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(57)【要約】
　いくつかの例示的な実施形態は、ビームフォーミング
の装置、デバイス、システム及び方法を含む。例えば、
第１の無線ステーションは、第１のチャネルを介して第
１のチャネルを介して複数のセクタレベルスイープ（Ｓ
ＬＳ）フレームを第２の無線ステーションと通信し、第
１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合
チャネルを介して複数のビームリファインメントプロト
コル（ＢＲＰ）フレームを第２の無線ステーションと通
信するように構成され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線ステーションに、
　第１のチャネルを介して複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線
ステーションと通信することと、
　前記第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを介して複数の
ビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを前記第２の無線ステーションと
通信することと、
をさせるように構成された回路を含む装置。
【請求項２】
　前記第１の無線ステーションに、
　１つ以上の予約フレームを前記第２の無線ステーションと通信して、ＢＲＰフレームが
通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時間に対して、無線媒体を予約すること
をさせるように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の無線ステーションに、
　少なくとも前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルを含む複数のチャネルを介して
前記予約フレームを通信すること
をさせるように構成された、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の無線ステーションに、
　前記ＳＬＳフレームに続いて、前記ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）
フレーム及び複数の送信可（ＣＴＳ）フレームを通信すること
をさせるように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の無線ステーションに、
　少なくとも前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルを含む複数のチャネルのそれぞ
れを介して前記複数のＲＴＳフレームを通信し、前記第１のチャネル及び前記第２のチャ
ネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信すること
をさせるように構成された、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数のチャネルは、前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルに加えて１つ以上
のチャネルを含む、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の無線ステーションに、
　前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１
の部分の別々の複製の通信を処理し、前記結合チャネルを介して該ＢＲＰフレームの第２
の部分の通信を処理すること
をさせるように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２の部分は、自動利得制御フィールド及びトレーニングフィールドからなるグル
ープから選択される少なくとも１つのフィールドを含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１の無線ステーションに、
　複数のゴレイシーケンスを含むトレーニングフィールドを含む前記複数のＢＲＰフレー
ムのうちのＢＲＰフレームを生成すること
をさせるように構成され、
　前記複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは前記結合チャネル内の
チャネルの数に基づく、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
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　前記第１の無線ステーションに、
　前記第１のチャネルを介した前記複数のＳＬＳフレームに基づいて前記第１の無線ステ
ーションのセクタを決定し、該セクタを使用して前記結合チャネルを介した前記複数のＢ
ＲＰフレームを通信すること
をさせるように構成された、請求項１から９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記結合チャネルは少なくとも前記第１のチャネル、前記第２のチャネル及び第３のチ
ャネルを含み、前記第１のチャネルは前記第２のチャネルと該第３のチャネルとの間にあ
る、請求項１から９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のチャネルは２．１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む、請求項１から９
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の無線ステーションは、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（Ｓ
ＴＡ）である、請求項１から９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ＳＬＳフレーム及び前記ＢＲＰフレームを通信するための無線機を含む、請求項１
から９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の装置を含む第１の無線ステーションを含む無線
通信のシステムであって、該第１の無線ステーションは、
　１つ以上のアンテナと、
　メモリと、
　プロセッサと、
　前記複数のＳＬＳフレーム及び前記複数のＢＲＰフレームを通信するように構成された
無線機と、
を含む、システム。
【請求項１６】
　第１の無線ステーションで実行される方法であって、
　第１のチャネルを介して複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線
ステーションと通信するステップと、
　前記第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを介して複数の
ビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを前記第２の無線ステーションと
通信するステップと、
を含む方法。
【請求項１７】
　１つ以上の予約フレームを前記第２の無線ステーションと通信して、ＢＲＰフレームが
通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時間に対して、無線媒体を予約するステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルを含む複数のチャネルを介して
前記予約フレームを通信するステップを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＳＬＳフレームに続いて、前記ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）
フレーム及び複数の送信可（ＣＴＳ）フレームを通信するステップを含む、請求項１６に
記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルを含む複数のチャネルのそれぞ
れを介して前記複数のＲＴＳフレームを通信し、前記第１のチャネル及び前記第２のチャ
ネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信するステップを含む、請求項１
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９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１のチャネル及び前記第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１
の部分の別々の複製の通信を処理し、前記結合チャネルを介して該ＢＲＰフレームの第２
の部分の通信を処理するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　複数のゴレイシーケンスを含むトレーニングフィールドを含む前記複数のＢＲＰフレー
ムのうちのＢＲＰフレームを生成するステップを含み、
　前記複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは前記結合チャネル内の
チャネルの数に基づく、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のチャネルを介した前記複数のＳＬＳフレームに基づいて前記第１の無線ステ
ーションのセクタを決定し、該セクタを使用して前記結合チャネルを介した前記複数のＢ
ＲＰフレームを通信するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記結合チャネルは少なくとも前記第１のチャネル、前記第２のチャネル及び第３のチ
ャネルを含み、前記第１のチャネルは前記第２のチャネルと該第３のチャネルとの間にあ
る、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサによって実行されると、該少なくとも１つの
コンピュータプロセッサが請求項１６から２４のいずれか一項に記載の方法を実装するこ
とを可能にする動作可能なコンピュータ実行可能な命令を含む１つ以上の有形のコンピュ
ータ読み取り可能非一時的記憶媒体を含む製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年４月３０日に出願された「Apparatus,　System　and　Method　o
f　Beamforming」と題する米国仮特許出願第６２／１５４，８８２号の利益及び優先権を
主張し、その全開示は参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　本明細書で説明する実施形態は、概して、ビームフォーミングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ミリ波における無線通信ネットワークは、無線通信デバイスのユーザに高速データアク
セスを提供することができる。
【０００４】
　ビームフォーミング手順は、第１の無線通信デバイス、例えばビームフォーミングイニ
シエータ（ＢＩ：Beamforming　Initiator）の第１の指向性アンテナ、及び第２の無線通
信デバイス、例えばビームフォーミングレスポンダ（ＢＲ：Beamforming　Responder）の
第２の指向性アンテナをステアリングするように構成され得る。ビームフォーミング手順
は、例えば、ＢＲとＢＩとの間の許容可能な通信レンジで、例えば、ＢＩとＢＲとの間の
高スループットの通信リンクを確立するために実行され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　説明を簡潔にかつ明瞭にするために、図に示す要素は必ずしも縮尺通りに描いていない
。例えば、いくつかの要素の寸法を、提示を明確にするために、他の要素に対して誇張す
ることがある。さらに、符号を、対応するあるいは類似する要素を示すために複数の図で
繰り返すことがある。図を以下に挙げる。
【図１】いくつかの例示的な実施形態に従う、システムの概略ブロック図である。
【図２】いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームフォーミングプロトコルの動作の概
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略図である。
【図３Ａ】いくつかの例示的な実施形態に従う、セクタレベルスイープ（ＳＬＳ）プロト
コルの概略図である。
【図３Ｂ】いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームリファインメントプロトコル（Ｂ
ＲＰ）の概略図である。
【図４】いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームフォーミングプロトコルの概略図で
ある。
【図５】いくつかの例示的な実施形態に従う、ＢＲＰフレームの概略図である。
【図６】いくつかの例示的な実施形態に従う、ＢＲＰフレームのトレーニングフィールド
の概略図である。
【図７】いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームフォーミングの方法の概略フローチ
ャート図である。
【図８】いくつかの例示的な実施形態に従う、製造物の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の発明を実施するための形態では、いくつかの実施形態の完全な理解を提供するた
めに、多数の特定の詳細を記載している。しかし、当業者であれば、これらの特定な詳細
なしにいくつかの実施形態を実施し得ることを理解するであろう。他の例では、周知の方
法、手順、コンポーネント、ユニット及び／又は回路は、議論を不明瞭にしないように詳
細には説明していない。
【０００７】
　本明細書での議論では、例えば、「処理する」、「計算する」、「演算する」、「計算
する」、「決定する」、「確立する」、「分析する」、「確認する（checking）」等の用
語を利用するが、コンピュータ、コンピューティングプラットフォーム、コンピューティ
ングシステム又は他の電子コンピューティングデバイスの動作及び／又は処理を指すこと
ができ、それらは、コンピュータのレジスタ及び／又はメモリ内の物理（例えば、電子的
）量として表されるデータを操作する、及び／又はそれらをコンピュータのレジスタ、メ
モリ又は動作及び／又は処理を実行するための命令を記憶し得る他の情報記憶媒体内の物
理量として同様に表される他のデータに変換するものである。
【０００８】
　本明細書で使用する「複数（plurality　and　a　plurality）」という用語は、例えば
、「複数（multiple）」又は「２つ以上」を含む。例えば、「複数のアイテム」とは、２
つ以上のアイテムを含む。
【０００９】
　「一実施形態」、「実施形態」、「例示的な実施形態」、「様々な実施形態」等の言及
は、そのように説明する実施形態が特定の特徴、構造又は特性を含むことができるが、必
ずしもすべての実施形態がその特定の特徴、構造又は特性を含むわけではないことを示す
。さらに、「一実施形態では」という語句を繰り返し使用しても、必ずしも同じの実施形
態を指さなくてもよいが、同じ実施形態を指す場合もあり得る。
【００１０】
　本明細書で使用する場合、特に指定しない限り、共通オブジェクトを説明するための序
数の形容詞「第１の」、「第２の」、「第３の」等の使用は、類似オブジェクトの異なる
インスタンスが指されていることを単に指示するだけであり、そのように説明するオブジ
ェクトが、時間的又は空間的のいずれかによる所与の順序にある、順位付けされている、
あるいは他のやり方に沿ったものでなくてはならないと示唆することを意図していない。
【００１１】
　いくつかの実施形態は、様々なデバイス及びシステム、例えばユーザ機器（ＵＥ）、モ
バイルデバイス（ＭＤ）、無線ステーション（ＳＴＡ）、パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノ
ートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルド
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コンピュータ、ハンドヘルドデバイス、ウェアラブルデバイス、パーソナルデジタルアシ
スタント（ＰＤＡ）デバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、オンボードデバイス、オフ
ボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車両デバイス、非車両デバイス、モバイルデバ
イス又はポータブルデバイス、消費者デバイス、非モバイルデバイス又は非ポータブルデ
バイス、無線通信ステーション、無線通信デバイス、無線アクセスポイント（ＡＰ）、有
線ルータ又は無線ルータ、有線モデム又は無線モデム、ビデオデバイス、オーディオデバ
イス、オーディオビデオ（Ａ／Ｖ）デバイス、有線ネットワーク又は無線ネットワーク、
無線エリアネットワーク、無線ビデオエリアネットワーク（ＷＶＡＮ）、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、パーソナルエリアネットワーク（Ｐ
ＡＮ）、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）等と共に使用され得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、既存のＩＥＥＥ８０２．１１規格（IEEE　802.11-2012　(IEEE
　802.11-2012,　IEEE　Standard　for　Information　technology--Telecommunications
　and　information　exchange　between　systems　Local　and　metropolitan　area　
networks--Specific　requirements　Part　11:　Wireless　LAN　Medium　Access　Cont
rol　(MAC)　and　Physical　Layer　(PHY)　Specifications,　March　29,　2012);　IE
EE802.11ac-2013　(“IEEE　P802.11ac-2013,　IEEE　Standard　for　Information　Tec
hnology　-　Telecommunications　and　Information　Exchange　Between　Systems　-
　Local　and　Metropolitan　Area　Networks　-　Specific　Requirements　-　Part　
11:　Wireless　LAN　Medium　Access　Control　(MAC)　and　Physical　Layer　(PHY)
　Specifications　-　Amendment　4:　Enhancements　for　Very　High　Throughput　f
or　Operation　in　Bands　below　6GHz”,　December,　2013);　IEEE　802.11ad　(“
IEEE　P802.11ad-2012,　IEEE　Standard　for　Information　Technology　-　Telecomm
unications　and　Information　Exchange　Between　Systems　-　Local　and　Metropo
litan　Area　Networks　-　Specific　Requirements　-　Part　11:　Wireless　LAN　M
edium　Access　Control　(MAC)　and　Physical　Layer　(PHY)　Specifications　-　A
