域は、９１７．５
ＭＨｚから９２３．５ＭＨｚであり得るものであり、日本ではそれは、９１６．５ＭＨｚ
から９２７．５ＭＨｚであり得る。８０２．１１ａｈに対して利用可能な総合的な帯域幅
は、国に依存して６ＭＨｚから２６ＭＨｚであり得る。
【００４６】
　６０ＧＨｚより上の無線通信に対する難題の１つは、高い周波数に起因する著しい伝搬
損失を含み得る。波長が減少するにつれて、自由空間伝搬損失は増大し得る。この伝搬損
失に起因する範囲制限に対処するために、８０２．１１ａｄは、ビーム形成を使用して、
送信の実効輻射電力（ＥＲＰ）を増大することが可能である。波長が小さいので、大きな
アンテナアレイを使用して、非常に高いビーム形成されるアンテナゲインを得ることが可
能であり得る。８０２．１１ａｄでのビームは、ＳＴＡとの関連付けの間に個別のＳＴＡ
、またはＳＴＡのグループに電子的にステアリングされ得る。
【００４７】
　ビーム形成をサポートするために、８０２．１１ａｄ　ＰＨＹおよびＭＡＣ仕様が、方
向性送信、およびミリメートル波（ｍｍＷ）アンテナトレーニング手順をサポートするた
めに変更され得る。包括的なビーム形成トレーニングプロトコルが、８０２．１１ａｄで
定義され得る。ビーム形成トレーニングプロトコルは、２つの構成要素、例えば、セクタ
レベルスイープ（ＳＬＳ）手順、およびビーム調整プロトコル（ＢＲＰ）手順を含み得る
。ＳＬＳ手順は、送信ビーム形成トレーニングに対して使用され得る。ＢＲＰ手順は、受
信ビーム形成トレーニング、ならびに、送信ビームおよび受信ビームの両方の反復性調整
を可能にし得る。
【００４８】
　実行複雑度を低減するために、８０２．１１ａｄは、ＡＰおよびＳＴＡの両方でのビー
ムスイッチングをサポートし得る。ＡＰおよびＳＴＡの両方でのビームスイッチングは、
よりアドバンストなマルチアンテナスキームとは対照的であり得るものであり、単一のＲ



(15) JP 2016-504804 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

Ｆフロントエンドが両方のエンドで利用可能であるということを想定し得る。リンクロバ
スト性およびスペクトル効率に関係付けられる問題は、８０２．１１ａｄ＋が、キャリア
グレードＷｉＦｉサービスに対する現在の傾向に対処することを可能にするために重要な
ものであり得る。キャリアグレードＷｉＦｉサービスは、５ＧキャリアグレードＷｉＦｉ
と呼称され得るものであり、多重のユーザに対する高いエア干渉効率、および安定的な「
セルラーに類する」品質を提供し得る。５ＧキャリアグレードＷｉＦｉシステムは、ロバ
ストで動的な配備、例えば密集した配備、およびフラッシュクラウドをサポートし得る。
【００４９】
　８０２．１１ａｄは、非常に高いピークスループットに対する必要性に対処し得るが、
伝搬環境に起因する制限は、８０２．１１ａｄでは適切に対処されない。
【００５０】
　ｍｍＷ通信に対しては、ｍｍＷ周波数で起こり得る高い自由空間伝搬損失に部分的に起
因する伝搬損失を扱うことが必要であり得る。例えば人間本体による送信の妨害は、数百
ミリ秒の間に１５から２５ｄＢだけ信号を減衰させる場合がある。
【００５１】
　壁および他の屋内の障害物の伝搬損失が、それらを通るｍｍＷの伝搬を妨げ得る一方で
、屋内のサイトの線（ＬＯＳ：Line of Site）伝搬が屋内で起こり得る。ＬＯＳ伝搬は屋
内で、直接の見通し線送信に起因して、または、壁および他の障害物からの反射に起因し
てのいずれかで起こり得る。ｍｍＷ周波数での無視できない伝搬損失が、壁および他の環
境要因に起因して起こり得るということが留意されるべきである。ビームスイッチングは
、８０２．１１ａｄで、これらの反射に起因する信号ダイバーシティを利用するために使
用され得る。
【００５２】
　一部のｍｍＷ通信は、例えば８０２．１１ａｄで、通信に対して単一のビームを利用し
得る。空間多重化などのＭＩＭＯ技法が、システムのスペクトル効率を改善するために用
いられ得るが、これらの技法をｍｍＷシステムで使用することは、多重のシンボル生成に
対する必要性に起因して困難であり得る。空間多重化の使用を可能にする方法などの、ｍ
ｍＷシステムのスペクトル効率を改善する方法が、例えば８０２．１１ａｄに基礎付けら
れ得る将来ｍｍＷ仕様で、および／または、一般的にはｍｍＷシステムで必要とされ得る
。
【００５３】
　ＳＬＳおよびＢＲＰなどのビーム形成トレーニングプロトコルは、送受信ビーム形成ト
レーニング、および反復性ビーム調整トレーニングを遂行するために使用され得る。しか
しながら、これらの手順のビーム形成トレーニングオーバヘッドおよびレイテンシは著し
いものであり得る。例えばＳＬＳで定義される送信ビーム形成トレーニングによって、送
信機は、異なるビーム形成セクタにより変調され得る多重のセクタスイープ（ＳＳＷ）フ
レームを送信することを必要とし得る。各々のデバイスは、最高で６４個の異なるビーム
セクタを有し得る。各々のＳＳＷフレームは、プリアンブル、１または複数のヘッダブロ
ック、およびＭＡＣフレームを含み得る、フルＰＬＣＰヘッダを含み得る。ビーム形成ゲ
インをフルに活用するために、両方のピアデバイスでの送信および受信トレーニング手順
が求められ得るものであり、反復性ビーム調整もまた必要とされ得る。これらの手順は著
しいオーバヘッドを表し得るものであり、ゆえに、このオーバヘッドを低減する方法が、
部分的には、ｍｍＷシステムでのより良好なユーザ使用感に関して可能とするために必要
とされ得る。
【００５４】
　図１Ｄおよび１Ｅに戻って参照すると、マルチパス伝搬は、屋内の通信リンクで共通で
あり得る。現在の８０２．１１ａｄ仕様で利用される、ビームスイッチングで基礎付けら
れるビーム形成アルゴリズムは、最も強いパスにビームを向けることを試行することが可
能である。図１Ｄに示されるように、ＬＯＳパスおよび強い反射パスが、ＡＰ１９０とＳ
ＴＡ１９２との間に存し得る。ビーム形成トレーニング手順の後で、最良のチャネルゲイ
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ンを伴うビームが選択され得る。このビームは、多重の伝搬パスの中で最も強いパスに向
けて形成され得る。しかしながら人間妨害が、２３０ｍｓの間に平均の２０ｄＢ損失をも
たらす場合があり、そのことが、マルチギガビット／ｓｅｃデータ送信を提供するための
６０ＧＨｚラジオを妨げる場合がある。したがって、ビーム形成されるリンクが絶たれ得
るという公算が高く、ゆえに、この期間の間の送信されるパケットは失われることになる
。さらにパケットの損失に起因して、システムは、ビーム形成トレーニングを繰り返し、
次いで、潜在的に新しいビームによってパケットを再送信しなければならない場合がある
。
【００５５】
　例ビーム形成スキームは、送信が、最も強いパスのみに依存的でないように、空間ダイ
バーシティを活用することが可能である。図１Ｅに示されるように、２つの強い伝搬パス
、例えばＬＯＳパスおよび強い反射パスによって、いくつかの解決策が、高速ビームスイ
ッチング、より広いビーム、およびマルチビーム方法を含めて可能であり得る。
【００５６】
　空間ダイバーシティは、高速ビームスイッチングによって達成され得る。チャネル条件
が変化するときに高速ビームスイッチングを実現するために、ＡＰおよびＳＴＡの両方が
、重みベクトル／ビーム識別子の利用可能なリストを有するということが必要であり得る
。重みベクトル／ビーム識別子のリストを取得するための例方法が、下記で開示される。
帯域内シグナリングおよび帯域外シグナリングを含む、高速ビームスイッチングに対する
２つの可能性が存在し得る。帯域内ビームスイッチングが、一部の例で使用され得る。
【００５７】
　帯域内ビームスイッチング例ではＡＰは、ビームセット（ＴｘおよびＲｘビーム）Ｂ１
を使用してＳＴＡと通信している場合がある。ＡＰおよびＳＴＡは、ＳＬＳおよびＢＲＰ
段階の間に、受信されるＳＮＲまたはＳＩＮＲによってビームセットを優先度設定してい
る場合がある。ＳＴＡは、受信されるＳＮＲ、ＳＩＮＲ、ビットエラーレート（ＢＥＲ）
もしくはパケットエラーレート（ＰＥＲ）、確認応答（ＡＣＫ）統計、または、これらの
パラメータの組み合わせのうちの、１または複数を監視することが可能である。パケット
受信のエンドでＳＴＡが、チャネル品質が悪化していると決定するならば、それは、次の
送信されるパケットに対して、次の最良のビームセット、例えばＢ２にスイッチするよう
にＡＰに要求するメッセージをＡＣＫパケットにアペンドすることが可能である。ここで
の想定は、チャネル条件は、悪化しているおそれがあるが、データパケットが正しく復号
され得ないというポイントまでではなく、ゆえにＡＣＫは送出され得るということである
。
【００５８】
　別の例では、代替的なビーム再送信方法が使用され得る。特に８０２．１１システムお
よびｍｍＷシステムでは、ＡＣＫが受信されないならば、データパケットは再送信され得
る。この再送信は、先行する送信で使用された同じビームを使用し得る。代替的な手順に
対する例は、ＡＰがＡＣＫを受信しないならば、ＡＰは、ビームセットＢ１の代わりにビ
ームセットＢ２を使用してデータパケットを再送信することが可能であるということであ
り得る。これらのビームセットは、この手順に先行して、おそらくはＡＰとのＳＴＡの関
連付けの間に定義されている場合があるので、ＳＴＡでの手順は、ＡＰからの再送信の受
信に対して、対応する受信ビームセットＢ２を使用することが可能である。例手順ではＡ
ＰおよびＳＴＡは、ビームセットへのインデックスの関連付けを定義し、その後、前に述
べられた手順でのビームセットの識別のためにビームセットインデックスを使用すること
が可能である。
【００５９】
　代替的な、または追加的な例ではＡＰは、Ｎ個の最良のビームセットによってデータパ
ケットを巡回処理することが可能である。次いでＳＴＡは、それがＡＰからＮ個のパケッ
トを受信する手順を遂行すること、および、これらのパケットに関する、最大比合成、選
択合成、または同様の受信アルゴリズムを遂行することが可能である。次いでＡＣＫが、
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例えばすべてのＮ個の送信が起こった後で、または、パケットが成功裏に受信および復号
されてすぐに、決定されＡＰに送出され得る。
【００６０】
　代替的な、または追加的な例ではＡＰは、同時に、Ｎ個のビームセットのすべて、また
はそのＮ個のビームセットのサブセットによってデータパケットを送信することもまた可
能である。次いで、以前の段落で説明された手順の残りが、同様の方途で後に続き得る。
【００６１】
　ビームセットは、ビームセットの内部でのプライマリビームの識別を含み得る。プライ
マリビームは、無線通信で初期試行に対して使用されることになるビームとして、ＡＰ、
ＳＴＡ、または両方で送信手順により使用され得る。あるいはプライマリビームは、制御
またはスケジューリング情報の送信に対して排他的に使用され得る。２つ以上のプライマ
リビームが２つ以上のＳＴＡに対して使用され得るものであり、その場合各々のプライマ
リビームは、個別のＳＴＡに関連付けられ得る。
【００６２】
　代替案では、または加えて、ＡＰは、次のビームセットに移ることに先行して、各々の
ビームセットに対してＭＩＭＯ動作の異なるモードによって巡回処理することもまた可能
である。例えば、ＡＰがビームセットＢ１に関してＡＣＫを受信しないならば、それは、
空間時間ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）、空間周波数ブロックコーディング（ＳＦＢ
Ｃ：Space Frequency Block Coding）、または巡回遅延ダイバーシティ（ＣＤＤ：Cyclic
 Delay Diversity）などの動作のよりロバストな形式を選択することを、残っているビー
ムセットＢ２からＢＮに関して送信することに移る前に行うことが可能である。
【００６３】
　一部の例では、第１および第２の最良のビーム送信方法が使用され得る。例えばＳＴＡ
は、上記と同様の手順を使用して２つの最良のビームＢ１、Ｂ２を決定し、これらのビー
ムインデックスをＡＰに推奨することが可能である。この例では通信間隔の残りに対して
、ＡＰおよびＳＴＡは、いずれかまたは両方のビームインデックスが無線通信に対して使
用され得るということを想定することが可能である。
【００６４】
　次いでＡＰは、ＡＰにより決定される１または複数の判定基準に基礎付けられて、個別
の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にいずれかのビーム上で送信することを決定することが可
能である。例判定基準は、受信されるＳＮＲもしくはＳＩＮＲ、ビットエラーレート（Ｂ
ＥＲ）もしくはパケットエラーレート（ＰＥＲ）、確認応答（ＡＣＫ）統計、または、こ
れらの判定基準の組み合わせのうちの、１または複数を含み得る。ＳＴＡは、それがＡＰ
からメッセージを受信するために使用したビームに対する、受信品質または同様のメトリ
ックの表示によって、ＡＰからのメッセージに応答することが可能である。この表示また
はメトリックは、ビームインデックスにより応答で表示され得る。
【００６５】
　あるいは、ＳＴＡが、そのＡＣＫおよび／または任意の他のパケットで受信品質の表示
をＡＰに提供しないならば、ＡＰは、受信品質が、１または複数の関連付けられたビーム
に対して容認可能であったと決定することが可能である。ＳＴＡが、Ｂ１に対してＡＰに
低質の受信品質を表示するならば、それは、ＡＰからの次の送信が第２の最良のビームＢ
２を使用することになるということを想定することが可能である。
【００６６】
　ＳＴＡとの通信の間にＡＰは、各々のビーム上での各々の送信に対するパケット受信品
質を、メモリに、いずれのビームを使用する間でも記憶することが可能である。対内の個
別のビームがさらなる通信に対して使用不能になるならば、ＡＰは、ＳＴＡとの通信に対
する新しい第１の、または第２の最良のビームを識別し、一方で同じ時間に、元のビーム
対の残っているビーム上での通信を継続することが可能である。この例で説明される手順
の他の組み合わせが可能であり得る。上記の例は、ビームの対に制限されず、システムが
同時にサポートし得る、２つ以上の任意の数のビームをサポートするように拡張され得る
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。
【００６７】
　一部の例は、帯域外ビームスイッチングを使用し得る。例えばＡＰおよびＳＴＡは両方
、マルチ帯域能力を有し得る。この例ではＡＰおよびＳＴＡは、方向性６０ＧＨｚリンク
に加えて、２．４ＧＨｚリンクまたは５ＧＨｚリンクのいずれかによって通信することが
可能である。ＡＰおよびＳＴＡは、代替のリンクとしてサブ６ＧＨｚリンクの１または複
数を使用して、ビームセットが、次のデータパケットの始まりで次の最良のビームセット
にスイッチすることを必要とするということを相互にシグナリングすることが可能である
。この例手順は、現在送信されているパケットが正しく復号されない場合でも、高速ビー
ムスイッチが起こることを可能とし得る。
【００６８】
　一部の例は、単一のビームを使用して空間ダイバーシティを実行することが可能である
。例えば、１つのデータストリームのみが同じ時間に送信および受信され得るように、１
つのＲＦチェーンのみが送信機および受信機の両方で利用可能であるということが可能で
あり得る。このＲＦチェーン配置構成は、ｍｍＷシステムで使用され得る。１つのＲＦチ
ェーンによってデバイスは、１つのビームを形成し、ビームにより指定される方向に向け
てデータストリームを送信することが可能である。この例ではデバイスは、最も強いチャ
ネルゲインを伴う伝搬パスに向けるビームを形成することが可能である。しかしながらマ
ルチパス無線チャネルは、周波数選択性をもたらし得る。ビーム形成重みは一部の周波数
トーンの利益になり得るが、それは、周波数トーンの他のセットの１または複数に対する
有害な影響を有し得る。したがって、最も強い伝搬パスに向ける重みが、全体の周波数チ
ャネルに対する最大ビーム形成ゲインをもたらすことになるという保証は存在し得ない。
さらに、１つのビーム方向で向けることは、マルチパス環境での小さな変化に対するシス
テム敏感性を増大し得るものであり、ロバストな通信を提供することに失敗し得る。
【００６９】
　図２は、２つのＳＴＡを使用して、マルチパスビーム形成を遂行する例方法２００の線
図である。方法は、下記で論考されるようなマルチステージ反復性ビーム形成方法であり
得るものであり、２つ以上のアンテナをグループ化することを含み得る。例えば図２は、
方法の第１の反復２０１、および方法の第２の反復２０２を示す。
【００７０】
　後に続く論文が、ビーム形成のための方法を開示する。例えば、非特許文献１および非
特許文献２であり、両方の全体のコンテンツは、参照により本明細書に組み込まれている
。
【００７１】
　図２を参照すると、ＳＴＡ１　２０５およびＳＴＡ２　２１０がそれぞれ、２つの時間
軸２１５および２２０上に示されている。この例ではＳＴＡ１　２０５は、１または複数
のトレーニングビーム形成重みを送信することが可能であり、ＳＴＡ２　２１０は、トレ
ーニングビーム形成重み２３０、２４０を受信し、ビーム形成重み２３５をＳＴＡ１　２
０５に送信することが可能である。ＳＴＡ１　２０５およびＳＴＡ２　２１０は、例えば
、ＷＴＲＵ、局、電子通信デバイス、またはアクセスポイントであり得る。図２での例は
、ＳＴＡ２　２１０のみに２３０、２４０を送信するＳＴＡ１　２０５を示すが、示され
ない２つ以上のＳＴＡが存在し得る。ＳＴＡ１　２０５は、ＡＰまたは非ＡＰ　ＳＴＡで
あり得る。ＳＴＡ２　２１０は、ＡＰまたは非ＡＰ　ＳＴＡであり得る。
【００７２】
　方法の各々の反復２０１、２０２では、ＡＰ、ここではＳＴＡ１　２０５は、多重の時
間スロット２３０によって１または複数のトレーニングシーケンスを送信し、送信ビーム
形成重みをスイープすることが可能である。例えばＳＴＡ１　２０５は、ＡＰまたは非Ａ
Ｐ　ＳＴＡであり得る。方法の２つの反復２０１、２０２のみが図解されているが、方法
は、方法の２つの反復２０１、２０２より多いものを有し得るということに留意されたい
。ＳＴＡ２　２１０は、受信されるチャネル状態の推定値によって、最良の送信ビーム形
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成重みベクトルを算出することが可能である。算出される送信ビーム形成重みは、送信機
ＳＴＡ１　２０５が元々利用した重みの１つではない場合があるということに留意された
い。次いで方法はＳＴＡ２　２１０で、このビーム形成重みベクトル２３５、または、推
定されたチャネル状態ベクトルを、ＡＰ、ここではＳＴＡ１　２０５にフィードバックす
ることが可能である。ＡＰ、ここではＳＴＡ１　２０５は、それがＳＴＡ２　２１０への
後続の送信に対して利用する送信ビーム形成重みを更新する場合があり、または、更新し
ない場合がある。方法は、パケット送信が、関連付けられるＳＴＡ、ＳＴＡ２　２１０に
対して完了されるまで継続し得る。
【００７３】
　ＡＰ、ここではＳＴＡ１　２０５は、アンテナアレイを多重のサブグループにグループ
化して、多重のパスにビーム形成重みを向けることが可能である。例えば、３６個のアン
テナユニットが存在し、２つの最も強いパスのみが使用されるならば、各々のサブグルー
プは１８個のアンテナユニットを有し得る。あるいは、より多くのアンテナゲインが、最
も強いパスから予想されるならば、より多くのアンテナユニットが、最も強いパスに割り
当てられ得る。ＡＰ、ここではＳＴＡ１　２０５は、システムの要件に依存して、他のア
ンテナサブグループ区分を割り当てることが可能である。例えば、３つ以上の最も強いパ
スが使用され得る。この例での方法は、第１のサブグループ内のアンテナアレイを最も強
いパスにステアリングすることが可能であり、一方で第２のサブグループは、第２の最も
強いパスにステアリングされ得る、等々となる。このアンテナグループ区分手順は、ＡＰ
、ここではＳＴＡ１　２０５、またはＳＴＡ２　２１０、または両方により遂行され得る
。
【００７４】
　別の例では、アンテナグループに基礎付けられたマルチパスビーム形成が遂行され得る
。この例では、ＳＴＡ１　２０５はＮｔ個の送信アンテナを有し得るものであり、ＳＴＡ
２　２１０はＮｒ個の受信アンテナを有し得るものであり、２つの最も強いパスのみが考
えられ得る。
【００７５】
　送信機、例えばＳＴＡ１　２０５は、Ｎｔ個のシーケンス２３０を送信することが可能
である。Ｎｔ個のシーケンス２３０は、Ｎｔ個の直交ビーム形成ベクトルを使用して変調
され得る。ＳＴＡ１　２０５は、プリコーダ、例えばアイデンティティプリコーダを含み
得るものであり、第１のアンテナを使用して第１のシーケンスを送信すること、および、
第２のアンテナを使用して第２のシーケンスを送信すること等々を行うように構成され得
る。他の直交プリコーディング行列が、ＳＴＡ１　２０５により利用され得る。
【００７６】
　受信機、例えばＳＴＡ２　２１０は、最後の反復で算出される受信ビーム形成ベクトル
【００７７】
【数１】

