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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信チャネルを介した送信のための、第１の通信プロトコルに準拠した物理層（ＰＨＹ
）データユニットを生成する方法であって、
　前記第１の通信プロトコルの距離延長モードに対応する距離延長符号化スキームに従っ
て、前記ＰＨＹデータユニットのデータフィールドに対する複数の直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階と、
　前記ＰＨＹデータユニットのプリアンブルを生成する段階と、
　前記プリアンブルおよび前記データフィールドを含む前記ＰＨＹデータユニットを生成
する段階と備え、
　前記プリアンブルは、ｉ）前記ＰＨＹデータユニットの持続時間を示す第１の部分、お
よびｉｉ）前記データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが前記距離延
長符号化スキームに従って生成されるか否かを示す第２の部分を含み、
　前記プリアンブルの前記第１の部分は、前記プリアンブルの前記第１の部分に基づいて
前記ＰＨＹデータユニットの前記持続時間を判断するべく、第２の通信プロトコルに準拠
し、前記第１の通信プロトコルには準拠しないレシーバデバイスにより、前記プリアンブ
ルの前記第１の部分がデコード可能になるようにフォーマットされる、方法。
【請求項２】
　前記プリアンブルは、前記ＰＨＹデータユニットの持続時間を示すレガシ信号フィール
ドと、前記レガシ信号フィールドの複製とを含むよう生成される、請求項１に記載の方法
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【請求項３】
　前記プリアンブルは、高効率Ｗｉ－Ｆｉ（ＨＥＷ）信号フィールドと、前記ＨＥＷ信号
フィールドの反復とをさらに含むよう生成される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＨＥＷ信号フィールドと、前記ＨＥＷ信号フィールドの前記反復とは、
前記データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが前記距離延長符号化ス
キームに従って生成されるかを示すようフォーマットされる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記距離延長符号化スキームに従って、前記ＰＨＹデータユニットの前記データフィー
ルドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
　前方誤り訂正（ＦＥＣ）エンコーダを用いて、前記ＰＨＹデータユニットの前記データ
フィールドに含まれるべき複数の情報ビットをエンコードして、複数のエンコード済みビ
ットを得る段階と、
　前記複数のエンコード済みビットを複数のコンスタレーションシンボルにマッピングす
る段階と、
　前記複数のコンスタレーションシンボルを含む前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する
段階とを有し、
　前記方法は、
　　ｉ）ブロック符号化スキームに従って前記複数の情報ビットをエンコードする段階と
、
　　ｉｉ）前記ブロック符号化スキームに従って前記複数のエンコード済みビットをエン
コードする段階と、
　　ｉｉｉ）前記ブロック符号化スキームに従って前記複数のコンスタレーションシンボ
ルをエンコードする段階とのうち１つを実行する段階を更に備える、請求項１から４のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記距離延長符号化スキームに従って、前記ＰＨＹデータユニットの前記データフィー
ルドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
　チャネル帯域幅の第１の帯域幅部分における複数のコンスタレーションシンボルと、前
記チャネル帯域幅の第２の帯域幅部分における前記複数のコンスタレーションシンボルの
コピーとを含む前記複数のＯＦＤＭシンボルを前記データフィールドに対して生成する段
階を有し、
　前記第１の帯域幅部分および前記第２の帯域幅部分は、同一の帯域幅を有する、請求項
１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、予め定められた位相変位を含む前記複
数のコンスタレーションシンボルの前記コピーを生成する段階を有する、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記プリアンブルの前記第１の部分は、ｉ）前記第２の通信プロトコルに準拠するレガ
シショートトレーニングフィールドと、ｉｉ）非レガシロングトレーニングフィールドと
、ｉｉｉ）前記第２の通信プロトコルに準拠するレガシ信号フィールドとを含み、
　前記プリアンブルの前記第２の部分は、トレーニングフィールドを含まず、
　前記方法は、
　　前記第２の通信プロトコルに準拠するレガシトーンプランを用いて、前記レガシショ
ートトレーニングフィールドに対する第１の複数のコンスタレーションシンボルを生成す
る段階と、
　　非レガシトーンプランを用いて、前記非レガシロングトレーニングフィールドに対す
る第２の複数のコンスタレーションシンボルを生成する段階とを更に備え、
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　前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、前記非
レガシトーンプランを用いて第３の複数のコンスタレーションシンボルを生成する段階を
有する、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記プリアンブルを生成する段階は、
　前記第２の通信プロトコルに準拠するノーマルガードインターバルを用いて、レガシプ
リアンブルとしての前記プリアンブルの前記第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボル
を生成する段階と、
　ロングガードインターバルを用いて、前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数
のＯＦＤＭシンボルを生成する段階とを有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記プリアンブルの前記第２の部分に対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段
階は、
　前記ノーマルガードインターバルを用いて、非レガシ信号フィールドおよび非レガシシ
ョートトレーニングフィールドに対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階と、
　前記ロングガードインターバルを用いて、非レガシロングトレーニングフィールドに対
する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階とを有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は
、
　前記ノーマルガードインターバルを用いてレガシ信号フィールドに対する複数のＯＦＤ
Ｍシンボルを生成する段階と、
　前記ロングガードインターバルを用いて非レガシ信号フィールドに対する複数のＯＦＤ
Ｍシンボルを生成する段階とを有する、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記プリアンブルの前記第２の部分は、前記第１の通信プロトコルに準拠する複数のレ
シーバデバイスによりデコード可能であり、
　前記プリアンブルの前記第２の部分の前記ロングガードインターバルは、前記第１の通
信プロトコルに準拠する前記複数のレシーバデバイスに、前記ＰＨＹデータユニットが前
記距離延長モードに準拠することをシグナリングする、請求項９～１１のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は
、
　前記ロングガードインターバルを用いて、ｉ）非レガシ信号フィールドと、ｉｉ）前記
非レガシ信号フィールドに対する第１のＯＦＤＭシンボルのコピーとに対する複数のＯＦ
ＤＭシンボルを生成する段階を有する、請求項９～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は
、
　ｉ）ダブルガードインターバルと、ｉｉ）前記データフィールドに対する第１のＯＦＤ
Ｍシンボルと、ｉｉｉ）前記第１のＯＦＤＭシンボルのコピーである前記データフィール
ドに対する第２のＯＦＤＭシンボルとを含む前記プリアンブルの前記第２の部分における
複数のフィールドの各フィールドに対して、複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有
する、請求項９～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記距離延長モードに従って前記ＰＨＹデータユニットの前記データフィールドに対す
る前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、第１のトーンの間隔およびロングガー
ドインターバルを用いて、前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを
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生成する段階を有し、
　前記プリアンブルを生成する段階は、ｉ）前記第１のトーンの間隔とは異なる第２のト
ーンの間隔、およびｉｉ）標準ガードインターバルを用いて、前記プリアンブルの前記第
１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有する、請求項１～１４のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プリアンブルの前記第１の部分における前記第２のトーンの間隔は、ｉ）前記第２
の通信プロトコルに準拠するレガシトーンの間隔であると共に、ｉｉ）前記データフィー
ルドの前記第１のトーンの間隔の整数倍であり、
　前記標準ガードインターバルは、前記第２の通信プロトコルに準拠するレガシガードイ
ンターバルである、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記プリアンブルを生成する段階は、ｉ）前記レガシトーンの間隔および前記レガシガ
ードインターバルを用いる少なくとも第１のＯＦＤＭシンボルと、ｉｉ）前記第１のトー
ンの間隔および前記ロングガードインターバルを用いる少なくとも第２のＯＦＤＭシンボ
ルとを含む前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成す
る段階を有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記プリアンブルを生成する段階は、
　前記プリアンブルの前記第２の部分に対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段
階を有し、前記段階は、
　前記レガシトーンの間隔および前記レガシガードインターバルを用いて、非レガシ信号
フィールドおよび非レガシショートトレーニングフィールドを生成する段階と、
　前記第１のトーンの間隔および前記ロングガードインターバルを用いて非レガシロング
トレーニングフィールドを生成する段階とを含む、請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１のトーンの間隔を用いて前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシ
ンボルを生成する段階は、
　チャネル帯域幅の第１の帯域幅部分における複数のコンスタレーションシンボルと、前