mendment　3:　Enhancements　for　Very　High　Throughput　in　the　60GHz　Band”,
　28　December,　2012);　IEEE-802.11REVmc　(“IEEE　802.11-REVmcTM/D3.0,　June　
2014　draft　standard　for　Information　technology　-　Telecommunications　and
　information　exchange　between　systems　Local　and　metropolitan　area　netwo
rks　Specific　requirements;　Part　11:　Wireless　LAN　Medium　Access　Control
　(MAC)　and　Physical　Layer　(PHY)　Specification”);　IEEE　802.11ax　(IEEE　
802.11ax,　High　Efficiency　WLAN　(HEW));　IEEE802.11-ay　(P802.11ay　Standard
　for　Information　Technology--Telecommunications　and　Information　Exchange　
Between　Systems　Local　and　Metropolitan　Area　Networks--Specific　Requiremen
ts　Part　11:　Wireless　LAN　Medium　Access　Control　(MAC)　and　Physical　Lay
er　(PHY)　Specifications--Amendment:　Enhanced　Throughput　for　Operation　in
　License-Exempt　Bands　Above　45　GHz)及び／又はそれらの将来のバージョン及び／
又は派生物を含む）及び／又はそれらの将来のバージョン及び／又は派生物に従って動作
するデバイス及び／又はネットワーク、既存のワイヤレスギガビットアライアンス（ＷＧ
Ａ）仕様（Wireless　Gigabit　Alliance,　Inc　WiGig　MAC　and　PHY　Specification
　Version　1.1,　April　2011,　Final　specification）及び／又はその将来のバージ
ョン及び／又は派生物に従って動作するデバイス及び／又はネットワーク、既存のワイヤ
レスフィディリティー（ＷｉＦｉ）アライアンス（ＷＦＡ）ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）仕様
（WiFi　P2P　technical　specification,　version　1.5,　August　4,　2014）及び／
又はその将来のバージョン及び／又は派生物に従って動作するデバイス及び／又はネット
ワーク、既存のセルラー仕様及び／又はプロトコル、例えば第３世代パートナーシッププ
ロジェクト（３ＧＰＰ）、３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）及び／又は
それらの将来のバージョン及び／又は派生物に従って動作するデバイス及び／又はネット
ワーク、既存のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（ＢＴ）仕様及び／又はプロトコル及び
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又はその将来のバージョン及び／又は派生物に従って動作するデバイス及び／又はネット
ワーク、上記ネットワークの一部であるユニット及び／又はデバイス等と共に使用され得
る。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、一方向及び／又は双方向無線通信システム、セルラー無線電話
通信システム、携帯電話（a　mobile　phone,　a　cellular　telephone）、無線電話、
パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、無線通信デバイスを組み込んだＰＤＡデバ
イス、モバイル又はポータブル全地球測位システム（ＧＰＳ）デバイス、ＧＰＳ受信機若
しくは送受信機又はチップを組み込んだデバイス、ＲＦＩＤ素子又はチップを組み込んだ
デバイス、多入力多出力（ＭＩＭＯ）送受信機又はデバイス、単入力多出力（ＳＩＭＯ）
送受信機又はデバイス、多入力単出力（ＭＩＳＯ）送受信機又はデバイス、１つ以上の内
部アンテナ及び／又は外部アンテナを有するデバイス、デジタルビデオブロードキャスト
（ＤＶＢ）デバイス又はシステム、マルチスタンダード無線機デバイス又はシステム、有
線又は無線のハンドヘルドデバイス、例えばスマートフォン、無線アプリケーションプロ
トコル（ＷＡＰ）デバイス等と共に使用され得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態は、１つ以上のタイプの無線通信信号及び／又はシステム、例えば
無線周波数（ＲＦ）、赤外線（ＩＲ）、周波数分割多重（ＦＤＭ）、直交ＦＤＭ（ＯＦＤ
Ｍ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、ＦＤＭ時分割多重（ＴＤＭ）、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）、マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）、空間分割多元接続（Ｓ
ＤＭＡ）、拡張ＴＤＭＡ（Ｅ－ＴＤＭＡ）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、拡
張ＧＰＲＳ、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録
商標））、ＣＤＭＡ２０００、シングルキャリアＣＤＭＡ、マルチキャリアＣＤＭＡ、マ
ルチキャリア変調（ＭＤＭ）、離散マルチトーン（ＤＭＴ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、全地球測位システム（ＧＰＳ）、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉ－Ｍａｘ、ＺｉｇＢｅｅ（登
録商標）、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）、グローバルシステムフォーモバイルコミュ
ニケーション（ＧＳＭ（登録商標））、２Ｇ、２．５Ｇ、３Ｇ、３．５Ｇ、４Ｇ、第５世
代（５Ｇ）又は第６世代（６Ｇ）モバイルネットワーク、３ＧＰＰ、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）、ＬＴＥアドバンス、ＧＳＭ（登録商標）進化型高速データレート
（ＥＤＧＥ）等と共に使用され得る。他の実施形態は、様々な他のデバイス、システム及
び／又はネットワークで使用され得る。
【００１５】
　本明細書で使用する場合、「無線デバイス」という用語は、例えば無線通信可能なデバ
イス、無線通信可能な通信デバイス、無線通信可能な通信ステーション、無線通信可能な
ポータブル又は非ポータブルデバイス等を含む。いくつかの例示的な実施形態では、無線
デバイスは、コンピュータと一体化された周辺機器又はコンピュータに取り付けられた周
辺機器である、あるいはそれらを含むことができる。いくつかの例示的な実施形態では、
「無線デバイス」という用語は、任意で無線サービスを含むことができる。
【００１６】
　本明細書で使用する場合、通信信号に関して、「通信する」という用語は、通信信号を
送信すること及び／又は通信信号を受信することを含む。例えば、通信信号を通信するこ
とが可能である通信ユニットは、通信信号を少なくとも１つの他の通信ユニットに送信す
る送信機及び／又は少なくとも１つの他の通信ユニットから通信信号を受信する通信受信
機を含むことができる。通信するという動詞は、送信のアクション又は受信のアクション
を指すために使用され得る。一例では、「信号を通信する」という語句は、第１の装置に
よって信号を送信するアクションを指すことができるが、必ずしも第２の装置によって信
号を受信するアクションを含まなくてもよい。別の例では、「信号を通信する」という語
句は、第１の装置によって信号を受信するアクションを指すことができるが、必ずしも第
２の装置によって信号を送信するアクションを含まなくてもよい。
【００１７】
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　本明細書で使用する場合、「回路」という用語は、１つ以上のソフトウェア又はファー
ムウェアプログラムを実行する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、集積回路、電子回路
、プロセッサ（共有、グループ専用、又はグループ）及び／又はメモリ（共有、専用等）
、組み合わせ論理回路及び／又は説明する機能を提供する他の適切なハードウェアコンポ
ーネントの一部であるあるいはそれらを含むことを指すことができる。いくつかの実施形
態では、回路は１つ以上のソフトウェア又はファームウェアモジュールで実装されること
ができ、あるいは回路に関連付けられた機能が１つ以上のソフトウェア又はファームウェ
アモジュールによって実装され得る。いくつかの実施形態では、回路は、少なくとも部分
的にハードウェアで動作可能なロジックを含むことができる。
【００１８】
　いくつかの例示的な実施形態は、ＷＬＡＮ、例えばワイヤレスフィディリティー（Ｗｉ
Ｆｉ）ネットワークと共に使用され得る。他の実施形態は、任意の他の適切な無線通信ネ
ットワーク、例えば無線エリアネットワーク、「ピコネット（piconet）」、ＷＰＡＮ、
ＷＶＡＮ等と共に使用され得る。
【００１９】
　いくつかの例示的な実施形態は、６０ＧＨｚの周波数帯域を介して通信する無線通信ネ
ットワークと共に使用され得る。しかし、他の実施形態は、他の適切な無線通信周波数帯
域、例えば超高周波（ＥＨＦ）帯域（ミリ波（ｍｍＷａｖｅ）周波数帯域）、例えば２０
ＧＨｚと３００ＧＨｚとの間の周波数帯域内の周波数帯域、ＷＬＡＮ周波数帯域、ＷＰＡ
Ｎ周波数帯域、ＷＧＡ仕様に従った周波数帯域等を利用して実装され得る。
【００２０】
　本明細書で使用する場合、「アンテナ」という用語は、１つ以上のアンテナ素子、コン
ポーネント、ユニット、アセンブリ及び／又はアレイの任意の適切な構成、構造及び／又
は配置を含むことができる。いくつかの実施形態では、アンテナは、別々の送信及び受信
のアンテナ素子を使用して、送信機能及び受信機能を実装することができる。いくつかの
実施形態では、アンテナは、共通及び／又は統合された送信／受信素子を使用して、送信
機能及び受信機能を実装することができる。アンテナは、例えば、フェーズドアレイアン
テナ、単一素子アンテナ、スイッチドビームアンテナのセット等を含むことができる。
【００２１】
　本明細書で使用する場合、「指向性マルチギガビット（ＤＭＧ：directional　multi-g
igabit）」及び「指向性帯域（directional　band）」（ＤＢａｎｄ）という語句は、チ
ャネル開始周波数が４５ＧＨｚを超える周波数帯域に関することができる。一例では、Ｄ
ＭＧ通信は、複数ギガビット毎秒の速度、例えば少なくとも１ギガビット毎秒、例えば７
ギガビット毎秒又は任意の他の速度で通信するための１つ以上の指向性リンクを伴うこと
ができる。
【００２２】
　いくつかの例示的な実施形態は、ＤＭＧ　ＳＴＡ（「ｍｍＷａｖｅ　ＳＴＡ（ｍＳＴＡ
：mmWave　STA）」とも称される）によって実装されてよく、それは、例えば、ＤＭＧ帯
域内にあるチャネル上で動作することが可能な無線送信機を有するＳＴＡを含むことがで
きる。ＤＭＧ　ＳＴＡは、他の追加的な機能又は代替的な機能を実行することができる。
他の実施形態は、任意の他の装置、デバイス及び／又はステーションによって実施され得
る。
【００２３】
　図１を参照する。図１は、いくつかの例示的な実施形態に従う、システム１００を概略
的に示す。
【００２４】
　図１に示すように、いくつかの例示的な実施形態では、システム１００は１つ以上の無
線通信デバイスを含むことができる。例えば、システム１００は第１の無線通信デバイス
１０２及び／又は第２の無線通信デバイス１４０を含むことができる。
【００２５】
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　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、１つ
以上のＳＴＡを含む及び／又はＳＴＡの機能を実行することができる。例えば、デバイス
１０２は少なくとも１つのＳＴＡを含むことができ、及び／又はデバイス１４０は少なく
とも１つのＳＴＡを含むことができる。
【００２６】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、１つ
以上のＤＭＧ　ＳＴＡを含む、ＤＭＧ　ＳＴＡとして動作する、及び／又はＤＭＧ　ＳＴ
Ａの機能を実行することができる。例えば、デバイス１０２は、少なくとも１つのＤＭＧ
　ＳＴＡを含むことができ、及び／又はデバイス１４０は、少なくとも１つのＤＭＧ　Ｓ
ＴＡを含むことができる。
【００２７】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、アク
セスポイント（ＡＰ）、例えばＤＭＧ　ＡＰ、及び／又はパーソナルベーシックサービス
セット（ＰＢＳＳ）制御ポイント（ＰＣＰ）、例えばＤＭＧ　ＰＣＰとして動作する、及
び／又はそれらの機能を実行するように構成されることができ、例えば、ＡＰ／ＰＣＰ　
ＳＴＡであり、例えばＤＭＧ　ＡＰ／ＰＣＰ　ＳＴＡである。
いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、非ＡＰ
　ＳＴＡ、例えばＤＭＧ非ＡＰ　ＳＴＡ、及び／又は非ＰＣＰ　ＳＴＡ、例えばＤＭＧ非
ＰＣＰ　ＳＴＡとして動作する、及び／又はそれらの機能を実行するように構成されるこ
とができ、例えば、非ＡＰ／ＰＣＰ　ＳＴＡであり、例えばＤＭＧ非ＡＰ／ＰＣＰ　ＳＴ
Ａである。
【００２８】
　他の実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、任意の他の追加的又
は代替的なのデバイス及び／又はステーションの機能を実行することができる。
【００２９】
　一例では、ステーション（ＳＴＡ）は、無線媒体（ＷＭ）への媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）及び物理層（ＰＨＹ）インタフェースの単独アドレス指定可能なインスタンスである
論理エンティティを含むことができる。ＳＴＡは、任意の他の追加的又は代替的な機能を
実行することができる。
【００３０】
　一例では、ＡＰは、ステーション（ＳＴＡ）、例えば１つのＳＴＡを含み、関連付けら
れたＳＴＡのために無線媒体（ＷＭ）を介して配信サービスへのアクセスを提供するエン
ティティを含むことができる。ＡＰは、任意の他の追加的又は代替的な機能を実行するこ
とができる。
【００３１】
　一例では、パーソナルベーシックサービスセット（ＰＢＳＳ）制御ポイント（ＰＣＰ）
は、ＳＴＡ、例えば１つのステーション（ＳＴＡ）を含み、ＰＢＳＳのメンバであるＳＴ
Ａによる無線媒体（ＷＭ）へのアクセスを調整するエンティティを含むことができる。Ｐ
ＣＰは、任意の他の追加的又は代替的な機能を実行することができる。
【００３２】
　一例では、ＰＢＳＳは、例えば、１つのＰＢＳＳ制御ポイント（ＰＣＰ）を含む指向性
マルチギガビット（ＤＭＧ）ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）を含むことができる。
例えば、配信システム（ＤＳ）へのアクセスは存在しない可能性があるが、例えば、ＰＢ
ＳＳ内転送サービスが任意で存在することができる。
【００３３】
　一例では、ＰＣＰ／ＡＰ　ＳＴＡは、ＰＣＰ又はＡＰの少なくとも１つであるステーシ
ョン（ＳＴＡ）を含むことができる。ＰＣＰ／ＡＰ　ＳＴＡは、任意の他の追加的又は代
替的な機能を実行することができる。
【００３４】
　一例では、非ＡＰ　ＳＴＡは、ＡＰ内に含まれていないＳＴＡを含むことができる。非
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ＡＰ　ＳＴＡは、任意の他の追加的又は代替的な機能を実行することができる。
【００３５】
　一例では、非ＰＣＰ　ＳＴＡは、ＰＣＰではないＳＴＡを含むことができる。非ＰＣＰ
　ＳＴＡは、任意の他の追加的又は代替的な機能を実行することができる。
【００３６】
　一例では、非ＰＣＰ／ＡＰ　ＳＴＡは、ＰＣＰではなく、ＡＰではないＳＴＡを含むこ
とができる。非ＰＣＰ／ＡＰ　ＳＴＡは、任意の他の追加的又は代替的な機能を実行する
ことができる。
【００３７】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、モバ
イルデバイス又は非モバイル、例えば静的なデバイスを含むことができる。例えば、デバ
イス１０２及び／又はデバイス１４０は、例えば、ＵＥ、ＭＤ、ＳＴＡ、ＡＰ、ＰＣ、デ
スクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、Ｕｌｔｒ
ａｂｏｏｋ（登録商標）コンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュ
ータ、ウェアラブルデバイス、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンド
ヘルドデバイス、センサデバイス、モノのインターネット（ＩｏＴ）デバイス、ウェアラ
ブルデバイス、ＰＤＡデバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、オンボードデバイス、オ
フボードデバイス、ハイブリッドデバイス（例えば、携帯電話機能とＰＤＡデバイス機能
とを組み合わせたもの）、消費者デバイス、車両デバイス、非車両デバイス、モバイル又
はポータブルデバイス、非モバイル又は非ポータブルデバイス、携帯電話（a　mobile　p
hone,　a　cellular　telephone）、ＰＣＳデバイス、無線通信デバイスを組み込んだＰ
ＤＡデバイス、モバイル又はポータブルＧＰＳデバイス、ＤＶＢデバイス、比較的小さな
コンピューティングデバイス、非デスクトップコンピュータ、「キャリースモールライブ
ラージ（Carry　Small　Live　Large）」（ＣＳＬＬ）デバイス、ウルトラモバイルデバ
イス（ＵＭＤ）、ウルトラモバイルＰＣ（ＵＭＰＣ）、モバイルインターネットデバイス
（ＭＩＤ）、「オリガミ（Origami）」デバイス又はコンピューティングデバイス、動的
に構成可能なコンピューティング（ＤＣＣ：Dynamically　Composable　Computing）をサ
ポートするデバイス、コンテキスト認識デバイス、ビデオデバイス、オーディオデバイス
、Ａ／Ｖデバイス、セットトップボックス（ＳＴＢ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディ
スク（ＢＤ）プレーヤ、ＢＤレコーダ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）プレーヤ、高
解像度（ＨＤ）ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、ＨＤ　ＤＶＤレコーダ、パーソナルビ
デオレコーダ（ＰＶＲ）、ブロードキャストＨＤ受信機、ビデオソース、オーディオソー
ス、ビデオシンク、オーディオシンク、ステレオチューナ、ブロードキャストラジオ受信
機、フラットパネルディスプレイ、パーソナルメディアプレーヤ（ＰＭＰ）、デジタルビ
デオカメラ（ＤＶＣ）、デジタルオーディオプレーヤ、スピーカ、オーディオ受信機、オ