【００７８】
を使用してＮｔ個のシーケンスを受信することが可能である。一部の例では
【００７９】
【数２】

【００８０】
は、初期値にセットされ得る。ＳＴＡ２　２１０は、第１のｎ個の時間スロットが、アン
テナグループ１に対応し得る、送信アンテナ１からアンテナｎに対応すると決定するよう
に構成され得る。ＳＴＡ２　２１０は、各々の時間スロットで送信されるトレーニングシ
ーケンスを利用して、伝搬チャネルの最も強いパスを推定することが可能であり、最も強
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いチャネルパスをＨ１として表象し得る。第１のｎ個の時間スロットからの受信される信
号は、
【００８１】
【数３】

【００８２】
と表現され得るものであり、ただしｙは、受信されるシンボルであり得るものであり、ｓ
は、送出されるシンボルであり得るものであり、Ｎは、分散を有する加法性ガウシアンノ
イズであり得るものであり、Ｈは、送信機ＳＴＡ１　２０５と受信機ＳＴＡ２　２１０と
の間のチャネル行列であり得る。受信機ＳＴＡ２　２１０は、トレーニングシーケンスの
相関特性を使用して、最も強い伝搬パス
【００８３】
【数４】

【００８４】
に対応するチャネルを推定することが可能である。したがって受信機ＳＴＡ２　２１０は
、アンテナグループ１および最も強いパスに対応する最良の送信ビーム形成重みを決定す
ることが可能であり、
【００８５】

【数５】

【００８６】
と表され得る。ビーム形成重みのサイズは、ｎ×１であり得る。
【００８７】
　受信機ＳＴＡ２　２１０は、時間スロットｎ＋１からＮｔが、送信アンテナｎ＋１から
アンテナＮｔに対応し、ＳＴＡ１　２０５のアンテナグループ２に対応し得ると決定する
ように構成され得る。受信機ＳＴＡ２　２１０は、各々の時間スロットで送信されるトレ
ーニングシーケンスを利用して、伝搬チャネルの第２の最も強いパスを推定することが可
能であり、Ｈ２として表象され得る。Ｎｔ－（ｎ＋１）＋１個の時間スロットからの受信
される信号２４５は、
【００８８】

【数６】

【００８９】
と表現され得る。信号は、ゼロ自己相関（ＺＡＣ）特性を伴うシーケンスを使用して送信
され得るので、ＳＴＡ２　２１０は、レイク受信機に類する方法を使用し得るものであり
、その場合、最も強いパスは取り外され得るものであり、第２の最も強いパスのチャネル
が決定され得る。第２の最も強いパスは、
【００９０】

【数７】
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【００９１】
により表され得る。したがって、アンテナグループ２および第２の最も強いパスに対応す
る最良の送信ビーム形成重みは、
【００９２】
【数８】

【００９３】
であり得る。送信ビーム形成重みのサイズは、（Ｎｔ－ｎ）×１であり得る。
【００９４】
　反復ｉに対する更新される送信ビーム形成重みは、
【００９５】
【数９】

【００９６】
と表現され得る。ＳＴＡ２　２１０は、２３５でＳＴＡ１　２０５に戻るように
【００９７】
【数１０】

【００９８】
を送信することが可能である。ＳＴＡ１　２０５は、受信される
【００９９】
【数１１】

【０１００】
を使用して、ビーム形成トレーニングフレームの別のセットを送信すること２４０が可能
である。ＳＴＡ１　２０５は、トレーニングフレームのＮｒ個の繰り返しを送信すること
が可能であり、ただしＮｒは、ＳＴＡ１　２０５でのアンテナの数であり得る。ＳＴＡ２
　２１０は、トレーニングフレームのこのセットを使用して、受信されるビーム形成重み
を更新するように構成され得る。ＳＴＡ２　２１０は、Ｎｒ個のアンテナを使用して、ト
レーニングフレームをシーケンシャルに受信することが可能である。ＳＴＡ２　２１０は
、他の直交ビーム形成重みを使用して、Ｎｒ個のトレーニングフレームを受信することも
また可能である。この例では、ＳＴＡ２　２１０でアンテナ１からｍは、第１のアンテナ
グループに属し得るものであり、最も強い伝搬パスに向けるために使用され得るものであ
り、一方でアンテナｍ＋１からＮｒは、アンテナグループ２に属し得るものであり、第２
の最も強い伝搬パスに対応し得る。
【０１０１】
　１つの例ではＳＴＡ１　２０５は、混合されるモードを使用して、重み
【０１０２】
【数１２】

【０１０３】
によってトレーニングフレームのＮｒ個の繰り返しを送信することが可能である。この例
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混合されるモード方法は、２０２として図２に示されている。Ｎｒ個の時間スロットによ
る受信される信号は、
【０１０４】
【数１３】

【０１０５】
と表現され得る。アンテナグループ１からの受信される信号は、
【０１０６】
【数１４】

【０１０７】
であり得る。ＳＴＡ２　２１０は、トレーニングシーケンスの相関特性を使用して、最も
強い伝搬パス
【０１０８】
【数１５】

【０１０９】
を伴うチャネルを推定することが可能である。アンテナグループ２からの受信される信号
は、
【０１１０】
【数１６】

【０１１１】
であり得るものであり、ＳＴＡ２　２１０は、相関検出を使用して、最も強いパスを取り
外すことが可能である。したがってＳＴＡ２　２１０は、第２の最も強いパス
【０１１２】
【数１７】

【０１１３】
に対する推定されるチャネルを決定することが可能である。ＳＴＡ２　２１０は、
【０１１４】
【数１８】

【０１１５】
と表され得る受信ビーム形成重みを更新することが可能である。図２では信号の受信は、
パケットを受信する間の受信機動作の例図解として、破線で示されている。
【０１１６】
　あるいは、または加えて、ＳＴＡ１　２０５はシーケンシャルモードを使用することが
可能である。ＳＴＡ１　２０５は、アンテナグループ１、すなわち
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【０１１７】
【数１９】

【０１１８】
によるトレーニングフレームのｍ個の繰り返しを送信することが可能である。ｍ個のトレ
ーニング時間スロットの間に、受信機、例えばＳＴＡ２　２１０は、アンテナグループ１
を利用して、トレーニングフレームを受信することが可能である。例えばＳＴＡ２　２１
０は、アンテナ１を利用して、第１のトレーニングフレームを受信し、アンテナｍを利用
して、第ｍのトレーニングフレームを受信することが可能である。これらのｍ個のフレー
ムからの受信される信号は、
【０１１９】
【数２０】

【０１２０】
と表現され得る。ＳＴＡ２　２１０は、最も強い伝搬パス
【０１２１】
【数２１】

【０１２２】
に対応するチャネルを推定することが可能である。ＳＴＡ１　２０５は、アンテナグルー
プ２のみ、例えば
【０１２３】

【数２２】

【０１２４】
によるトレーニングフレームのＮｒ－ｍ個の繰り返しを送信することが可能である。ＳＴ
Ａ２　２１０は、そのアンテナグループ２を利用して、トレーニングフレームを受信する
ことが可能である。受信される信号は、
【０１２５】

【数２３】

【０１２６】
であり得る。ＳＴＡ２　２１０は、相関方法を使用して、第２の最も強いパス
【０１２７】

【数２４】

【０１２８】
に対応するチャネルを決定することが可能である。ＳＴＡ２　２１０は、受信ビーム形成
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重み
【０１２９】
【数２５】

【０１３０】
を更新することが可能である。一部の例では、最も強いパスに対応するフィードバックチ
ャネルが、ＳＴＡ２　２１０またはＳＴＡ１　２０５により直接使用され得る。このモー
ドは、図２で図解されないということに留意されたい。
【０１３１】
　ＳＴＡ２　２１０は、
【０１３２】
【数２６】

【０１３３】
をＳＴＡ１　２０５に送出することが可能である（図解されない）。加えて方法は、最高
で閾のいくつかの回数の間、または、方法が収束するまで繰り返し得るものであり、その
方法の収束は、ビーム形成重みの次の値を、ビーム形成重みの以前の値と比較すること、
および、差が閾値より少ないかどうかを決定することにより決定され得る。
【０１３４】
　ＳＴＡ１　２０５およびＳＴＡ２　２１０に対する初期ビーム形成重みは、方法を始め
ることに先行して初期値にセットされ得る。ＳＴＡ１　２０５およびＳＴＡ２　２１０は
、方法が収束するために必要とされる数反復を低減するために初期値を決定することが可
能である。図２に示される例方法は、２つの最も強いパスを決定するために使用され得る
。しかしながら他の例実施形態では、３つ以上のパスが、ＳＴＡ１　２０５およびＳＴＡ
２　２１０により決定され得る。
【０１３５】
　既存のプロトコルが、マルチパスビーム形成方法を遂行するように変更され得る。例え
ばマルチパスビーム形成方法は、８０２．１１および８０２．１１ａｄで使用され得る。
例えばマルチパスビーム形成方法は、非特許文献３で開示されるようなビーム調整プロト
コル（ＢＲＰ）の変更を使用することにより８０２．１１ａｄで使用され得るものであり
、その非特許文献３の全体のコンテンツは、参照により本明細書に組み込まれている。マ
ルチパスビーム形成方法は、マルチ反復マルチパスビーム形成トレーニング方法であり得
る。
【０１３６】
　ビーム調整トランザクションは、１または複数のビーム調整要求および応答を含むＢＲ
Ｐフレームのセットであり得る。マルチパスビーム形成方法は、現在のビーム形成調整プ
ロトコルを変更することにより実行され得る。
【０１３７】
　図３は、ＢＲＰトランザクションを使用するマルチパスビーム形成方法３００の１つの
反復の例の線図である。ビーム形成イニシエータ、ＳＴＡ１　３０５は、ＢＲＰフレーム
３１５が送信ＢＲＰ要求フレームであるということを表示するＢＲＰフレーム３１５を送
信することが可能である。この表示は、例えばＴＸ－ＴＲＮ－ＲＥＱ＝１とフィールドを
セットすることにより遂行され得る。ＴＸ－ＴＲＮ－ＲＥＱ＝１を伴うＢＲＰフレーム３
１５は、それにアペンドされる送信トレーニングサブフィールド（ＴＲＮ－Ｔ）３２０を
含み得る。応答機、ＳＴＡ２　３１０は、例えばＴＸ－ＴＲＮ－ＲＳＰ＝１とセットする
ことにより、送信ＢＲＰフィードバック３２５によって返信することが可能である。さら
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にＳＴＡ２　３１０は、例えばＬ＿ＲＸ＞０とセットすることにより、同じＢＲＰフレー
ムで受信ＢＲＰ要求フレームを表示することにより、受信ビーム形成トレーニングを要求
することが可能である。この例では受信ＢＲＰ要求フレームは、送信ＢＲＰ応答フレーム
上でピギーバックされ得る。Ｌ＿ＲＸは、受信機が受信ＢＲＰトレーニングを要求すると
いうことを表示するために使用される信号フィールドであり得るものであり、送信機は、
ＴＲＮ－Ｒトレーニングフィールドにより後に続かれるＢＲＰトレーン応答によって応答
することが可能である。ＳＴＡ１　３０５は、例えばＲＸ－ＴＲＮ－ＲＳＰを１にセット
することにより、ＢＲＰトレーン応答によってＢＲＰフレーム３３０を送信することが可
能である。１に等しいＲＸ－Ｔｒａｉｎ－ｒｅｓｐｏｎｓｅを含むＢＲＰフレームは、そ
れにアペンドされる受信トレーニングサブフィールド（ＴＲＮ－Ｒ）３３５を含み得る。
【０１３８】
　図４は、ＢＲＰパケット４０２に対する例フレームフォーマットの線図である。ＢＲＰ
パケット４０２は、ショートトレーニングフィールド（ＳＴＦ）４０４、チャネル推定（
ＣＥ）フィールド４０６、ヘッダフィールド４０８、およびデータフィールド４１０を含
み得る。トレーニングフィールド４１６は、ＢＲＰパケット４０２にアペンド／プリペン
ドされ得るものであり、ＡＧＣトレーニングフィールド４１２、および、受信機／送信機
トレーニングサブフィールド（ＴＲＮ－Ｒ／Ｔ）４１４を含み得る。ＢＲＰパケット４０
２は、制御ＰＨＹを使用して送信され得る。ＲＴＮ－Ｒ／Ｔトレーニングに先行して、ト
レーニング手順を補助するためのシグナリングやり取りが存在し得る。これが、フィール
ド４０４、４０６、４０８、４１０の目的である。パケットタイプフィールドがＰＨＹヘ
ッダに含まれ得るものであり、それは、ＴＲＮ－Ｒサブフィールド４１４がフレーム４０
２にアペンドされるか、それとも、ＴＲＮ－Ｔサブフィールド４１４がフレーム４０２に
アペンドされるかを表示し得る。アペンドされるＴＲＮ－Ｒ／Ｔ４１４フィールドを伴う
ＢＲＰフレーム４０２は、ＢＲＰ－ＲＸ／ＴＸパケット４０２と呼称され得る。ＢＲＰ－
ＴＸパケット４０２では送信機は、各々のＡＧＣサブフィールド４１２の始まりでＴＸビ
ーム形成重み構成を変化させることが可能である。ＡＧＣサブフィールド４１２に対して
使用されるビーム形成重みのセットは、ＴＲＮ－Ｔサブフィールド４１４に対して使用さ
れるものと同じであり得る。ＢＲＰ－ＲＸパケット４０２では送信機は、送信データパケ
ットのプリアンブルおよびデータフィールドでと同じ送信ビーム形成重みを使用し得る。
ＢＲＰフレームは、アクションＮｏ　ＡＣＫフレームであり得る。
【０１３９】
　図５は、ＢＲＰフレームアクションフィールドの例フォーマットの線図である。ＢＲＰ
フレームアクションフィールド５００は、カテゴリフィールド５１０、保護されないＤＭ
Ｇアクションフィールド５２０、ダイアログトークンフィールド５３０、ＢＲＰ要求フィ
ールド５４０、ＤＭＧビーム調整要素５５０、および、１または複数のチャネル測定フィ
ードバック要素５６０１…５６０ｎを含み得る。
【０１４０】
　８０２．１１ａｄビーム調整プロトコルは、マルチパスビーム形成アルゴリズムを受け
入れるために、後に続くように変更され得る。例えばイニシエータは、応答機によってビ
ーム形成トレーニングを始動させることに先行して、応答機の能力を決定することが可能
である。マルチパスマルチステージ反復性ビーム形成トレーニング能力は、ＤＭＧ能力要
素で表示され得る。ＤＭＧ能力要素は、関連付け要求、関連付け応答、再関連付け要求、
再関連付け応答、プローブ要求、および、プローブ応答フレーム内に在り得るものであり
、ＤＭＧビーコンならびに情報要求および応答フレーム内に在り得る。ＤＭＧアンテナア
レイサポートフィールドは、１または複数のビットを含み得るものであり、それらのビッ
トは、ＳＴＡが、サブアンテナグループを形成可能であり、マルチパスマルチステージビ
ーム形成トレーニング方法を遂行可能であるということを表示するものである。
【０１４１】
　イニシエータおよび応答機の両方でのアンテナサブグループの区分がシグナリングされ
得る。アンテナグループ化方法に依存して、シグナリングは異なり得る。例えばアンテナ
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グループ化は、均一に、または不均一に遂行され得る。
【０１４２】
　均一なアンテナグループ化例では、アンテナの総合的な数が偶数であると想定すると、
各々のアンテナサブグループは同じ数のアンテナ要素を有し得るものであり、ゆえに、ア
ンテナグループの数のみが、アンテナサブグループの区分を表示するために求められる。
例えば４つのアンテナおよび２つのグループが存在するならば、グループの数、この例で
は２が、グループあたりのアンテナの数が知られることになるので、戻るように送出され
得る。アンテナ要素インデックスとサブグループインデックスとの間のマッピングは、あ
らかじめ決定され、ＢＲＰフレームのフィールド、例えばＢＲＰ要求フィールドで明示的
に送信され得る。マッピングがＢＲＰフレームで明示的に表示される場合、アンテナサブ
グループインデックスは各々のアンテナ要素に割り当てられ得る。
【０１４３】
　不均一なアンテナグループ化例では、各々のアンテナサブグループは異なる数のアンテ
ナ要素を有し得る。例えばシステムは、最も強いパスに対して、より多くのアンテナ要素
を割り当てることが可能であり、そのことによって、このサブグループからのアンテナゲ
インはより大きくなり得る。アンテナ要素インデックスとサブグループインデックスとの
間のマッピングは、あらかじめ決定され、ＢＲＰフレームのフィールドで、例えばＢＲＰ
要求フィールドで明示的に送信され得る。
【０１４４】
　アンテナサブグループとチャネル伝搬パス／タップとの間のマッピングは、あらかじめ
決定され得る。例えば、アンテナサブグループ１は常に、最も強いパスにマッピングし得
る、等々となる。あるいはマッピングは、ＢＲＰ要求フィールドで定義され得る。
【０１４５】
　各々の反復の第１の部分で、イニシエータ、例えばＳＴＡ１　２０５により使用される
プリコーディング行列は、イニシエータおよび応答機の両方によりあらかじめ決定され合
意され得る。各々の反復の第１の部分は、送信ビーム形成トレーニング部分と呼称され得
る。１つの例では、ユニタリプリコーディング行列のセットが、あらかじめ決定され得る
。この例ではイニシエータおよび応答機は、ビーム形成トレーニングを遂行する前に、ど
の行列が利用されるかを折衝することが可能である。例えばプリコーディング行列インデ
ックスは、あらかじめ決定され、ＢＲＰ要求フィールドで送信され得る。
【０１４６】
　イニシエータ側および応答機側の両方でのアンテナの数が、シグナリングされ得る。ア
ンテナの数は、例えばＰＨＹヘッダ、ＭＡＣヘッダ、またはＢＲＰ要求フィールドでシグ
ナリングされ得る。
【０１４７】
　図６は、例変更されたチャネル測定フィードバック要素６００の線図である。チャネル
測定フィードバック要素は、信号対ノイズ比（ＳＮＲ）サブフィールド６１０、チャネル
測定サブフィールド６２０、タップ遅延サブフィールド６３０、および、セクタＩＤ順序
サブフィールド６４０を含み得る。これらのサブフィールドの在ることは、ＤＭＧビーム
調整要素で定義される値に依存し得る。例えばチャネル測定サブフィールドは、タップ遅
延サブフィールドで定義される相対的タップ遅延の共通セットに対応する、最大でＮｔａ
ｐ個のチャネル測定をフィードバックするために使用され得る。例えば、タップ遅延サブ
フィールドの在ることを伴わないと、Ｎｔａｐｓ個のチャネルタップは、Ｔｃにより分け
られる連続的な時間サンプルと解釈され得るものであり、ただしＴｃは、ＳＣ　ＰＨＹチ
ップ時間であり得るものであり、０．５７ｎｓであり得る。これらの例示的なマルチパス
ビーム形成方法では、最も強い伝搬パスのチャネル測定がＳＴＡ１に送出され得る。図２
に示される例では、最も強いパス／タップは、第１のアンテナサブグループに対して割り
当てられ得る、および、第２の最も強いパス／タップは、第２のアンテナサブグループに
対して割り当てられ得る、等々となる。マルチパスビーム形成方法がＰＨＹヘッダ、ＭＡ
Ｃヘッダ、またはＭＡＣ本体で表示されるならば、チャネル測定の解釈は、タップ遅延サ
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ブフィールドがないときに変更され得る。したがってプロトコルは、本明細書で開示され
るマルチパスビーム形成方法の例を受け入れるように変更され得る。
【０１４８】
　重み付けされたマルチパスビーム形成トレーニング方法が遂行され得る。例えば、多重
の伝搬パスに向けてビームをステアリングするためのビーム形成方法が遂行され得る。最
も強い伝搬パス／タップは、ＳＴＡにより決定され得るものであり、１または複数のビー
ム形成重みが、伝搬パス／タップの１または複数に向けるために決定され得る。第ｋの最
も強い伝搬パスに対するビーム形成重みは、Ｗｋと表され得るものであり、最終的なビー
ム形成重みは、
【０１４９】
【数２７】