記チャネル帯域幅の第２の帯域幅部分における前記複数のコンスタレーションシンボルの
コピーとを含む前記複数のＯＦＤＭシンボルを前記データフィールドに対して生成する段
階を有し、
　前記第１の帯域幅部分および前記第２の帯域幅部分は、同一の帯域幅を有する、請求項
１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、予め定
められた位相変位を含む前記複数のコンスタレーションシンボルの前記コピーを生成する
段階を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、前記第
１のトーンの間隔、前記ロングガードインターバルおよびロングシンボルの持続時間を用
いて、前記データフィールドに対する前記ＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有し、
　前記プリアンブルの前記第１の部分に対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段
階は、前記第２のトーンの間隔、前記標準ガードインターバルおよび標準シンボルの持続
時間を用いて、前記プリアンブルの前記第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生
成する段階を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記プリアンブルの前記第１の部分における前記第２のトーンの間隔は、ｉ）レガシト
ーンの間隔であると共に、ｉｉ）前記データフィールドの前記第１のトーンの間隔の整数
ｎの倍であり、
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　前記標準ガードインターバルは、レガシガードインターバルであり、
　前記ロングシンボルの持続時間は、前記標準シンボルの持続時間の整数ｎの倍である、
請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記距離延長モードに従って前記ＰＨＹデータユニットの前記データフィールドに対す
る前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
　前記第２の通信プロトコルに準拠しない非レガシトーンの間隔および非レガシトーンプ
ランを用いて、前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段
階を有し、
　前記プリアンブルを生成する段階は、前記非レガシトーンの間隔とは異なる第２のトー
ンの間隔、および前記非レガシトーンプランとは異なるレガシトーンプランを用いて、前
記プリアンブルの前記第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有す
る、請求項１～２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記非レガシトーンプランは、直流トーンに近似する前記レガシトーンプランの対応す
るデータトーンの代わりに少なくとも１つのガードトーンを含む、請求項２３に記載の方
法。
【請求項２５】
　前記非レガシトーンプランは、前記非レガシトーンプランおよび前記レガシトーンプラ
ンが同一の数のデータトーンを有するように、前記レガシトーンプランの対応するガード
トーンの代わりに少なくとも１つのデータトーンを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　物理層（ＰＨＹ）データユニットが準拠する第１の通信プロトコルの距離延長モードに
対応する距離延長符号化スキームに従って、前記ＰＨＹデータユニットのデータフィール
ドに対する複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成し、
　前記ＰＨＹデータユニットのプリアンブルを生成し、
　前記プリアンブルおよび前記データフィールドを含む前記ＰＨＹデータユニットを生成
する、１または複数の集積回路を有するネットワークインターフェースデバイスを備え、
　前記プリアンブルは、ｉ）前記ＰＨＹデータユニットの持続時間を示す第１の部分、お
よびｉｉ）前記データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが前記距離延
長符号化スキームに従って生成されるか否かを示す第２の部分を含み、
　前記プリアンブルの前記第１の部分は、前記プリアンブルの前記第１の部分に基づいて
前記ＰＨＹデータユニットの前記持続時間を判断するべく、第２の通信プロトコルに準拠
し、前記第１の通信プロトコルには準拠しないレシーバデバイスにより前記プリアンブル
の前記第１の部分がデコード可能になるようにフォーマットされる、装置。
【請求項２７】
　前記１または複数の集積回路は、前記ＰＨＹデータユニットの持続時間を示すレガシ信
号フィールドと、前記レガシ信号フィールドの複製とを含むよう前記プリアンブルを生成
する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記１または複数の集積回路は、高効率Ｗｉ－Ｆｉ（ＨＥＷ）信号フィールドと、前記
ＨＥＷ信号フィールドの反復とをさらに含むよう前記プリアンブルを生成する、請求項２
６または２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ＨＥＷ信号フィールドと、前記ＨＥＷ信号フィールドの前記反復とは、
前記データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが前記距離延長符号化ス
キームに従って生成されるかを示すようフォーマットされる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記１または複数の集積回路は、
　ｉ）チャネル帯域幅の第１の帯域幅部分における複数のコンスタレーションシンボルと
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、ｉｉ）前記チャネル帯域幅の第２の帯域幅部分における前記複数のコンスタレーション
シンボルのコピーとを含む前記複数のＯＦＤＭシンボルを前記データフィールドに対して
生成し、
　前記第１の帯域幅部分および前記第２の帯域幅部分は、同一の帯域幅を有する、請求項
２６に記載の装置。
【請求項３１】
　前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルは、第１の複数のＯＦＤＭ
シンボルを含み、
　前記１または複数の集積回路は、
　　ｉ）前記第１の通信プロトコルに準拠するショートトレーニングフィールドと、ｉｉ
）前記ショートトレーニングフィールドの少なくとも１つのコピーとに対する第２の複数
のＯＦＤＭシンボルを生成することと、
　　ｉ）前記第１の通信プロトコルに準拠するロングトレーニングフィールドと、ｉｉ）
前記ロングトレーニングフィールドの少なくとも１つのコピーとに対する第３の複数のＯ
ＦＤＭシンボルを生成することを含めて、前記プリアンブルの前記第２の部分を生成し、
　前記第１の複数のＯＦＤＭシンボル、前記第２の複数のＯＦＤＭシンボルおよび前記第
３の複数のＯＦＤＭシンボルは、前記プリアンブルの前記第１の部分に対するトーンプラ
ンとは別個の同一のトーンプランを有する、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記１または複数の集積回路は、前記ネットワークインターフェースデバイスに、前記
データフィールドと比較して、送信パワーブーストを用いて、前記プリアンブルの少なく
とも前記第１の部分を送信させて、前記プリアンブルの前記第１の部分のデコード範囲を
増大させる、請求項２６から３１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３３】
　前記１または複数の集積回路は、
　前記第２の通信プロトコルに従って前記プリアンブルの前記第１の部分における第１の
信号フィールドを生成し、
　前記第１の信号フィールドのコピーとして、前記プリアンブルの前記第２の部分におけ
る第２の信号フィールドを生成して、前記データフィールドの少なくともいくつかのＯＦ
ＤＭシンボルが前記距離延長モードに従って生成されることを示す、請求項２６～３２の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項３４】
　前記プリアンブルの前記第１の部分は、ｉ）前記第２の通信プロトコルに準拠するレガ
シショートトレーニングフィールドと、ｉｉ）非レガシロングトレーニングフィールドと
、ｉｉｉ）前記第２の通信プロトコルに準拠するレガシ信号フィールドとを含み、
　前記プリアンブルの前記第２の部分は、トレーニングフィールドを含まず、
　前記１または複数の集積回路は、
　　前記第２の通信プロトコルに準拠するレガシトーンプランを用いて、前記レガシショ
ートトレーニングフィールドに対する第１の複数のコンスタレーションシンボルを生成し
、
　　非レガシトーンプランを用いて、前記非レガシロングトレーニングフィールドに対す
る第２の複数のコンスタレーションシンボルを生成し、
　　前記データフィールドに対する前記ＯＦＤＭシンボルを生成することの一部として、
前記非レガシトーンプランを用いて第３の複数のコンスタレーションシンボルを生成する
、請求項２６～３３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３５】
　前記プリアンブルを生成することは、
　前記第２の通信プロトコルに準拠するノーマルガードインターバルを用いて、レガシプ
リアンブルとしての前記プリアンブルの前記第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボル
を生成することと、
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　ロングガードインターバルを用いて、前記プリアンブルの前記第２の部分に対する複数
のＯＦＤＭシンボルを生成することとを含む、請求項２６～３４のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項３６】
　前記１または複数の集積回路は、
　第１のトーンの間隔およびロングガードインターバルを用いて、前記データフィールド
に対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、
　ｉ）前記第１のトーンの間隔とは異なる第２のトーンの間隔およびｉｉ）標準ガードイ
ンターバルを用いて、前記プリアンブルの前記第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボ
ルを生成する、請求項２６～３５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３７】
　前記１または複数の集積回路は、
　前記第２の通信プロトコルに準拠しない非レガシトーンの間隔および非レガシトーンプ
ランを用いて、前記データフィールドに対する前記複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、
　前記非レガシトーンの間隔とは異なる第２のトーンの間隔、および前記非レガシトーン
プランとは異なるレガシトーンプランを用いて、前記プリアンブルの前記第１の部分に対
する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する、請求項２６～３６のいずれか１項に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本開示は、２０１３年１０月２５日出願の「Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ＰＨＹ
」という名称の米国仮特許出願第６１／８９５，５９１号、２０１４年１月９日に出願の
「Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ＰＨＹ」という名称の米国仮特許出願第６１／９２