ーディオアンプ、ゲームデバイス、データソース、データシンク、デジタルスチルカメラ
（ＤＳＣ）、メディアプレーヤ、スマートフォン、テレビ、音楽プレーヤ等を含むことが
できる。
【００３８】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２は、例えば、プロセッサ１９１、入
力ユニット１９２、出力ユニット１９３、メモリユニット１９４及び／又はストレージユ
ニット１９５のうちの１つ以上を含むことができる。デバイス１４０は、例えば、プロセ
ッサ１８１、入力ユニット１８２、出力ユニット１８３、メモリユニット１８４及び／又
はストレージユニット１８５のうちの１つ以上を含むことができる。デバイス１０２及び
／又はデバイス１４０は、他の適切な追加的な又は代替的なハードウェアコンポーネント
及び／又はソフトウェアコンポーネントを任意で含むことができる。いくつかの例示的な
実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０のうちの１つ以上のうちのコン
ポーネントの一部又は全部は共通のハウジング又はパッケージに封入されることができ、
１つ以上の有線又は無線リンクを使用して相互接続又は動作可能に関連付けられ得る。他
の実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０うちの１つ以上のうちのコン
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ポーネントは複数のデバイス又は別々のデバイスに分散され得る。
【００３９】
　いくつかの例示的な実施形態では、プロセッサ１９１及び／又はプロセッサ１８１は、
例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、１つ以上のプロ
セッサコア、単一コアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、マルチコアプロセッサ、マ
イクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、複数のプロセッサ若しくはコント
ローラ、チップ、マイクロチップ、１つ以上の回路（one　or　more　circuits,　circui
try）、論理ユニット、集積回路（ＩＣ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）又は任意の他
の適切な多目的又は特定のプロセッサ若しくはコントローラを含むことができる。プロセ
ッサ１９１は、例えば、デバイス１０２のオペレーティングシステム（ＯＳ）及び／又は
１つ以上の適切なアプリケーションの命令を実行する。プロセッサ１８１は、例えば、デ
バイス１４０のオペレーティングシステム（ＯＳ）及び／又は１つ以上の適切なアプリケ
ーションの命令を実行する。
【００４０】
　いくつかの例示的な実施形態では、入力ユニット１９２及び／又は入力ユニット１８２
は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチスクリーン、タッチパッド、トラ
ックボール、スタイラス、マイクロフォン又は他の適切なポインティングデバイス若しく
は入力デバイスを含むことができる。出力ユニット１９３及び／又は出力ユニット１８３
は、例えば、モニタ、スクリーン、タッチスクリーン、フラットパネルディスプレイ、発
光ダイオード（ＬＥＤ）表示ユニット、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示ユニット、プラ
ズマディスプレイユニット、１つ以上のオーディオスピーカ若しくはイヤホン又は他の適
切な出力デバイスを含むことができる。
【００４１】
　いくつかの例示的な実施形態では、メモリユニット１９４及び／又はメモリユニット１
８４は、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、
ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤ－ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、
揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期メモリユニット、長
期メモリユニット又は他の適切なメモリユニットを含むことができる。ストレージユニッ
ト１９５及び／又はストレージユニット１８５は、例えば、ハードディスクドライブ、フ
ロッピー（登録商標）ディスクドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブ、ＣＤ－
ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ又は他の適切なリムーバブル若しくは非リムーバブルス
トレージユニットを含むことができる。メモリユニット１９４及び／又はストレージユニ
ット１９５は、例えば、デバイス１０２によって処理されたデータを記憶することができ
る。メモリユニット１８４及び／又はストレージユニット１８５は、例えば、デバイス１
４０によって処理されたデータを記憶することができる。
【００４２】
　いくつかの例示的な実施形態では、無線通信デバイス１０２及びデバイス１４０は、無
線媒体（ＷＭ）１０３を介してコンテンツ、データ、情報及び／又は信号を通信すること
が可能とすることができる。いくつかの例示的な実施形態では、無線媒体１０３は、例え
ば、無線チャネル、セルラーチャネル、ＲＦチャネル、ＷｉＦｉチャネル、ＩＲチャネル
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（ＢＴ）チャネル、全地球測位衛星システム（ＧＮＳ
Ｓ）チャネル等を含むことができる。
【００４３】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＷＭ１０３は、１つ以上の指向性帯域及び／又はチ
ャネルを含むことができる。例えば、ＷＭ１０３は、１つ以上のミリ波（ｍｍＷａｖｅ）
無線通信帯域及び／又はチャネルを含むことができる。
【００４４】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＷＭ１０３は、１つ以上のＤＭＧチャネルを含むこ
とができる。他の実施形態では、ＷＭ１０３は任意の他の指向性チャネルを含むことがで
きる。
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【００４５】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、デバ
イス１０２、デバイス１４０及び／又は１つ以上の他の無線通信デバイスとの間の無線通
信を実行するための回路及び／又はロジックを含む１つ以上の無線機を含むことができる
。例えば、デバイス１０２は、少なくとも１つの無線機１１４を含むことができ、及び／
又はデバイス１４０は、少なくとも１つの無線機１４４を含むことができる。
【００４６】
　いくつかの例示的な実施形態では、無線機１１４及び／又は無線機１４４は、無線通信
信号、ＲＦ信号、フレーム、ブロック、送信ストリーム、パケット、メッセージ、データ
アイテム及び／又はデータを受信するための回路及び／又はロジックを含む１つ以上の無
線受信機（Ｒｘ）を含むことができる。例えば、無線機１１４は少なくとも１つの受信機
１１６を含むことができ、及び／又は無線機１４４は少なくとも１つの受信機１４６を含
むことができる。
【００４７】
　いくつかの例示的な実施形態では、無線機１１４及び／又は無線機１４４は、無線通信
信号、ＲＦ信号、フレーム、ブロック、送信ストリーム、パケット、メッセージ、データ
アイテム及び／又はデータを送信するための回路及び／又はロジックを含む１つ以上の無
線送信機（Ｔｘ）を含むことができる。例えば、無線機１１４は少なくとも１つの送信機
１１８を含むことができ、及び／又は無線機１４４は少なくとも１つの送信機１４８を含
むことができる。
【００４８】
　いくつかの例示的な実施形態では、無線機１１４及び／又は無線機１４４、送信機１１
８及び／又は１４８、及び／又は受信機１１６及び／又は１４６は、回路；ロジック；無
線周波数（ＲＦ）素子、回路及び／又はロジック；ベースバンド素子、回路及び／又はロ
ジック；変調素子、回路及び／又はロジック；復調素子、回路及び／又はロジック；増幅
器；アナログ－デジタル変換器及び／又はデジタル－アナログ変換器；フィルタ；等を含
むことができる。例えば、無線機１１４及び／又は無線機１４４は、無線ネットワークイ
ンタフェースカード（ＮＩＣ）等を含む、あるいはその一部として実装され得る。
【００４９】
　いくつかの例示的な実施形態では、無線機１１４及び／又は無線機１４４は、それぞれ
、１つ以上のアンテナ１０７及び／又は１４７を含むことができ、あるいはそれらに関連
付けられ得る。
【００５０】
　一例では、デバイス１０２は単一のアンテナ１０７を含むことができる。別の例では、
デバイス１０２は２つ以上のアンテナ１０７を含むことができる。
【００５１】
　一例では、デバイス１４０は単一のアンテナ１４７を含むことができる。別の例では、
デバイス１４０は２つ以上のアンテナ１４７を含むことができる。
【００５２】
　アンテナ１０７及び／又は１４７は、無線通信信号、ブロック、フレーム、送信ストリ
ーム、パケット、メッセージ及び／又はデータを送信及び／又は受信するのに適した任意
のタイプのアンテナを含むことができる。例えば、アンテナ１０７及び／又は１４７は、
１つ以上のアンテナ素子、コンポーネント、ユニット、アセンブリ及び／又はアレイの任
意の適切な構成、構造及び／又は配置を含むことができる。アンテナ１０７及び／又は１
４７は、例えばビームフォーミング技術を使用して、例えば、指向性通信に適したアンテ
ナを含むことができる。例えば、アンテナ１０７及び／又は１４７は、フェーズドアレイ
アンテナ、複数素子アンテナ、スイッチドビームアンテナのセット等を含むことができる
。いくつかの実施形態では、アンテナ１０７及び／又は１４７は、別々の送信及び受信ア
ンテナ素子を使用して、送信及び受信機能を実装することができる。いくつかの実施形態
では、アンテナ１０７及び／又は１４７は、共通及び／又は統合された送信／受信素子を
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使用して送信及び受信機能を実装することができる。
【００５３】
　いくつかの例示的な実施形態では、アンテナ１０７及び／又は１４７は、複数のビーム
方向にステアリングされるように構成されることができる指向性アンテナを含むことがで
きる。例えば、アンテナ１０７は複数のビーム方向１３５にステアリングされることがで
きる、及び／又はアンテナ１４７は複数のビーム方向１４５にステアリングされ得る。例
えば、デバイス１０２は、デバイス１４０に指向性送信１３９を送信することができる、
及び／又はデバイス１４０は、デバイス１０２に指向性送信１４９を送信することができ
る。
【００５４】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、例え
ば方向１３３を含む複数のビーム方向１３５のうちの第１のビーム方向と、例えば方向１
４３を含む複数のビーム方向１４５のうちの第２のビーム方向とを含むビームのペアを選
択して、例えばｍｍＷａｖｅ無線通信リンク及び／又は任意の他のリンクを介して、デバ
イス１０２とデバイス１４０との間で通信することができる。
【００５５】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２はコントローラ１２４を含むことが
でき、及び／又はデバイス１４０はコントローラ１５４を含むことができる。例えば以下
に説明するように、コントローラ１２４及び／又は１５４は、１つ以上の通信を実行する
ように構成されることができ、１つ以上のメッセージ及び／又は送信を生成及び／又は通
信することができ、及び／又は、例えば、デバイス１０２、デバイス１４０及び／又は１
つ以上の他のデバイスとの間で１つ以上の機能、動作及び／又は手順を実行することがで
きる。
【００５６】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４及び／又は１５４は、回路及び
／又はロジック、例えば、回路及び／又はロジックを含む１つ以上のプロセッサ、メモリ
回路及び／又はロジック、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）回路及び／又はロジック、物理層
（ＰＨＹ）回路及び／又はロジック、及び／又は任意の他の回路及び／又はロジックであ
って、コントローラ１２４及び／又は１５４の機能をそれぞれ実行するように構成された
ものを含む。追加的又は代替的に、例えば以下に説明するように、コントローラ１２４及
び／又は１５４の１つ以上の機能は、機械及び／又は１つ以上のプロセッサによって実行
されることができるロジックによって実装され得る。
【００５７】
　一例では、例えば本明細書で説明するように、コントローラ１２４は、回路及び／又は
ロジック、例えば、回路／又はロジックを含む１つ以上のプロセッサであって、無線デバ
イス、例えばデバイス１０２及び／又は無線ステーション、例えば、デバイス１０２によ
って実装された無線ＳＴＡに、１つ以上の動作、通信及び／又は機能を実行することをさ
せる、トリガする、及び／又は制御するものを含むことができる。
【００５８】
　一例では、例えば本明細書で説明するように、コントローラ１５４は、回路及び／又は
ロジック、例えば、回路／又はロジックを含む１つ以上のプロセッサであって、無線デバ
イス、例えばデバイス１４０及び／又は無線ステーション、例えば、無線デバイス１４０
によって実装された無線ＳＴＡに、１つ以上の動作、通信及び／又は機能を実行すること
をさせる、トリガする、及び／又は制御するものを含むことができる。
【００５９】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２は、デバイス１０２によって通信さ
れる１つ以上のメッセージを生成、処理及び／又はアクセスするように構成されたメッセ
ージプロセッサ１２８を含むことができる。
【００６０】
　一例では、例えば以下に説明するように、メッセージプロセッサ１２８は、デバイス１
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０２によって送信される１つ以上のメッセージを生成するように構成されることができ、
及び／又はメッセージプロセッサ１２８は、デバイス１０２によって受信された１つ以上
のメッセージにアクセス及び／又は処理するように構成され得る。
【００６１】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１４０は、デバイス１４０によって通信さ
れる１つ以上のメッセージを生成、処理及び／又はアクセスするように構成されたメッセ
ージプロセッサ１５８を含むことができる。
【００６２】
　一例では、例えば以下に説明するように、メッセージプロセッサ１５８は、デバイス１
４０によって送信される１つ以上のメッセージを生成するように構成されることができ、
及び／又はメッセージプロセッサ１５８は、デバイス１４０によって受信された１つ以上
のメッセージにアクセス及び／又は処理するように構成され得る。
【００６３】
　いくつかの例示的な実施形態では、メッセージプロセッサ１２８及び／又はメッセージ
プロセッサ１５８は、回路及び／又はロジック、例えば、回路及び／又はロジックを含む
１つ以上のプロセッサ、メモリ回路及び／又はロジック、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）回
路及び／又はロジック、物理層（ＰＨＹ）回路及び／又はロジック、及び／又は任意の他
の回路／又はロジックであって、メッセージプロセッサ１２８及び／又はメッセージプロ
セッサ１５８の機能を実行するように構成されたものを含む。追加的又は代替的に、例え
ば以下に説明するように、メッセージプロセッサ１２８及び／又はメッセージプロセッサ
１５８の１つ以上の機能は、機械及び／又は１つ以上のプロセッサによって実行されるこ
とができるロジックによって実装され得る。
【００６４】
　いくつかの例示的な実施形態では、メッセージプロセッサ１２８の機能の少なくとも一
部は無線機１１４の一部として実装されることができ、及び／又はメッセージプロセッサ
１５８の機能の少なくとも一部は無線機１４４の一部として実装され得る。
【００６５】
　いくつかの例示的な実施形態では、メッセージプロセッサ１２８の機能の少なくとも一
部はコントローラ１２４の一部として実装されることができ、及び／又はメッセージプロ
セッサ１５８の機能の少なくとも一部はコントローラ１５４の一部として実装され得る。
【００６６】
　他の実施形態では、メッセージプロセッサ１２８の機能はデバイス１０２の任意の他の
要素の一部として実装されることができ、及び／又はメッセージプロセッサ１５８の機能
はデバイス１４０の任意の他の要素の一部として実装され得る。
【００６７】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４及び／又はメッセージプロセッ
サ１２８の機能の少なくとも一部は、集積回路、例えば、チップ、例えばシステムオンチ
ップ（ＳｏＣ）によって実装され得る。一例では、チップ又はＳｏＣは、無線機１１４の
１つ以上の機能を実行するように構成され得る。例えば、チップ又はＳｏＣは、コントロ
ーラ１２４の１つ以上の要素、メッセージプロセッサ１２８の１つ以上の要素及び／又は
無線機１１４の１つ以上の要素を含むことができる。一例では、コントローラ１２４、メ
ッセージプロセッサ１２８及び無線機１１４は、チップ又はＳｏＣの一部として実装され
得る。
【００６８】
　他の実施形態では、コントローラ１２４、メッセージプロセッサ１２８及び／又は無線
機１１４は、デバイス１０２の１つ以上の追加的な要素又は代替的な要素によって実装さ
れ得る。
【００６９】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４及び／又はメッセージプロセッ
サ１５８の機能の少なくとも一部は、集積回路、例えば、チップ、例えばシステムオンチ
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ップ（ＳｏＣ）によって実装され得る。一例では、チップ又はＳｏＣは、無線機１４４の
１つ以上の機能を実行するように構成され得る。例えば、チップ又はＳｏＣは、コントロ
ーラ１５４の１つ以上の要素、メッセージプロセッサ１５８の１つ以上の要素及び／又は
無線機１４４の１つ以上の要素を含むことができる。一例では、コントローラ１５４、メ
ッセージプロセッサ１５８及び無線機１４４は、チップ又はＳｏＣの一部として実装され
得る。
【００７０】
　他の実施形態では、コントローラ１５４、メッセージプロセッサ１５８及び／又は無線
機１４４は、デバイス１４０の１つ以上の追加的な要素又は代替的な要素によって実装さ
れ得る。
【００７１】
　無線通信帯域、例えば、ＤＭＧ帯域又は任意の他の帯域を介したいくつかの通信は、単
一チャネル帯域幅（ＢＷ）で実行され得る。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄ仕様は、
送信及び受信の両方に対してすべてのステーション（ＳＴＡ）によって使用される２．１
６ＧＨｚの単一チャネル帯域幅（ＢＷ）を有する６０ＧＨｚシステムを定義している。
【００７２】
　いくつかの例示的な実施形態では、以下で説明するように、デバイス１０２及び／又は
デバイス１４０は、より高いデータレート及び／又は向上した能力のために、例えば、単
一チャネルＢＷスキーム、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄ仕様に従うスキーム又は任
意の他のスキームを拡張することを可能にすることができる１つ以上のメカニズムを実装