【０１５０】
と表現され得るものであり、ただしＫはチャネル伝搬パスの数であり得るものであり、α

kは、
【０１５１】
【数２８】

【０１５２】
である重みであり得る。
【０１５３】
　異なる方法が、後に続く方途の１つでαkを選択するＳＴＡにより使用され得る。例え
ば伝搬パス選択は、次式に基礎付けられ得る。
【０１５４】

【数２９】

【０１５５】
この選択により、最終的なビーム形成重みベクトルは、第ｍの伝搬パスに向けて方向設定
される重みベクトルに等しくあり得る。
【０１５６】
　８０２．１１ａｄ例ではチャネル伝搬タップは、測定され、ＳＴＡ１　２０５であり得
るビーム形成イニシエータにフィードバックされ得る。各々のタップのチャネル測定によ
って、チャネルゲインがＳＴＡにより推定され得る。第ｋの伝搬パス／タップのチャネル
ゲインは、βkと表され得る。αkは、
【０１５７】

【数３０】

【０１５８】
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と表され得るものであり、そのことによって、Σαk＝１、
【０１５９】
【数３１】

【０１６０】
が満足され得る。より大きなチャネルゲインを伴う伝搬パスは、より大きな重みを有し得
るものであり、最も強い伝搬パスであるとＳＴＡにより決定され得る。
【０１６１】
　単一のデータストリーム送信が、マルチビーム能力デバイスによって遂行され得る。例
えば多重のＲＦチェーンが、ＡＰで利用可能であり得る。したがってＡＰは、同時に多重
のビームを形成することが可能である。この例ではＳＴＡは、１つのＲＦチェーンのみを
形成することが可能である。ＡＰおよびＳＴＡは、Ｎｘ１仮想ＭＩＭＯチャネルを使用す
るように構成され得る。ＡＰおよびＳＴＡは、例えばＳＴＢＣ、ＳＦＢＣ、およびＣＤＤ
などのダイバーシティ方法を使用するように構成され得る。これらの例方法は、２つ以上
のＡＰ、および、２つ以上のＳＴＡにより遂行され得る。加えて、ＳＴＡはＡＰであり得
る。
【０１６２】
　デジタルドメインＳＴＢＣによってＲＦフロントエンドビーム形成を実行する、少なく
とも２つの可能である送信手順が存在し得る。１つの例送信手順は、ＳＴＢＣによるフル
サイズビーム形成を使用することが可能である。別の例送信手順は、ＳＴＢＣによる部分
的サイズビーム形成を使用することが可能である。
【０１６３】
　図７は、ＳＴＢＣによるフルサイズビーム形成を使用して送信を遂行するように構成さ
れる例ＡＰ７００の線図である。ＡＰ７００は、コーディング／変調ユニット７０２、Ｓ
ＴＢＣ符号化器７０６、複数のＤＡＣ／アップ変換器７０８、７１０、および、複数のア
ンテナ７１６を含み得る。この例ではコーディング／変調ユニット７０２は、変調および
コーディングを遂行し、変調シンボル７０４をＳＴＢＣ符号化器７０６に通過させること
が可能である。ＳＴＢＣ符号化器７０６は、２つのデータストリーム７１８、７２０を生
成することが可能である。次いで２つのデータストリーム７１８、７２０は、複数のＤＡ
Ｃ／アップ変換器７０８、７１０で２つのＲＦチェーンによって処理されるものであり、
それらのＤＡＣ／アップ変換器７０８、７１０は、動作周波数帯域へのＤＡＣおよびアッ
プ変換を別個に遂行することが可能である。ＲＦフロントエンドでは、２つのビーム形成
重みベクトルＷ１　７１２およびＷ２　７１４が、ＡＰにより生成され得る。各々の重み
ベクトルは、サイズＮｔｘ１のものであり得る。第１のデータストリーム７１８は、第１
の重みベクトルＷ１　７１２によって乗算され得るものであり、第２のデータストリーム
７２０は、第２の重みベクトルＷ２　７１４によって乗算され得る。次いで２つのデータ
ストリーム７１８、７２０は、一体に加算され、Ｎｔ個のアンテナ７１６によって送信さ
れ得る。一部の実施形態ではＡＰは、３つ以上のＲＦチェーンによって構成され得る。
【０１６４】
　図８は、ＳＴＢＣによる部分的サイズビーム形成を使用して送信を遂行するように構成
される例ＡＰ８００の線図である。ＡＰ８００は、コーディング／変調ユニット８０２、
ＳＴＢＣ符号化器８０６、複数のＤＡＣ／アップ変換器８０８、８１０、および、アンテ
ナの複数のセット８１６、８１７を含み得る。この例ではコーディング／変調ユニット８
０２は、変調およびコーディングを遂行し、変調シンボル８０４をＳＴＢＣ符号化器８０
６に通過させることが可能である。ＳＴＢＣ符号化器８０６は、２つのデータストリーム
８１８、８２０を生成することが可能である。次いで２つのデータストリーム８１８、８
２０は、複数のＤＡＣ／アップ変換器８０８、８１０で２つのＲＦチェーンによって処理
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へのＤＡＣおよびアップ変換を別個に遂行することが可能である。ＲＦフロントエンドで
は、２つのビーム形成重みベクトルＷ１　８１２およびＷ２　８１４が生成され得る。各
々の重みベクトルは、サイズＮｔ／２ｘ１のものであり得る。第１のデータストリーム８
１８は、第１の重みベクトルＷ１　８１２によって乗算され得るものであり、第２のデー
タストリーム８２０は、第２の重みベクトルＷ２　８１４によって乗算され得る。第１の
データストリーム８１８は、Ｎｔ／２個のアンテナの第１のセット８１６によって送信さ
れ得るものであり、第２のデータストリームは、Ｎｔ／２個のアンテナの第２のセット８
１７によって送信され得る。実施形態ではＡＰは、３つ以上のＲＦチェーンによって構成
され得る。
【０１６５】
　ＡＰおよび／またはＳＴＡは、多重のデータストリームを送出および受信するように構
成され得る。例えばＡＰおよび／またはＳＴＡは、多重のＲＦチェーンによって構成され
得る。これらの例ではＡＰは、同時に多重のＳＴＡと通信するように構成され得る。ＡＰ
は、空間ドメインビームにより多重のＳＴＡを区別するように構成され得るものであり、
したがって方法は、ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）と呼称され得る。ＡＰは、ＢＤ
ＭＡを遂行するために多重のＲＦチェーンを必要とし得る。例えばＡＰは、単一のＳＴＡ
送信のために空間多重化方法を使用するように構成され得る。ＡＰおよびＳＴＡは、一度
に２つ以上のデータストリームを送出するように構成され得るものであり、そのことは、
システムのスペクトル効率を増大し得る。多重のＲＦチェーンは、ＡＰ側およびＳＴＡ側
の両方で必要とされ得る。
【０１６６】
　図９は、トランシーバアーキテクチャ９００の例の線図である。ＡＰおよび／またはＳ
ＴＡは、後に続くように構成され得る。トランシーバアーキテクチャ９００は、送信機側
９０２および受信機側９０４を含み得る。送信機側９０２は、１または複数のコーディン
グ／変調ユニット９０３、複数のＤＡＣ／アップ変換器９１２、９１４、デジタルコント
ローラ９１７、１または複数の電力増幅器（ＰＡ）９２０、および、複数のＮｔ個のアン
テナ９２５を含み得る。多重のデータストリームが、ベースバンドで変調およびコーディ
ングされ、次いで、デジタルコントローラ９１７によってデジタルドメインからアナログ
ドメインに変換され得る。ストリーム９０８、９１０は、ＤＡＣ／アップ変換器９１２、
９１４により動作周波数帯域にアップ変換され得る。ＤＡＣおよびアップ変換器の２つの
セットがここで図解されており、そのことは、最高で２つのデータストリームが送信機に
よりサポートされ得るということを暗示する。ビーム形成重み９１５、９１６が、ストリ
ームをＰＡ９２０に付与することに先行して付与され得る。ビーム形成重み９１５、９１
６は、デジタルドメインで用意され得る。
【０１６７】
　送信機９０２は、ＡＰまたはＳＴＡであり得るものであり、Ｎｔ個のアンテナ９２５に
よって構成され得る。Ｎｔ個のアンテナ９２５は、２つ以上のＲＦチェーンにより共有さ
れ得る。送信機９０２が、送信するための２つのデータストリーム｛ｓ1，ｓ2｝を有する
とき、それは、２つのビーム形成重み
【０１６８】
【数３２】

【０１６９】
９１６、および、
【０１７０】
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【数３３】

【０１７１】
９１５を生成し得る。２つの信号ストリームは、組み合わされ、Ｎｔ個の送信アンテナ９
２５によって送信され得るものであり、すなわち、ｓ＝Ｖ1ｓ1＋Ｖ2ｓ2である。ＡＰおよ
びＳＴＡは、多重のＲＦチェーンが提示される場合、受信機側で同様に構成され得る。受
信機９０４は、受信ビーム形成重みの２つのセット
【０１７２】

【数３４】

【０１７３】
９３６、および、
【０１７４】
【数３５】

【０１７５】
９３５を生成し、それらをアナログドメインで付与し得る。重み付けされたストリームは
、それぞれのＡＤＣ／ダウン変換器に付与され得る。ダウン変換されたストリーム９０８
’、９１０’は、復号および復調され得る。
【０１７６】
　図９で図解されるトランシーバ実施形態を伴う、例えばＡＰまたはＳＴＡであり得る通
信デバイスは、タイプＩと呼称され得る。一部の実施形態ではＡＰおよび／またはＳＴＡ
は、３つ以上のＲＦチェーンによって構成され得るものであり、その場合図９は、３つ以
上のＲＦチェーンを受け入れるように拡張され得る。
【０１７７】
　図１０は、別の例トランシーバアーキテクチャ１０００の線図である。トランシーバア
ーキテクチャ１０００は、送信機側１００２および受信機側１００４を含み得る。この例
ではＡＰおよびまたはＳＴＡは、後に続くように構成され得る。各々のＲＦチェーンはそ
れぞれ、アンテナのそれ自体のセット１０４８、１０５０を有し得る。アンテナは、ＲＦ
チェーンの数に基礎付けられてサブグループに区分または分離されていたとみなされ得る
。タイプＩデバイスと比較されると、同じアンテナゲインを達成するために、Ｎ個のアン
テナ要素が求められ得る。ここではＮは、ＲＦチェーンの数であり得る。図１０で図解さ
れるトランシーバアーキテクチャを伴う、例えばＡＰまたはＳＴＡであり得る通信デバイ
スは、タイプＩＩと呼称され得る。図１０でのビーム形成重みは、破線により表示される
ように、デジタルコントローラ論理によりグループとしてチューニングされ得る。
【０１７８】
　図１１は、ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）アーキテクチャ１１００の例の線図で
ある。ＡＰ１１０２は、同時にＳＴＡ１　１１０６およびＳＴＡ２　１１０４に２つのパ
ケットを送信するように構成され得る。ＳＴＡ１１０６、１１０４は、異なるＲＦフロン
トエンドビームにより時間周波数リソースを共有するように構成され得る。
【０１７９】
　ＡＰ１１０２は、ＳＴＡ１　１１０６およびＳＴＡ２　１１０４の両方に対してＭＡＣ
パケットを用意するように構成され得る。ＡＰ１１０２は、ＭＡＣパケットを符号化およ
び変調し、別個のＰＨＹパケットを形成し、それらを別個のＲＦチェーンによって６０Ｇ
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Ｈｚにアップ変換することが可能である。ＲＦフロントエンドではＡＰ１１０２は、ビー
ム形成重みベクトルＷ１を第１のデータストリームに、および、Ｗ２を第２のデータスト
リームに付与することが可能である。ＡＰは、２つのデータストリームの組み合わせを送
信する。この方途では多重のＲＦチェーンは、図９に示されるようにアンテナの同じセッ
トを共有し得る。あるいはＡＰ１１０２は、アンテナのセットをサブグループに分割、グ
ループ化、または区分することによる実行ＢＤＭＡに対して構成され得るものであり、各
々のＲＦチェーン制御は、図１０に示されるように１つのアンテナサブグループ上でＡＰ
１１０２により送出され得る。
【０１８０】
　ＡＰおよびＳＴＡは、ＢＤＭＡのためのビーム形成トレーニング方法を遂行するように
構成され得る。ＡＰおよび／またはＳＴＡは、互いに通信の状態にある１または複数のＳ
ＴＡとシーケンシャルにビーム形成トレーニング方法を遂行するように構成され得る。例
ビーム形成トレーニング方法は、例えば標準化される場合があり、８０２．１１ａｄで使
用され得る。ＡＰおよび／またはＳＴＡは、トレーニングビームの間の直交性を使用する
ように構成され得る。
【０１８１】
　図１２は、ＢＤＭＡのための例ビーム形成トレーニング方法１２００の線図である。こ
の例は、ＢＤＭＡのためのマルチステージ反復性ビーム形成トレーニングアルゴリズムを
使用し得る。図解される例では、ＡＰ１２０２はＮｔ個のアンテナを有し、ＳＴＡ１　１
２０４はＭ１個のアンテナを有し、ＳＴＡ２　１２０６はＭ２個のアンテナを有する。
【０１８２】
　ＢＤＭＡのためのビーム形成トレーニング方法は、反復して遂行され得る。ＡＰ１２０
２は、Ｎｔ個のシーケンス１２０８を送信し得る。Ｎｔ個のシーケンス１２０８は、Ｎｔ
個の直交ビーム形成ベクトルを使用して変調され得る。図１２に示される例は、プリコー
ダ、例えばアイデンティティプリコーダを使用して遂行され得る。この例では、第１のシ
ーケンスは第１のアンテナ（「Ａｎｔ　１」）１２０８を使用して送信され得る、および
、第２のシーケンスは第２のアンテナを使用して送信され得る等々と、Ｎｔアンテナ（「
Ａｎｔ　Ｎｔ」）１２１０まで同様である。ＡＰ１２０２は、例えばウォルシュアダマー
ル行列またはＦＦＴ行列などの他の直交プリコーディング行列を使用するように構成され
得る。
【０１８３】
　ＳＴＡ１　１２０４は、最後の反復によって算出された最良の受信ビーム形成ベクトル
１２１２
【０１８４】
【数３６】

【０１８５】
を利用して、信号を受信するように構成され得る。図１２では信号の受信は、パケットを
受信する間の受信機動作の例図解として、破線で示されている。例えば破線の囲み
【０１８６】
【数３７】

【０１８７】
は、ＳＴＡ１　１２０４が、受信ビーム形成ベクトル
【０１８８】
【数３８】
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を使用して、受信ビーム形成を遂行すべきであるということを表示し得る。ＡＰ１２０２
は、シーケンシャルに各々のアンテナによって信号を送信し得たので、ＳＴＡ１　１２０
４は、受信ビーム形成器の使用に起因して送信のエンドで、ＡＰ１２０２とＳＴＡ１　１
２０４との間のＮｔｘ１実効ＭＩＳＯチャネル
【０１９０】
【数３９】

【０１９１】
を受信することが可能である。等価的には、受信される信号は、行列フォーマット
【０１９２】
【数４０】

【０１９３】
で表現され得るものであり、ただしｙは、受信される信号であり得るものであり、ｓは、
送出される信号であり得るものであり、ｎはガウシアンノイズであり得るものであり、Ｗ
は、ＳＴＡ１　１２０４により使用される重みであり得るものであり、Ｈは、ＡＰ１２０
２とＳＴＡ１　１２０４との間のチャネル行列であり得る。受信される信号に基礎付けら
れてＳＴＡ１　１２０４は、
【０１９４】
【数４１】

【０１９５】
と表され得る、ＡＰ１２０２からＳＴＡ１　１２０４への最良の送信ビーム形成重みを算
出または決定することが可能である。
【０１９６】
　同様にＳＴＡ２　１２０６は、
【０１９７】
【数４２】