５，３３２号、および２０１４年３月１０日に出願の「Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ
　ＰＨＹ」という名称の米国仮特許出願第６１／９５０，７２７号、および２０１４年５
月２日に出願の「Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ＰＨＹ」という名称の米国仮特許出
願第６１／９８７，７７８号の利益を主張し、これらの各々の開示はその全体が、参照に
より本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、概ね通信ネットワークに関し、より具体的には距離延長モードを使用する無
線ローカルエリアネットワークに関する。
【背景技術】
【０００３】
　通常、あるインフラストラクチャのモードで動作する場合、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）は、アクセスポイント（ＡＰ）および１または複数のクライアント局
を含む。ＷＬＡＮは、過去十年で急速に進化した。米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２
．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇおよび８０２．１１ｎ規格等のＷＬＡＮ規格
の発展により、シングルユーザピークデータスループットは、改善されてきている。例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格は１１メガビット／秒（Ｍｂｐｓ）のシングルユーザピ
ークスループットを指定し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａおよび８０２．１１ｇ規格は、５４
Ｍｂｐｓのシングルユーザピークスループットを指定し、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格は
、６００Ｍｂｐｓのシングルユーザピークスループットを指定し、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａｃ規格は、ギガビット／秒（Ｇｂｐｓ）範囲のシングルユーザピークスループットを指
定する。将来的な規格は、数十Ｇｂｐｓの範囲のスループット等、より大きいスループッ
トを提供することを保証する。
【発明の概要】
【０００４】
　一実施形態において、通信チャネルを介した送信のために、第１の通信プロトコルに準
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拠した物理層（ＰＨＹ）データユニットを生成する方法は、第１の通信プロトコルの距離
延長モードに対応する距離延長符号化スキームに従って、ＰＨＹデータユニットのデータ
フィールドに対する複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を備
える。方法は、ＰＨＹデータユニットのプリアンブルを生成する段階も備え、プリアンブ
ルは、ｉ）ＰＨＹデータユニットの持続時間を示す第１の部分、およびｉｉ）データフィ
ールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが距離延長符号化スキームに従って生成
されるか否かを示す第２の部分を含み、プリアンブルの第１の部分は、プリアンブルの第
１の部分に基づいてＰＨＹデータユニットの持続時間を判断するべく、第２の通信プロト
コルに準拠し、第１の通信プロトコルに準拠しないレシーバデバイスによりプリアンブル
の第１の部分がデコード可能になるようにフォーマットされる。方法は、プリアンブルお
よびデータフィールドを含むＰＨＹデータユニットを生成する段階も備える。
【０００５】
　別の実施形態において、装置は、１または複数の集積回路を有するネットワークデバイ
スを備える。複数の集積回路は、物理層（ＰＨＹ）データユニットが準拠する、第１の通
信プロトコルの距離延長モードに対応する距離延長符号化スキームに従って、ＰＨＹデー
タユニットのデータフィールドに対する複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル
を生成するように構成される。また、複数の集積回路は、ＰＨＹデータユニットのプリア
ンブルを生成するように構成され、プリアンブルは、ｉ）ＰＨＹデータユニットの持続時
間を示す第１の部分、およびｉｉ）データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシ
ンボルが距離延長符号化スキームに従って生成されるか否かを示す第２の部分を含み、プ
リアンブルの第１の部分は、プリアンブルの第１の部分に基づいてＰＨＹデータユニット
の持続時間を判断するべく、第２の通信プロトコルに準拠し、第１の通信プロトコルに準
拠しないレシーバデバイスによりプリアンブルの第１の部分がデコード可能になるように
フォーマットされる。また、複数の集積回路は、プリアンブルおよびデータフィールドを
含むＰＨＹデータユニットを生成するように構成される。
【０００６】
　なおも別の実施形態において、通信チャネルを介した送信のために、第１の通信プロト
コルに準拠する物理層（ＰＨＹ）データユニットを生成する方法は、ＰＨＹデータユニッ
トに含まれるべきプリアンブルの第１のフィールドに対する第１の複数の直交周波数分割
多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を備える。第１の複数のＯＦＤＭシンボルの各
ＯＦＤＭシンボルは、少なくとも、予め定められたシーケンスを第２の通信プロトコルの
第２のロングトレーニングシーケンスを掛けることにより取得される第１の通信プロトコ
ルの第１のロングトレーニングシーケンスに対応する。また、方法は、プリアンブルの第
２のフィールドに対する第１の複数の情報ビットをエンコードして、第１の複数のエンコ
ード済みビットを生成する段階を備える。方法は、第１の複数のエンコード済みビットを
第１の複数のコンスタレーションシンボルにマッピングする段階を備える。方法は、第１
の複数のコンスタレーションシンボルを予め定められたシーケンスを掛ける段階を含む、
第１の複数の修正済みコンスタレーションシンボルを生成する段階も備える。方法は、第
１の複数の修正済みコンスタレーションシンボルを含む第２の複数の直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階を備える。方法は、第１のフィールドに対する第１
の複数のＯＦＤＭシンボルと、第２のフィールドに対する第２の複数のＯＦＤＭシンボル
とを含むプリアンブルを生成する段階も備える。方法は、少なくともプリアンブルを含む
ＰＨＹデータユニットを生成する段階も備える。
【０００７】
　一実施形態において、装置は、１または複数の集積回路を有するネットワークインター
フェースデバイスを備える。複数の集積回路は、物理層（ＰＨＹ）データユニットに含ま
れるべきプリアンブルの第１のフィールドに対する第１の複数の直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ）シンボルを生成するように構成される。第１の複数のＯＦＤＭシンボルの各ＯＦ
ＤＭシンボルは、少なくとも、予め定められたシーケンスを第２の通信プロトコルの第２
のロングトレーニングシーケンスを掛けることにより取得される第１の通信プロトコルの
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第１のロングトレーニングシーケンスに対応する。また、複数の集積回路は、プリアンブ
ルの第２のフィールドに対する第１の複数の情報ビットをエンコードして、第１の複数の
エンコード済みビットを生成するように構成される。複数の集積回路は、第１の複数のエ
ンコード済みビットを第１の複数のコンスタレーションシンボルにマッピングするように
構成される。また、複数の集積回路は、第１の複数の修正済みコンスタレーションシンボ
ルを生成ように構成され、第１の複数のコンスタレーションシンボルを予め定められたシ
ーケンスを掛けることを含む。複数の集積回路は、第１の複数の修正済みコンスタレーシ
ョンシンボルを含む第２の複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成ように
構成される。また、複数の集積回路は、第１のフィールドに対する第１の複数のＯＦＤＭ
シンボルと、第２のフィールドに対する第２の複数のＯＦＤＭシンボルとを含むプリアン
ブルを生成ように構成される。複数の集積回路は、少なくともプリアンブルを含むＰＨＹ
データユニットを生成するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のブ
ロック図である。
【０００９】
【図２Ａ】従来技術のデータユニットフォーマットの図である。
【図２Ｂ】従来技術のデータユニットフォーマットの図である。
【００１０】
【図３】別の従来技術のデータユニットフォーマットの図である。
【００１１】
【図４】別の従来技術のデータユニットフォーマットの図である。
【００１２】
【図５】別の従来技術のデータユニットフォーマットの図である。
【００１３】
【図６Ａ】従来技術のデータユニットにおいて複数のシンボルを変調するのに用いられる
変調の図のグループである。
【００１４】
【図６Ｂ】一実施形態による、例示的データユニットにおいて複数のシンボルを変調する
のに用いられる複数の変調の図のグループである。
【００１５】
【図７Ａ】一実施形態による、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）データユニットの図であ
る。
【００１６】
【図７Ｂ】一実施形態による、図７Ａに図示されるデータユニットにおいて複数のシンボ
ルを変調するのに用いられる複数の変調の図のグループである。
【００１７】
【図８】一実施形態によるＯＦＤＭシンボルのブロック図である。
【００１８】
【図９Ａ】一実施形態による、標準符号化スキームがデータユニットのプリアンブルに用
いられる例示的なデータユニットを図示する図である。
【００１９】
【図９Ｂ】一実施形態による、標準符号化スキームがデータユニットのプリアンブルの一
部のみに用いられる例示的なデータユニットを図示する図である。
【００２０】
【図１０Ａ】一実施形態による、トーンの間隔調整がブロック符号化との組み合わせで用
いられる例示的データユニットを図示する図である。
【００２１】
【図１０Ｂ】別の実施形態による、トーンの間隔調整がブロック符号化との組み合わせで
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用いられる例示的データユニットを図示する図である。
【００２２】
【図１１Ａ】一実施形態による、標準モードデータユニットを図示する図である。
【００２３】
【図１１Ｂ】一実施形態による、距離延長モードデータユニットを図示する図である。
【００２４】
【図１２Ａ】２つの例示的な実施形態による、ロングトレーニングフィールドの２つの可
能なフォーマットを各々図示する図である。
【図１２Ｂ】２つの例示的な実施形態による、ロングトレーニングフィールドの２つの可
能なフォーマットを各々図示する図である。
【００２５】
【図１３Ａ】一実施形態による、図１１Ａの標準モードデータユニットの非レガシ信号フ
ィールドを図示する図である。
【００２６】
【図１３Ｂ】一実施形態による、図１１Ｂの距離延長モードデータユニットの非レガシ信
号フィールドを図示する図である。
【００２７】
【図１４Ａ】一実施形態による、距離延長モードデータユニットを図示するブロック図で
ある。
【００２８】
【図１４Ｂ】一実施形態による、図１４Ａの距離延長モードデータユニットのレガシ信号
フィールドを図示する図である。
【００２９】
【図１４Ｃ】一実施形態による、図１４Ｂのレガシ受信デバイスにおけるレガシ信号フィ
ールド用の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ウィンドウを図示する図である。