するように構成され得る。
【００７３】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、例え
ば、結合チャネル（bonded　channel）を介した通信をサポートすることができる１つ以
上のチャネル結合メカニズムを実装するように構成され得る。
【００７４】
　いくつかの例示的な実施形態では、チャネル結合は、例えば、より高い帯域幅のパケッ
ト送信のために、２つ以上のチャネルを組み合わされることができるメカニズム及び／又
は動作を含むことができ、例えば、単一チャネルを介した送信と比較したときに、例えば
、より高いデータレートを達成することを可能にする。
【００７５】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、例え
ば、増加したチャネル帯域幅、例えば４．３２ＧＨｚのチャネルＢＷ、６．４８ＧＨｚの
チャネルＢＷ及び／又は任意の他の追加の又は代替のチャネルＢＷをサポートすることが
できる１つ以上のチャネル結合メカニズムを実装するように構成されることができる。
【００７６】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＤＭＧ帯域、例えば、６０ＧＨｚ帯域を介した通信
は指向性とすることができる。
【００７７】
　いくつかの例示的な実施形態では、２つのステーション（ＳＴＡ）、例えばデバイス１
０２と１４０との間のビームフォーミング（ＢＦ）リンクは、例えば、２つのＳＴＡ間で
データ通信が行われる前に確立され得る。
【００７８】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又は１４０は、例えば方向１
３３を含む複数のビーム方向１３５のうちの第１のビーム方向と、例えば方向１４３を含
む複数のビーム方向１４５のうちの第２のビーム方向とを含むビームのペアを選択して、
ｍｍＷａｖｅ無線通信リンクを介して、デバイス１０２とデバイス１４０との間で通信す
ることができる。
【００７９】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又は１４０は、ビームフォー
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ミング手順（「ビームフォーミングトレーニングプロトコル（beamforming　training　p
rotocol）」又は「ビームフォーミングプロトコル」とも称される）を実行して、例えば
、ビーム方向１３３及びビーム方向１４３を含むビームのペアを選択することができる。
【００８０】
　いくつかの例示的な実施形態では、システム１００は、ビームフォーミングイニシエー
タ（ＢＩ）及びビームフォーミングレスポンダ（ＢＲ）を含んで、ＢＩとＢＲとの間でビ
ームフォーミングを実行することができる。例えば、無線通信デバイス１０２はＢＩの機
能を実行することができ、及び／又は無線通信デバイス１４０はＢＲの機能を実行するこ
とができる。
【００８１】
　他の実施形態では、無線通信デバイス１４０は、ＢＩの機能を実行することができ、及
び／又は無線通信デバイス１０２は、ＢＲの機能を実行することができる。
【００８２】
　いくつかの例示的な実施形態では、ビームフォーミング手順は、例えば、ビームフォー
ミングイニシエータによって実行されるセクタスイープを含むことができるイニシエータ
セクタスイープ（ＩＳＳ：Initiator　Sector　Sweep）と、例えば、ビームフォーミング
レスポンダによって実行されるセクタスイープを含むことができるレスポンダセクタスイ
ープ（ＲＳＳ：Responder　Sector　Sweep）とを例えば含むセクタレベルスイープ（ＳＬ
Ｓ）フェーズ又はプロトコルを含むことができる。ＲＳＳは、例えば、ＩＳＳの後に続く
。
【００８３】
　いくつかの例示的な実施形態では、ビームフォーミング手順は、例えばＳＬＳフェーズ
に続くビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）を含むことができる。
【００８４】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、ＢＲ
Ｐフェーズを実行することを選択することができる。
【００８５】
　いくつかの例示的な実施形態は、ビームフォーミング手順のＳＬＳフェーズの後に実行
され得るＢＲＰに関して本明細書で説明される。しかし、他の実施形態では、ＢＲＰは任
意の他のフェーズ及び／又は手順の一部として実行され得る。
【００８６】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、ＢＲ
Ｐフェーズ中に複数のＢＲＰフレームを交換することができる。例えば、デバイス１０２
は、１つ以上の、例えば複数のＢＲＰフレームをデバイス１４０に送信することができ、
及び／又はデバイス１４０は、１つ又は複数の、例えば複数のＢＲＰフレームをデバイス
１０２に送信することができる。
【００８７】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及びデバイス１４０のうちの一方が
ＢＲＰイニシエータの機能を実行してＢＲＰフレームの交換を開始し、デバイス１０２及
び１４０のうちの他方がＢＲＰレスポンダの機能を実行することができる。一例では、デ
バイス１０２は、ＢＲＰイニシエータの機能を実行することができ、及び／又はデバイス
１４０は、ＢＲＰレスポンダの機能を実行することができる。
【００８８】
　図２を参照する。図２は、いくつかの例示的な実施形態に従う、ＢＩ２０２とＢＲ２４
０との間のビームフォーミングプロトコル２００を概略的に示す。例えば、ＢＩ２０２は
、デバイス１０２（図１）の機能を実行することができ、及び／又はＢＲ２４０は、デバ
イス１４０（図１）の機能を実行することができる。
【００８９】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＢＩ２０２及びＢＲ２４０は、ビームフォーミング
プロトコル２００を実行して、例えば、ビーム方向１３３及びビーム方向１４３のペア（
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図１）を選択することができる。
【００９０】
　図２に示すように、ビームフォーミングプロトコル２００は、２つのフェーズ、例えば
セクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フェーズ２０４及びビームリファインメントプロトコル
（ＢＲＰ）２０６を含むことができる。
【００９１】
　いくつかの例示的な実施形態では、図２に示すように、ＢＩ２０２及びＢＲ２４０は、
例えば、図３Ａを参照して以下で説明するように、まずＳＬＳフェーズ２０４を実行して
、通信のための粗いセクタ（coarse　sectors）を発見することができる。
【００９２】
　いくつかの例示的な実施形態では、図２に示すように、ＢＩ２０２及びＢＲ２４０は、
例えば、ＳＬＳフェーズ２０４が完了すると、ＢＲＰフェーズ２０６を実行することがで
きる。
【００９３】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＢＩ　２０２及びＢＲ　２４０は、例えば、図３Ｂ
を参照して以下で説明するように、ＢＲＰフェーズ２０６を実行して、粗いセクタを微調
整することができる。
【００９４】
　一例では、ＢＩ２０２及びＢＲ２４０は、ＢＲＰフェーズ２０６を実行して、例えば、
より高い信号対雑音比（ＳＮＲ）を達成する、及び／又は任意の他の目標を達成すること
ができる。
【００９５】
　図２に示すように、ＢＩ２０２及びＢＲ２０４は、ＳＬＳフェーズ２０４中に複数のセ
クタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレーム２０５（「セクタスイープ（ＳＳＷ）フレーム」
とも称される）を通信して、例えば、通信のための粗いセクタを発見することができる。
【００９６】
　図２に示すように、ＳＬＳフェーズ２０４は、例えば、ＢＩ２０２によって実行される
セクタスイープを含むことができるイニシエータセクタスイープ（ＩＳＳ）２０８を含む
ことができる。
【００９７】
　図２に示すように、ＢＩ２０２は、例えば、送信セクタスイープ（Ｔｘ　ＳＳＷ）２０
９を実行することによって、イニシエータセクタスイープ（ＩＳＳ）２０８中にＳＳＷフ
レーム２０５を送信することができる。
【００９８】
　図２に示すように、ＳＬＳフェーズ２０４は、例えば、ＢＲ２４０によって実行される
セクタスイープを含むことができるレスポンダセクタスイープ（ＲＳＳ）２１０を含むこ
とができる。
【００９９】
　図２に示すように、ＢＲ２４０は、例えば、送信セクタスイープ（Ｔｘ　ＳＳＷ）２１
１を実行することによって、レスポンダセクタスイープ（ＲＳＳ）２１０中にＳＳＷフレ
ーム２０５を送信することができる。
【０１００】
　図２に示すように、ＢＩ２０２はセクタスイープフィードバックフレーム２１２をＢＲ
２４０に送信することができ、ＢＲ２４０は、セクタスイープ確認（ＡＣＫ）フレーム２
１４を送信して、例えば、セクタスイープフィードバックフレーム２１２の受信を確認す
ることができる。
【０１０１】
　図２に示すように、ＢＩ　２０２及びＢＲ　２０４は、ＢＲＰフェーズ２０６中に、複
数のＢＲＰフレーム２１５を通信して、例えば、粗いセクタを微調整することができる。
【０１０２】
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　図３Ａを参照する。図３Ａは、いくつかの例示的な実施形態に従う、セクタレベルスイ
ープ（ＳＬＳ）プロトコル３１０を概略的に示す。
【０１０３】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及びデバイス１４０（図１）は、例
えば、セクタレベルスイープ２０４（図２）を実行することによって、セクタレベルスイ
ープ（ＳＬＳ）プロトコル３１０を実装して、例えば、デバイス１０２とデバイス１４０
（図１）との間の通信のための粗いセクタ３１２及び粗いセクタ３１４を発見することが
できる。
【０１０４】
　図３Ｂを参照する。図３Ｂは、いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームリファイン
メントプロトコル（ＢＲＰ）３２０を概略的に示す。
【０１０５】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及びデバイス１４０（図１）は、ビ
ームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）３２０を実装して、例えば、粗いセクタ３１
２及び３１４を例えばビーム方向３１３及び３１５にそれぞれ微調整して、例えば、デバ
イス１０２と１４０（図１）との間で通信することができる。
【０１０６】
　再度、図１を参照する。いくつかの例示的な実施形態では、例えばＩＥＥＥ８０２１．
１１ａｄ仕様に従う単一チャネルＢＷ　ＢＦプロトコルは、増加したＢＷチャネル、例え
ば結合チャネルには適さないことがある。
【０１０７】
　例えば、単一２．１６ＧＨｚチャネルを介して第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとの間で通
信するために第１のＳＴＡによって選択されることができるアンテナウェイトベクトル（
ＡＷＶ）は、例えば、第１のＳＴＡと第２のＳＴＡとの間で通信するために２．３２ＧＨ
ｚ又は６．４８ＧＨｚチャネルが使用されるときに、無効（invalid）となりやすい可能
性がある。
【０１０８】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、ｍｍ
Ｗａｖｅ帯域、例えば６０ＧＨｚ帯域を介したチャネル結合を用いたビームフォーミング
を実行するように構成され得る。
【０１０９】
　いくつかの例示的な実施形態では、いくつかの実装形式によって、例えば以下に説明す
るように、第１のＳＴＡが、単一チャネルのＡＷＶを使用して第２のＳＴＡと通信して、
例えば、結合チャネルを介して第２のＳＴＡと通信することが可能となり得る。
【０１１０】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、ＳＬＳの粗い性質が
与えられると、ＳＴＡと通信するために２．１６ＧＨｚチャネルを介したＳＬＳフェーズ
の一部として選択されることができる同じセクタが使用されて、結合チャネルを介して同
じＳＴＡと通信することができる。
【０１１１】
　いくつかの例示的な実施形態では、増加したチャネルＢＷ　ＢＦプロトコル（「結合チ
ャネルＢＦプロトコル」とも称される）は、例えば、単一チャネルＢＷ　ＢＦプロトコル
の拡張として構成されることができる。
【０１１２】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、結合チャネルＢＦプ
ロトコルは、例えば、ＳＴＡと通信するために単一のチャネルの同じＡＷＶが、結合チャ
ネルを介した同じＳＴＡとの通信に実装されることができるという知見、及び／又はＳＴ
Ａと通信するために２．１６ＧＨｚチャネルを介したＳＬＳフェーズの一部として選択さ
れる同じセクタが、結合チャネルを介した同じＳＴＡと通信するために使用されることが
できるという知見に基づいて構成され得る。
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【０１１３】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１ａｄ仕様又は任意の他の単一チャネルＢＦプロトコルに従う単一チャネルＢＷ
　ＢＦプロトコルが、例えば、結合チャネルを介した送信をサポートするように修正され
得る。
【０１１４】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、チャネル結合を伴う
ＢＦのための手順及び／又はプロトコルは、１つ以上の動作及び／又は通信を含むことが
できる。
【０１１５】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、第１のＳＴＡ及び第
２のＳＴＡ、例えばデバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、例えば、チャネル結合
の前に、単一ＢＷチャネル、例えば２．１６ＧＨｚチャネル又は任意の他のチャネルを介
して、ＳＬＳフェーズ、例えばＳＬＳフェーズ２０４（図２）を実行するように構成され
得る。
【０１１６】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡ、例えばデバイス１
０２及び／又はデバイス１４０は、例えば、チャネル結合を使用しようと試みる前に、単
一チャネルＢＷを介して、ＳＬＳフェーズ、例えばＳＬＳフェーズ２０４（図２）を実行
して、例えば、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡが通信のための送信（Ｔｘ）セクタ、例え
ば、最良Ｔｘセクタを決定すること保証することができる。例えば、デバイス１０２及び
／又はデバイス１４０は、ＳＬＳフェーズ２０４（図２）を実行して、デバイス１０２と
デバイス１４０との間の通信のための粗いセクタ３１２及び３１４（図３）を選択するこ
とができる。
【０１１７】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、第１のＳＴＡ及び第
２のＳＴＡ、例えばデバイス１０２及び／又はデバイス１４０は、結合チャネルを介して
ＢＲＰフェーズ、例えばＢＲＰフェーズ２０６（図２）を実行するように構成され得る。
【０１１８】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡ、例えばデバイス１
０２及び／又はデバイス１４０は、ＢＲＰに対応する継続時間（duration）を予約するよ
うに構成され得る。
【０１１９】
　一例では、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡ、例えばデバイス１０２及び／又はデバイス
１４０は、保護／予約メカニズムを実装するように構成されて、例えば、ＢＲＰの継続時
間中に結合チャネルを介して通信しようと試みないように１つ以上の他のＳＴＡ（「レガ
シーＳＴＡ」）に指示することができる。
【０１２０】
　例えば、以下に説明するように、第１のＳＴＡ及び第２のＳＴＡ、例えばデバイス１０
２及び／又は、例えば、結合チャネルを介したＢＲＰフェーズを実行する前に、送信要求
（ＲＴＳ：Request　to　Send）／送信可（ＣＴＳ：Clear　to　Send）、例えばＤＭＧ　
ＣＴＳメカニズムを実装するように構成されて、例えば、ＢＲＰフェーズの継続時間に関
してレガシーＳＴＡでネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ）を設定することを可能に
することができる。
【０１２１】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に第１のチャ
ネルを介してデバイス１４０と複数のＳＬＳフレームを通信することを制御する、させる
、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１２２】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に第１のチャ
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ネルを介してデバイス１０２と複数のＳＬＳフレームを通信することを制御する、させる
、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１２３】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１のチャネルは、２．１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）
チャネルを含むことができる。
【０１２４】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、デバイス１０２及び
／又はデバイス１４０は、複数のＢＲＰフレームを通信するように構成され得る。
【０１２５】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、コントローラ１２４
は、無線機１１４に第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを
介してデバイス１４０と複数のＢＲＰフレームを通信することを制御する、させる、及び
／又はトリガするように構成され得る。
【０１２６】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、コントローラ１５４
は、無線機１４４に結合チャネルを介してデバイス１０２と複数のＢＲＰフレームを通信
することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１２７】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、第１のチャネルを介しＳＬ
Ｓフレームに基づいてデバイス１０２のセクタを決定及び／又は選択するように構成され
得る。例えば、コントローラ１２４は、ＳＬＳフレーム２０５（図２）に基づいてセクタ
３１４（図３Ａ）を決定することができる。
【０１２８】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、セクタを使用するように構
成されて、結合チャネルを介してＢＲＰフレームを通信することができる。例えば、コン
トローラ１２４は、無線機１１４に、例えば、セクタ３１４（図３Ａ）を使用して、結合