【０１９８】
を利用して、信号を受信するように構成され得るものであり、受信される信号は、
【０１９９】
【数４３】

【０２００】
と表現され得る。ＡＰ１２０２からＳＴＡ２　１２０６への最良の送信ビーム形成重みは
、
【０２０１】
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【数４４】

【０２０２】
と表され得るものであり、ＳＴＡ２　１２０６は、その最良の送信ビーム形成重みを決定
するように構成され得る。
【０２０３】
　方法は、ＳＴＡ１　１２０４が
【０２０４】

【数４５】

【０２０５】
１２２２をＡＰ１２０２に送出することによって継続し得る。ＳＴＡ２　１２０６は、
【０２０６】
【数４６】

【０２０７】
１２２０をＡＰ１２０２に送出することが可能である。ＳＴＡ２　１２０６は、ＳＴＡ１
　１２０４の送信の後に直ちにパケットを送信することが可能であり、またはＳＴＡ２　
１２０６は、パケットを送信する前に、ＡＰ１２０２から送信されるポーリングフレーム
（図解されない）を求めて待機する場合がある。
【０２０８】
　方法は、ＡＰ１２０２が、ＭＵ－ＭＩＭＯ重み
【０２０９】
【数４７】

【０２１０】
および
【０２１１】

【数４８】

【０２１２】
を、
【０２１３】
【数４９】

【０２１４】
および
【０２１５】
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【数５０】

【０２１６】
に基礎付けられて算出することによって継続し得る。次いでＡＰ１２０２は、この重み更
新１２０９に対して、線形または非線形ＭＵ－ＭＩＭＯプリコーディングアルゴリズムを
実行することが可能である。
【０２１７】
　方法は、ＡＰ１２０２が、最良のビーム形成重みによって再び送信すること１２３０、
および、各々のＳＴＡ１２０４、１２０６が、多重の受信アンテナによって受信すること
によって継続し得る。
【０２１８】
　方法は、後に続く代替案の１つによって継続し得る。第１の代替案では、図１２で図解
されるように、ＡＰ１２０２は、
【０２１９】

【数５１】

【０２２０】
をＭａｘ（Ｍ１，Ｍ２）回数の間送信することが可能である（１２３０）。ｓ1およびｓ2

は、直交シーケンスであり得るものであり、ＡＰ１２０２、ＳＴＡ１　１２０４、および
ＳＴＡ２　１２０６で知られ得るものである。ＡＰ１２０２は、ｓ1およびｓ2の割り当て
に関して、ＳＴＡ１　１２０４およびＳＴＡ２　１２０６にシグナリングすることが可能
である。ＳＴＡ１　１２０４は、受信アンテナをスイッチして、最良の受信ビーム形成重
み
【０２２１】
【数５２】

【０２２２】
をトレーニングするように構成され得る。同様にＳＴＡ２　１２０６は、最良の受信ビー
ム形成重み
【０２２３】
【数５３】

【０２２４】
をトレーニングすることが可能である。ＳＴＡ１　１２０４は、直交シーケンスを使用し
て、（ｓ1との相互相関によって）現在の信号を、および、（ｓ2との相互相関によって）
現在の干渉を推定することが可能である。したがってＳＴＡ１　１２０４は、干渉をヌル
にすることによりその受信ビーム形成ベクトルをトレーニングすることが可能である。同
様にＳＴＡ２　１２０６は、直交シーケンスを使用して、（ｓ2との相互相関によって）
現在の信号を、および、（ｓ1との相互相関によって）現在の干渉を推定することが可能
である。次いでＳＴＡ２　１２０６は、干渉をヌルにすることによりその受信ビーム形成
ベクトルをトレーニングすることが可能である。
【０２２５】
　第２の代替案ではＡＰ１２０２は、
【０２２６】
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【数５４】

【０２２７】
をＭ１個の繰り返しに対して送信することが可能である。ＳＴＡ１　１２０４は、そのＭ
１個のアンテナの間でスイッチして、
【０２２８】

【数５５】

【０２２９】
を受信することが可能であり、同じ時間にＳＴＡ２は、
【０２３０】

【数５６】

【０２３１】
の送信を監視することが可能である。ＡＰ１２０２は、
【０２３２】
【数５７】

【０２３３】
をＭ２個の繰り返しに対して送信することが可能であり、ＳＴＡ２は、そのＭ２個のアン
テナの間でスイッチして、
【０２３４】
【数５８】

【０２３５】
を受信することが可能であり、一方でＳＴＡ１　１２０４は、
【０２３６】
【数５９】

【０２３７】
の送信を監視する。
【０２３８】
　ＢＤＭＡのための例ビーム形成トレーニング方法は、成功しない場合がある。２つのＳ
ＴＡ１２０４、１２０６の間の相関が高いならば、２つのＳＴＡ１２０４、１２０６はビ
ームにより区別され得ない。これは、ＢＤＭＡのための不成功のビーム形成トレーニング
につながり得る。この例ではＡＰ１２０２、およびまたはＳＴＡ１２０４、１２０６は、
ＢＤＭＡが現在の構成によってサポートされ得るか、それともサポートされ得ないかの情
報を提供するように構成され得る。ＳＴＡ１２０４、１２０６は、それらが
【０２３９】
【数６０】

【０２４０】
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および
【０２４１】
【数６１】

【０２４２】
をＡＰ１２０２に報告するときに、ビーム形成ゲインの報告を含み得る。ビーム形成ゲイ
ンは、
【０２４３】

【数６２】

【０２４４】
および
【０２４５】
【数６３】

【０２４６】
と定義され得る。あるいは、または加えて、ＳＴＡ１２０４、１２０６は、方法の間に、
または方法のエンドで、信号対干渉比（ＳＩＲ）を報告することが可能である。ＳＴＡ１
２０４、１２０６は、両方の例代替案によって、所望される信号強度および干渉信号強度
を決定または算出することが可能である。
【０２４７】
　ＢＤＭＡトレーニング方法は、シーケンシャルに各々のＳＴＡ１２０４、１２０６に関
してＢＤＭＡトレーニングを遂行することを含み得る。この例方法は、３つ以上のＳＴＡ
に対して拡張され得る。
【０２４８】
　ＢＤＭＡトレーニング方法の例は、標準化される場合がある。例えばＢＤＭＡトレーニ
ング方法は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄによって使用され得る。これらの例ではサービス
期間（ＳＰ：service period）は、１つのデバイスから別のデバイスへのサービスに対し
てスケジューリングされる時間期間であり得る。ＳＰ持続期の間の送信は、ＡＰによりス
ケジューリングされ得る。ＢＤＭＡトレーニング方法は、それがＳＰ持続期に割り振られ
るならば、ＡＰによりスケジューリングされ得る。ＢＤＭＡトレーニング方法の例は、Ｂ
ＲＰ手順を変更することにより使用され得る。
【０２４９】
　図１３は、ＢＤＭＡのためのマルチステージ反復性ビーム形成トレーニング方法を実行
するための例変更されたＢＲＰ手順の線図である（１３００）。この例ではＡＰ１３０２
は、送信ＢＤＭＡ　ＢＲＰ要求を表示するＢＲＰフレーム１３２０を送信することが可能
である。送信ＢＤＭＡ　ＢＲＰ要求サブフィールドは、ＢＲＰ要求フィールドで定義され
得るものであり、ＢＲＰフレームが送信ＢＤＭＡ　ＢＲＰトレーニングのためのものであ
るということを表示し得る。あるいは送信ＢＲＰ要求は、ＢＲＰフレームが送信ＢＲＰト
レーニングのためのものであるということを表示するために、ＴＸ－ＴＲＮ－ＲＥＱ＝１
を伴って使用され得る。単一のユーザビーム形成トレーニングまたはＢＤＭＡトレーニン
グに対して利用されるフレームは、ＭＡＣフレームまたはＰＨＹヘッダで、暗示的または
明示的に表示され得る。
【０２５０】



(37) JP 2016-504804 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

　ＳＴＡ１　１３０４は、ＴＸ－ｔｒａｉｎ－ｒｅｓｐｏｎｓｅ＝１とセットすることに
より、送信ＢＲＰフィードバックフレーム１３２２によって返信することが可能である。
ＳＴＡ１　１３０４は、Ｌ＿ＲＸ＞０とセットすることにより、同じ送信ＢＲＰフィード
バックフレーム１３２２で受信ＢＲＰ要求を表示することにより、受信ビーム形成トレー
ニングを要求することもまた可能である。
【０２５１】
　ＡＰ１３０２は、ＳＴＡ２　１３０６にポーリングフレーム１３２４を送信して、ＢＲ
Ｐフィードバックを要求することが可能である。このステップは、ＢＲＰフィードバック
フレームのフレーム長さが、固定され、すべてのデバイスにより知られているならば、ス
キップされ得る。
【０２５２】
　ＳＴＡ２　１３０６は、ＴＸ－ｔｒａｉｎ－ｒｅｓｐｏｎｓｅ＝１とセットすることに
より、送信ＢＲＰフィードバックフレーム１３２６によって返信することが可能である。
ＳＴＡ２　１３０６は、Ｌ＿ＲＸ＞０とセットすることにより、同じ送信ＢＲＰフィード
バックフレーム１３２６で受信ＢＲＰ要求を表示することにより、受信ビーム形成トレー
ニングを要求することもまた可能である。
【０２５３】
　ＡＰ１３０２は、ＲＸ－Ｔｒａｉｎ－ｒｅｓｐｏｎｓｅを１にセットすることにより、
ＢＲＰトレーン応答を表示するＢＤＭＡ　ＢＲＰフレーム１３２８を送信することが可能
である。１に等しいＲＸ－Ｔｒａｉｎ－ｒｅｓｐｏｎｓｅを伴うＢＲＰフレームは、それ
にアペンドされる受信トレーニングサブフィールドＴＲＮ－Ｒ１３３０を含み得る。ＢＤ
ＭＡ　ＢＲＰフレーム１３２８は、ＰＨＹヘッダまたはＭＡＣ本体で、明示的または暗示
的に多重の受信機を表示し得る。
【０２５４】
　図１３での例は、１つのＡＰ１３０２が、２つのＳＴＡ１３０４、１３０６に送信する
ことが可能であるということを示す。しかしながらＢＤＭＡ送信は、１つのデバイスから
２つのデバイスへのものであり得るものであり、そのことは、それらがＡＰであるか、そ
れともＳＴＡであるかにかかわらないものである。さらにＡＰ１３０２は、２つ以上のＳ
ＴＡに送信することが可能である。
【０２５５】
　図１３での方法の例は、ＢＤＭＡ保護機構を含み得る。フィードバックフレーム１３２
２は、最良のビームのみでなく、達成可能なＳＩＮＲもまた含み得る。決まった数の反復
の後で、達成可能なＳＩＮＲが目標ＳＮＲより少ないならば、ＢＤＭＡ方法は中止され得
る。反復の数は、走っている以前の方法に基礎付けられて、または別の方途で、あらかじ
め決定される、静的に決定される、動的に決定される場合がある。
【０２５６】
　ＢＤＭＡグループ化が、一部の例で表示され得る。後に続く例は、１または複数の通信
デバイスによるＢＤＭＡグループ化の表示を可能にし得る。ＳＰを使用して、ＢＤＭＡグ
ループ化情報が、拡張されたスケジュール要素内の割り振りフィールドで表示され得る。
拡張されたスケジュール要素は、ビーコンフレームで送信され得る。タプル、発信元ＡＩ
Ｄ、送信先ＡＩＤ、および、割り振りＩＤが、割り振りを一意的に識別し得る。発信元Ａ
ＩＤフィールドは、ＳＴＡのＡＩＤにセットされ得るものであり、ＳＰの間にチャネルア
クセスを始動させることが可能である。送信先ＡＩＤフィールドは、割り振りの間に発信
元ＳＴＡと通信することが予期され得るＳＴＡのＡＩＤを表示し得る。割り振りＩＤは、
発信元ＡＩＤから送信先ＡＩＤへのエア時間割り振りを識別し得る。ＢＤＭＡ送信によっ
て、２つ以上の受信機が表示され得る。１つの方法は、ＢＤＭＡ送信機および受信機をグ
ループ化し、各々のグループに一意的なＢＤＭＡ　ＩＤを割り当てるためのものであり得
る。ＢＤＭＡ　ＩＤに対応する各々のＳＴＡは、ＳＴＡの役割を区別するために使用され
得るユーザポジションアレイを割り当てられ得る。したがって送信先ＡＩＤは、ＢＤＭＡ
送信のためのＢＤＭＡ　ＩＤにより置換され得る。あるいは、２つ以上の送信先ＡＩＤが
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割り振りフィールドに含まれる場合がある。この方途では、送信先ＡＩＤの順序が、ＢＤ
ＭＡ送信での１または複数のＳＴＡの役割を暗示し得る。
【０２５７】
　ＢＤＭＡ送信はＳＰ時間スロットの内部であり得るので、通信デバイスは、ＰＨＹヘッ
ダまたはＭＡＣヘッダでＢＤＭＡ送信をシグナリングすることを必要とし得ない。各々の
ＢＤＭＡ受信機に対するＭＣＳレベルおよび長さフィールドは、ＰＨＹヘッダでシグナリ
ングされ得る。
【０２５８】
　図１４は、ＢＤＭＡ送信で使用され得る、例ＰＨＹ層フレームフォーマット１４００の
線図である。Ｎは、拡張されたスケジュール要素内の割り振りフィールドでシグナリング
され得るＢＤＭＡ通信デバイスの数を表し得る。例ＰＨＹ層フレームフォーマット１４０
０は、ＳＴＦフィールド１４１０、１または複数のＣＥフィールド１４２０、ヘッダ１４
３０、およびデータフィールド１４４０を含み得る。１または複数のＣＥフィールド１４
２０は、重みおよびＰ行列によって送信され得る。１または複数のＣＥフィールドに対す
る重みは、Ｗ１からＷＮまでの範囲にわたる場合があり、例えば第１のフィールドは重み
Ｗ１によって送信され得るものであり、最後のＣＥフィールドは重みＷＮによって送信さ
れ得る。ヘッダ１４３０およびデータフィールド１４４０は、ＢＤＭＡを使用して、およ
び、Ｗ１からＷＮまでの重みのすべてによって送信され得る。
【０２５９】
　例実施形態は、コンテンションで基礎付けられたアクセス期間にＢＤＭＡを遂行するこ
とを含み得る。例えばＢＤＭＡ送信プロトコルは、通信デバイスにより使用され得る。コ
ンテンションで基礎付けられたアクセス期間にＢＤＭＡ送信を遂行することは、ビーム形
成トレーニングのためのＮＤＰアナウンスメント（ＮＤＰＡ：NDP announcement）および
ＮＤＰシーケンスを利用し得る。ＢＤＭＡ送信は、ＮＤＰシーケンスやり取りの後に遂行
され得る。あるいは、または加えてＢＤＭＡ送信は、ＳＴＡまたはＡＰであり得るＢＤＭ
Ａイニシエータが再びメディアを獲得するまで遅延され得る。
【０２６０】
　１つの例ＢＤＭＡ送信手順では、通信デバイスの１または複数は、ＮＤＰＡ期間を使用
するように構成され得る。この例ではＡＰは、どのＳＴＡがＢＤＭＡトレーニングに参加
すべきであるかを表示するメッセージを送信することが可能である。ＮＤＰＡフレームは
、個々のＳＴＡ情報を表示するためのＳＴＡ　ｉｎｆｏフィールドを内包し得る。ＮＤＰ
Ａフレームは、適宜持続期期間をセットすることによりＢＤＭＡビーム形成トレーニング
のエンドまでＴＸＯＰを予約することが可能である。あるいはＮＤＰＡフレームは、ＢＤ
ＭＡ送信のエンドまでＴＸＯＰを予約することが可能である。
【０２６１】
　別の例ではＮＤＰ期間は、ＡＰでの送信アンテナのトレーニングを可能とするように構
成され得る。この例ではＳＴＡは、測定を遂行することが可能である。別の例ではフィー
ドバック期間は、ＳＴＡが、交替で最良のビームベクトルおよび達成可能なＳＩＮＲをフ
ィードバックすることを可能とするように構成され得る。さらにＳＴＡは、測定されるチ
ャネル、または、算出される送信ビーム形成重みベクトルをフィードバックすることもま
た可能である。
【０２６２】
　別の例では受信機トレーニング期間は、ＡＰが、そのビーム形成ベクトルをセットする
ことを可能とするように構成され得る。この例ではＳＴＡは、それらの受信アンテナをト
レーニングすることが可能である。
【０２６３】
　別の例ではＮＤＰ期間、フィードバック期間、および受信機トレーニング期間は、いく
つかの反復に対して繰り返され得る。いくつかの停止判定基準が、この例では付与され得
る。例えば、達成可能なＳＩＮＲが予期を満たすならば、反復は早期に停止し得る。これ
らの例ではＢＤＭＡ送信は、トレーニングが遂行される後に、決まったフレーム間スペー
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シングを始めることが可能である。ＡＣＫ１およびＡＣＫ２は各々、ＢＤＭＡ送信が遂行
される後に、ＳＩＦ持続期により後に続かれ得る。
【０２６４】
　別の例では１または複数の通信デバイスは、ＢＤＭＡグループ化を表示するように構成
され得る。後に続くものは、グループ化を表示することの例である。コンテンションで基
礎付けられたアクセス期間（ＣＢＡＰ）によるＢＤＭＡグループ化が、ＢＤＭＡ　ＩＤを
使用することにより遂行され得る。ＢＤＭＡ　ＩＤ管理フレームが、ＳＴＡがＢＤＭＡグ
ループの１つに属するかどうか、および、ＳＴＡのユーザポジションを表示するために、
ＡＰからＳＴＡに送信され得る。ＢＤＭＡ　ＩＤ管理フレームは、メンバーシップステー
タスアレイフィールド、およびユーザポジションアレイフィールドを内包し得る。ＢＤＭ
Ａ　ＩＤは、ＢＤＭＡトレーニングフレーム、ＢＤＭＡ送信フレーム、または他の同様の
フレームなどの、ＢＤＭＡに関係付けられるフレームに含まれ得る。
【０２６５】
　１または複数の通信デバイスは、ＳＰに対して定義されるものと同様であり得るＣＢＡ
Ｐに対してＢＤＭＡ送信方法を遂行するように構成され得る。ＢＤＭＡ送信は、ＢＤＭＡ
イニシエータ、例えばＡＰがＣＢＡＰでＴＸＯＰを獲得する後に遂行され得る。ＰＨＹ層
フレームフォーマットは、図解される図１４と同じであり得る。ＣＢＡＰでのＢＤＭＡの
送信は、ＡＰによりスケジューリングされ得ない。したがってＢＤＭＡ　ＩＤは、ＰＨＹ
ヘッダに含まれ得る。ユーザまたは通信デバイスの数Ｎは、ＢＤＭＡ送信の前にＴＸＯＰ
を獲得するためのシーケンスやり取りで表示され得る。あるいはそれは、ショートトレー
ニングフィールド（ＳＴＦ）および／またはチャネル推定（ＣＥ）フィールドを使用して
暗示的に表示され得る。
【０２６６】
　一部の例では通信デバイスは、単一のユーザ空間多重化を遂行するように構成され得る
。空間多重化を遂行するために、送信機および受信機の両方が、多重のＲＦチェーンを有
し得る。図９および図１０は、単一のユーザ空間多重化を遂行するための例トランシーバ
構成である。図９に示されるトランシーバ構成を伴う通信デバイスは、タイプＩデバイス
と呼称され得るものであり、すなわちその場合、多重のＲＦチェーンがアンテナ要素の同
じセットを共有する。図１０に示されるトランシーバ構成を伴う通信デバイスは、タイプ
ＩＩ通信デバイスと呼称され得るものであり、すなわちその場合、アンテナ要素はサブグ
ループに分離され得るものであり、各々のサブグループが１つのＲＦチェーンに対応し得
る。
【０２６７】
　通信デバイスは、空間多重化のためのビーム形成方法を遂行するように構成され得る。
この例ではいくつものビーム形成方法が、通信デバイスの対の間の空間多重化送信を遂行
するために使用され得る。２つのタイプの例ビーム形成方法が使用され得る。第１の例方
法は、固有ビーム形成基礎空間多重化と呼称され得る。この例ではイニシエータ／応答機
は、エアによるチャネルを推定し、適宜ビーム形成重みを算出することが可能である。第
２の例方法は、ビームスイープ基礎空間多重化と呼称され得る。この方法によって、イニ
シエータおよび応答機の両方が、あらかじめ定義されたビームセクタを使用して送信およ
び受信することが可能である。次いでビーム形成ビームが、これらのビームセクタから選
択され得る。
【０２６８】
　通信デバイスは、固有ビーム形成基礎空間多重化方法を遂行するように構成され得るも
のであり、その場合通信デバイスは、較正を伴うタイプＩデバイスとして構成され得る。
タイプＩデバイスは、図９との連関で論考されるように、アンテナの同じセットを共有す
る多重のＲＦチェーンを有し得る。通信デバイスが、多重の送信ＲＦチェーンを較正する
ように構成されるならば、通信デバイスは、多重のＲＦチェーンは同一であると決定する
ことが可能である。較正されない、または同一のＲＦチェーンの例が、下記で論考される
。
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【０２６９】
　図１５は、固有ビーム形成基礎空間多重化を使用する例ビーム形成トレーニング手順１
５００の線図であり、タイプＩ通信デバイスは、多重の送信ＲＦチェーンを較正するよう
に構成され得る。イニシエータおよび応答機の両方で２つのＲＦチェーンを伴う反復性例
が図１５に示されるが、方法は、任意の数のＲＦチェーンに拡張され得る。この例では、
送信機（ＳＴＡ１）１５０２はＮｔ個のアンテナ要素を有し得るものであり、受信機側（
ＳＴＡ２）１５０４はＮｒ個のアンテナ要素を有し得る。
【０２７０】
　ビーム形成トレーニング方法は、反復して遂行され得る。各々の反復では、送信ビーム
形成トレーニングが遂行され得るものであり、次いで、受信ビーム形成トレーニングが遂
行され得る。較正を伴うタイプＩデバイスのための詳述される方法の例が、下記で説明さ
れる。
【０２７１】
　反復ｉに対して、ＳＴＡ１　１５０２はイニシエータとして作動し得るものであり、す
べての送信アンテナ要素をスイープしてＮｔ個のトレーニングシーケンス１５０６を送信
することが可能である。送信は、ＳＴＡ１　１５０２の第１の送信ＲＦチェーン（ＴＸ１
）、または第２の送信ＲＦチェーン（ＴＸ２）を使用して遂行され得る。一部の例では２
つのＲＦチェーンは、同一であり得る、もしくはスカラだけ異なり得るものであり、また
は他の例では、２つのＴＸチェーンは較正され得る。あるいはＳＴＡ１　１５０２は、直
交プリコーディング行列を使用して、Ｎｔ個のトレーニングシーケンスを送信することも
また可能である。
【０２７２】
　ＳＴＡ２（応答機）１５０４は、以前の反復からトレーニングされる２つの受信ビーム
形成重みを有し得るものであり、
【０２７３】
【数６４】