【００３０】
【図１５】一実施形態による、非レガシ信号フィールドのフォーマットを図示するブロッ
ク図である。
【００３１】
【図１６】一実施形態による、標準符号化スキームを用いて複数の標準モードデータユニ
ットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニットを図示するブロック図である。
【００３２】
【図１７Ａ】一実施形態による、距離延長符号化スキームを用いて、複数の距離延長モー
ドデータユニットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３３】
【図１７Ｂ】別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示
的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３４】
【図１８Ａ】別の実施形態による、距離延長符号化スキームを用いて、複数の距離延長モ
ードデータユニットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３５】
【図１８Ｂ】別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示
的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３６】
【図１９Ａ】別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示
的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３７】
【図１９Ｂ】別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示
的なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００３８】
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【図２０Ａ】一実施形態による、距離延長モードデータユニットのプリアンブルにおける
複数のＯＦＤＭシンボルの反復を示す図である。
【００３９】
【図２０Ｂ】一実施形態による、距離延長モードデータユニットのプリアンブルにおける
複数のＯＦＤＭシンボルの反復を示す図である。
【００４０】
【図２０Ｃ】一実施形態による、複数のＯＦＤＭシンボルの時間領域反復スキームを示す
図である。
【００４１】
【図２０Ｄ】別の実施形態による、複数のＯＦＤＭシンボルの反復スキームを示す図であ
る。
【００４２】
【図２１】一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法のフロー図である
。
【００４３】
【図２２Ａ】一実施形態による、１０ＭＨｚのサブバンドを有する距離延長データユニッ
トの反復を伴った２０ＭＨｚの帯域幅全体の図である。
【００４４】
【図２２Ｂ】一実施形態による、１０ＭＨｚのサブバンドを有する距離延長データユニッ
トの反復を伴った４０ＭＨｚの帯域幅全体の図である。
【００４５】
【図２２Ｃ】一実施形態による、３２点ＦＦＴモードの例示的なトーンプランの図である
。
【００４６】
【図２３】一実施形態による、距離延長モードがデータユニットのプリアンブルに用いら
れる例示的なデータユニットの図である。
【００４７】
【図２４】別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示的
なＰＨＹ処理ユニットのブロック図である。
【００４８】
【図２５Ａ】一実施形態による、１／２のトーンの間隔を有する例示的な２０ＭＨｚの全
帯域幅の図である。
【００４９】
【図２５Ｂ】一実施形態による、１／２のトーンの間隔を有する例示的な２０ＭＨｚの全
帯域幅の図である。
【００５０】
【図２６Ａ】一実施形態による、サイズ６４のＦＦＴおよび１／２のトーンの間隔を有す
る距離延長モードの非レガシトーンプランの図である。
【００５１】
【図２６Ｂ】一実施形態による、１２８ＦＦＴの大きさおよび１／２のトーンの間隔を有
する距離延長モードの非レガシトーンプランの図である。
【００５２】
【図２６Ｃ】一実施形態による、サイズ２５６のＦＦＴおよび１／２のトーンの間隔を有
する距離延長モードの非レガシトーンプランを図示する図である。
【００５３】
【図２７】一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法のフロー図である
。
【００５４】
【図２８】別の実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法のフロー図であ
る。
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【発明を実施するための形態】
【００５５】
　下記の複数の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のアク
セスポイント（ＡＰ）等の無線ネットワークデバイスは、１または複数のクライアント局
に複数のデータストリームを送信する。ＡＰは、少なくとも第１の通信プロトコルに準拠
して、複数のクライアント局と動作するように構成されている。第１の通信プロトコルは
、本明細書において「高効率Ｗｉ－Ｆｉ」、「ＨＥＷ」通信プロトコル、または８０２．
１１ａｘ通信プロトコルと称される場合がある。いくつかの実施形態において、ＡＰ付近
の異なる複数のクライアント局は、ＨＥＷ通信プロトコルと同一の周波数帯域であるが、
一般により低いデータスループットによる動作を規定する１または複数の他の通信プロト
コルに準拠して動作するように構成されている。より低いデータスループットの通信プロ
トコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ、および／またはＩ
ＥＥＥ８０２．１１ａｃ）は、本明細書において集合的に「レガシ」通信プロトコルと称
される。少なくともいくつかの実施形態において、レガシ通信プロトコルは一般に、屋内
通信チャネルで使用され、ＨＥＷ通信プロトコルは、少なくとも時々は屋外通信、距離延
長通信、または送信信号の信号雑音比（ＳＮＲ）が低減された区域における通信において
使用される。
【００５６】
　一実施形態によれば、ＡＰにより送信される複数のシンボルは、シンボルまたはシンボ
ル内でエンコードされた情報ビットの増大した冗長性を提供する距離延長符号化スキーム
により生成される。冗長性は、特に減少したＳＮＲを有する区域においてＡＰから複数の
シンボルを受信するデバイスにより、シンボルが首尾よくデコードされる可能性を増大さ
せる。一般に、低減したＳＮＲを軽減するのに必要とされる冗長性の量は、遅延チャネル
広がり（例えば、屋外通信チャネルに対する）、シンボルおよび／または他の要因と干渉
する他の複数の信号に依存する。一実施形態において、ＨＥＷ通信プロトコルは、標準モ
ードおよび距離延長モードを規定する。一実施形態において、標準モードは一般に、より
短いチャネル遅延広がり（例えば、屋内通信チャネル）または一般により高いＳＮＲ値を
特徴とする複数の通信チャネルと共に用いられるが、距離延長モードは一般に、比較的長
いチャネル遅延広がり（例えば、屋外通信チャネル）または一般により低いＳＮＲ値を特
徴とする通信チャネルと共に用いられる。一実施形態において、標準符号化スキームは、
標準モードで用いられ、距離延長符号化スキームは、距離延長モードで用いられる。
【００５７】
　一実施形態において、ＡＰにより送信されるデータユニットは、プリアンブルおよびデ
ータ部分を含み、プリアンブルは、少なくとも部分的に、受信デバイスに対して、データ
部分の送信に用いられる様々なパラメータをシグナリングするべく用いられる。様々な実
施形態において、データユニットのプリアンブルは、受信デバイスに、データユニットの
少なくともデータ部分を使用する特定の符号化スキームをシグナリングするべく用いられ
る。いくつかの実施形態において、距離延長モードと同一のプリアンブルフォーマットが
標準モードにおいて用いられる。そのような一実施形態において、プリアンブルは、標準
符号化スキームまたは距離延長符号化スキームがデータユニットの少なくともデータ部分
に用いられているか否かを示す表示セットを含む。いくつかの実施形態において、示され
る標準符号化スキームまたは距離延長符号化スキームは、データユニットのデータ部分に
加えて、データユニットのプリアンブルの少なくとも一部に用いられる。一実施形態にお
いて、受信デバイスは、データユニットのプリアンブルにおける表示に基づいて使用され
ている特定の符号化スキームを判断し、次に特定の符号化スキームを用いてデータユニッ
トの適切な残余部分（例えば、データ部分またはプリアンブルおよびデータ部分の一部）
をデコードする。
【００５８】
　別の実施形態において、距離延長モードで用いられるプリアンブルは、標準モードで用
いられるプリアンブルとは異なるようにフォーマットされる。例えば、距離延長モードで
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用いられるプリアンブルは、データユニットが距離延長モードに対応することを、受信デ
バイスが（例えばデコード前に）自動的に検出し得るようにフォーマットされる。一実施
形態において、データユニットが距離延長モードに対応すると受信デバイスが検出した場
合、受信デバイスは、距離延長符号化スキームを用いてデータユニットのデータ部分をデ
コードし、少なくともいくつかの実施形態において、プリアンブルの少なくとも一部なら
びにデータユニットのデータ部分をデコードする。他方、データユニットが距離延長モー
ドに対応していないと受信デバイスが検出した場合、受信デバイスは一実施形態において
、データユニットが標準モードに対応するものと想定する。次に、一実施形態において受
信デバイスは、標準符号化スキームを用いてデータユニットの少なくともデータ部分をデ
コードする。
【００５９】
　更に、少なくともいくつかの実施形態において、標準モードおよび／または距離延長モ
ードデータユニットのプリアンブルは、ＨＥＷ通信プロトコルではなくレガシプロトコル
に準拠して動作するクライアント局が、データユニットの持続時間等のデータユニットに
関する特定の情報、および／またはデータユニットがレガシプロトコルに準拠していない
ことを判断することができるようにフォーマットされる。更に、データユニットのプリア
ンブルは、一実施形態において、ＨＥＷプロトコルに準拠して動作するクライアント局が
、データユニットがＨＥＷ通信プロトコルに準拠していること、およびデータユニットが
標準モードまたは距離延長モードに従ってフォーマットされているか否かを判断すること
ができるようにフォーマットされる。同様に、ＨＥＷ通信プロトコルに準拠して動作する
ように構成されたクライアント局は、一実施形態において上記のような複数のデータユニ
ットも送信する。
【００６０】
　少なくともいくつかの実施形態において、例えば、複数の異なる通信プロトコルに準拠
するクライアント局、および／または複数のクライアント局が複数の異なる通信プロトコ
ルに準拠して動作する複数のＷＬＡＮと共に動作するように構成されたＡＰを有する上記
のフォーマットされたデータユニットが有用である。上記の例を続けると、ＨＥＷ通信プ
ロトコル（標準モードおよび距離延長モードを含む）およびレガシ通信プロトコルの双方
に準拠して動作するように構成された通信デバイスは、所与のデータユニットがレガシ通
信プロトコルではなくＨＥＷ通信プロトコルに準拠してフォーマットされていると判断す
ることができ、データユニットが標準モードではなく距離延長モードに従ってフォーマッ
トされていると更に判断することができる。同様に、ＨＥＷ通信プロトコルではなく、レ
ガシ通信プロトコルに準拠して動作するように構成された通信デバイスは、データユニッ
トがレガシ通信プロトコルに準拠してフォーマットされていないことを判断し、および／
またはデータユニットの持続時間を判断する。
【００６１】