チャネルを介してＢＲＰフレームを通信することを制御する、させる、及び／又はトリガ
するように構成され得る。
【０１２９】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、デバイス１０２及び
／又はデバイス１４０は、１つ以上の予約フレームを通信して、少なくともＢＲＰフェー
ズの継続時間に対して無線媒体１０３を予約するように構成され得る。
【０１３０】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、１つ以上
の予約フレームを無線機１４４と通信し、ＢＲＰフレームを通信されることができる少な
くともＢＲＰフェーズの継続時間に対して無線媒体１０３を予約することを制御する、さ
せる、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１３１】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、その１つ
以上の予約フレームを無線機１４４と通信し、そのＢＲＰフェーズの継続時間に対して無
線媒体１０３を予約することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され
得る。
【０１３２】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、第１のチ
ャネル及び第２のチャネルを含む複数のチャネルを介して予約フレームを通信することを
制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１３３】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、複数のチ
ャネルを介して予約フレームを通信することを制御する、させる、及び／又はトリガする
ように構成され得る。
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【０１３４】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するように、デバイス１０２及び
／又はデバイス１４０は、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び複数の送信可（ＣＴＳ
）を通信するように構成され得る。
【０１３５】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、例えば、
ＳＬＳフレームに続き、ＢＲＰフレームの前に、複数のＲＴＳフレームの送信を処理し、
複数のＣＴＳフレームの受信を処理することを制御する、させる、及び／又はトリガする
ように構成され得る。
【０１３６】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、例えば、
ＳＬＳフレームに続き、ＢＲＰフレームの前に、複数のＲＴＳフレームの受信を処理し、
複数のＣＴＳフレームを送信することを制御する、させる、及び／又はトリガするように
構成され得る。
【０１３７】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、第１のチ
ャネル及び第２のチャネルを含むそれぞれの複数のチャネルを介して複数のＲＴＳフレー
ムを送信することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１３８】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、第１のチ
ャネル及び第２のチャネルを含むそれぞれの複数のチャネルを介して複数のＲＴＳフレー
ムの受信を処理することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る
。
【０１３９】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、第１のチ
ャネル及び第２のチャネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを送信すること
を制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１４０】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、第１のチ
ャネル及び第２のチャネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームのうちの１つ以
上の受信を処理することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成され得る
。
【０１４１】
　いくつかの例示的な実施形態では、複数のチャネルは、第１のチャネル及び第２のチャ
ネルに加えて、１つ以上のチャネルを含むことができる。
【０１４２】
　いくつかの例示的な実施形態では、結合チャネルは、少なくとも第１のチャネル、第２
のチャネル及び第３のチャネルを含むことができる。
【０１４３】
　これらの実施形態によれば、例えばＳＬＳフェーズが実行されることができる第１のチ
ャネルは、第２のチャネルと第３のチャネルとの間とすることができる。例えば、コント
ローラ１２４及び／又はコントローラ１５４は、ＳＬＳフェーズを実行するために使用さ
れるチャネルを選択するように構成されて、例えば、利用可能な周波数帯域の中心及び／
又は結合チャネルの中心にあるチャネルを含めることができる。
【０１４４】
　他の実施形態では、結合チャネルは任意の他の数のチャネル、例えば３より大きいチャ
ネル数を含むことができ、及び／又は任意の他のチャネルが選択されて、ＳＬＳフェーズ
を実行するのに使用され得る。
【０１４５】
　一例では、送信機１１８は、第１のチャネルを介して第１のＲＴＳフレームを、第２の
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チャネルを介して第２のＲＴＳフレームを、そして、第３のチャネルを介して第３のＲＴ
Ｓフレームをデバイス１４０に送信して、例えば、ＢＲＰフェーズ中に、第１のチャネル
、第２のチャネル及び第３のチャネルを予約することができる。
【０１４６】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１４０は、第１、第２及び／又は第３のチ
ャネルを介して、第１、第２及び／又は第３のＲＴＳフレームをそれぞれ受信することが
できる。
【０１４７】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、第１のチ
ャネルを介して第１のＣＴＳフレームを、第２のチャネルを介して第２のＣＴＳフレーム
をデバイス１０２に送信することを制御する、させる、及び／又はトリガするように構成
されて、例えば、デバイス１０２と１４０との間で複数のＢＲＰフレームを結合するのに
使用される及び／又は通信するのに第１のチャネル及び第２のチャネルのみが利用可能で
あることをデバイス１０２に示すことができる。
【０１４８】
　いくつかの例示的な実施形態では、デバイス１０２は、第１のチャネル及び第２のチャ
ネルを介して第１のＣＴＳフレーム及び第２のＣＴＳフレームをそれぞれ受信することが
できる。
【０１４９】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、ＣＴＳフレームに基づいて
、第１及び第２のチャネルのみが結合のために、及び／又はデバイス１０２と１４０との
間で複数のＢＲＰフレームを通信するために利用可能であることを決定する。
【０１５０】
　いくつかの例示的な実施形態では、以下に説明するように、コントローラ１２４は、無
線機１１４に、第１及び第２のチャネルを含む結合チャネルを介してデバイス１０２と１
４０との間で複数のＢＲＰフレームを通信することを、制御する、させる及び／又はトリ
ガするように構成され得る。
【０１５１】
　図４を参照する。図４は、いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームフォーミングプ
ロトコル４００を概略的に示す。ビームフォーミングプロトコル４００の通信及び／又は
動作のうちの１つ以上は、第１及び第２のＳＴＡ、例えばデバイス１０２及び／又はデバ
イス１４０（図１）によって実行されて、結合チャネルを介して、例えばチャネル結合を
使用してＢＦを実行することができる。
【０１５２】
　いくつかの例示的な実施形態では、図４に示すように、第１及び第２のＳＴＡは、チャ
ネル１と示される第１のチャネルを介してＳＬＳフェーズ４０２を実行することができる
。
【０１５３】
　いくつかの例示的な実施形態では、チャネル１は、単一のチャネルＢＷ、例えば単一２
．１６ＧＨｚチャネル又は任意の他の単一チャネルＢＷを含むことができる。
【０１５４】
　一例では、ＳＬＳフェーズ４０２は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄ仕様に従って
、単一２．１６ＧＨｚチャネルを介して実行され得る。
【０１５５】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＳＬＳフェーズ４０２の完了に続いて、第１及び第
２のＳＴＡは、通信のためのセクタ、例えばセクタ３１２及び３１４（図３）をそれぞれ
選択することができる。
【０１５６】
　いくつかの例示的な実施形態では、図４に示すように、第１及び第２のＳＴＡは、例え
ば通信のためのセクタの選択の後にＢＲＰフェーズ４０４を実行することができる。
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【０１５７】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１及び第２のＳＴＡは、例えば選択されたセクタ
、例えばセクタ３１２及び３１４（図３）を使用してＢＲＰフェーズ４０４を実行するこ
とができる。
【０１５８】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１のＳＴＡ、例えばイニシエータＳＴＡは、第２
のＳＴＡ、例えばレスポンダＳＴＡと通信するために２つ以上のチャネルを含む結合チャ
ネルを使用することを決定することができる。
【０１５９】
　いくつかの例示的な実施形態では、イニシエータＳＴＡ及びレスポンダＳＴＡは１つ以
上のフレームを通信して、結合チャネルを介する媒体を保護／予約する。
【０１６０】
　図４に示すように、イニシエータＳＴＡは、例えば同時に、２つ以上のＲＴＳフレーム
４０６をレスポンダステーションに送信して、結合チャネルを予約することができる。
【０１６１】
　図４に示すように、イニシエータＳＴＡは、チャネル１を介して第１のＲＴＳフレーム
４０６を、チャネル２と示される第２のチャネルを介して第２のＲＴＳフレーム４０６を
、そして、チャネル３と示される第３のチャネルを介して第３のＲＴＳフレーム４０６を
レスポンダステーションに送信して、例えば、チャネル１、チャネル２及びチャネル３を
予約する要求をすることができる。
【０１６２】
　図４に示すように、レスポンダＳＴＡは、例えば同時に、イニシエータステーションに
１つ以上のＣＴＳフレーム４０８を送信して、例えば、要求されたチャネルのうちのどの
チャネルがチャネル結合に利用可能であるかをイニシエータステーションに指示すること
ができる。
【０１６３】
　図４に示すように、レスポンダＳＴＡは、イニシエータステーションにチャネル１を介
して第１のＣＴＳフレーム４０８を、チャネル２を介して第２のＣＴＳフレーム４０８を
送信して、例えば、チャネル１及びチャネル２は、結合チャネルを介した通信に利用可能
であり、チャネル３はチャネル結合に利用可能ではないことをイニシエータＳＴＡに指示
することができる。
【０１６４】
　いくつかの例示的な実施形態では、第１及び第２のＳＴＡは、チャネル１及びチャネル
２を含む結合チャネル４０７を介して通信することを選択することができる。
【０１６５】
　図４に示すように、第１及び第２のＳＴＡは、例えばチャネル１及びチャネル２を含む
結合チャネル４０７を介して複数のＢＲＰフレーム４１０を通信することができる。
【０１６６】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＲＴＳフレーム４０６及び／又はＣＴＳフレーム４
０８の交換は、例えば、レガシー１１ａｄ　ＳＴＡを含む１つ以上の他のステーションに
おけるＮＡＶを設定することを可能にして、例えば、結合チャネルを介したＢＲＰフェー
ズ２０６の継続時間をカバーすることができる。
【０１６７】
　いくつかの例示的な実施形態では、図４に示すように、イニシエータは、例えばＲＴＳ
フレーム４０６及び／又はＣＴＳフレーム４０８の交換に続いて、結合チャネル４０７を
介して複数のＢＲＰフレーム４１０を通信し始めることができる。
【０１６８】
　いくつかの例示的な実施形態を、例えば、図４に関して上述したように、３つのチャネ
ルから選択された２つのチャネルを含む結合チャネル４０７を介した通信に関して説明し
た。しかし、他の実施形態では、任意の他の数及び／又は配置のチャネルを使用して、結
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合チャネルを形成することができる。
【０１６９】
　再度、図１を参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、
無線機１１４に、ＢＲＰプロトコル４００（図１）に従ってＢＲＰフレームを通信するこ
とをさせる、制御する及び／又はトリガすることができる。
【０１７０】
　いくつかの例示的な実施形態では、複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームは、
例えば、単一チャネルごとにＢＲＰフレームの一部を送信し、結合チャネルを介してＢＲ
Ｐフレームの他の部分を送信することによって、送信され得る。
【０１７１】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、第１及び
第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処
理することをさせる、制御する、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１７２】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４に、結合チャ
ネルを介したＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理することをさせる、制御する、及
び／又はトリガするように構成され得る。
【０１７３】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、第１及び
第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処
理することをさせる、制御する、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１７４】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１５４は、無線機１４４に、結合チャ
ネルを介したＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理することをさせる、制御する、及
び／又はトリガするように構成され得る。
【０１７５】
　いくつかの例示的な実施形態では、第２の部分は、ＢＲＰフレームの自動利得制御フィ
ールド及び／又はトレーニングフィールドを含むことができる。
【０１７６】
　いくつかの例示的な実施形態では、送信機１１８は、例えば結合チャネルを形成する、
第１のチャネル及び第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別
々の複製をデバイス１４０に送信することができる。
【０１７７】
　いくつかの例示的な実施形態では、送信機１１８は、結合チャネルを介してＢＲＰフレ
ームの自動利得制御フィールド及び／又はトレーニングフィールドを含むＢＲＰフレーム
の第２の部分をデバイス１４０に送信することができる。
【０１７８】
　いくつかの例示的な実施形態では、メッセージプロセッサ１２８は、ＢＲＰフレームの
第１及び第２の部分を生成及び／又は処理することができ、及び／又はコントローラ１２
４は、無線の送信機１１８に、ＢＲＰフレームの第１及び第２の部分を送信することをさ
せる、制御する、及び／又はトリガするように構成され得る。
【０１７９】
　いくつかの例示的な実施形態では、受信機１４８は、結合チャネルの第１のチャネル及
び第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製をデバイ
ス１０２から受信することができる。
【０１８０】
　いくつかの例示的な実施形態では、受信機１４８は、結合チャネルを介してＢＲＰフレ
ームの自動利得制御フィールド及び／又はトレーニングフィールドを含むＢＲＰフレーム
の第２の部分をデバイス１０２から受信することができる。
【０１８１】
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　いくつかの例示的な実施形態では、メッセージプロセッサ１５８は、ＢＲＰフレームの
第１及び第２の部分を処理することができる。
【０１８２】
　図５を参照する。図５は、いくつかの例示的な実施形態に従う、ＢＲＰフレーム５００
を概略的に示す。
【０１８３】
　一例では、ＢＲＰフレーム５００は、ＢＲＰフレーム４０８（図４）を含むことができ
る。
【０１８４】
　一例では、デバイス１０２（図１）及び／又は１４０（図１）は、例えばＢＲＰフェー
ズ４０４（図４）の一部として、ＢＲＰフレーム５００を送信及び／又は受信するように
構成され得る。
【０１８５】
　いくつかの例示的な実施形態では、ＢＲＰフレーム５００は、ＢＲＰ　ＴＸフレーム又
はＢＲＰ　Ｒｘフレームを含むことができる。
【０１８６】
　図５に示すように、ＢＲＰフレーム５００は、第１の部分５０２と、それに続く第２の
部分５０４とを含むことができる。
【０１８７】
　図５に示すように、第１の部分５０２は、例えば、単一チャネルごとに送信され得る。
【０１８８】
　図５に示すように、第１の部分５０２は、チャネル１と示される第１のチャネルを介し
て送信される第１の部分５０２の第１の複製５０６、及び／又はチャネル２と示される第
２のチャネルを介して送信される第１の部分５０２の第２の複製５０８を含むことができ
る。
【０１８９】
　図５に示すように、第１の部分５０２の第１の複製５０６及び第２の複製５０８は、複
数のフィールド、例えば、レガシーショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）５１
２、レガシーチャネル推定（Ｌ－ＣＥ）フィールド５１４と、レガシーヘッダフィールド
（Ｌ－Ｈｅａｄｅｒ）５１６と、拡張ＤＭＧ（ＥＤＭＧ）ヘッダＡ（ＥＤＭＧ－Ｈｅａｄ
ｅｒ－Ａ）フィールド５１８とを含むことができる。
【０１９０】
　他の実施形態では、第１の部分５０２の第１の複製５０６及び第２の複製５０８は、任
意の他の追加的及び／又は代替的なフィールドを含むことができる。
【０１９１】
　一例では、第１の部分５０２の複数のフィールドの送信は、例えば２重に、チャネルの
それぞれを介して実行され得る。例えば、第１の部分５０２の複数のフィールドは、例え
ば同時に、チャネル１及びチャネル２のそれぞれを介して送信され得る。
【０１９２】
　図５に示すように、第２の部分５０４は、例えば、チャネル１及びチャネル２を含む、
例えば結合チャネル５０７を介して送信され得る。
【０１９３】
　図５に示すように、第２の部分５０４は、ＥＤＭＧショートトレーニングフィールド（
ＥＤＭＧ－ＳＴＦ）５２２、ＥＤＭＧチャネル推定（ＥＤＭＧ－ＣＥ）フィールド５２４