【０２７４】
および
【０２７５】
【数６５】

【０２７６】
により表され得る。これが方法の第１の反復であるならば、ＳＴＡ２　１５０４は、２つ
のビーム形成重みをランダムに選択する、もしくはオムニ重みを使用することが可能であ
り、または、代替の方法で２つのビーム形成重みを決定することが可能である。第１のＲ
Ｆチェーン（ＲＸ１）は、すべての受信アンテナ要素から受信される信号の重み付けされ
た組み合わせである信号を受信することが可能である。この重みは、第１の受信ビーム形
成重み
【０２７７】
【数６６】

【０２７８】
であり得る。同様に第２のＲＦチェーン（ＲＸ２）は、すべての受信アンテナ要素から受
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重みは、第２の受信ビーム形成重み
【０２７９】
【数６７】

【０２８０】
であり得る。図１５では信号の受信は、パケットを受信する間の受信機動作の例図解とし
て、破線で示されている。例えば破線の囲み
【０２８１】
【数６８】

【０２８２】
は、ＳＴＡ１　１５０４が、受信ビーム形成ベクトル
【０２８３】
【数６９】

【０２８４】
を使用して、受信ビーム形成を遂行すべきであるということを表示し得る。デジタルドメ
インへの変換の後、ＳＴＡ２　１５０４は、受信されたシーケンスを、知られている送信
されたシーケンスと比較することにより、実効チャネルを推定することが可能である。時
間スロットｋに対してＳＴＡ２　１５０４は、２つのＲＦチェーンを使用して２つのチャ
ネルを推定することが可能である。
【０２８５】
【数７０】

【０２８６】
Ｎｔ個の時間スロットによってＳＴＡ２　１５０４は、
【０２８７】

【数７１】

【０２８８】
を受信することが可能である。直交プリコーディング行列の逆元を付与すると、ＳＴＡ２
　１５０４は、次式のような、Ｎｔ個の送信アンテナ要素から２つのＲＦチェーンへのチ
ャネルを取得することが可能である。
【０２８９】
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【数７２】

【０２９０】
　ＳＴＡ２　１５０４は、ＳＴＡ１　１５０２に、多重のデータストリームに対するチャ
ネル情報またはビーム形成重みをフィードバックすることが可能である。ＳＴＡ２　１５
０４は、空間多重化のための送信ビーム形成重みを算出し、ＳＴＡ１　１５０２に重みを
フィードバックすること１５０８が可能である。ＳＴＡ２　１５０４は、ＳＴＡ１　１５
０２にチャネルＨをフィードバックすることが可能であり、次いでＳＴＡ１　１５０２は
、送信ビーム形成重みを決定または算出することが可能である（１５１０）。
【０２９１】
　一部の例では送信ビーム形成重み方法は、実行依存的であり得る。例えばＳＴＡ１　１
５０２および／またはＳＴＡ２　１５０４は、線形または非線形プリコーディングアルゴ
リズムを使用することが可能である。
【０２９２】
　第ｉの反復に対する更新される送信ビーム形成重みは、
【０２９３】

【数７３】

【０２９４】
と表象され得る。ＳＴＡ１　１５０２は、ビーム形成重み
【０２９５】
【数７４】

【０２９６】
によってＮｒ個の回数だけトレーニングシーケンスを送信することが可能である（１５１
２）。ＳＴＡ２　１５０４は、Ｎｒ個の受信アンテナによってスイープすること（１５１
４）、または、直交行列を付与することが可能である。次いでＳＴＡ２　１５０４は、２
つのＲＦチェーンを通して、受信される信号を通過させる。ＳＴＡ１　１５０２は、ビー
ム形成重み
【０２９７】
【数７５】

【０２９８】
によって、再びＮｒ個の回数だけトレーニングシーケンスを送信することが可能である（
１５１６）。ＳＴＡ２　１５０４は、両方のＲＦチェーンによって同様の手順を繰り返す
ことが可能である（１５１８）。Ｎｒ個の受信アンテナのスイーピング１５１４および１
５１８は、受信機動作の例図解として、破線で示されている。例えば、送信機からＮｒ個
のパケットを受信するために、受信機は、第１の受信アンテナによって第１のパケットを
受信する、第２の受信アンテナによって第２のパケットを受信する等々のことを、それが
、最後の受信アンテナによって最後のパケットを受信するまで行うことが可能である。Ｓ
ＴＡ２　１５０４は、チャネルを推定し、適宜受信ビーム形成重みを更新することが可能
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である（示されない）。受信ビーム形成重み方法は、実行依存的であり得る。
【０２９９】
　上記の方法は、方法が収束する、または、決まった判定基準が満たされた状態になるま
で繰り返され得るものであり、その判定基準は、空間多重化がデバイスの対に適さないと
いうことを表示するものであり、例えば失敗判定基準のセットである。デバイスの対が空
間多重化に適さないということを表示する失敗判定基準を定義するための、いくつもの方
途が存在し得る。失敗判定基準の第１の例は、ＳＴＡ２が、ビーム形成重みを選択する間
にチャネル行列のランクまたは条件数を監視し、この情報をＳＴＡ１にフィードバックす
ることが可能であるということであり得る。失敗判定基準の第２の例は、ＳＴＡ２が、Ｎ
ｒ個の受信アンテナによってスイープする、または直交行列を付与する間に、チャネル行
列のランクまたは条件数を監視し、この情報をＳＴＡ１にフィードバックするということ
であり得る。ランクが、サポートされることが予期されるデータストリームの数より少な
い、または条件数が、決まった閾より大きいならば、ＳＴＡ１およびＳＴＡ２の両方は、
サポートされるデータストリームの最大数が、所望される数を満たし得ないと決定するこ
とが可能である。この例ではデバイスの対は、トレーニング手順を完了し、後で送信機お
よび受信機の両方でＲＦ選択を遂行することを決定することが可能である。例えばデバイ
スの対は、ＲＦチェーンのフルセットによるトレーニングを終結させ、より少ない数のＲ
Ｆチェーンによるビーム形成トレーニングを遂行するために戻ることが可能である。例え
ばトレーニングの後にデバイスは、より少ない数の空間ストリームによって送信すること
が可能である。
【０３００】
　空間多重化のための固有ビーム形成の方法が遂行され得る。方法は、図９との連関で論
考されるようなタイプＩまたはタイプＩＩのものである通信デバイスのためのものであり
得る。
【０３０１】
　タイプＩデバイスは、ＲＦチェーンが較正されない場合にシーケンシャルに送信ＲＦチ
ェーントレーニングを遂行することが可能である。ＲＦチェーンがアンテナ要素の同じセ
ットを共有する、および、エアによる物理チャネルが同じであり得る場合でも、エアによ
るチャネル、および送受信ＲＦチェーンの組み合わせであり得る実効チャネルは、測定お
よび推定され得る。
【０３０２】
　タイプＩＩデバイスは、アンテナ要素をサブグループに分離することが可能であり、各
々のサブグループはＲＦチェーンを有する。これらの例では、２つのＲＦチェーン、およ
び、アンテナの２つのサブグループが存在し得る。ＲＦチェーン１に対応する物理チャネ
ルは、アンテナサブグループＩによって送信され得るものであり、そのアンテナサブグル
ープＩは、他のアンテナサブグループによって送信され得るＲＦチェーン２に対応するも
のとは異なり得る。これのために、多重の送信ＲＦチェーンのためのトレーニングは、シ
ーケンシャルに遂行され得る。
【０３０３】
　図１６は、較正を伴わないタイプＩデバイスのための、およびタイプＩＩデバイスのた
めの、固有ビーム形成基礎空間多重化のための、例ビーム形成トレーニング方法１６００
の線図である。反復ｉに対してＳＴＡ１　１６０２（イニシエータ）は、第１の送信ＲＦ
チェーン（ＴＸ１）を使用して第１のアンテナサブグループ内のすべての送信アンテナ要
素をスイープしてトレーニングシーケンスのＮｔ個の繰り返しを送信することが可能であ
る（１６０６）。次いでＳＴＡ１　１６０２は、第１の送信ＲＦチェーン（ＴＸ２）を使
用して第２のアンテナサブグループ内のすべての送信アンテナ要素をスイープしてトレー
ニングシーケンスのＮｔ個の繰り返しを送信することが可能である（１６０８）。ＳＴＡ
１　１６０２は、直交プリコーディング行列を使用して、トレーニングシーケンスのＮｔ
個の繰り返しを送信することもまた可能である。第１のアンテナサブグループは、タイプ
Ｉデバイス、ＳＴＡ１　１６０２に対しては第２のアンテナサブグループと同じであり得
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るものであり、一方でタイプＩＩデバイス、ＳＴＡ１　１６０２に対しては、それらは異
なるアンテナ要素に対応し得る。
【０３０４】
　ＳＴＡ２（応答機）１６０４は、以前の反復からトレーニングされる２つの受信ビーム
形成重みを有し得る。これが第１の反復であるならば、ＳＴＡ２　１６０４は、２つのビ
ーム形成重みをランダムに選択する、オムニ重みを使用する、または、代替の様式で重み
を選択することが可能である。第１の受信ＲＦチェーン（ＲＸ１）は、すべてのアンテナ
要素から受信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得することが可能で
ある。重みは、第１の受信ビーム形成重み
【０３０５】
【数７６】

【０３０６】
であり得る。同様に第２の受信ＲＦチェーン（ＲＸ２）は、すべてのアンテナ要素から受
信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得することが可能である。重み
は、第２の受信ビーム形成重み
【０３０７】
【数７７】

【０３０８】
であり得る。Ｎｒ個の受信アンテナのスイーピング１６１６および１６１８は、受信機動
作の例図解として、破線で示されている。例えば、送信機からＮｒ個のパケットを受信す
るために、受信機は、第１の受信アンテナによって第１のパケットを受信する、第２の受
信アンテナによって第２のパケットを受信する等々のことを、それが、最後の受信アンテ
ナによって最後のパケットを受信するまで行うことが可能である。それらをベースバンド
およびデジタルドメインに変換した後、ＳＴＡ２　１６０４は、受信されたシーケンスを
、知られている送信されたシーケンスと比較することにより、実効チャネルを推定するこ
とが可能である。時間スロットｋに対してＳＴＡ２　１６０４は、２つのＲＦチェーンを
使用して２つのチャネルを推定することが可能である。
【０３０９】
【数７８】

【０３１０】
２Ｎｔ個の時間スロットによってＳＴＡ２は、
【０３１１】

【数７９】

【０３１２】
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【０３１３】
【数８０】

【０３１４】
はＴＸ１に対応し得るものであり、Ｇ行列の第２の半分
【０３１５】
【数８１】

【０３１６】
はＴＸ２に対応し得る。直交プリコーディング行列の逆元を、Ｇ行列の第１の半分および
第２の半分にそれぞれ付与すると、ＳＴＡ２　１６０４は、２つの送信ＲＦチェーンを伴
うＮｔ個の送信アンテナ要素から２つの受信ＲＦチェーンへのチャネル
【０３１７】

【数８２】

【０３１８】
を取得することが可能である。
【０３１９】
　ＳＴＡ２　１６０４は、ＳＴＡ１　１６０２に、多重のデータストリームに対するチャ
ネル情報またはビーム形成重みを送信することが可能である（１６１０）。ＳＴＡ２　１
６０４は、送信ビーム形成重みを算出して、ＳＴＡ１　１６０２に対する空間多重化を遂
行し、ＳＴＡ１　１６０２に重みを送信することが可能である（１６１０）。ＳＴＡ２　
１６０４は、ＳＴＡ１　１６０２にチャネルＨを送信することが可能であり（１６１０）
、次いでＳＴＡ１　１６０２は、それ自体に対する送信ビーム形成重みを決定または算出
することが可能である（１６２０）。
【０３２０】
　例えば送信ビーム形成重み方法は、実行依存的であり得るものであり、線形または非線
形プロコーディング方法が使用され得る。第ｉの反復に対する更新される送信ビーム形成
重みは、
【０３２１】
【数８３】

【０３２２】
と表象され得る。ＳＴＡ１　１６０２は、ビーム形成重み
【０３２３】
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【数８４】

【０３２４】
によってＮｒ個の回数だけトレーニングシーケンスを送信することが可能である（１６１
２）。ＳＴＡ２　１６０４は、Ｎｒ個の受信アンテナによってスイープすること（１６１
６）、または、直交行列を付与することが可能である。ＳＴＡ２　１６０４は、２つのＲ
Ｆチェーンに、受信される信号を通過させることが可能である。ＳＴＡ１　１６０２は、
ビーム形成重み
【０３２５】
【数８５】

【０３２６】
によって、再びＮｒ個の回数の間トレーニングシーケンスを送信することが可能である（
１６１４）。ＳＴＡ２　１６０４は、両方のＲＦチェーンによって同じ手順を繰り返すこ
とが可能である（１６１８）。Ｎｒ個の受信アンテナのスイーピング１６１６および１６
１８は、受信機動作の例図解として、破線で示されている。例えば、送信機からＮｒ個の
パケットを受信するために、受信機は、第１の受信アンテナによって第１のパケットを受
信する、第２の受信アンテナによって第２のパケットを受信する等々のことを、それが、
最後の受信アンテナによって最後のパケットを受信するまで行うことが可能である。ＳＴ
Ａ２　１６０４は、チャネルを推定し、適宜受信ビーム形成重みを更新することが可能で
ある（１６２２）。
【０３２７】
　例えば受信ビーム形成重み方法は、実行依存的であり得るものであり、アルゴリズムが
収束する、または、決まった判定基準が満たされた状態になるまで、いくつもの反復の間
繰り返され得るものであり、その判定基準は、空間多重化がデバイスの対、ＳＴＡ１　１
６０２およびＳＴＡ２　１６０４に適さないということを表示するものである。
【０３２８】
　デバイスの対が空間多重化に適さないということを表示するための失敗判定基準を定義
するための、いくつもの方途が存在し得る。例えば失敗判定基準は、ＳＴＡ２が、ビーム
形成重みを選択するときにチャネル行列のランクまたは条件数を監視し、この情報をＳＴ
Ａ１にフィードバックすることを含み得る。失敗判定基準の第２の例は、ＳＴＡ２が、Ｎ
ｒ個の受信アンテナによってスイープする、または直交行列を付与する間に、チャネル行
列のランクまたは条件数を監視し、この情報をＳＴＡ１にフィードバックすることを含み
得る。
【０３２９】
　ランクが、サポートされることが予期されるデータストリームの数より少ない、または
条件数が、決まった閾より大きいならば、ＳＴＡ１およびＳＴＡ２の両方は、サポートさ
れ得るデータストリームの最大数が要件を満たさないと決定することが可能である。この
例ではデバイスの対は、トレーニング手順を完了し、後で送信機および受信機の両方でＲ
Ｆ選択を遂行することを決定することが可能である。あるいはデバイスの対は、ＲＦチェ
ーンのフルセットによるトレーニングを終結させ、より少ない数のＲＦチェーンによるビ
ーム形成トレーニングを遂行することに戻ることが可能である。トレーニングの後にそれ
らは、より少ない数の空間ストリームによって送信することが可能である。
【０３３０】
　一部の例では、較正を伴うタイプＩデバイスのためのビームスイープ基礎空間多重化の
ための方法が遂行され得る。例えばビームスイープ基礎空間多重化の方法は、固有ビーム
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形成基礎空間多重化と同様であり得る。固有ビーム形成基礎空間多重化を使用する例は、
空間多重化に対するチャネル推定値および送受信重みが、推定されたチャネルに基礎付け
られて決定され得るということを求め得るものであり、その推定されたチャネルは、ビー
ム形成トレーニングに対して使用されるビームのものと必ずしも同じでない場合がある。
ビームスイープ基礎空間多重化では、チャネル推定に対する要件は存在し得ない。デバイ
スは、ビームスイープトレーニングに対して使用されるビームのセットから、１つまたは
多重のビームを選択することが可能である。例えばビームスイープで基礎付けられたビー
ム形成の実行は、固有ビーム形成で基礎付けられたビーム形成より容易であり得る。ビー
ムスイープで基礎付けられた方法の性能は、固有ビーム形成で基礎付けられた方法と比較
されると最適以下であり得る。
【０３３１】
　図１７は、２つのＴＸチェーンの間の較正を伴うタイプＩデバイスのためのビームスイ
ープ基礎空間多重化のための例ビーム形成トレーニング方法１７００の線図である。図１
７を参照すると、反復ｉに対してＳＴＡ１（イニシエータ）１７０２は、それがトレーニ
ングすることを意図する送信ビームをスイープしてトレーニングシーケンスのＮ個の繰り
返しを送信することが可能である（１７０６）。これらの例ではＮは、送信アンテナの数
に必ずしも関係付けられない場合がある。送信１７０６は、第１の送信ＲＦチェーン（Ｔ
Ｘ１）、または第２の送信ＲＦチェーン（ＴＸ２）を使用して遂行され得る。２つのＲＦ
チェーンは、同一であり得る、またはスカラだけ異なり得る。一部の例では、２つのＴＸ
チェーンは較正された状態であり得る。
【０３３２】
　ＳＴＡ２（応答機）１７０４は、以前の反復からトレーニングされる２つの受信ビーム
を有し得る。これが第１の反復であるならば、ＳＴＡ２　１７０４は、２つのビームをラ
ンダムに選択する、オムニ重みを使用する、または、代替の様式で初期値を選択すること
が可能である。ＳＴＡ２　１７０４の第１の受信ＲＦチェーン（ＲＸ１）は、すべてのア
ンテナ要素から受信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得することが
可能である。重みは、第１の受信ビーム形成重み
【０３３３】