　図１は、一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１
０のブロック図である。ＡＰ１４は、ネットワークインターフェース１６に結合されたホ
ストプロセッサ１５を含む。ネットワークインターフェース１６は、媒体アクセス制御（
ＭＡＣ）処理ユニット１８および物理層（ＰＨＹ）処理ユニット２０を含む。ＰＨＹ処理
ユニット２０は、複数のトランシーバ２１を含み、複数のトランシーバ２１は、複数のア
ンテナ２４に結合されている。３つのトランシーバ２１および３つのアンテナ２４が図１
に図示されているが、複数の他の実施形態において、ＡＰ１４は他の好適な数（例えば、
１、２、４、５等）のトランシーバ２１およびアンテナ２４を含む。一実施形態において
、ＭＡＣ処理ユニット１８およびＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコルの少
なくとも第１のモードおよび第２のモードを含む第１の通信プロトコル（例えば、ＨＥＷ
通信プロトコル）に準拠して動作するように構成されている。いくつかの実施形態におい
て、第１のモードは、距離延長符号化スキーム（例えば、ブロックエンコード、ビット様
式のレプリケーション、もしくはシンボルレプリケーション）、信号変調スキーム（例え
ば、位相偏移変調もしくは直交振幅変調）、または距離延長符号化スキームおよび信号変
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調スキームの双方を用いる距離延長モードに対応する。距離延長モードは、第２のモード
（例えば、標準符号化スキームを用いる標準モード）と比較して距離を増大させ、および
／または信号雑音（ＳＮＲ）比を低減するように構成され、このＳＮＲで、距離延長モー
ドに準拠するＰＨＹデータユニットの首尾よいデコードが実行される。様々な実施形態に
おいて、距離延長モードは、標準モードと比較して送信のデータレートを低減し、増大し
た距離および／または低減したＳＮＲ比の首尾よいデコードを実現する。また、別の実施
形態において、ＭＡＣ処理ユニット１８およびＰＨＹ処理ユニット２０は、第２の通信プ
ロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格）に準拠して動作するように構成され
ている。なおも別の実施形態において、ＭＡＣ処理ユニット１８およびＰＨＹ処理ユニッ
ト２０は、第２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、および／または第４の通信プ
ロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格および／またはＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
規格）に準拠して動作するように更に構成される。
【００６２】
　ＷＬＡＮ１０は、複数のクライアント局２５を含む。４つのクライアント局２５が図１
に図示されているが、様々なシナリオおよび実施形態において、ＷＬＡＮ１０は他の好適
な数（例えば、１、２、３、５、６等）のクライアント局２５を含む。複数のクライアン
ト局２５のうち少なくとも１つ（例えば、クライアント局２５－１）は、少なくとも第１
の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されている。いくつかの実施形態におい
て、複数のクライアント局２５のうち少なくとも１つは、第１の通信プロトコルに準拠し
て動作するように構成されないが、第２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、およ
び／または第４の通信プロトコルのうち少なくとも１つに準拠して動作するように構成さ
れている（本明細書において「レガシクライアント局」と称される）。
【００６３】
　クライアント局２５－１は、ネットワークインターフェース２７に結合されたホストプ
ロセッサ２６を含む。ネットワークインターフェース２７は、ＭＡＣ処理ユニット２８お
よびＰＨＹ処理ユニット２９を含む。ＰＨＹ処理ユニット２９は、複数のトランシーバ３
０を含み、複数のトランシーバ３０は、複数のアンテナ３４に結合されている。３つのト
ランシーバ３０および３つのアンテナ３４が図１に図示されているが、複数の他の実施形
態において、クライアント局２５－１は他の好適な数（例えば、１、２、４、５等）のト
ランシーバ３０およびアンテナ３４を含む。
【００６４】
　一実施形態によれば、クライアント局２５－４はレガシクライアント局である。すなわ
ち、クライアント局２５－４が、第１の通信プロトコルに準拠してＡＰ１４または別のク
ライアント局２５により送信されるデータユニットを受信し、完全にデコードすることは
可能とならない。同様に、一実施形態によれば、レガシクライアント局２５－４が、第１
の通信プロトコルに準拠して複数のデータユニットを送信することは可能とならない。他
方、レガシクライアント局２５－４は、第２の通信プロトコル、第３の通信プロトコル、
および／または第４の通信プロトコルに準拠してデータユニットを受信して完全にデコー
ドし、送信することが可能となる。
【００６５】
　一実施形態において、クライアント局２５－２および２５－３の一方または双方は、ク
ライアント局２５－１と同一またはこれに類似する構造を有する。一実施形態において、
クライアント局２５－４は、クライアント局２５－１に類似する構造を有する。これらの
実施形態において、クライアント局２５－１と同一または類似する構造の複数のクライア
ント局２５は、同一または異なる数のトランシーバおよびアンテナを有する。例えば、一
実施形態によれば、クライアント局２５－２は、２つのトランシーバおよび２つのアンテ
ナ（図示せず）のみを有する。
【００６６】
　様々な実施形態において、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコ
ルに準拠し、本明細書に説明される複数のフォーマットを有する複数のデータユニットを
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生成するように構成されている。トランシーバ２１は、アンテナ２４を介して複数の生成
済みデータユニットを送信するように構成されている。同様に、トランシーバ２１は、ア
ンテナ２４を介して複数のデータユニットを受信するように構成されている。様々な実施
形態によれば、ＡＰ１４のＰＨＹ処理ユニット２０は、第１の通信プロトコルに準拠し、
本明細書の以下に説明される複数のフォーマットを有する複数の受信済みデータユニット
を処理し、複数のそのようなデータユニットが第１の通信プロトコルに準拠していること
を判断するように構成されている。
【００６７】
　様々な実施形態において、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹ処理ユニット２９は
、第１の通信プロトコルに準拠し、本明細書に説明される複数のフォーマットを有する複
数のデータユニットを生成するように構成されている。トランシーバ３０は、アンテナ３
４を介して複数の生成済みデータユニットを送信するように構成されている。同様に、ト
ランシーバ３０は、アンテナ３４を介して複数のデータユニットを受信するように構成さ
れている。様々な実施形態によれば、クライアントデバイス２５－１のＰＨＹ処理ユニッ
ト２９は、第１の通信プロトコルに準拠し、本明細書の以下に説明される複数のフォーマ
ットを有する複数の受信済みデータユニットを処理し、複数のそのようなデータユニット
が第１の通信プロトコルに準拠していることを判断するように構成されている。
【００６８】
　図２Ａは、一実施形態による、ＡＰ１４が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調により
レガシクライアント局２５－４に送信するように構成された従来技術のＯＦＤＭデータユ
ニット２００の図である。一実施形態において、レガシクライアント局２５－４も、デー
タユニット２００をＡＰ１４に送信するように構成され得る。データユニット２００は、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠し、２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の帯域を占有する。デ
ータユニット２００は、一般にパケット検出、初期同期および自動利得制御等に用いられ
るレガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）２０２、ならびに一般にチャネ
ル推定および微同期に用いられるレガシロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）２
０４を有するプリアンブルを含む。また、データユニット２００は、レガシ信号フィール
ド（Ｌ－ＳＩＧ）２０６も含み、これは例えば、データユニットを送信するべく用いられ
る変調の種類および符号化レート等、データユニット２００に関する特定の物理層（ＰＨ
Ｙ）パラメータを搬送するべく用いられる。データユニット２００は、データ部分２０８
も含む。図２Ｂは、例示的なデータ部分２０８の図であり（低密度パリティ検査はエンコ
ードされていない）、例示的なデータ部分２０８は、必要であればサービスフィールド、
スクランブル物理層サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）、テールビットおよびパディン
グビットを含む。データユニット２００は、シングル入力シングル出力（ＳＩＳＯ）チャ
ネル構成の１つの空間または空間・時間ストリームを介する送信用に設計されている。
【００６９】
　図３は、一実施形態による、ＡＰ１４が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調によりレ
ガシクライアント局２５－４に送信するように構成された従来技術のＯＦＤＭデータユニ
ット３００の図である。一実施形態において、レガシクライアント局２５－４も、データ
ユニット３００をＡＰ１４に送信するように構成される。データユニット３００はＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｎ規格に準拠し、２０ＭＨｚの帯域を占有し、混合モードの状況、すなわ
ちＷＬＡＮがＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するが、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に
は準拠しない１または複数のクライアント局を含む場合のために設計されている。データ
ユニット３００は、Ｌ－ＳＴＦ３０２、Ｌ－ＬＴＦ３０４、Ｌ－ＳＩＧ３０６、高スルー
プット信号フィールド（ＨＴ－ＳＩＧ）３０８、高スループットショートトレーニングフ
ィールド（ＨＴ－ＳＴＦ）３１０、およびＭ個のデータ高スループットロングトレーニン
グフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）３１２を有するプリアンブルを含む。一般に、Ｍは、多入
力多出力（ＭＩＭＯ）チャネル構成のデータユニット３００を送信するべく用いられる空
間ストリームの数により、決定される整数である。具体的には、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
規格に準拠して、データユニット３００は、データユニット３００が２つの空間ストリー
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ムを用いて送信される場合に２つのＨＴ－ＬＴＦ３１２を含み、データユニット３００が
３つまたは４つの空間ストリームを用いて送信される場合には、４つのＨＴ－ＬＴＦ３１
２を含む。使用される特定の数の空間ストリームの表示は、ＨＴ－ＳＩＧフィールド３０
８に含まれる。データユニット３００は、データ部分３１４も含む。
【００７０】