、ＢＲＰフレーム本体５２６、自動利得制御（ＡＧＣ）フィールド５２８、１つ以上の送
信トレーニング（ＴＲＮ－Ｔ）及び／又は受信トレーニング（ＴＲＮ－Ｒ）フィールド（
ＴＲＮ－Ｔ／Ｒフィールド）５３０を含むことができる。
【０１９４】
　他の実施形態では、第２の部分５０４は、任意の他の追加的及び／又は代替的なフィー
ルドを含むことができる。
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【０１９５】
　いくつかの例示的な実施形態では、結合チャネルを介して第２の部分５０４、例えば、
特にＴＲＮ－Ｔ／Ｒフィールド５３０を送信することにより、例えば、イニシエータ及び
／又はレスポンダＳＴＡが、データ伝送に使用される結合チャネルの同じセットに基づい
たＡＷＶ構成に至ることができる。
【０１９６】
　いくつかの例示的な実施形態では、例えば、ＢＲＰフェーズ、例えばＢＲＰフェーズ４
０４（図４）は、ＳＬＳフェーズ、例えばＳＬＳフェーズ４０２（図４）よりも効率的で
、「ノイズが少ない」ため、結合チャネル５０７を介した第２の部分５０４の送信はより
効率的である。例えば、結合チャネル５０７を介したＳＬＳフェーズ４０２（図４）を実
行すると、潜在的に干渉、例えば厳しい干渉を引き起こす可能性がある。
【０１９７】
　いくつかの例示的な実施形態を、例えば図５に関して上述したような、２つのチャネル
を含む結合チャネル、例えば結合チャネル５０７を介した通信に関して説明した。しかし
、他の実施形態では、任意の他の数のチャネルが結合チャネルを形成することができる。
【０１９８】
　再度、図１を参照する。いくつかの例示的な実施形態では、例えば以下に説明するよう
に、ＢＲＰフレーム、例えばＢＲＰフレーム５００（図５）の１つ以上の要素は、結合チ
ャネルを形成するチャネルの数に基づいて、構成、修正、及び／又は調整され得る。
【０１９９】
　いくつかの例示的な実施形態では、コントローラ１２４は、無線機１１４及び／又はメ
ッセージプロセッサ１２８に、複数のゴレイシーケンス（Golay　sequence）を含むトレ
ーニングフィールド、例えばＴＲＮ－Ｔ／Ｒフィールド５３０（図５）を含むＢＲＰフレ
ーム、例えばＢＲＰフレーム５００（図５）を生成することをさせる、制御する、及び／
又は、トリガするように構成され得る。
【０２００】
　いくつかの例示的な実施形態では、複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンス
の長さは、結合チャネル、例えば結合チャネル５０７（図５）内のチャネルの数に基づく
ことができる。例えば、ゴレイシーケンスの長さは、結合チャネル、例えば結合チャネル
５０７（図５）を形成するチャネルの量、カウント及び／又は合計に基づくことができる
。例えば、コントローラ１２４（図１）及び／又はコントローラ１５４（図１）は、結合
チャネルを形成するチャネルの少なくとも量、カウント及び／又は合計に基づいてゴレイ
シーケンスの長さを決定及び／又は設定するように構成され得る。
【０２０１】
　一例では、例えば図６を参照して以下で説明するように、複数のゴレイシーケンスは、
例えば、結合チャネルが２つのチャネルを含む場合、１０２４の長さを有する１つ以上の
ゴレイシーケンスを含むことができ、及び／又は、複数のゴレイシーケンスは、例えば、
結合チャネルが３つのチャネルを含む場合、２０４８の長さを有する１つ以上のゴレイシ
ーケンスを含むことができる。
【０２０２】
　図６を参照する。図６は、いくつかの例示的な実施形態に従う、ＢＲＰフレーム６１０
のトレーニング（ＴＲＮ）フィールド６３０の構造６００を概略的に示す。
【０２０３】
　一例では、ＢＲＰフレーム６１０のトレーニングフィールド６３０は、ＢＲＰフレーム
５００（図５）のＴＲＮ－Ｔ／Ｒフィールド５３０の機能を実行することができる。
【０２０４】
　一例では、デバイス１０２（図１）及び／又は１４０（図１）は、例えばＢＲＰフェー
ズ４０４（図４）の一部としてＴＲＮフィールド６３０を含むＢＲＰフレーム６１０を送
信及び／又は受信するように構成され得る。
【０２０５】
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　図６に示すように、ＴＲＮフィールド６３０は、複数のＴＲＮユニット６３２を含むこ
とができる。
【０２０６】
　図６に示すように、ＴＲＮユニット６３２は、チャネル推定（ＣＥ）フィールド６３４
と、複数のトレーニングサブフィールド６３６とを含むことができる。
【０２０７】
　図６に示すように、例えば以下に説明するように、ＣＥフィールド６３４は、複数のゴ
レイシーケンスを含むことができる。
【０２０８】
　図６に示すように、例えば以下に説明するように、トレーニングサブフィールド６３６
は、複数のゴレイシーケンスを含むことができる。
【０２０９】
　一例では、ＴＲＮフィールド６３０内の複数のゴレイシーケンスは、結合チャネルを推
定するのに、及び／又は例えばＢＲＰフェーズの一部としてビームフォーミングトレーニ
ングに使用されるように構成され得る。
【０２１０】
　図６に示すように、ＣＥフィールド６３４は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が単一非
結合チャネルを介して通信される場合、複数のゴレイシーケンス、例えば、ゴレイシーケ
ンス［Ｇｕ５１２、Ｇｖ５１２、Ｇｖ１２８］を含むことができる。
【０２１１】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ５１２、Ｇｖ５１２は、５１
２の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができ、及び／又はゴレイシーケンスＧｖ
１２８は、１２８の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができる。
【０２１２】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ５１２、Ｇｖ５１２及び／又
はＧｖ１２８は、１２８の長さを有する１つ以上のゴレイシーケンス、例えば、ゴレイシ
ーケンスＧａ１２８及び／又はＧｂ１２８を含むことができる。
【０２１３】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧａ１２８及び／又はＧｂ１２８
は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１仕様によって定義されるような相補的なゴレイシーケ
ンス（complementary　Golay　Sequences）を含むことができる。
【０２１４】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ５１２、Ｇｖ５１２及び／又
はＧｖ１２８は、例えば以下のように、ゴレイシーケンスＧａ１２８及び／又はＧｂ１２
８を含むことができる：
　Ｇｕ５１２　＝　［Ｇｂ１２８、－Ｇａ１２８、Ｇｂ１２８、－Ｇａ１２８］
　Ｇｖ５１２　＝　［Ｇｂ１２８、Ｇａ１２８、－Ｇｂ１２８、－Ｇａ１２８］
　Ｇｖ１２８　＝　［－Ｇｂ１２８］
　図６に示すように、ＣＥフィールド６３４は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が２つの
チャネルによって形成された結合チャネルを介して通信される場合に、複数のゴレイシー
ケンス、例えばゴレイシーケンス［Ｇｕ１０２４、Ｇｖ１０２４、Ｇｖ２５６］を含むこ
とができる。
【０２１５】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ１０２４、Ｇｖ１０２４は、
１０２４の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができ、及び／又はゴレイシーケン
スＧｖ２５６は、２５６の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができる。
【０２１６】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ１０２４、Ｇｖ１０２４及び
／又はＧｖ２５６は、２５６の長さを有する１つ以上のゴレイシーケンス、例えば、ゴレ
イシーケンスＧａ２５６及び／又はＧｂ２５６を含むことができる。
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【０２１７】
　例示的ないくつかの実施形態では、ゴレイシーケンスＧａ２５６及び／又はＧｂ２５６
は、例えば以下のように、ゴレイシーケンスＧａ１２８及び／又はＧｂ１２８を含むこと
ができる相補的なゴレイシーケンスを含むことができる：
　Ｇａ２５６　＝　［Ｇａ１２８、Ｇｂ１２８］
　Ｇｂ２５６　＝　［Ｇａ１２８、－Ｇｂ１２８］
　他の実施形態では、ゴレイシーケンスＧａ２５６及び／又はＧｂ２５６は、２５６の長
さを有するゴレイシーケンスを形成するゴレイシーケンスの任意の他の組み合わせを含む
ことができる。
【０２１８】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ１０２４、Ｇｖ１０２４及び
／又はＧｖ２５６は、例えば以下のように、ゴレイシーケンスＧａ２５６及び／又はＧｂ
２５６を含むことができる：
　Ｇｕ１０２４　＝　［Ｇｂ２５６、－Ｇａ２５６、Ｇｂ２５６、－Ｇａ２５６］
　Ｇｖ１０２４　＝　［Ｇｂ２５６、Ｇａ２５６、－Ｇｂ２５６、－Ｇａ２５６］
　Ｇｖ２５６　＝　［－Ｇｂ２５６］
　図６に示すように、ＣＥフィールド６３４は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が３つの
チャネルによって形成された結合チャネルを介して通信される場合に、複数のゴレイシー
ケンス、例えば、ゴレイシーケンス［Ｇｕ２０４８、Ｇｖ２０４８、Ｇｖ５１２］を含む
ことができる。
【０２１９】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ２０４８、Ｇｖ２０４８は、
２０４８の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができ、及び／又はゴレイシーケン
スＧｖ５１２は、５１２の長さを有するゴレイシーケンスを含むことができる。
【０２２０】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ２０４８、Ｇｖ２０４８及び
／又はＧｖ５１２は、５１２の長さを有する１つ以上のゴレイシーケンス、例えば、ゴレ
イシーケンスＧａ５１２及び／又はＧｂ５１２を含むことができる。
【０２２１】
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧａ５１２及び／又はＧｂ５１２
は、以下のように、ゴレイシーケンスＧａ２５６及び／又はＧｂ２５６を含むことができ
る相補的なゴレイシーケンスを含むことができる：
　Ｇａ５１２　＝　［Ｇａ２５６、Ｇｂ２５６］
　Ｇｂ５１２　＝　［Ｇａ２５６、－Ｇｂ２５６］
　いくつかの例示的な実施形態では、ゴレイシーケンスＧｕ２０４８、Ｇｖ２０４８及び
／又はＧｖ５１２は、例えば以下のように、ゴレイシーケンスＧａ５１２及び／又はＧｂ
５１２を含むことができる：
　Ｇｕ２０４８　＝　［Ｇｂ５１２、－Ｇａ５１２、Ｇｂ５１２、－Ｇａ５１２］
　Ｇｖ２０４８　＝　［Ｇｂ５１２、Ｇａ５１２、－Ｇｂ５１２、－Ｇａ５１２］
　Ｇｖ５１２　＝　［－Ｇｂ５１２］
　他の実施形態では、ＣＥサブフィールド６３４は、ゴレイシーケンス及び／又は例えば
、ＢＲＰフレーム６１０が通信される結合チャネルを形成するチャネルの数に基づくこと
ができる任意の他の長さを有することができるゴレイシーケンスの任意の他の構成及び／
又は組み合わせを含むことができる。
【０２２２】
　図６に示すように、ＴＲＮサブフィールド６３６は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が
単一非結合チャネルを介して通信されるときに、複数のゴレイシーケンス、例えばゴレイ
シーケンス［Ｇａ１２８、－Ｇｂ１２８、Ｇａ１２８、Ｇｂ１２８、Ｇａ１２８］を含む
ことができる。
【０２２３】
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　図６に示すように、ＴＲＮサブフィールド６３６は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が
２つのチャネルによって形成された結合チャネルを介して通信されるときに、複数のゴレ
イシーケンス、例えばゴレイシーケンス［Ｇａ２５６、－Ｇｂ２５６、Ｇａ２５６、Ｇｂ
２５６、Ｇａ２５６］を含むことができる。
【０２２４】
　図６に示すように、ＴＲＮサブフィールド６３６は、例えば、ＢＲＰフレーム６１０が
３つのチャネルによって形成された結合チャネルを介して通信されるときに、ゴレイシー
ケンス、例えば、ゴレイシーケンス［Ｇａ５１２、－Ｇｂ５１２、Ｇａ５１２、Ｇｂ５１
２、Ｇａ５１２］を含むことができる。
【０２２５】
　いくつかの例示的な実施形態では、代替的には、ＴＲＮサブフィールド６３６は、例え
ば、ＢＲＰフレーム６１０が、３つのチャネルによって形成された結合チャネルを介して
通信されるときに、例えば、単一非結合チャネルに使用されるゴレイシーケンス、ゴレイ
シーケンス［Ｇａ１２８、－Ｇｂ１２８、Ｇａ１２８、Ｇｂ１２８、Ｇａ１２８］の３回
の繰り返しを含むことができる。
【０２２６】
　他の実施形態では、ＴＲＮサブフィールド６３６は、ゴレイシーケンス及び／又は例え
ば、ＢＲＰフレーム６１０が通信される結合チャネルを形成するチャネルの数に基づくこ
とができる任意の他の長さを有することができるゴレイシーケンスの任意の他の構成及び
／又は組み合わせを含むことができる。
【０２２７】
　図７を参照する。図７は、いくつかの例示的な実施形態に従う、ビームフォーミングの
方法を概略的に示す。例えば、図７の方法の１つ以上の動作は、システム、例えばシステ
ム１００（図１）の１つ以上の要素、例えば１つ以上の無線デバイス、例えばデバイス１
０２（図１）、及び／又はデバイス１４０（図１）、コントローラ、例えばコントローラ
１５４（図１）及び／又はコントローラ１２４（図１）、無線機、例えば無線機１１４（
図１）及び／又は無線機１４４（図１）、送信機、例えば送信機１１８（図１）及び／又
は送信機１４８（図１）、受信機、例えば受信機１１６（図１）及び／又は受信機１４６
（図１）及び／又はメッセージプロセッサ、例えばメッセージプロセッサ１２８（図１）
及び／又はメッセージプロセッサ１５８（図１）によって実行され得る。
【０２２８】
　ブロック７０２に示すように、方法は、第１の無線ステーションで、第１のチャネルを
介して第２の無線ステーションと複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを通信
することを含むことができる。例えば、デバイス１０２（図１）は、例えば上述したよう
に、第１のチャネルを介してデバイス１４０（図１）と複数のＳＬＳフレームを通信する
ことができる。
【０２２９】
　ブロック７０４に示すように、ＳＬＳフレームを通信することは、第１のチャネルを介
してＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーションのセクタを決定することを含むこ
とができ、セクタは、結合チャネルを介してＢＲＰフレームを通信するのに使用される。
例えば、コントローラ１２４（図１）は、例えば上述したように、第１チャネルを介して
セクタ３１２（図３）を決定し、結合チャネルを介してデバイス１４０（図１）とＢＲＰ
フレームを通信するのにセクタ３１２（図３）を使用することを選択することができる。
【０２３０】
　ブロック７０６に示すように、方法は、第２の無線ステーションと１つ以上の予約フレ
ームを通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時間に対
して無線媒体を予約することを含むことができる。例えば、デバイス１０２（図１）は、
例えば上述したように、１つ以上の予約フレームを通信して、少なくともＢＲＰフェーズ
４０４（図４）の継続時間に対して無線媒体１０３（図１）を予約することができる。
【０２３１】
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　ブロック７０８に示すように、１つ以上の予約フレームを通信することは、例えば、Ｓ
ＬＳフレームに続いて、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び
複数の送信可（ＣＴＳ）フレームを通信することを含むことができる。例えば、デバイス
１０２（図１）は、例えば上述したように、例えばＳＬＳフェーズ４０２に続いて、ＢＲ
Ｐフレーム４１０（図４）の前に、ＲＴＳフレーム４０６（図４）及びＣＴＳフレーム４
０８（図４）をデバイス１４０（図１）と通信することができる。
【０２３２】
　ブロック７１０に示すように、方法は、第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネル
を含む結合チャネルを介して複数のＢＲＰフレームを通信することを含むことができる。
例えば、デバイス１０２（図１）は、例えば上述したように、第１のチャネル及び第２の
チャネルを含む結合チャネルを介して、複数のＢＲＰフレームをデバイス１４０（図１）
と通信することができる。
【０２３３】
　ブロック７１０に示すように、複数のＢＲＰフレームを通信することは、第１及び第２
のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処理す
ること、及び結合チャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理することを
含むことができる。例えば、デバイス１０２（図１）は、例えば上述したように、チャネ
ル１及びチャネル２のそれぞれを介してＢＲＰフレーム５００（図５）の第１の部分５０
２（図５）の複製５０６及び５０８（図５）の通信を処理することができ、デバイス１０
２（図１）は、チャネル１及びチャネル２を含む結合チャネル５１２を介してＢＲＰフレ
ーム５００（図５）の第２の部分５０４（図５）の通信を処理することができる。
【０２３４】
　図５を参照する。図５は、いくつかの例示的な実施形態に従う、製造物８００を概略的
に示す。製品８００は、ロジック８０４を記憶するための非一時的な機械読み取り可能記
憶媒体８０２を含むことができる。ロジック８０４は、例えば、デバイス１０２(図１)、
デバイス１４０（図１）、無線機１１４（図１）、無線機１４４（図１）、送信機１１８
（図１）、送信機１４８（図１）、受信機１１６（図１）、受信機１４６（図１）、コン
トローラ１２４（図１）、コントローラ１５４（図１）、メッセージプロセッサ１２８（
図１）及び／又はメッセージプロセッサ１５８（図１）の機能の少なくとも一部を実行す
る、及び／又は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図４、図５及び／又は図６に従った動作及び／
又は通信の１つ以上を実行する、及び／又は図７の方法の１つ以上の動作及び／又は本明
細書で説明した１つ以上の動作を実行するのに使用され得る。「非一時的な機械読み取り
可能媒体」という語句は、すべてのコンピュータ読み取り可能媒体を含むように指向され
、唯一の例外は一時的な伝搬信号である。
【０２３５】
　いくつかの例示的な実施形態では、製品８００及び／又は機械読み取り可能記憶媒体８
０２は、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、取り外し可能又は取り外し不能メモリ、消去可
能又は消去不能メモリ、書き込み可能又は再書き込み可能メモリ等を含む、データを記憶
することが可能な１つ以上のタイプのコンピュータ読み取り可能記憶媒体を含むことがで
きる。例えば、機械読み取り可能記憶媒体８０２は、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ダブルデータレ