【数８６】

【０３３４】
であり得る。同様に、ＳＴＡ２　１７０４の第２の受信ＲＦチェーン（ＲＸ２）は、すべ
てのアンテナ要素から受信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得する
ことが可能である。重みは、第２の受信ビーム形成重み
【０３３５】

【数８７】

【０３３６】
であり得る。
【０３３７】

【数８８】

【０３３８】
は、ビームインデックス
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【０３３９】
【数８９】

【０３４０】
に対応する重みであり得る。それらをベースバンドおよびデジタルドメインに変換した後
、ＳＴＡ２　１７０４は、実効ＳＮＲまたは等価的なパラメータを測定することが可能で
ある。時間スロットｋに対してＳＴＡ２　１７０４は、２つの受信ＲＦチェーンを使用し
てＳＮＲ測定を遂行することが可能である。
【０３４１】

【数９０】

【０３４２】
Ｎ個の時間スロットによってＳＴＡ２　１７０４は、
【０３４３】
【数９１】

【０３４４】
を受信することが可能である。図１７では信号の受信は、パケットを受信する間の受信機
動作の例図解として、破線で示されている。
【０３４５】
　ＳＴＡ２　１７０４は、ＳＴＡ１　１７０２に、２つのビームインデックスをフィード
バックすることが可能である。ビーム選択方法は、実行依存的であり得る。例えばＳＴＡ
２　１７０４は、インデックスの対
【０３４６】
【数９２】

【０３４７】
を選定し得るものであり、その対は、
【０３４８】
【数９３】

【０３４９】
および
【０３５０】
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【数９４】

【０３５１】
を満足し得るものである。
【０３５２】
　第ｉの反復に対する更新される送信ビームインデックスは、
【０３５３】

【数９５】

【０３５４】
であり得る。ＳＴＡ１　１７０２は、ビーム
【０３５５】

【数９６】

【０３５６】
によってＭ個の回数の間トレーニングシーケンスを送信することが可能である（１７２０
）。ＳＴＡ２　１７０４は、両方の受信ＲＦチェーン（ＲＸ１およびＲＸ２）によって、
Ｍ個の受信ビームによってスイープすることが可能である（１７２２）。ＳＴＡ１　１７
０２は、ビーム形成重み
【０３５７】

【数９７】

【０３５８】
によって、再びＭ個の回数の間トレーニングシーケンスを送信することが可能である（１
７２４）。ＳＴＡ２　１７０４は、両方のＲＦチェーンによって同様の手順を繰り返すこ
とが可能である（１７２６）。受信アンテナのスイーピング１７２２および１７２６は、
受信機動作の例図解として、破線で示されている。例えば、送信機からパケットを受信す
るために、受信機は、第１の受信アンテナによって第１のパケットを受信する、第２の受
信アンテナによって第２のパケットを受信する等々のことを、それが、最後の受信アンテ
ナによって最後のパケットを受信するまで行うことが可能である。ＳＴＡ２　１７０４は
、ＳＮＲまたは等価的なパラメータを測定し、適宜受信ビームインデックスを更新するこ
とが可能である。受信ビーム選択方法は、実行依存的であり得る。例えばＭは、ＳＴＡ２
　１７０４がトレーニングすることを意図する受信ビームの数であり得るものであり、そ
れは、ＳＴＡ２　１７０４での受信アンテナの数に必ずしも関係付けられない場合がある
。方法は、方法が収束する、または、決まった判定基準が満たされた状態になるまで繰り
返され得るものであり、その判定基準は、空間多重化がデバイスの対に適さないというこ
とを表示するものである。
【０３５９】
　失敗判定基準は、いくつもの異なる方途で定義され得る。例えば失敗判定基準は、デバ
イスの対が空間多重化に適さないということを表示し得る。１つの例では失敗判定基準は
、ＳＴＡ２　１７０４が、ビームを選択するときに、
【０３６０】
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【数９８】

【０３６１】
および
【０３６２】

【数９９】

【０３６３】
を記録し、この情報をＳＴＡ１　１７０２にフィードバックすることが可能であるときに
同じように定義され得る。別の例ではＳＴＡ２　１７０４は、ビームをスイープするとき
に
【０３６４】

【数１００】

【０３６５】
および
【０３６６】

【数１０１】

【０３６７】
を記録し、この情報をＳＴＡ１　１７０２にフィードバックすることが可能である。
【０３６８】

【数１０２】

【０３６９】
が、決まった閾より小さいならば、ＳＴＡ１　１７０２およびＳＴＡ２　１７０４の両方
は、チャネルが、２つのデータストリームをサポートするための十分な空間ダイバーシテ
ィを提供することが可能でないと決定することが可能である。この例ではＳＴＡ１　１７
０２およびＳＴＡ２　１７０４は、トレーニング手順を完了し、送信機および受信機の両
方でＲＦ選択を遂行することを決定することが可能である。ＳＴＡ１　１７０２およびＳ
ＴＡ２　１７０４は、２つのＲＦチェーンによるトレーニングを終結させ、１つのＲＦチ
ェーンによるビーム形成トレーニングを遂行することに戻ることが可能である。トレーニ
ングの後にそれらは、より少ない数の空間ストリームによって送信することが可能である
。例えば、３つ以上のデータストリームが決定され得る。
【０３７０】
　較正を伴わないタイプＩＩデバイスおよびタイプＩデバイスのためのビームスイープ基
礎空間多重化が遂行され得る。図１８は、較正を伴わないビームスイープ基礎空間多重化
タイプＩＩデバイスおよびタイプＩデバイスのための例ビーム形成トレーニング方法１８
００の線図である。
【０３７１】
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　反復ｉに対してＳＴＡ１（イニシエータ）１８０２は、それが第１の送信ＲＦチェーン
（ＴＸ１）を使用してトレーニングすることを意図するすべての送信ビームをスイープし
てトレーニングシーケンスのＮ個の繰り返しを送信することが可能である（１８０６）。
次いでＳＴＡ１　１８０２は、第２のＲＦチェーン（ＴＸ２）によって同じ手順を繰り返
すことが可能である（１８０８）。Ｎは、送信アンテナの数に必ずしも関係付けられない
場合がある。例えば、ＴＸ１に対して使用されるビームパターンは、ＴＸ２に対するもの
と同じでない場合がある。
【０３７２】
　ＳＴＡ２（応答機）１８０４は、以前の反復からトレーニングされる２つの受信ビーム
を有し得る。これが第１の反復であるならば、ＳＴＡ２　１８０４は、２つのビームをラ
ンダムに選択する、オムニ重みを使用する、または、異なる方途で２つのビームを選択す
ることが可能である。第１の受信ＲＦチェーン（ＲＸ１）１８１０は、すべてのアンテナ
要素から受信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得することが可能で
ある。重みは、第１の受信ビーム形成重み
【０３７３】
【数１０３】

【０３７４】
であり得る。第２の受信ＲＦチェーン（ＲＸ２）１８１２は、すべてのアンテナ要素から
受信される信号の重み付けされた組み合わせとして信号を取得することが可能である。重
みは、第２の受信ビーム形成重み
【０３７５】

【数１０４】

【０３７６】
であり得る。例えば、
【０３７７】

【数１０５】

【０３７８】
は、ビームインデックス
【０３７９】

【数１０６】

【０３８０】
に対応する重みであり得る。それらをベースバンドおよびデジタルドメインに変換した後
、ＳＴＡ２　１８０４は、実効ＳＮＲまたは等価的なパラメータを測定することが可能で
ある。時間スロットｋに対してＳＴＡ２　１８０４は、２つの受信ＲＦチェーンを使用し
てＳＮＲ測定を遂行することが可能である。
【０３８１】
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【数１０７】

【０３８２】
第１のＮ個の時間スロットによってＳＴＡ２　１８０４は、ＳＴＡ１　１８０２のＴＸ１
に対応し得る
【０３８３】

【数１０８】

【０３８４】
を受信することが可能である。最後のＮ個の時間スロットによってＳＴＡ２　１８０４は
、ＳＴＡ１　１８０２のＴＸ２に対応し得る
【０３８５】
【数１０９】

【０３８６】
を受信することが可能である。図１８では信号の受信は、パケットを受信する間の受信機
動作の例図解として、破線で示されている。
【０３８７】
　ＳＴＡ２　１８０４は、ＳＴＡ１　１８０２に、２つのビームインデックスをフィード
バックすることが可能である（１８１４）。ビーム選択方法は、実行依存的であり得る。
例えばＳＴＡ２　１８０４は、インデックスの対
【０３８８】
【数１１０】

【０３８９】
を選択し得るものであり、その対は、
【０３９０】
【数１１１】

【０３９１】
および
【０３９２】
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【数１１２】

【０３９３】
を満足し得るものである。
【０３９４】
　第ｉの反復に対する更新される送信ビームインデックスは、
【０３９５】

【数１１３】

【０３９６】
であり得る。ＳＴＡ１　１８０２は、ビーム
【０３９７】

【数１１４】

【０３９８】
によってＭ個の回数だけトレーニングシーケンスを送信することが可能である（１８１６
）。ＳＴＡ２　１８０４は、両方の受信ＲＦチェーン（ＲＸ１およびＲＸ２）によって、
Ｍ個の受信ビームによってスイープすることが可能である（１８１８）。ＳＴＡ１　１８
０２は、ビーム形成重み
【０３９９】

【数１１５】

【０４００】
によって、再びＭ個の回数だけトレーニングシーケンスを送信することが可能である（１
８２０）。ＳＴＡ２　１８０４は、両方のＲＦチェーンによって同じ手順を繰り返すこと
が可能である（１８２２）。受信アンテナのスイーピング１８１８および１８２２は、受
信機動作の例図解として、破線で示されている。例えば、送信機からパケットを受信する
ために、受信機は、第１の受信アンテナによって第１のパケットを受信する、第２の受信
アンテナによって第２のパケットを受信する等々のことを、それが、最後の受信アンテナ
によって最後のパケットを受信するまで行うことが可能である。ＳＴＡ２　１８０４は、
ＳＮＲまたは等価的なパラメータを測定し、適宜受信ビームインデックスを更新すること
が可能である。受信ビーム選択方法は、実行依存的であり得る。例えばＭは、ＳＴＡ２　
１８０４がトレーニングすることを意図する受信ビームの数であり得るものであり、ＳＴ
Ａ２　１８０４での受信アンテナの数に必ずしも関係付けられない場合がある。
【０４０１】
　手順は、方法が収束する、または、決まった判定基準が満たされた状態になるまで、い
くつもの反復の間繰り返され得るものであり、その判定基準は、空間多重化がＳＴＡ１　
１８０２およびＳＴＡ２　１８０４に適さないということを表示するものである。
【０４０２】
　デバイスの対が空間多重化に適さないということを表示する失敗判定基準を定義するた
めの、いくつもの方途が存在し得る。例えば失敗判定基準は、ＳＴＡ２　１８０４が、ビ
ームを選択するときに、
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【０４０３】
【数１１６】

【０４０４】
および
【０４０５】

【数１１７】

【０４０６】
を中に記録し、この情報をＳＴＡ１　１８０２にフィードバックすることが可能であると
きに同じように定義され得る。別の例失敗判定基準ではＳＴＡ２　１８０４は、ビームを
スイープするときに
【０４０７】

【数１１８】

【０４０８】
および
【０４０９】
【数１１９】

【０４１０】
を中に記録し、この情報をＳＴＡ１　１８０２にフィードバックすることが可能である。
【０４１１】
【数１２０】

【０４１２】
が閾より小さいならば、ＳＴＡ１　１８０２およびＳＴＡ２　１８０４の両方は、チャネ
ルが、２つのデータストリームをサポートするための十分な空間ダイバーシティを提供す
ることが可能でないと決定することが可能である。この例ではデバイスの対は、トレーニ
ング手順を完了し、送信機および受信機の両方でＲＦ選択を遂行することを決定すること
が可能である。あるいはデバイスの対は、２つのＲＦチェーンによるトレーニングを終結
させ、１つのＲＦチェーンによるビーム形成トレーニングを遂行することに戻ることが可
能である。トレーニングの後にデバイスの対は、より少ない数の空間ストリームによって
送信することが可能である。
【０４１３】
　図３との連関で論考されるビーム調整トランザクションが、上記で開示された固有ビー
ム形成基礎空間多重化方法に対して使用され得る。変更が、空間多重化をサポートするた
めに付与され得る。例えば、空間ストリームの数が定義され得る。データストリームの数
は、ＤＭＧビーム調整要素で定義され得る。ＤＭＧビーム調整要素内のＦＢＣＫ－ＴＹＰ
Ｅサブフィールドが変更され得る。
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【０４１４】
　図１９は、例変更されたＦＢＣＫ－ＴＹＰＥサブフィールド１９００の線図である。変
更されたＦＢＣＫ－ＴＹＰＥサブフィールド１９００は、ＤＭＧ調整要素に含まれ得る。
変更されたＦＢＣＫ－ＴＹＰＥサブフィールド１９００は、ＳＮＲ提示フィールド１９１
０、チャネル測定提示フィールド１９２０、タップ遅延提示フィールド１９３０、タップ
の数提示フィールド１９４０、測定の数フィールド１９５０、空間ストリームの数フィー
ルド１９６０、セクタＩＤ順序提示フィールド１９７０、および、ビームの数フィールド
１９８０を含み得る。
【０４１５】
　イニシエータは、固有ビーム形成基礎空間多重化能力を使用することにより、応答機に
よってビーム形成トレーニングを始動させることに先行して、応答機の能力を決定するこ
とが可能である。ビームスイープ基礎空間多重化能力は、ＤＭＧ能力要素で表示され得る
。ＤＭＧ能力要素は、関連付け要求、関連付け応答、再関連付け要求、再関連付け応答、
プローブ要求、および、プローブ応答フレーム内に在り得るものであり、ＤＭＧビーコン
ならびに情報要求および応答フレーム内に在り得る。固有ビーム形成基礎空間多重化表示
の１つのビット、および、ビームスイープ空間多重化能力の１つのビットが、ＳＴＡが、
固有ビーム形成基礎空間多重化を遂行可能であるということを表示するために使用され得
る。
【０４１６】
　固有ビーム形成で基礎付けられた、および、ビームスイープで基礎付けられたなどの、
ビーム形成トレーニングアルゴリズムのタイプは、ＤＭＧビーム調整要素で表示され得る
。加えて、タイプＩおよびタイプＩＩなどのトランシーバアーキテクチャタイプは、ＤＭ
Ｇ能力要素で表示され得る。
【０４１７】
　各々の反復の第１の部分でイニシエータにより利用されるプリコーディング行列は、固
有ビーム形成基礎空間多重化が実行される場合、イニシエータおよび応答機の両方により
あらかじめ定義され合意され得る。この例ではイニシエータおよび応答機は、ビーム形成
トレーニングの前に、どの行列を利用すべきかを折衝することが可能である。例えばプリ
コーディング行列インデックスは、ＢＲＰ要求フィールドで定義され送信され得る。加え
て、ユニタリプリコーディング行列のセットが、あらかじめ決定され得る。
【０４１８】
　イニシエータおよび応答機の両方でのアンテナの数が、固有ビーム形成基礎空間多重化
が実行される場合、シグナリングされ得る。アンテナの数は、ＰＨＹヘッダ、ＭＡＣヘッ
ダ、またはＢＲＰ要求フィールドでシグナリングされ得る。
【０４１９】
　空間多重化フレームフォーマットが実行され得る。例えばパケットが空間多重化を使用
して送信されるとき、表示が、多重のストリームが送信されたということをパケット受信
者に通知するために送出され得る。ＭＣＳが、変調／コーディングスキーム、および、空
間ストリームの数に対して再定義され得る。例えば８０２．１１ａｄでは、ＭＣＳ０は制
御ＰＨＹであり得るものであり、ＭＣＳ１～１２は、単一キャリア（ＳＣ）ＰＨＹに対し
て利用され得るものであり、ＭＣＳ１３～２４は、ＯＦＤＭ　ＰＨＹに対するものであり
得るものであり、ＭＣＳ２５～３１は、低電力ＳＣ　ＰＨＹに対するものであり得る。
【０４２０】
　２つのデータストリーム送信を伴う例では、後に続くものが、通信デバイスによる使用
に対して定義され得る。例えばＭＣＳ３２～４３は、ＳＣ　ＰＨＹに対するものであり得
るものであり、ＭＣＳ４４～５５は、ＯＦＤＭ　ＰＨＹに対するものであり得るものであ
り、５６～６２は、低電力ＳＣ　ＰＨＹに対するものであり得る。一部の例ではＭＣＳマ
ッピングは、上記で定義されたのと同じでない場合がある。
【０４２１】
　あるいは空間ストリームの数が、ＰＨＹヘッダで表示され得る。多重のデータストリー
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ムをサポートするために、ＰＨＹ層フレームフォーマットは変更されることを必要とする
場合がある。
【０４２２】
　図２０Ａ、２０Ｂ、および２０Ｃは、例ＰＨＹ層フレームフォーマットの線図である。
ＳＣ　ＰＨＹによって、データフィールドはシンボルブロックから構成され得るものであ
り、一方でＯＦＤＭ　ＰＨＹによって、データフィールドはＯＦＤＭシンボルから構成さ
れ得る。フレームは、ＴＲＮ－Ｔ／Ｒサブフィールドによってアペンドされ得るものであ
り、ビーム調整プロトコルに対して利用され得る。
【０４２３】
　図２０Ａを参照すると、ショートトレーニングフィールド（ＳＴＦ）２０１０、チャネ
ル推定フィールド（ＣＥ）２０２０、およびＰＨＹヘッダ２０３０が、重みＷ１によって
送信され得る（２０４０）。サポートされるデータストリームの数Ｎは、ＰＨＹヘッダで
表示され得る。２つ以上のデータストリームが送信されることになるならば、追加的なＣ
Ｅフィールドが含まれ得る。Ｎ個のデータストリームによって、付帯的なＮ－１個のＣＥ
フィールド２０５０が送信され得るものであり、重みＷ２　２０６０、…、ＷＮ２０７０
が各々のＣＥフィールドに付与され得る。８０２．１１ｎ／ａｃで定義されるＰ行列など
の直交マッピング行列が付与され得る。巡回シフト遅延（ＣＳＤ：cyclic shift delay）
スキームが空間多重化に付与されるならば、同じＣＳＤパラメータがＣＥフィールドに付
与され得る。後に続くデータフィールド２０８０は、空間多重化スキームを使用して送信
され得るものであり、重み（Ｗ１、…、ＷＮ）２０９０のすべてが付与され得る。
【０４２４】
　図２０Ｂは、空間多重化送信のための別の例プリアンブルフォーマットの線図である。
このフォーマットは、ＡＧＣフィールド２０１５が、追加的なＣＥフィールドの後に、お
よびデータフィールド２０８０の前に挿入され得るということを除いて図２０Ａと同様で
ある。ＡＧＣフィールド２０１５は、ＬＴＦフィールドと同じシーケンスを使用し得るも
のであり、または、それは再設計され得る。このＡＧＣフィールド２０１５の目的は、自
動ゲイン制御のためのものであり得る。ＡＧＣフィールド２０１５の送信は、データフィ
ールド２０８０と同じフォーマットであり得るものであり、すなわち、重み（Ｗ１、…、
ＷＮ）２０９０が付与され得る。同じＣＳＤパラメータが、ＣＳＤがデータ送信に対して
利用されるならば、ＡＧＣフィールド２０１５に付与され得る。
【０４２５】
　図２０Ｃは、データストリームの数が暗示的にシグナリングされ得る、空間多重化送信
のための別の例プリアンブルフォーマットの線図である。ＳＴＦ２０１０は、すべての重
み（Ｗ１、…、ＷＮ）２０２５を使用して送信され得る。ＳＴＦ２０１０の後に続く第１
のＣＥフィールド２０２０は、第１の重みＷ１　２０４０を使用して送信され得る。デー
タストリームの数は、ＳＴＦ２０１０および第１のＣＥフィールド２０２０を使用するこ
とにより暗示的に表示され得る。例えばいくつものＣＥシーケンスが定義され得るもので
あり、各々のシーケンスは、決まった数のデータストリームに対応し得る。追加的なＮ－
１個のＣＥフィールド２０５０が、第１のＣＥフィールド２０２０の後に続き得るもので
あり、重みＷ２　２０６０からＷＮ２０７０によって送信した。ヘッダ２０３５は、重み
の１つ、または、ＳＴＦ２０１０と同様の重みの組み合わせによって送信され得る。空間
多重化送信は、追加的なＣＥフィールドの後に続いて送信され得る。
【０４２６】
　ビーム形成トレーニングオーバヘッドおよびレイテンシが低減され得る。例えばセクタ
スイープ（ＳＳＷ）フレーム、および関係付けられるトレーニング方法が変更され得る。
【０４２７】
　ＳＬＳ手順ではＳＳＷフレームは、送信および受信ビーム形成トレーニングに対して利
用され得る。例えばＳＳＷフレームは、Ｎ個の時間スロットで送信され得る。送信ビーム
形成トレーニングに対して、ＳＳＷフレームが送信され得るものであり、多重のアンテナ
セクタがスイープされ得る。受信機は、同じアンテナセクタによってＳＳＷフレームを受