　図４は、一実施形態による、ＡＰ１４が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調によりレ
ガシクライアント局２５－４に送信するように構成された従来技術のＯＦＤＭデータユニ
ット４００の図である。一実施形態において、レガシクライアント局２５－４も、データ
ユニット４００をＡＰ１４に送信するように構成される。データユニット４００は、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠し、２０ＭＨｚの帯域を占有し、「グリーンフィールド」
の状況、すなわちＷＬＡＮがＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するクライアント局を含
まず、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠するクライアント局のみを含む場合のために設
計されている。データユニット４００は、高スループットグリーンフィールドショートト
レーニングフィールド（ＨＴ－ＧＦ－ＳＴＦ）４０２、第１の高スループットロングトレ
ーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ１）４０４、ＨＴ－ＳＩＧ４０６およびＭ個のデータ
ＨＴ－ＬＴＦ４０８を有するプリアンブルを含む。一般に、Ｍは、多入力多出力（ＭＩＭ
Ｏ）チャネル構成のデータユニット４００を送信するべく用いられる空間ストリームの数
に対応する整数である。データユニット４００は、データ部分４１０も含む。
【００７１】
　図５は、一実施形態による、ＡＰ１４が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調によりレ
ガシクライアント局２５－４に送信するように構成された従来技術のＯＦＤＭデータユニ
ット５００の図である。一実施形態において、レガシクライアント局２５－４も、データ
ユニット５００をＡＰ１４に送信するように構成される。データユニット５００は、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠し、「混合フィールド」の状況のために設計されている
。データユニット５００は、２０ＭＨｚの帯域幅を占有する。複数の他の実施形態または
シナリオにおいて、データユニット５００に類似するデータユニットは、４０ＭＨｚ、８
０ＭＨｚまたは１６０ＭＨｚの帯域幅等、異なる帯域幅を占有する。データユニット５０
０は、Ｌ－ＳＴＦ５０２、Ｌ－ＬＴＦ５０４、Ｌ－ＳＩＧ５０６、第１の超高スループッ
ト信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧＡ１）５０８－１および第２の超高スループット信号
フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧＡ２）５０８－２を含む２つの第１の超高スループット信号
フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧＡ）５０８、超高スループットショートトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）５１０、Ｍ個の超高スループットロングトレーニングフィールド
（ＶＨＴ－ＬＴＦ）５１２、第２の超高スループット信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ－
Ｂ）５１４を含むプリアンブルを有する。Ｍは、整数である。データユニット５００は、
データ部分５１６も含む。
【００７２】
　図６Ａは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格により規定される、図３におけるデータユニッ
ト３００のＬ－ＳＩＧ、ＨＴ－ＳＩＧ１およびＨＴ－ＳＩＧ２フィールドの変調を図示す
る１セットの図である。Ｌ－ＳＩＧフィールドは、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）により変
調され、ＨＴ－ＳＩＧ１およびＨＴ－ＳＩＧ２フィールドは、ＢＰＳＫによるが、直交軸
上で変調される（Ｑ－ＢＰＳＫ）。換言すれば、ＨＴ－ＳＩＧ１およびＨＴ－ＳＩＧ２フ
ィールドの変調は、Ｌ－ＳＩＧフィールドの変調と比較して９０°回転される。
【００７３】
　図６Ｂは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格により規定された図５におけるデータユニッ
ト５００のＬ－ＳＩＧ、ＶＨＴ－ＳＩＧＡ１およびＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フィールドの変調
を図示する１セットの図である。図６ＡにおけるＨＴ－ＳＩＧ１フィールドと異なり、Ｖ
ＨＴ－ＳＩＧＡ１フィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールドの変調と同一のＢＰＳＫにより変
調される。他方、ＶＨＴ－ＳＩＧＡ２フィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールドの変調と比較
して９０°回転される。
【００７４】
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　図７Ａは、一実施形態による、ＡＰ１４が直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）変調により
クライアント局２５－１に送信するように構成されたＯＦＤＭデータユニット７００の図
である。一実施形態において、クライアント局２５－１も、データユニット７００をＡＰ
１４に送信するように構成される。データユニット７００は、第１の通信プロトコルに準
拠し、２０ＭＨｚの帯域幅を占有する。複数の他の実施形態において、データユニット７
００と同様に、第１の通信プロトコルに準拠する複数のデータユニットは、例えば４０Ｍ
Ｈｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ、３２０ＭＨｚ、６４０ＭＨｚ、または他の好適な複数
の帯域幅等、他の好適な帯域幅を占有し得る。データユニット７００は、「混合モード」
の状況、すなわちＷＬＡＮ１０が第１の通信プロトコルではなく、レガシ通信プロトコル
に準拠するクライアント局（例えば、レガシクライアント局２５－４）を含む場合に好適
である。いくつかの実施形態において、データユニット７００は、他の複数の状況でも使
用される。
【００７５】
　一実施形態において、データユニット７００は、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７０４
、Ｌ－ＳＩＧ７０６、第１のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１）７０８－１お
よび第２のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２）７０８－２を含む２つの第１の
ＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）７０８、ＨＥＷショートトレーニングフィー
ルド（ＨＥＷ－ＳＴＦ）７１０、第３のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＢ）７１
４、Ｍ個のＨＥＷロングトレーニングフィールド（ＨＥＷ－ＬＴＦ）７１２を有するプリ
アンブル７０１を含み、Ｍは整数である。Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７０４、Ｌ－Ｓ
ＩＧ７０６、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ７０８、ＨＥＷ－ＳＴＦ７１０、Ｍ個のＨＥＷ－ＬＴＦ７
１２、およびＨＥＷ－ＳＩＧＢ７１４の各々は、整数の１または複数のＯＦＤＭシンボル
を含む。例えば、一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ７０８は、２つのＯＦＤＭシン
ボルを含み、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　７０８－１フィールドは第１のＯＦＤＭシンボルを含
み、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２は第２のＯＦＤＭシンボルを含む。例えば別の実施形態において
、プリアンブル７０１は、第３のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ３、図示せず
）を含み、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ７０８は、３つのＯＦＤＭシンボルを含み、ＨＥＷ－ＳＩＧ
Ａ１　７０８－１フィールドは、第１のＯＦＤＭシンボルを含み、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２は
、第２のＯＦＤＭシンボルを含み、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ３は、第３のＯＦＤＭシンボルを含
む。少なくともいくつかの例において、複数のＨＥＷ－ＳＩＧＡ７０８は集合的に、１つ
のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）７０８と称される。いくつかの実施形態に
おいて、データユニット７００は、データ部分７１６も含む。他の実施形態において、デ
ータユニット７００は、データ部分７１６を省略する。
【００７６】
　図７Ａの実施形態において、データユニット７００は、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ
７０４、Ｌ－ＳＩＧ７０６、複数のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　７０８の各々のうち１つを含む
。データユニット７００に類似するＯＦＤＭデータユニットが２０ＭＨｚ以外の累積的な
帯域幅を占有する複数の他の実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７０４、
Ｌ－ＳＩＧ７０６、複数のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　７０８の各々は、一実施形態のデータユ
ニットの全帯域幅の２０ＭＨｚサブバンドの対応する数に渡って反復される。例えば、一
実施形態において、ＯＦＤＭデータユニットは、８０ＭＨｚの帯域幅を占有し、従って一
実施形態のＬ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７０４、Ｌ－ＳＩＧ７０６、複数のＨＥＷ－Ｓ
ＩＧＡ１　７０８の各々のうちの４つを含む。いくつかの実施形態において、異なる２０
ＭＨｚのサブバンド信号の変調は、異なる角度で回転される。例えば一実施形態において
、第１のサブバンドは０°回転し、第２のサブバンドは９０°回転し、第３のサブバンド
は１８０°回転し、第４のサブバンドは２７０°回転する。複数の他の実施形態において
、異なる好適な回転が使用される。少なくともいくつかの実施形態において、２０ＭＨｚ
のサブバンド信号の異なる複数の位相は、データユニット７００におけるＯＦＤＭシンボ
ルのピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）の減少をもたらす。一実施形態において、第１の通
信プロトコルに準拠するデータユニットが２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０
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ＭＨｚ、３２０ＭＨｚ、６４０ＭＨｚ等の累積的な帯域幅を占有するＯＦＤＭデータユニ
ットである場合、ＨＥＷ－ＳＴＦ、複数のＨＥＷ－ＬＴＦ、ＨＥＷ－ＳＩＧＢおよびＨＥ
Ｗデータ部分は、データユニットの対応する全帯域幅を占有する。