ートＤＲＡＭ（ＤＤＲ－ＤＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、Ｒ
ＯＭ、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ
）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスクＲＯＭ
（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスクレコーダブル（ＣＤ－Ｒ）、コンパクトディスク
リライタブル（ＣＤ－ＲＷ）、フラッシュメモリ（例えばＮＯＲ又はＮＡＮＤフラッシュ
メモリ）、連想メモリ（ＣＡＭ）、ポリマーメモリ、相変化メモリ、強誘電体メモリ、シ
リコン‐酸化物‐窒化物‐酸化物‐シリコン（ＳＯＮＯＳ）メモリ、ディスク、フロッピ
ーディスク、ハードドライブ、光ディスク、磁気ディスク、カード、磁気カード、光カー
ド、テープ、カセット等を含むことができる。コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、通
信リンク、例えばモデム、無線機又はネットワーク接続を通じた搬送波又は他の伝搬媒体
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で具体化されたデータ信号によって運ばれるコンピュータプログラムを遠隔コンピュータ
から要求コンピュータにダウンロード又は転送することを伴った任意の適切な媒体を含む
ことができる。
【０２３６】
　いくつかの例示的な実施形態では、ロジック８０４は、機械によって実行された場合、
機械に本明細書で説明した方法、プロセス及び／又は動作をすることをさせることができ
る命令、データ、及び／又はコードを含むことができる。機械は、例えば、任意の適切な
処理プラットフォーム、コンピューティングプラットフォーム、コンピューティングデバ
イス、処理デバイス、コンピューティングシステム、処理システム、コンピュータ、プロ
セッサ等を含むことができ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等の任意の適
切な組み合わせを使用して実装され得る。
【０２３７】
　いくつかの例示的な実施形態では、ロジック８０４は、ソフトウェア、ファームウェア
、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、プログラム、サブルーチン、命令、命令
セット、コンピューティングコード、ワード、値、シンボル等を含むあるいはそれらとし
て実装され得る。命令は、任意の適切なタイプのコードを含むことができ、ソースコード
、コンパイルされたコード、解釈されたコード、実行可能コード、静的コード、動的コー
ド等がある。命令は、プロセッサに所定の機能を実行するように命令するために、予め定
義されたコンピュータ言語、方法又は構文に従って実装され得る。命令は、任意の適切な
高レベル、低レベル、オブジェクト指向、ビジュアル、コンパイル及び／又はインタープ
リタ型プログラミング言語を使用して実装されることができ、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登
録商標）、ＢＡＳＩＣ、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）、Ｐａｓｃａｌ、Ｖｉｓｕａｌ　ＢＡ
ＳＩＣ（登録商標）、アセンブリ言語、機械コード等がある。
【０２３８】
　以下の例は、さらなる実施形態に関する。
【０２３９】
　例１は、第１のチャネルを介して複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第
２の無線ステーションと通信することと、第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネル
を含む結合チャネルを介して複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレー
ムを第２の無線ステーションと通信することと、を第１の無線ステーションにさせるよう
に構成された回路を含む装置を含む。
【０２４０】
　例２は、例１の主題を含み、任意で、装置は、１つ以上の予約フレームを第２の無線ス
テーションと通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時
間に対して、無線媒体を予約することを第１の無線ステーションにさせるように構成され
る。
【０２４１】
　例３は、例２の主題を含み、任意で、装置は、少なくとも第１及び第２のチャネルを含
む複数のチャネルを介して予約フレームを通信することを第１の無線ステーションにさせ
るように構成される。
【０２４２】
　例４は、例１～３のいずれか１つの主題を含み、任意で、装置は、ＳＬＳフレームに続
いて、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び複数の送信可（Ｃ
ＴＳ）フレームを通信することを第１の無線ステーションにさせるように構成される。
【０２４３】
　例５は、例４の主題を含み、任意で、装置は、少なくとも第１及び第２のチャネルを含
む複数のチャネルのそれぞれを介して複数のＲＴＳフレームを通信し、第１及び第２のチ
ャネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信することを第１の無線ステー
ションにさせるように構成される。
【０２４４】
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　例６は、例５の主題を含み、任意で、複数のチャネルは、第１及び第２のチャネルに加
えて１つ以上のチャネルを含む。
【０２４５】
　例７は、例１～６のいずれか１つの主題を含み、任意で、装置は、第１及び第２のチャ
ネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処理し、結合
チャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理することを第１の無線ステー
ションにさせるように構成される。
【０２４６】
　例８は、例７の主題を含み、任意で、第２の部分は、自動利得制御フィールド及びトレ
ーニングフィールドからなるグループから選択される少なくとも１つのフィールドを含む
。
【０２４７】
　例９は、例１～８のいずれか１つの主題を含み、任意で、装置は、複数のゴレイシーケ
ンスを含むトレーニングフィールドを含む複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレーム
を生成することを第１の無線ステーションにさせるように構成され、複数のゴレイシーケ
ンスのうちのゴレイシーケンスの長さは結合チャネル内のチャネルの数に基づく。
【０２４８】
　例１０は、例１～９のいずれか１つの主題を含み、任意で、装置は、第１のチャネルを
介した複数のＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーションのセクタを決定し、セク
タを使用して結合チャネルを介した複数のＢＲＰフレームを通信することを第１の無線ス
テーションにさせるように構成される。
【０２４９】
　例１１は、例１～１０のいずれか１つの主題を含み、任意で、結合チャネルは少なくと
も第１のチャネル、第２のチャネル及び第３のチャネルを含み、第１のチャネルは第２の
チャネルと第３のチャネルとの間にある。
【０２５０】
　例１２は、例１～１１のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルは２．１
６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む。
【０２５１】
　例１３は、例１～１２のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーション
は、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（ＳＴＡ）である。
【０２５２】
　例１４は、例１～１３のいずれか１つの主題を含み、任意で、ＳＬＳフレーム及びＢＲ
Ｐフレームを通信するための無線機を含む。
【０２５３】
　例１５は、例１～１４のいずれか１つの主題を含み、任意で、１つ以上の指向性アンテ
ナ、メモリ及びプロセッサを含む。
【０２５４】
　例１６は、第１の無線ステーションを含む無線通信システムであって、第１の無線ステ
ーションは１つ以上のアンテナと、メモリと、プロセッサと、第１のチャネルを介して複
数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線ステーションと通信し、第１
のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを介して複数のビームリフ
ァインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを第２の無線ステーションと通信するように
構成された無線機とを含む。
【０２５５】
　例１７は、例１６の主題を含み、任意で、第１の無線ステーションは、１つ以上の予約
フレームを第２の無線ステーションと通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくとも
ＢＲＰフェーズの継続時間に対して、無線媒体を予約するものである。
【０２５６】
　例１８は、例１７の主題を含み、任意で、第１の無線ステーションは、少なくとも第１



(33) JP 2018-518855 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

及び第２のチャネルを含む複数のチャネルを介して予約フレームを通信するものである。
【０２５７】
　例１９は、例１６～１８のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、ＳＬＳフレームに続いて、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレ
ーム及び複数の送信可（ＣＴＳ）フレームを通信するものである。
【０２５８】
　例２０は、例１９の主題を含み、任意で、第１の無線ステーションは、少なくとも第１
及び第２のチャネルを含む複数のチャネルのそれぞれを介して複数のＲＴＳフレームを通
信し、第１及び第２のチャネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信する
。
【０２５９】
　例２１は、例２０の主題を含み、任意で、複数のチャネルは、第１及び第２のチャネル
に加えて１つ以上のチャネルを含む。
【０２６０】
　例２２は、例１６～２１のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、第１及び第２のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の
複製の通信を処理し、結合チャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理す
るものである。
【０２６１】
　例２３は、例２２の主題を含み、任意で、第２の部分は、自動利得制御フィールド及び
トレーニングフィールドからなるグループから選択される少なくとも１つのフィールドを
含む。
【０２６２】
　例２４は、例１６～２３のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、複数のゴレイシーケンスを含むトレーニングフィールドを含む複数のＢＲＰフレー
ムのうちのＢＲＰフレームを生成するものであり、複数のゴレイシーケンスのうちのゴレ
イシーケンスの長さは結合チャネル内のチャネルの数に基づく。
【０２６３】
　例２５は、例１６～２４のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、第１のチャネルを介した複数のＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーション
のセクタを決定し、セクタを使用して結合チャネルを介した複数のＢＲＰフレームを通信
するものである。
【０２６４】
　例２６は、例１６～２５のいずれか１つの主題を含み、任意で、結合チャネルは少なく
とも第１のチャネル、第２のチャネル及び第３のチャネルを含み、第１のチャネルは第２
のチャネルと第３のチャネルとの間にある。
【０２６５】
　例２７は、例１６～２６のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルは２．
１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む。
【０２６６】
　例２８は、例１６～２７のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（ＳＴＡ）である。
【０２６７】
　例２９は、第１の無線ステーションで実行される方法であって、方法は、第１のチャネ
ルを介して複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線ステーションと
通信するステップと、第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネル
を介して複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを第２の無線ステ
ーションと通信するステップと、を含む。
【０２６８】
　例３０は、例２９の主題を含み、任意で、１つ以上の予約フレームを第２の無線ステー
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ションと通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時間に
対して、無線媒体を予約するステップを含む。
【０２６９】
　例３１は、例３０の主題を含み、任意で、少なくとも第１及び第２のチャネルを含む複
数のチャネルを介して予約フレームを通信するステップを含む。
【０２７０】
　例３２は、例２９～３１のいずれか１つの主題を含み、任意で、ＳＬＳフレームに続い
て、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び複数の送信可（ＣＴ
Ｓ）フレームを通信するステップを含む。
【０２７１】
　例３３は、例３２の主題を含み、任意で、少なくとも第１及び第２のチャネルを含む複
数のチャネルのそれぞれを介して複数のＲＴＳフレームを通信し、第１及び第２のチャネ
ルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信するステップを含む。
【０２７２】
　例３４は、例３３の主題を含み、任意で、複数のチャネルは、第１及び第２のチャネル
に加えて１つ以上のチャネルを含む。
【０２７３】
　例３５は、例２９～３４のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１及び第２のチャネ
ルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処理し、結合チ
ャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理するステップを含む。
【０２７４】
　例３６は、例３５の主題を含み、任意で、第２の部分は、自動利得制御フィールド及び
トレーニングフィールドからなるグループから選択される少なくとも１つのフィールドを
含む。
【０２７５】
　例３７は、例２９～３６のいずれか１つの主題を含み、任意で、複数のゴレイシーケン
スを含むトレーニングフィールドを含む複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームを
生成するステップを含み、複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは結
合チャネル内のチャネルの数に基づく。
【０２７６】
　例３８は、例２９～３７のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルを介し
た複数のＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーションのセクタを決定するステップ
と、セクタを使用して結合チャネルを介した複数のＢＲＰフレームを通信するステップと
、を含む。
【０２７７】
　例３９は、例２９～３８のいずれか１つの主題を含み、任意で、結合チャネルは少なく
とも第１のチャネル、第２のチャネル及び第３のチャネルを含み、第１のチャネルは第２
のチャネルと第３のチャネルとの間にある。
【０２７８】
　例４０は、例２９～３９のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルは２．
１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む。
【０２７９】
　例４１は、例２９～４０のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（ＳＴＡ）である。
【０２８０】
　例４２は、少なくとも１つのコンピュータプロセッサによって実行されると、少なくと
も１つのコンピュータプロセッサが第１の無線ステーションで１つ以上の動作を実装する
ことを可能にする動作可能なコンピュータ実行可能な命令を含む１つ以上の有形のコンピ
ュータ読み取り可能非一時的記憶媒体を含む製品を含む。動作は、第１のチャネルを介し
て複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線ステーションと通信する
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ステップと、第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを介して
複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを第２の無線ステーション
と通信するステップと、を含む。
【０２８１】
　例４３は、例４２の主題を含み、任意で、動作は、１つ以上の予約フレームを第２の無
線ステーションと通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくともＢＲＰフェーズの継
続時間に対して、無線媒体を予約するステップを含む
　例４４は、例４３の主題を含み、任意で、動作は、少なくとも第１及び第２のチャネル
を含む複数のチャネルを介して予約フレームを通信するステップを含む。
【０２８２】
　例４５は、例４２～４４のいずれか１つの主題を含み、任意で、動作は、ＳＬＳフレー
ムに続いて、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び複数の送信
可（ＣＴＳ）フレームを通信するステップを含む。
【０２８３】
　例４６は、例４５の主題を含み、任意で、動作は、少なくとも第１及び第２のチャネル
を含む複数のチャネルのそれぞれを介して複数のＲＴＳフレームを通信し、第１及び第２
のチャネルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信するステップを含む。
【０２８４】
　例４７は、例４６の主題を含み、任意で、複数のチャネルは、第１及び第２のチャネル
に加えて１つ以上のチャネルを含む。
【０２８５】
　例４８は、例４２～４７のいずれか１つの主題を含み、任意で、動作は、第１及び第２
のチャネルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処理し
、結合チャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理するステップを含む。