(57) JP 2016-504804 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

信し、送信機に最良の送信セクタＩＤをフィードバックすることが可能である。例えば受
信ビーム形成トレーニングに対して、同じＳＳＷフレームがＮ個の回数だけ繰り返され得
るものであり、受信機は、多重のアンテナセクタにわたってスイープして受信することが
可能である。受信ビーム形成トレーニングの後で受信機は、最良の受信セクタを選択する
ことが可能である。
【０４２８】
　各々のＳＳＷフレームはフルＰＬＣＰヘッダを備え得るものであり、そのフルＰＬＣＰ
ヘッダは、プリアンブル、１または複数のヘッダブロック、およびＭＡＣフレームを含み
得る。ＳＳＷフレームはビーム形成トレーニングに対して利用され得るので、それらは、
８０２．１１ａｄでの最も低いデータレート、例えば制御ＰＨＹまたはＭＣＳ０を使用し
て送信され得る。ＳＳＷフレームはデータトラフィックを内包しない場合があり、したが
ってＳＳＷフレームシーケンスは、ビーム形成トレーニングオーバヘッドであり得る。
【０４２９】
　図２１は、例変更されたＳＳＷトレーニングフレームおよびシーケンス２１００の線図
である。この例では、変更されたＳＳＷトレーニングシーケンスが利用され得る。ＳＳＷ
アナウンスメント（ＳＳＷＡ）フレーム２１１０が、ＳＳＷトレーニングシーケンスの始
まりで送信され得る。ＳＳＷＡフレーム２１１０は、ＳＳＷフレームにより送信するため
に使用されるすべての情報を内包し得る。１または複数のＮ個のヌルＳＳＷ（ＮＳＳＷ：
null SSW）フレーム２１２０が、決まったフレーム間スペーシングによってＳＳＷＡフレ
ーム２１１０の後に続き得る。ＮＳＳＷフレーム２１２０は、プリアンブルおよびＰＨＹ
ヘッダのみを内包し得るものであり、ＭＡＣフレームを内包し得ない。
【０４３０】
　図２２は、例ＳＳＷＡフレームフォーマット２２００の線図である。ＳＳＷＡフレーム
フォーマット２２００は、フレーム制御フィールド２２０５、持続期フィールド２２１０
、ＲＡフィールド２２１５、ＴＡフィールド２２２０、ＳＳＷフィールド２２２５、ＳＳ
Ｗフィードバック（ＦＢ）フィールド２２３０、およびＦＣＳフィールド２２３５を含み
得る。ＳＳＷフィールド２２２５は、方向サブフィールド２２４０、ＤＭＧアンテナＩＤ
１サブフィールド２２４５、セクタＩＤ１サブフィールド２２５０、セクタＩＤ　Ｎサブ
フィールド２２５５、ＤＭＧアンテナＩＤ２サブフィールド２２６０、セクタＩＤ１サブ
フィールド２２６５、セクタＩＤ　Ｎ２サブフィールド２２７０、およびＲＸＳＳ長さサ
ブフィールド２２７５を含み得る。この例ではセクタＩＤ１サブフィールド２２５０は、
ＤＭＧアンテナＩＤ１に対するものであり得るものであり、セクタＩＤ１サブフィールド
２２６５は、ＤＭＧアンテナＩＤ２に対するものであり得る。
【０４３１】
　方向サブフィールド２２４０およびＲＸＳＳ長さサブフィールド２２７５は、ＩＥＥＥ
８０２．１１ａｄでと同じであり得る。方向サブフィールド２２４０は、フレームがビー
ム形成イニシエータにより送信されるということを表示するために０にセットされ、フレ
ームがビーム形成応答機により送信されるということを表示するために１にセットされ得
る。ＲＸＳＳ長さサブフィールド２２７５は、ＣＢＡＰで送信されるときにのみ有効であ
り得るものであり、そうでなければ予約された状態であり得る。ＲＸＳＳ長さサブフィー
ルド２２７５は、送信するＳＴＡにより求められるような受信セクタスイープの長さを指
定し得るものであり、ＳＳＷフレームのユニットで定義され得る。このフィールドの値は
、範囲０～６２の中にあり、奇数の値は予約されている。
【０４３２】
　ＤＭＧアンテナＩＤおよびセクタＩＤは、後に続くＮＳＳＷフレームに対するアンテナ
パターンを表示するために利用され得る。例えば第１のＮＳＳＷフレームは、ＤＭＧアン
テナＩＤ１およびセクタＩＤ１を利用して送信することが可能である、ならびに、第２の
ＮＳＳＷフレームは、ＤＭＧアンテナＩＤ１およびセクタＩＤ２を利用して送信すること
が可能である、等々である。ＤＭＧアンテナＩＤ　ｋによって、ビーム形成トレーニング
のこのラウンドに対してスイープされるＮｋ個のセクタが存在し得る。このＳＳＷＡフレ
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ームの後に続くＮＳＳＷフレームの総合的な数は、
【０４３３】
【数１２１】