【００７７】
　図７Ｂは、一実施形態による、図７Ａにおけるデータユニット７００のＬ－ＳＩＧ７０
６、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　７０８－１およびＨＥＷ－ＳＩＧＡ２　７０８－２の変調を図
示する１セットの図である。本実施形態において、Ｌ－ＳＩＧ７０６、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ
１　７０８－１およびＨＥＷ－ＳＩＧＡ２　７０８－２フィールドは、ＩＥＥＥ８０２．
１１ａｃ規格において規定され、図６Ｂに図示される対応するフィールドの変調と同一の
変調を有する。従って、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１フィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールドと同様
に変調される。他方、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２フィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールドの変調と
比較して９０°回転される。第３のＨＥＷ－ＳＩＧＡ３フィールドを有するいくつかの実
施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ２フィールドは、Ｌ－ＳＩＧフィールドおよびＨＥＷ
－ＳＩＧＡ１フィールドと同様に変調されるが、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ３フィールドは、Ｌ－
ＳＩＧフィールド、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１フィールドおよびＨＥＷ－ＳＩＧＡ２フィールド
の変調と比較して、９０°だけ回転する。
【００７８】
　一実施形態において、データユニット７００のＬ－ＳＩＧ７０６、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１
　７０８－１およびＨＥＷ－ＳＩＧＡ２　７０８－２フィールドの変調は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ａｃ規格に準拠するデータユニット（例えば、図５のデータユニット５００）に
おける対応する複数のフィールドの変調に対応するので、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格お
よび／またはＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠して動作するように構成された複数のレ
ガシクライアント局は、少なくともいくつかの条件でデータユニット７００がＩＥＥＥ８
０２．１１ａｃ規格に準拠すると想定し、これに応じてデータユニット７００を処理する
。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するクライアント局は、データユニット７
００のプリアンブルのレガシＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格部分を理解し、Ｌ－ＳＩＧ７０
６に示された持続時間に従ってデータユニットの持続時間（またはデータユニット持続時
間）を設定するであろう。例えば一実施形態によれば、レガシクライアント局２５－４は
、Ｌ－ＳＩＧフィールド７０６に示されたレートおよび長さ（例えばバイト数）に基づい
てデータユニットに対する持続時間を算出する。一実施形態において、Ｌ－ＳＩＧフィー
ルド７０６におけるレートおよび長さは、レガシ通信プロトコルに準拠して動作するよう
に構成されたクライアント局がレートおよび長さに基づいて、データユニット７００の実
際の持続時間に対応するか、または少なくともこれに近いパケット持続時間（Ｔ）を算出
するように設定される。一実施形態において、例えば、レートは、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａ規格により規定された最も低いレート（すなわち６Ｍｂｐｓ）を示すように設定され、
長さは、最も低いレートを用いて計算されたパケットの持続時間がデータユニット７００
の実際の持続時間に少なくとも近くなるように計算される値に設定される。
【００７９】
　一実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するレガシクライアント局は
、データユニット７００を受信すると、例えばＬ－ＳＩＧフィールド７０６のレートフィ
ールドおよび長さフィールドを用いてデータユニット７００のパケット持続時間を計算し
、一実施形態においてクリアチャネル評価（ＣＣＡ）を実行する前に、計算されたパケッ
ト持続時間の終りまで待機する。従って、本実施形態において、通信媒体は、少なくとも
データユニット７００の持続時間中にレガシクライアント局によるアクセスから保護され
る。一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット７００を継続してデ
コードするが、データユニット７００の終わりで（例えば、フレームチェックシーケンス
（ＦＣＳ）を用いる）エラーチェックに失敗する。
【００８０】
　同様に、一実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠して動作するように
構成されたレガシクライアント局は、データユニット７００を受信すると、データユニッ
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ト７００のＬ－ＳＩＧ７０６において示されたレートおよび長さに基づいて、データユニ
ット７００のパケット持続時間（Ｔ）を計算する。レガシクライアント局は、第１のＨＥ
Ｗ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１）７０８－１（ＢＰＳＫ）の変調を検出し、デー
タユニット７００がＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に準拠するレガシデータユニットである
と想定する。一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット７００を継
続してデコードするが、データユニットの最後で（例えば、フレームチェックシーケンス
（ＦＣＳ）を用いる）エラーチェックに失敗する。いずれせよ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
規格に準拠して、レガシクライアント局は一実施形態において、クリアチャネル評価（Ｃ
ＣＡ）を実行する前に、計算済みのパケット持続時間（Ｔ）が終了するまで待機する。従
って、一実施形態において通信媒体は、データユニット７００の持続時間中にレガシクラ
イアント局によるアクセスから保護される。
【００８１】
　一実施形態において、第１の通信プロトコルではなくＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に
準拠して動作するように構成されたレガシクライアント局は、データユニット７００を受
信すると、データユニット７００のＬ－ＳＩＧ７０６において示されたレートおよび長さ
に基づいて、データユニット７００のパケット持続時間（Ｔ）を計算する。しかし、一実
施形態においてレガシクライアント局は、データユニット７００の変調に基づいて、デー
タユニット７００がＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠しないことを検出することがで
きない。いくつかの実施形態において、データユニット７００の１または複数のＨＥＷ信
号フィールド（例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１および／またはＨＥＷ－ＳＩＧＡ２）は、意
図的にデータユニット７００をデコードする場合にレガシクライアント局にエラーを検出
させ、従ってデータユニット７００のデコードを中止させる（または「ドロップ」させる
）ようにフォーマットされる。一実施形態において、例えば、データユニット７００のＨ
ＥＷ－ＳＩＧＡ７０８は、ＳＩＧＡフィールドがＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠し
てレガシデバイスによりデコードされる場合に、意図的にエラーを生じさせるようにフォ
ーマットされる。更に、実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に準拠して、
ＶＨＴ－ＳＩＧＡフィールドをデコードするときにエラーが検出されると、クライアント
局は、データユニット７００をドロップし、例えば、クリアチャネル評価（ＣＣＡ）を実
行する前にデータユニット７００のＬ－ＳＩＧ７０６に示されたレートおよび長さに基づ
いて算出された計算済みパケット持続時間（Ｔ）が終了するまで待機する。従って、一実
施形態において通信媒体は、データユニット７００の持続時間中にレガシクライアント局
によりアクセスから保護される。
【００８２】
　図８は、一実施形態によるＯＦＤＭシンボル８００の図である。一実施形態において、
図７Ａのデータユニット７００は、ＯＦＤＭシンボル８００等のＯＦＤＭシンボルを含む
。ＯＦＤＭシンボル８００は、ガードインターバル（ＧＩ）部分８０２および情報部分８
０４を含む。一実施形態において、ガードインターバルは、ＯＦＤＭシンボルの最後の部
分を反復するサイクリックプレフィックスを含む。一実施形態において、ガードインター
バル部分８０２は、受信デバイス（例えばクライアント局２５－１）におけるＯＦＤＭト
ーンの直交性を確実にして、ＯＦＤＭシンボル８００が送信デバイス（例えばＡＰ１４）
から受信デバイスへと送信される通信チャネルでの多経路伝搬によるシンボル間干渉を最
小化または除去するのに用いられる。一実施形態において、ガードインターバル部分８０
２の長さは、送信デバイスと受信デバイスとの間の通信チャネルにおいて予期される最悪
の場合のチャネルの遅延広がりに基づき、選択される。一実施形態において、例えば、よ
りロングガードインターバルは、通常はより短いチャネルの遅延広がりにより特徴付けら
れる複数の屋内通信チャネルに対して選択されたより短いガードインターバルと比較して
、通常はより長いチャネルの遅延広がりにより特徴付けられる複数の屋外通信チャネルに
対して選択される。一実施形態において、ガードインターバル部分８０２の長さは、情報
部分８０４が生成されたトーンの間隔（例えば、データユニットにおける全帯域幅の複数
のサブキャリア周波数間の間隔）に基づいて選択される。例えば、より広いトーンの間隔
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（例えば６４のトーン）に対してより短いガードインターバルが選択されるので、比較し
てより狭いトーンの間隔（例えば２５６のトーン）に、よりロングガードインターバルが
選択される。
【００８３】
　一実施形態によれば、ガードインターバル部分８０２は、使用される送信モードに応じ
てショートガードインターバル、ノーマルガードインターバルまたはロングガードインタ
ーバルに対応している。一実施形態において、屋内通信チャネル、比較的短いチャネル遅
延広がりを伴う通信チャネルまたは好適な高いＳＮＲ比を有する通信チャネルには、ショ
ートガードインターバルまたはノーマルガードインターバルが用いられ、屋外通信チャネ
ル、比較的長い遅延広がりを伴う通信チャネル、または好適な高いＳＮＲ比を有しない通
信チャネルには、ロングガードインターバルが用いられる。一実施形態において、ＨＥＷ
データユニット（例えばＨＥＷデータユニット７００）が標準モードで送信される場合、
ＨＥＷデータユニットのいくつか、または全てのＯＦＤＭシンボルに、ノーマルガードイ
ンターバルまたはショートガードインターバルが用いられ、ＨＥＷデータユニットが距離