【０２８６】
　例４９は、例４８の主題を含み、任意で、第２の部分は、自動利得制御フィールド及び
トレーニングフィールドからなるグループから選択される少なくとも１つのフィールドを
含む。
【０２８７】
　例５０は、例４２～４９のいずれか１つの主題を含み、任意選択で、動作は、複数のゴ
レイシーケンスを含むトレーニングフィールドを含む複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲ
Ｐフレームを生成するステップを含み、複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケン
スの長さは結合チャネル内のチャネルの数に基づく。
【０２８８】
　例５１は、例４２～５０のいずれか１つの主題を含み、任意で、動作は、第１のチャネ
ルを介した複数のＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーションのセクタを決定する
ステップと、セクタを使用して結合チャネルを介した複数のＢＲＰフレームを通信するス
テップと、を含む。
【０２８９】
　例５２は、例４２～５１のいずれか１つの主題を含み、任意で、結合チャネルは少なく
とも第１のチャネル、第２のチャネル及び第３のチャネルを含み、第１のチャネルは第２
のチャネルと第３のチャネルとの間にある。
【０２９０】
　例５３は、例４２～５２のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルは２．
１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む。
【０２９１】
　例５４は、例４２～５３のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（ＳＴＡ）である。
【０２９２】
　例５５は、第１の無線ステーションによる無線通信の装置を含み、装置は、第１のチャ
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ネルを介して複数のセクタレベルスイープ（ＳＬＳ）フレームを第２の無線ステーション
と通信する手段と、第１のチャネル及び少なくとも第２のチャネルを含む結合チャネルを
介して複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームを第２の無線ステー
ションと通信する手段と、を含む。
【０２９３】
　例５６は、例５５の主題を含み、任意で、１つ以上の予約フレームを第２の無線ステー
ションと通信して、ＢＲＰフレームが通信される少なくともＢＲＰフェーズの継続時間に
対して、無線媒体を予約する手段を含む。
【０２９４】
　例５７は、例５６の主題を含み、任意で、少なくとも第１及び第２のチャネルを含む複
数のチャネルを介して予約フレームを通信する手段を含む。
【０２９５】
　例５８は、例５５～５７のいずれか１つの主題を含み、任意で、ＳＬＳフレームに続い
て、ＢＲＰフレームの前に、複数の送信要求（ＲＴＳ）フレーム及び複数の送信可（ＣＴ
Ｓ）フレームを通信する手段を含む。
【０２９６】
　例５９は、例５８の主題を含み、任意で、少なくとも第１及び第２のチャネルを含む複
数のチャネルのそれぞれを介して複数のＲＴＳフレームを通信し、第１及び第２のチャネ
ルのそれぞれを介して２つ以上のＣＴＳフレームを通信する手段を含む。
【０２９７】
　例６０は、例５９の主題を含み、任意で、複数のチャネルは、第１及び第２のチャネル
に加えて１つ以上のチャネルを含む。
【０２９８】
　例６１は、例５５～６０のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１及び第２のチャネ
ルのそれぞれを介してＢＲＰフレームの第１の部分の別々の複製の通信を処理し、結合チ
ャネルを介してＢＲＰフレームの第２の部分の通信を処理する手段を含む。
【０２９９】
　例６２は、例６１の主題を含み、任意で、第２の部分は、自動利得制御フィールド及び
トレーニングフィールドからなるグループから選択される少なくとも１つのフィールドを
含む。
【０３００】
　例６３は、例５５～６２のいずれか１つの主題を含み、任意で、複数のゴレイシーケン
スを含むトレーニングフィールドを含む複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームを
生成する手段を含み、複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは結合チ
ャネル内のチャネルの数に基づく。
【０３０１】
　例６４は、例５５～６３のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルを介し
た複数のＳＬＳフレームに基づいて第１の無線ステーションのセクタを決定する手段と、
セクタを使用して結合チャネルを介した複数のＢＲＰフレームを通信する手段と、を含む
。
【０３０２】
　例６５は、例５５～６４のいずれか１つの主題を含み、任意で、結合チャネルは少なく
とも第１のチャネル、第２のチャネル及び第３のチャネルを含み、第１のチャネルは第２
のチャネルと第３のチャネルとの間にある。
【０３０３】
　例６６は、例５５～６５のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１のチャネルは２．
１６ギガヘルツ（ＧＨｚ）チャネルを含む。
【０３０４】
　例６７は、例５５～６６のいずれか１つの主題を含み、任意で、第１の無線ステーショ
ンは、指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）ステーション（ＳＴＡ）である。
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【０３０５】
　１つ以上の実施形態を参照して本明細書で説明した機能、動作、コンポーネント及び／
又は特徴は、１つ以上の他の実施形態を参照して本明細書で説明した機能、動作、コンポ
ーネント及び／又は特徴と組み合わされる、あるいはそれらと組み合わせて利用され得る
。逆の場合も同様である。
【０３０６】
　特定の特徴を本明細書に図示し説明したが、当業者であれば多くの修正、置換、変更及
び等価物を思い付くことができる。したがって、添付の特許請求の範囲が本開示の真の精
神に含まれるすべてのそのような修正及び変更を包含することを意図していると理解する
べきである。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【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
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリ回路と、１つ以上のプロセッサとを含む装置であって、該１つ以上のプロセッサ
は、
　第２の無線ステーションとビームフォーミングプロトコルを実行するステップであって
、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのセクタレベルスウィープ（ＳＬＳ）フェーズ中
、第１の無線チャネルを介した第２の無線ステーションとの複数のセクタスウィープ（Ｓ
ＳＷ）メッセージの通信を生じさせるステップと、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのＢＲＰフェーズ中、前記第２の無線ステーショ
ンとの複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームの通信を生じさせる
ステップであって、該複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームは、第１の部分と第
２の部分とを含む、ステップと、を含む、ビームフォーミングプロトコルを実行するステ
ップと、
　前記ビームフォーミングプロトコルに基づいて、第１の無線ステーションと前記第２の
無線ステーションとの間のデータ通信のためのビーム方向を選択するステップと、
　前記ビーム方向に基づいて、前記第１の無線ステーションと前記第２の無線ステーショ
ンとの間でミリ波（ｍｍＷａｖｅ）無線帯域を介した通信を生じさせるステップと、を含
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み、
　前記複数のＢＲＰフレームの通信を生じさせるステップは、
　　前記第１の無線チャネル及び第２の無線チャネルのそれぞれを介して前記第１の部分
の複製の通信を生じさせるステップと、
　　前記第１の無線チャネル及び前記第２の無線チャネルを含む結合チャネルを介して前
記第２の部分の通信を生じさせるステップと、を含む、装置。
【請求項２】
　前記ＢＲＰフレームは、拡張指向性マルチギガビット（ＥＤＭＧ）フレームであり、
　前記第１の部分は、
　　レガシーショートトレーニングフィールドと、
　　レガシーチャネル推定フィールドと、
　　レガシーヘッダフィールドと、
　　ＥＤＭＧヘッダーと、を含み、
　前記第２の部分は、複数のトレーニングユニット（ＴＲＮユニット）を含むトレーニン
グ（ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記複数のＴＲＮユニットのうちの各ＴＲＮユニットは、複数のトレーニングサブフィ
ールド（ＴＲＮサブフィールド）を含み、前記複数のＴＲＮサブフィールドの各ＴＲＮサ
ブフィールドは、複数のゴレイシーケンスを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数のゴレイシーケンスの各ゴレイシーケンスの長さは結合チャネルの量に基づく
、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは、１２８、２５６及び
５１２からなるグループから選択される長さを含む、請求項３から４のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項６】
　前記第２の部分はトレーニング（ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の無線ステーションはビームフォーミングイニシエータであり、前記第２の無
線ステーションはビームフォーミングレスポンダである、請求項１から４及び６のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の無線ステーションはビームフォーミングレスポンダであり、前記第２の無線
ステーションはビームフォーミングイニシエータである、請求項１から４及び６のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記１つ以上のプロセッサは、前記ビーム方向に基づいて、前記第１の無線ステーショ
ン、前記第２の無線ステーションと他の無線デバイスの間でミリ波（ｍｍＷａｖｅ）無線
帯域を介したマルチユーザ多入力多出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）通信を生じさせる、請求項１
から４及び６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　無線機と、メモリユニットと、該メモリユニットに結合され、オペレーティングシステ
ム（ＯＳ）の命令を実行するように構成されたプロセッサとをさらに含む、請求項１から
４及び６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記無線機に結合された複数の指向性アンテナをさらに含む、請求項１０に記載の装置
。
【請求項１２】
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサによって実行されると、第１の無線ステーシ
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ョンに、
　第２の無線ステーションとビームフォーミングプロトコルを実行するステップであって
、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのセクタレベルスウィープ（ＳＬＳ）フェーズ中
、第１の無線チャネルを介した第２の無線ステーションとの複数のセクタスウィープ（Ｓ
ＳＷ）メッセージの通信を生じさせるステップと、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのＢＲＰフェーズ中、前記第２の無線ステーショ
ンとの複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームの通信を生じさせる
ステップであって、該複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームは、第１の部分と第
２の部分とを含む、ステップと、を含む、ビームフォーミングプロトコルを実行するステ
ップと、
　前記ビームフォーミングプロトコルに基づいて、前記第１の無線ステーションと前記第
２の無線ステーションとの間のデータ通信のためのビーム方向を選択するステップと、
　前記ビーム方向に基づいて、前記第１の無線ステーションと前記第２の無線ステーショ
ンとの間でミリ波（ｍｍＷａｖｅ）無線帯域を介した通信を生じさせるステップと、
をさせるように動作可能なコンピュータ実行可能な命令を含む１つ以上の有形のコンピュ
ータ読み取り可能媒体を含む製品であって、
　前記複数のＢＲＰフレームの通信を生じさせるステップは、
　　前記第１の無線チャネル及び第２の無線チャネルのそれぞれを介して前記第１の部分
の複製の通信を生じさせるステップと、
　　前記第１の無線チャネル及び前記第２の無線チャネルを含む結合チャネルを介して前
記第２の部分の通信を生じさせるステップと、を含む、製品。
【請求項１３】
　前記ＢＲＰフレームは、拡張指向性マルチギガビット（ＥＤＭＧ）フレームであり、
　前記第１の部分は、
　　レガシーショートトレーニングフィールドと、
　　レガシーチャネル推定フィールドと、
　　レガシーヘッダフィールドと、
　　ＥＤＭＧヘッダーと、を含み、
　前記第２の部分は、複数のトレーニングユニット（ＴＲＮユニット）を含むトレーニン
グ（ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１２に記載の製品。
【請求項１４】
　前記複数のＴＲＮユニットのうちの各ＴＲＮユニットは、複数のトレーニングサブフィ
ールド（ＴＲＮサブフィールド）を含み、前記複数のＴＲＮサブフィールドの各ＴＲＮサ
ブフィールドは、複数のゴレイシーケンスを含み、該複数のゴレイシーケンスの各ゴレイ
シーケンスの長さは結合チャネルの量に基づく、請求項１３に記載の製品。
【請求項１５】
　前記複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは、１２８、２５６及び
５１２からなるグループから選択される長さを含む、請求項１４に記載の製品。
【請求項１６】
　前記第２の部分はトレーニング（ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１２に記載の製品
。
【請求項１７】
　前記コンピュータ実行可能な命令は、前記少なくとも１つのコンピュータプロセッサに
よって実行されると、前記第１の無線ステーションに、前記ビーム方向に基づいて、前記
第１の無線ステーション、前記第２の無線ステーションと他の無線デバイスの間でミリ波
（ｍｍＷａｖｅ）無線帯域を介したマルチユーザ多入力多出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）通信を
生じさせるステップをさせるように動作可能である、請求項１２から１６のいずれか一項
に記載の製品。
【請求項１８】
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　無線装置において実行される方法であって、
　第２の無線ステーションとビームフォーミングプロトコルを実行するステップであって
、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのセクタレベルスウィープ（ＳＬＳ）フェーズ中
、第１の無線チャネルを介した第２の無線ステーションとの複数のセクタスウィープ（Ｓ
ＳＷ）メッセージの通信を生じさせるステップと、
　　前記ビームフォーミングプロトコルのＢＲＰフェーズ中、前記第２の無線ステーショ
ンとの複数のビームリファインメントプロトコル（ＢＲＰ）フレームの通信を生じさせる
ステップであって、該複数のＢＲＰフレームのうちのＢＲＰフレームは、第１の部分と第
２の部分とを含む、ステップと、を含む、ビームフォーミングプロトコルを実行するステ
ップと、
　前記ビームフォーミングプロトコルに基づいて、第１の無線ステーションと前記第２の
無線ステーションとの間のデータ通信のためのビーム方向を選択するステップと、
　前記ビーム方向に基づいて、前記第１の無線ステーションと前記第２の無線ステーショ
ンとの間でミリ波（ｍｍＷａｖｅ）無線帯域を介した通信を生じさせるステップと、を含
み、
　前記複数のＢＲＰフレームの通信を生じさせるステップは、
　　前記第１の無線チャネル及び第２の無線チャネルのそれぞれを介して前記第１の部分
の複製の通信を生じさせるステップと、
　　前記第１の無線チャネル及び前記第２の無線チャネルを含む結合チャネルを介して前
記第２の部分の通信を生じさせるステップと、を含む、方法。
【請求項１９】
　前記ＢＲＰフレームは、拡張指向性マルチギガビット（ＥＤＭＧ）フレームであり、
　前記第１の部分は、
　　レガシーショートトレーニングフィールドと、
　　レガシーチャネル推定フィールドと、
　　レガシーヘッダフィールドと、
　　ＥＤＭＧヘッダーと、を含み、
　第２の部分は、複数のトレーニングユニット（ＴＲＮユニット）を含むトレーニング（
ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のＴＲＮユニットのうちの各ＴＲＮユニットは、複数のトレーニングサブフィ
ールド（ＴＲＮサブフィールド）を含み、前記複数のＴＲＮサブフィールドの各ＴＲＮサ
ブフィールドは、複数のゴレイシーケンスを含み、該複数のゴレイシーケンスの各ゴレイ
シーケンスの長さは結合チャネルの量に基づく、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のゴレイシーケンスのうちのゴレイシーケンスの長さは、１２８、２５６及び
５１２からなるグループから選択される長さを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の部分はトレーニング（ＴＲＮ）フィールドを含む、請求項１８に記載の方法
。
【請求項２３】
　前記第１の無線ステーションはビームフォーミングイニシエータであり、前記第２の無
線ステーションはビームフォーミングレスポンダである、請求項１８から２２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の無線ステーションはビームフォーミングレスポンダであり、前記第２の無線
ステーションはビームフォーミングイニシエータである、請求項１８から２２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２５】
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　前記ビーム方向に基づいて、前記第１の無線ステーション、前記第２の無線ステーショ
ンと他の無線デバイスの間でミリ波（ｍｍＷａｖｅ）無線帯域を介したマルチユーザ多入
力多出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）通信の伝送を生じさせる、請求項１８から２２のいずれか一
項に記載の方法。
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