【０４３４】
であり得る。Ｋは、これらのＳＳＷＡ－ＮＳＳＷシーケンスによってトレーニングされる
ＤＭＧアンテナの数であり得る。
【０４３５】
　ＳＳＷＡは、後に続くように送信され得る。例えばＳＳＷＡフレームは、ビーム形成ト
レーニングに対して必要なすべてのＭＡＣ情報を搬送することが可能である。受信機がＳ
ＳＷＡフレームを正しく復号するということが重要であり得る。ＳＳＷＡフレームは、後
に続く方法の１つを使用して送信され得る。例えば、ビーム形成トレーニングが２つの非
ＡＰ／ＰＣＰデバイスの間であるならば、ＳＳＷＡフレームは、ＡＰから２つのデバイス
に送信され得る。別の例では、ビーム形成イニシエータおよび応答機の両方がマルチ帯域
可能であるならば、それらは、同時に多重の周波数帯域上で動作することが可能であり、
ＳＳＷＡフレームは、別の周波数帯域上で送信され得る。ＳＳＷＡフレームは、低いデー
タレート、拡散コード、または繰り返しスキームによって送信され得る。
【０４３６】
　一部の例は、最適以下のＳＬＳトレーニング方法を使用することが可能である。これら
の例ではＳＬＳトレーニング方法は、早期に終結させられ得る。
【０４３７】
　図２３は、ＳＬＳトレーニング手順の例早期終結の線図である。この例ではイニシエー
タ２３０２は、トレーニングするための４つのビームセクタを有し得るものであり、カウ
ントダウン（ＣＤＯＷＮ）数は、第１のトレーニングフレームでは３に等しくあり得る。
この例ではセクタ３が、イニシエータが第１の期間に送信のためにセクタ３を使用し得る
ということを図解するために陰影付けされ、セクタ４が、イニシエータが第２の期間に送
信のためにセクタ４を使用し得るということを図解するために陰影付けされる。イニシエ
ータ２３０２は、例えばフレーム間空間持続期２Ｔにより分けられるトレーニングフレー
ムを送信することを継続することが可能である。応答機２３０４は、受信されるトレーニ
ングフレームを監視することが可能である（２３０６）。図２３での破られた「オムニ」
円は、受信機／応答機がオムニ受信モードであり得るということを図解するために示され
ている。オムニ受信モードは、オムニ方向性受信アンテナにより可能にされ得る。第１の
２つの「オムニ」円は、それらが例受信機動作であるということを図解するために、破線
で示されている。最後の「オムニ」円は、これが例送信機動作である、すなわち、フィー
ドバックパケットが、オムニ方向性送信アンテナにより可能にされ得るオムニ送信モード
で送信され得るということを図解するために、切れ目のない線を表示する形で示されてい
る。受信されるＳＮＲ（または他のパラメータ）が、決まった閾より大きいと、応答機２
３０４は、フィードバックフレーム２３０８を送信することによりトレーニング手順を終
結させることを決定することが可能である。フィードバックフレーム２３０８は、イニシ
エータ２３０２により送信されるトレーニングフレームのエンドからＴ持続期の後に送信
され得る。したがってイニシエータ２３０２は、このフィードバックの送信を検出し、よ
り多くのトレーニングフレームを送信することを停止することが可能である。この例は、
送信ビーム形成トレーニングおよび受信ビーム形成トレーニングの両方に対して使用され
得る。
【０４３８】
　グループで基礎付けられたＳＬＳトレーニング方法が遂行され得る。この例ではＳＴＡ
は、そのセクタをグループに分割することが可能である。セクタの区分は、実行依存的で
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あり得る。例えば区分は、セクタの方向に基礎付けられ得る。ビーム形成イニシエータは
、１つのグループを選択してＳＬＳトレーニングを遂行し、応答機からのフィードバック
を求めて待機することが可能である。応答機からのフィードバックがイニシエータの予期
を満たすと、ビーム形成イニシエータは、ビーム形成トレーニングを停止することを決定
することが可能である。そうでなければイニシエータは、１つのビームが選択される、ま
たは、すべてのビームがスイープされるまで、別のグループを選択してＳＬＳトレーニン
グを遂行することが可能である。
【０４３９】
　マルチビーム、マルチＤＭＧアンテナセクタレベルスイープフィードバックが遂行され
得る。セクタレベルスイープ方法の例では、受信機ＳＴＡは、最良のビームのみ、例えば
１つのＤＭＧアンテナの１つのセクタを戻るように報告することが可能である。例えば、
多重のアンテナの多重のビームなどの、最良のビームのリストが報告され得る。これは、
通信リンクが、時間にわたるビームの相対的な性能を追跡すること、および必要であるな
らば、再トレーニングに対する必要性を伴わずにより良好なビームにスイッチすることを
可能にし得る。
【０４４０】
　図２４は、例マルチビームマルチＤＭＧアンテナＳＬＳフィードバック方法２４００の
線図である。後に続く方法２４００は、最良のビームのリストを報告し得るセクタレベル
スイープ方法を使用することが可能である。この例では、ＤＭＧ送信ＳＴＡ１　２４０２
および受信ＳＴＡ２　２４０４は、それらの能力を表示して、マルチセクタ、マルチＤＭ
Ｇアンテナセクタスイープ（ＳＳＷ）フィードバックをサポートすることが可能である。
この能力は、ＤＭＧ　ＳＴＡ能力情報フィールド内のビットにより表示され得る。能力を
有さないＳＴＡは、レガシー送信にフォールバックすることが可能である。
【０４４１】
　セクタスイープを始動させるＳＴＡ、例えばＳＴＡ１　２４０２は、フィードバックさ
れることになるビームの数を表示する、応答機ＳＴＡ、例えばＳＴＡ２　２４０４への情
報を送信することが可能である。応答機ＳＴＡ２４０４もまた、フィードバックされるこ
とになるビームの数に関してイニシエータＳＴＡ２４０２に情報を送信することが可能で
ある。最良のビームに関して判断するためのメトリックは、実行依存的であり得る。１つ
のシグナリング方法は、フィードバックされることになるビームの数を内包し得る、イニ
シエータおよび応答機の両方に対する送信セクタスイープフレームを使用することが可能
である。第２のシグナリング方法は、すべてのＳＳＷフィードバック２４２０に対して、
フィードバックされることになるビームの数を表示するフィールドを内包し得るＤＭＧビ
ーコンを使用することが可能である。第３のシグナリング方法では、セクタレベルスイー
プ手順の前にイニシエータおよび応答機は、フィードバックするためのビームの数を表示
するＳＬＳセットアップフレームをやり取りすることが可能である。擬似オムニは、近い
オムニ方向性送信または受信に言及し得るものである。例えば擬似オムニ送信は、同じ情
報を多重の方向性送信を使用して、それがオムニ方向性送信アンテナを使用して送信され
るかのように、繰り返されて送信することにより可能にされ得る。同様に擬似オムニ受信
は、同じパケットを多重の方向性受信を使用して、それがオムニ方向性受信アンテナを使
用して受信されるかのように、繰り返されて受信することにより可能にされ得る。
【０４４２】
　両方のＳＴＡは、レガシーイニシエータおよび応答機セクタレベルスイープ手順を実行
することが可能である。送信機は、最良のＮ個のビームをフィードバックすることが可能
である。これは、後に続く例方法の１つによるものであり得る。第１の例方法では、多重
のＳＳＷフィードバックフィールドが、ＳＳＷフィードバックフレーム２４２０の内部に
集約され得る。第２の例では、単一のＳＳＷフィードバックフィールドが、多重のビーム
およびＤＭＧアンテナのフィードバック、ならびに対応するＳＮＲ報告を可能にするため
に変更され得る。第３の例では、最良のビーム／アンテナが、他の送信、例えばＡＣＫに
よって、追加的なＮ－１個のビームのＳＬＳ手順および後続のフィードバックの間にフィ
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ードバックされ得る。これらの例ではアンテナの数は、数ラジオ周波数（ＲＦ）チェーン
より大きくあり得る。一部の例ではアンテナの数は、ＲＦチェーンの数よりはるかに大き
くあり得る。
実施形態
　１．複数のアンテナと、
　複数のアンテナを区分するように構成されるプロセッサと、
　第２の通信デバイスに複数のフレームを送信するように構成される送信機と、
　受信機と
を備える第１の通信デバイス。
【０４４３】
　２．プロセッサは、複数のアンテナを少なくとも、第１のグループのアンテナおよび第
２のグループのアンテナに区分するように構成される実施形態１の第１の通信デバイス。
【０４４４】
　３．第１のグループのアンテナは、第１の局（ＳＴＡ）への第１のビームに関連付けら
れる実施形態２の第１の通信デバイス。
【０４４５】
　４．第２のグループのアンテナは、第２の局（ＳＴＡ）への第２のビームに関連付けら
れる実施形態２または３の第１の通信デバイス。
【０４４６】
　５．第１のグループのアンテナは、第１の複数の局（ＳＴＡ）への第１のビームに関連
付けられる実施形態２乃至４のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４４７】
　６．第２のグループのアンテナは、第２の複数の局（ＳＴＡ）への第２のビームに関連
付けられる実施形態２乃至５のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４４８】
　７．送信される複数のフレームはビーム形成トレーニングフレームである実施形態１乃
至６のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４４９】
　８．複数のフレームは第１のグループのアンテナを使用して送信される実施形態１乃至
７のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４５０】
　９．複数のフレームは第２のグループのアンテナを使用して送信される実施形態１乃至
８のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４５１】
　１０．受信機は、第２の通信デバイスから第１のビーム形成重みベクトルを受信するよ
うに構成される実施形態１乃至９のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４５２】
　１１．第１のビーム形成重みベクトルは、第１のグループのアンテナ上で信号を送出す
るためのものである実施形態１０の第１の通信デバイス。
【０４５３】
　１２．受信機は、第２の通信デバイスから第２のビーム形成重みベクトルを受信するよ
うに構成される実施形態１乃至１１のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４５４】
　１３．第２のビーム形成重みベクトルは、第２のグループのアンテナ上で信号を送出す
るためのものである実施形態１２の第１の通信デバイス。
【０４５５】
　１４．第１のビーム形成重みベクトルは、第１の通信デバイスと第２の通信デバイスと
の間の最も強いビームである実施形態１０乃至１３のいずれか一項の第１の通信デバイス
。
【０４５６】
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　１５．第２のビーム形成重みベクトルは、第１の通信デバイスと第２の通信デバイスと
の間の第２の最も強いビームに対するものである実施形態１２乃至１４のいずれか一項の
第１の通信デバイス。
【０４５７】
　１６．第１の通信デバイスは無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）である実施形態１乃至１
５のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４５８】
　１７．第１の通信デバイスは局（ＳＴＡ）である実施形態１乃至１５のいずれか一項の
第１の通信デバイス。
【０４５９】
　１８．第１の通信デバイスはアクセスポイント（ＡＰ）である実施形態１乃至１５のい
ずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４６０】
　１９．第１の通信デバイスは基地局である実施形態１乃至１５のいずれか一項の第１の
通信デバイス。
【０４６１】
　２０．第２の通信デバイスは無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）である実施形態１乃至１
９のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４６２】
　２１．第２の通信デバイスは局（ＳＴＡ）である実施形態１乃至１９のいずれか一項の
第１の通信デバイス。
【０４６３】
　２２．第２の通信デバイスはアクセスポイント（ＡＰ）である実施形態１乃至１９のい
ずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４６４】
　２３．第２の通信デバイスは基地局である実施形態１乃至１９のいずれか一項の第１の
通信デバイス。
【０４６５】
　２４．ビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルである実施形態７乃
至２３のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４６６】
　２５．送信機は、ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットを送信するようにさ
らに構成される実施形態１乃至２４のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４６７】
　２６．ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットは、受信された第１のビーム形
成重みベクトルを使用して送信される実施形態２５の第１の通信デバイス。
【０４６８】
　２７．ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットは、受信された第２のビーム形
成重みベクトルを使用して送信される実施形態２５または２６の第１の通信デバイス。
【０４６９】
　２８．受信機は、変更された第１のビーム形成重みベクトルを受信するようにさらに構
成される実施形態１乃至２７のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４７０】
　２９．変更された第１の重みベクトルは、第１のグループのアンテナ上で信号を送出す
るためのものである実施形態２８の第１の通信デバイス。
【０４７１】
　３０．受信機は、変更された第２のビーム形成重みベクトルを受信するようにさらに構
成される実施形態１乃至２９のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４７２】
　３１．変更された第２の重みベクトルは、第２のグループのアンテナ上で信号を送出す
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るためのものである実施形態３０の第１の通信デバイス。
【０４７３】
　３２．第１の通信デバイスは、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを備える
実施形態１乃至３１のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４７４】
　３３．アンテナの数は、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンの数より大きい
実施形態１乃至３２のいずれかの第１の通信デバイス。
【０４７５】
　３４．　複数のアンテナと、
　ビーム形成トレーニングフレームのセットを受信するように構成される受信機と、
　プロセッサと、
　送信機と
を備える第１の通信デバイス。
【０４７６】
　３５．プロセッサは、第１の送信ビーム形成重みベクトルを決定するように構成される
実施形態３４の第１の通信デバイス。
【０４７７】
　３６．第１の送信ビーム形成重みベクトルは第１のアンテナグループに対応する実施形
態３５の第１の通信デバイス。
【０４７８】
　３７．第１のアンテナグループは第２の通信デバイスに対するものである実施形態３６
の第１の通信デバイス。
【０４７９】
　３８．プロセッサは、第２の送信ビーム形成重みベクトルを決定するように構成される
実施形態３４乃至３７のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８０】
　３９．第２の送信ビーム形成重みベクトルは第２のアンテナグループに対応する実施形
態３８の第１の通信デバイス。
【０４８１】
　４０．第２のアンテナグループは第２の通信デバイスに対するものである実施形態３９
の第１の通信デバイス。
【０４８２】
　４１．送信機は、第２の通信デバイスに、第２の通信デバイスに対する第１の送信ビー
ム形成重みベクトルを使用してデータを送信するように構成される実施形態３４乃至４０
のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８３】
　４２．送信機は、第２の通信デバイスに、第２の送信ビーム形成重みベクトルを使用す
る第２の送信データを使用してデータを送信するように構成される実施形態３４乃至４１
のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８４】
　４３．第１の通信デバイスは無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）である実施形態３４乃至
４２のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８５】
　４４．第１の通信デバイスは局（ＳＴＡ）である実施形態３４乃至４２のいずれか一項
の第１の通信デバイス。
【０４８６】
　４５．第１の通信デバイスはアクセスポイント（ＡＰ）である実施形態３４乃至４２の
いずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８７】
　４６．第１の通信デバイスは基地局である実施形態３４乃至４２のいずれか一項の第１
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の通信デバイス。
【０４８８】
　４７．第２の通信デバイスは無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）である実施形態３４乃至
４６のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４８９】
　４８．第２の通信デバイスは局（ＳＴＡ）である実施形態３４乃至４６のいずれか一項
の第１の通信デバイス。
【０４９０】
　４９．第２の通信デバイスはアクセスポイント（ＡＰ）である実施形態３４乃至４６の
いずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４９１】
　５０．第２の通信デバイスは基地局である実施形態３４乃至４６のいずれか一項の第１
の通信デバイス。
【０４９２】
　５１．受信されるビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルである実
施形態３４乃至５０のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４９３】
　５２．送信されるビーム形成重みベクトルは直交ビーム形成ベクトルである実施形態３
４乃至５１のいずれか一項の第１の通信デバイス。
【０４９４】
　５３．ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）のためのビーム形成トレーニングのための
方法であって、
　第１の局（ＳＴＡ）から第１の送信ビーム形成重みを受信し、第２の（ＳＴＡ）から第
２の送信ビーム形成重みを受信するステップと、
　Ｎｔ個のビーム形成ベクトルを使用して変調されたＮｔ個のシーケンスを送信するステ
ップであって、Ｎｔ個のシーケンスは、第１の送信ビーム形成重みおよび第２の送信ビー
ム形成重みに基礎付けられて変調される、送信するステップと
を備える方法。
【０４９５】
　５４．Ｎｔ個のビーム形成ベクトルは直交である実施形態５３の方法。
【０４９６】
　５５．ビーム分割多重アクセス（ＢＤＭＡ）のためのビーム形成トレーニングのための
方法であって、
　第１の以前のビーム形成ベクトルを使用して、複数のＮｔ個のシーケンスを受信するス
テップと、
　第１の以前のビーム形成ベクトル、および、受信された複数のＮｔ個のシーケンスに基
礎付けられて、アクセスポイント（ＡＰ）からの第１の送信ビーム形成重みを決定するス
テップと、
　ＡＰに、決定された第１の送信ビーム形成重みを送信するステップと
を備える方法。
【０４９７】
　５６．空間多重化のためのビーム形成トレーニングのための方法であって、
　イニシエータ局は、２つのラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを有し、送信アンテナ要素を
有し、イニシエータ局は、送信アンテナ要素をスイープしてＮｔ個の知られているトレー
ニングシーケンスを送信するステップと、
　応答機局は、第１のＲＦチェーンおよび第２のＲＦチェーンを有し、受信アンテナ要素
を有し、第１の受信ビーム形成重みおよび第２の受信ビーム形成重みを有し、応答機局は
、第１のＲＦチェーンを受信し、第２のＲＦチェーンを受信するステップと、
　応答機局は、受信された第１のＲＦチェーンおよび第２のＲＦチェーンを、Ｎｔ個の知
られているトレーニングシーケンスと比較することにより、少なくとも２つのチャネルを
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推定するステップと
を備える方法。
【０４９８】
　５７．第１のＲＦチェーンは、第１の受信ビーム形成重みにより重み付けされる受信ア
ンテナ要素から受信される信号の組み合わせである実施形態５６の方法。
【０４９９】
　５８．第２のＲＦチェーンは、第２の受信ビーム形成重みにより重み付けされる受信ア
ンテナ要素から受信される信号の組み合わせである実施形態５７の方法。
【０５００】
　５９．Ｎｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップは、イニシエータの第１の
ＲＦチェーンによってＮｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップをさらに備え
る実施形態５６乃至５８のいずれか一項の方法。
【０５０１】
　６０．Ｎｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップは、イニシエータの第２の
ＲＦチェーンによってＮｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップをさらに備え
る実施形態５６乃至５８のいずれか一項の方法。
【０５０２】
　６１．Ｎｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップは、第１のＲＦチェーンお
よび第２のＲＦチェーンによってＮｔ個のトレーニングシーケンスを送信するステップを
さらに備える実施形態５６乃至５８のいずれか一項の方法。
【０５０３】
　６２．第１のＲＦチェーンおよび第２のＲＦチェーンは較正される実施形態６１の方法
。
【０５０４】
　６３．送信アンテナ要素をスイープしてＮｔ個の知られているトレーニングシーケンス
を送信するステップは、イニシエータ局は、２つのＲＦチェーンを有し、送信アンテナ要
素を有し、送信アンテナ要素をスイープしてＮｔ個の知られているトレーニングシーケン
スを送信するステップであって、送信アンテナ要素の数はＲＦチェーンの数より大きい、
送信するステップを備える実施形態５６乃至６２のいずれか一項の方法。
【０５０５】
　６４．送信アンテナ要素の数はＲＦチェーンの数より少なくとも６倍大きい実施形態５
６乃至６３のいずれか一項の方法。
【０５０６】
　６５．応答機は、イニシエータに、推定された２つのチャネルを送信するステップをさ
らに備える実施形態５６乃至６４のいずれか一項の方法。
【０５０７】
　６６．空間多重化のためのビーム形成トレーニングのための方法であって、
　イニシエータ局は、２つ以上のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを有し、送信アンテナ要
素を有し、イニシエータ局は、送信アンテナ要素をスイープしてＮｔ個の知られているシ
ーケンスを送信するステップと、
　応答機局は、第１のＲＦチェーンおよび第２のＲＦチェーンを有し、受信アンテナ要素
を有し、第１の受信ビーム形成重みおよび第２の受信ビーム形成重みを有し、応答機局は
、第１のＲＦチェーンを受信し、第２のＲＦチェーンを受信するステップと、
　応答機は、受信された第１のＲＦチェーンおよび第２のＲＦチェーンを、知られている
Ｎｔ個のトレーニングシーケンスと比較することにより、少なくとも２つのチャネルを推
定するステップと
を備える方法。
【０５０８】
　６７．第１のＲＦチェーンは、第１の受信ビーム形成重みにより重み付けされる受信ア
ンテナ要素から受信される信号の組み合わせである実施形態６６の方法。
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【０５０９】
　６８．第２のＲＦチェーンは、第２の受信ビーム形成重みにより重み付けされる受信ア
ンテナ要素から受信される信号の組み合わせである実施形態６６または６７の方法。
【０５１０】
　６９．ビーム形成を遂行するための方法であって、
　第１の通信デバイスは、第１のビーム形成ベクトルを使用して第２の通信デバイスに第
１の複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するステップと、
　第１の通信デバイスは、第２の通信デバイスから第２のビーム形成重みベクトルを受信
するステップと、
　第１の通信デバイスは、第２のビーム形成ベクトルを使用して第２の通信デバイスに第
２の複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するステップと
を備える方法。
【０５１１】
　７０．第１の通信デバイスは、第１のビーム形成重みベクトルを使用して第２の通信デ
バイスに第１の複数のビーム形成トレーニングフレームを送信する実施形態６９の方法。
【０５１２】
　７１．第１の通信デバイスは、第１のグループのアンテナ、および、ビーム形成重みの
第１の小部分を使用して、第１の複数のビーム形成トレーニングフレームの第１の小部分
を送信する実施形態６９または７０の方法。
【０５１３】
　７２．第１の通信デバイスは、第２のグループのアンテナ、および、ビーム形成重みの
第２の小部分を使用して、第１の複数のビーム形成トレーニングフレームの第２の小部分
を送信する実施形態６９乃至７１のいずれか一項の方法。
【０５１４】
　７３．実施形態５３乃至７２のいずれか一項を遂行するように構成される基地局。
【０５１５】
　７４．実施形態５３乃至７２のいずれかの小部分を遂行するように構成される基地局。
【０５１６】
　７５．実施形態５３乃至７２のいずれか一項を遂行するように構成される集積回路。
【０５１７】
　７６．実施形態５３乃至７２のいずれかの小部分を遂行するように構成される集積回路
。
【０５１８】
　７７．実施形態５３乃至７２のいずれか一項を遂行するように構成される局（ＳＴＡ）
。
【０５１９】
　７８．実施形態５３乃至７２のいずれかの小部分を遂行するように構成される局（ＳＴ
Ａ）。
【０５２０】
　７９．実施形態５３乃至７２のいずれか一項を遂行するように構成されるアクセスポイ
ント（ＡＰ）。
【０５２１】
　８０．実施形態５３乃至７２のいずれかの小部分を遂行するように構成されるアクセス
ポイント（ＡＰ）。
【０５２２】
　８１．実施形態５３乃至７２のいずれか一項を遂行するように構成される無線送受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）。
【０５２３】
　８２．実施形態５３乃至７２のいずれかの小部分を遂行するように構成される無線送受
信ユニット（ＷＴＲＵ）。
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【０５２４】
　特徴および要素が上記で、個別の組み合わせで説明されているが、当業者は、各々の特
徴または要素が、単独で、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用され得
るということを認識するであろう。加えて本明細書で説明された方法は、コンピュータま
たはプロセッサによる執行のためにコンピュータ可読メディアに組み込まれる、コンピュ
ータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアの形で実行され得る。コンピュー
タ可読メディアの例は、電子信号（ワイヤードまたは無線接続によって送信される）、お
よびコンピュータ可読記憶メディアを含む。コンピュータ可読記憶メディアの例は、読み
出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュ
メモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの
磁気メディア、磁気光学メディア、ならびに、ＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデジタルバー
サタイルディスク（ＤＶＤ）などの光学メディアを含むが、それらに制限されない。ソフ
トウェアとの関連付けの状態にあるプロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮ
Ｃ、または任意のホストコンピュータでの使用のためのラジオ周波数トランシーバを実行
するために使用され得る。
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナと、
　プロセッサであって、前記プロセッサは、前記複数のアンテナを、少なくとも第１のグ
ループのアンテナおよび第２のグループのアンテナに区分するように構成され、前記第１
のグループのアンテナは、第２の通信デバイスへの第１のビームに関連付けられ、および
前記第２のグループのアンテナは、前記第２の通信デバイスへの第２のビームに関連付け
られる、プロセッサと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１のグループのアンテナおよび前記第２のグループ
のアンテナを使用して、複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するように構成さ
れた送信機と、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送るための第
１のビーム形成重みベクトルを受信し、および前記第２のグループのアンテナ上で信号を
送るための第２のビーム形成重みベクトルを受信するように構成された受信機と
　を備えたことを特徴とする第１の通信デバイス。
【請求項２】
　前記第１のビーム形成重みベクトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバ
イスとの間の最も強いビームに対するものであり、ならびに前記第２のビーム形成重みベ
クトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバイスとの間の２番目に強いビー
ムに対するものであることを特徴とする請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項３】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局、
アクセスポイント、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求項１に記載の
第１の通信デバイス。
【請求項４】
　前記ビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルを使用して変調される
ことを特徴とする請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項５】
　前記送信機は、前記受信された第１のビーム形成重みベクトルおよび前記第２のビーム
形成重みベクトルを使用して、ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットを送信す
るようにさらに構成され、ならびに前記受信機は、前記第２の通信デバイスから、前記第
１のグループのアンテナ上で信号を送出するための変更された第１のビーム形成重みベク
トルを受信し、前記第２のグループのアンテナ上で信号を送出するための変更された第２
のビーム形成重みベクトルを受信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１
に記載の第１の通信デバイス。
【請求項６】
　前記第１の通信デバイスは、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを含み、お
よび前記アンテナの数は、前記１または複数のＲＦチェーンの数より大きいことを特徴と
する請求項１に記載の第１の通信デバイス。
【請求項７】
　複数のアンテナと、
　プロセッサであって、前記複数のアンテナは、ビーム形成トレーニングフレームのセッ
トのうちの１つのトレーニングフレームを受信するように構成され、ならびに前記プロセ
ッサは、第２の通信デバイスの第１のアンテナグループに対応する第１の送信ビーム形成
重みベクトルを決定し、および前記第２の通信デバイスの第２のアンテナグループに対応
する第２の送信ビーム形成重みベクトルを決定するように構成されたプロセッサと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータ
を送信し、および前記第２の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータを送信するよ
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うに構成された送信機と
　を備えたことを特徴とする第１の通信デバイス。
【請求項８】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局、
アクセスポイント、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求項７に記載の
第１の通信デバイス。
【請求項９】
　前記受信されたビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルを使用して
変調されることを特徴とする請求項７に記載の第１の通信デバイス。
【請求項１０】
　前記送信されたビーム形成重みベクトルは直交ビーム形成ベクトルを使用して変調され
ることを特徴とする請求項７に記載の第１の通信デバイス。
【請求項１１】
　第１の通信デバイスでの使用のための方法であって、前記方法は、
　前記第１の通信デバイスで、複数のアンテナを、少なくとも第１のグループのアンテナ
および第２のグループのアンテナに区分するステップであって、前記第１のグループのア
ンテナは、第２の通信デバイスへの第１のビームに関連付けられ、および前記第２のグル
ープのアンテナは、前記第２の通信デバイスへの第２のビームに関連付けられる、ステッ
プと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１のグループのアンテナおよび前記第２のグループ
のアンテナを使用して、複数のビーム形成トレーニングフレームを送信するステップと、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送信するため
の第１のビーム形成重みベクトルを受信し、および前記第２のグループのアンテナ上で信
号を送信するための第２のビーム形成重みベクトルを受信するステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記第１のビーム形成重みベクトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバ
イスとの間の最も強いビームに対するものであり、ならびに前記第２のビーム形成重みベ
クトルは、前記第１の通信デバイスと前記第２の通信デバイスとの間の２番目に強いビー
ムに対するものであることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、ＳＴ
Ａ、アクセスポイント（ＡＰ）、または基地局のうちの１つであることを特徴とする請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルを使用して変調される
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記受信された第１のビーム形成重みベクトルおよび前記第２のビーム形成重みベクト
ルを使用して、ビーム形成トレーニングフレームの第２のセットを送信するステップと、
　前記第２の通信デバイスから、前記第１のグループのアンテナ上で信号を送信するため
の変更された第１のビーム形成重みベクトルを受信し、および前記第２のグループのアン
テナ上で信号を送信するための変更された第２のビーム形成重みベクトルを受信するステ
ップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の通信デバイスは、１または複数のラジオ周波数（ＲＦ）チェーンを含み、お
よび前記アンテナの数は、前記１または複数のＲＦチェーンの数より大きいことを特徴と
する請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
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　第１の通信デバイスでの使用のための方法であって、前記方法は、
　複数のアンテナの各アンテナ上でビーム形成トレーニングフレームのセットのうちの１
つのトレーニングフレームを受信するステップと、
　第２の通信デバイスの第１のアンテナグループに対応する第１の送信ビーム形成重みベ
クトルを決定し、および前記第２の通信デバイスの第２のアンテナグループに対応する第
２の送信ビーム形成重みベクトルを決定するステップと、
　前記第２の通信デバイスに、前記第１の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータ
を送信し、および前記第２の送信ビーム形成重みベクトルを使用してデータを送信するス
テップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記第１の通信デバイスおよび前記第２の通信デバイスは、無線送受信ユニット、局（
ＳＴＡ）、アクセスポイント（ＡＰ）、または基地局のうちの１つであることを特徴とす
る請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記受信されたビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルを使用して
変調されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記送信されたビーム形成トレーニングフレームは直交ビーム形成ベクトルを使用して
変調されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
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