延長モードで送信される場合、ＨＥＷデータユニットのうち少なくともいくつかのＯＦＤ
Ｍシンボルに、ロングガードインターバルが用いられる。
【００８４】
　一実施形態において、ショートガードインターバル（ＳＧＩ）は０．４μｓの長さを有
し、ノーマルガードインターバルは０．８μｓであり、ロングガードインターバル（ＬＧ
Ｉ）は１．２μｓまたは１．８μｓの長さを有する。一実施形態において、情報部分８０
４は３．２μｓの長さを有する。複数の他の実施形態において、情報部分８０４は、情報
部分８０４が生成されたトーンの間隔に対応する拡大された長さを有する。例えば、情報
部分８０４は、６４トーンの第１のトーンの間隔を用いる標準モードに対して３．２μｓ
の第１の長さを有し、１２８トーンの第２のトーンの間隔に対して６．４μｓの第２の長
さを有し、第２のトーンの間隔および第２の長さは双方とも、第１のトーンの間隔および
第１の長さと比較して２の整数倍、拡大される。一実施形態において、情報部分８０４の
残余の長さは、受信済みの時間領域信号のコピー（例えば、情報部分８０４は、受信済み
の時間領域信号の２つのコピーを含む）で満たされる。複数の他の実施形態において、Ｓ
ＧＩ、ＮＧＩ、ＬＧＩおよび／または情報部分８０４の複数の他の好適な長さが使用され
る。いくつかの実施形態において、ＳＧＩは、ＮＧＩの長さの５０％の長さを有し、ＮＧ
Ｉは、ＬＧＩの長さの５０％の長さを有する。複数の他の実施形態において、ＳＧＩは、
ＮＧＩの長さの７５％またはこれより小さい長さを有し、ＮＧＩは、ＬＧＩの長さの７５
％またはこれより小さい長さを有する。複数の他の実施形態において、ＳＧＩは、ＮＧＩ
の長さの５０％またはこれより小さい長さを有し、ＮＧＩは、ＬＧＩの５０％またはこれ
より小さい長さを有する。
【００８５】
　複数の他の実施形態において、トーンの間隔が小さくなったＯＦＤＭ変調は、同一のト
ーンプラン（例えば、どのＯＦＤＭトーンがデータトーン、パイロットトーン、および／
またはガードトーン用に設計されているかを示す予め定められた一連のインデックス）を
用いる距離延長モードで用いられる。例えば、２０ＭＨｚ帯域幅のＯＦＤＭデータユニッ
ト用の標準モードは、６４ポイントの離散フーリエ変換（ＤＦＴ）を用いて６４のＯＦＤ
Ｍトーン（例えば、インデックス－３２～＋３１）をもたらし、距離延長モードは、２０
ＭＨｚのＯＦＤＭデータユニットに１２８ポイントのＤＦＴを用いて、同一の帯域幅で１
２８のＯＦＤＭトーン（例えば、インデックス－６４～＋６３）をもたらす。この場合、
同一のトーンプランを用いつつ、距離延長モードＯＦＤＭシンボルにおけるトーンの間隔
は、標準モードＯＦＤＭシンボルと比較して２分の１（１／２）だけ低減される。別の例
として、２０ＭＨｚ帯域幅のＯＦＤＭデータユニット用の標準モードは、６４ポイントの
離散フーリエ変換（ＤＦＴ）を用いて６４のＯＦＤＭトーンをもたらすが、距離延長モー
ドは、２０ＭＨｚのＯＦＤＭデータユニットに２５６ポイントのＤＦＴを用いて同一の帯
域幅の２５６のＯＦＤＭトーンをもたらす。この場合、距離延長モードＯＦＤＭシンボル
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におけるトーンの間隔は、標準モードＯＦＤＭシンボルと比較して４分の１（１／４）だ
け低減される。複数のそのような実施形態において、例えば、１．６μｓのロングＧＩ持
続時間が用いられる。しかし、一実施形態において、距離延長モードＯＦＤＭシンボルに
おける情報部分の持続時間は（例えば、３．２μｓから６．４μｓまで）増大し、ＧＩ部
分の持続時間のＯＦＤＭシンボルの全持続時間に対するパーセンテージは、依然として同
じである。従ってこの場合、少なくともいくつかの実施形態において、より長いＧＩシン
ボルに起因する効率性のロスが回避される。様々な実施形態において、本明細書において
用いられる「ロングガードインターバル」という用語は、ガードインターバルの増大した
持続時間およびガードインターバルの持続時間を効果的に増大させる小さくしたＯＦＤＭ
トーン間隔を含む。
【００８６】
　図９Ａは、一実施形態による、標準モードまたは距離延長モードがデータユニットのプ
リアンブルに用いられる例示的なデータユニット９００を図示する図である。一般に、デ
ータユニット９００は、図７Ａのデータユニット７００と同一であり、図７Ａのデータユ
ニット７００と同様の付番の要素を含む。データユニット９００のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィ
ールド７０８（例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　７０８－１またはＨＥＷ－ＳＩＧＡ２　７
０８－２）は、符号化表示（ＣＩ）９０２を含む。一実施形態によれば、ＣＩ表示９０２
は、（ｉ）標準符号化スキームを用いる標準モード、または（ｉｉ）距離延長符号化スキ
ームを用いる距離延長モードのうち１つを示すように設定される。一実施形態において、
ＣＩ表示９０２は１ビットを含み、当該ビットの第１の値は標準モードを示し、当該ビッ
トの第２の値は距離延長モードを示す。いくつかの実施形態において、ＣＩ表示は、変調
・符号化スキーム（ＭＣＳ）インジケータと組み合わされる。例えば一実施形態において
、標準モードは、（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃプロトコルに準拠する）レガシレ
シーバデバイスにより有効であると判断されるＭＣＳ値に対応するが、距離延長モードは
、（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃプロトコルに準拠しない）レガシレシーバデバイ
スにより無効である（またはサポートされない）と判断されるＭＣＳ値に対応する。複数
の他の実施形態において、ＣＩ表示９０２は、複数の標準モードＭＣＳ値および複数の距
離延長モードＭＣＳ値を示す複数のビットを有する。図９Ａに図示されるように、標準符
号化スキームは、データユニット７００のプリアンブルの全てのＯＦＤＭシンボルに用い
られ、図示される実施形態において、ＣＩ表示９０２により示される標準符号化スキーム
または距離延長符号化スキームのうち１つが、データ部分７１６のＯＦＤＭシンボルに用
いられる。
【００８７】
　例えば、一実施形態において、距離延長符号化スキームは、ＰＨＹデータユニットの良
好なデコードが標準データユニットと比較して一般に改善される（すなわち、より長い範
囲および／またはより低いＳＮＲで良好にデコードされる）データ部分７１６のＯＦＤＭ
シンボル、範囲および／またはＳＮＲに用いられる。いくつかの実施形態において、改善
された範囲および／またはＳＮＲ性能は、必ずしもプリアンブル７０１のデコードのため
に得られるものではなく、これは標準符号化スキームを用いて生成される。複数のそのよ
うな実施形態において、送信パワーブーストを用いてプリアンブル７０１の少なくとも一
部を送信すると、データ部分７１６の送信に用いられる送信パワーと比較して、プリアン
ブル７０１の一部のデコード範囲を大きくする。いくつかの実施形態において、送信パワ
ーブーストを用いて送信されるプリアンブル７０１の一部は、Ｌ－ＳＴＦ７０２のような
レガシフィールド、Ｌ－ＬＴＦ７０４、およびＬ－ＳＩＧ７０８、ならびに／またはＨＥ
Ｗ－ＳＴＦおよびＨＥＷ－ＬＴＦ等の非レガシフィールドを含む。様々な実施形態におい
て、送信パワーブーストは、３ｄＢ、６ｄＢ、または他の好適値である。いくつかの実施
形態において、送信パワーブーストは、「ブーストされる」プリアンブル７０１が同一位
置における「ブーストされない」データ部分７１６と比較して類似の性能でデコード可能
となるように決定される。いくつかの実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ
７０４および／またはＬ－ＳＩＧ７０６の拡大された長さが、送信パワーブーストと組み
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合わされて用いられる。複数の他の実施形態において、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７
０４および／またはＬ－ＳＩＧ７０６の拡大された長さが、送信パワーブーストに代えて
用いられる。
【００８８】
　図９Ｂは、一実施形態による、距離延長符号化スキームがデータユニットのプリアンブ
ルの一部のみに用いられる例示的なデータユニット９５０を図示する図である。一般に、
データユニット９５０は、ＣＩ表示９０２により示される符号化スキームがプリアンブル
７５１の一部の複数のＯＦＤＭシンボルおよびデータ部分７１６の複数のＯＦＤＭシンボ
ルに適用されるプリアンブル７５１を、データユニット９５０が含むことを除き、図９Ａ
のデータユニット９００と同じである。具体的には、図示される実施形態において、標準
符号化スキームは、プリアンブル７０１の第１の部分７５１－１に用いられ、標準符号化
スキームまたは距離延長符号化スキームのうち１つは、ＣＩ表示９０２により示されるよ
うに、データ部分７１６の複数のＯＦＤＭシンボルに加えて、プリアンブル７５１の第２
の部分７５１－２の複数のＯＦＤＭシンボルに用いられる。従って、図示される実施形態
において、ＣＩ表示９０２により示される符号化スキームは、ＨＥＷ－ＳＴＦ７１０に対
応するＯＦＤＭシンボルをスキップして、ＨＥＷ－ＬＴＦ７１２－１に対応するＯＦＤＭ
シンボルの始めに適用される。少なくともいくつかの実施形態において、ＨＥＷ－ＳＴＦ
７１０をスキップすることにより、データユニット９５０を受信するデバイスに、ＣＩ表
示９０２をデコードしてレシーバを適切に設定することで、ＯＦＤＭシンボルを受信する
前にＣＩ表示９０２により示された符号化スキームを用いて、そのような複数のＯＦＤＭ
シンボルのデコードを開始するのに十分な時間を許容する。
【００８９】
　図１０Ａは、一実施形態による、ＯＦＤＭトーンの間隔調整が距離延長符号化スキーム
のビットおよび／またはシンボルの反復と組み合わせて用いられる例示的データユニット
１０００を図示する図である。一般に、データユニット１０００は、データユニット１０
００において距離延長符号化スキームが使用されているとＣＩ表示９０２が示すときに、
データユニット１０００の標準モードＯＦＤＭシンボルに用いられるトーンの間隔と比較
して低減されたトーンの間隔を有するＯＦＤＭ変調を用いてデータ部分７１６の複数のＯ
ＦＤＭシンボルが生成されることを除き、図７Ａのデータユニット９００と同じである。
【００９０】
　図１０Ｂは、別の実施形態による、ＯＦＤＭトーンの間隔調整が距離延長符号化スキー
ムのビットおよび／またはシンボルの反復と組み合わせて用いられる例示的データユニッ
ト１０５０を図示する図である。一般に、データユニット１０５０は、データユニット１
０５０において距離延長符号化スキームが使用されているとＣＩ表示９０２が示すときに
、データユニット１０５０の標準モードＯＦＤＭシンボルに用いられるトーンの間隔と比
較して低減されたトーンの間隔を有するＯＦＤＭ変調を用いて第２の部分７５１－２の複
数のＯＦＤＭシンボルおよびデータ部分７１６の複数のＯＦＤＭシンボルが生成されるこ
とを除き、図９Ｂのデータユニット９５０と同じである。図１０Ａにおいて示される実施
形態において、２０ＭＨｚの帯域幅全体が用いられ、第１の部分７５１－１におけるノー
マルトーンの間隔およびガードインターバル、ならびにトーンの間隔が２つ減らされ、ロ
ングガードインターバルおよびサイズ６４のＦＦＴは、帯域幅全体に渡って２回反復され
る。いくつかの実施形態において、送信パワーブーストは、第１の部分７５１－１に適用
される。複数の他の実施形態において、４ｘ、８ｘ等の他の倍数、または他の好適な複数
の値が低減されたトーンの間隔、増大したガードインターバル、増大したシンボル持続時
間、または帯域幅全体における増大した反復のうち１または複数に用いられる。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、標準モードデータユニットに用いられるプリアンブルと
比較して、異なるプリアンブルフォーマットが、距離延長モードデータユニットに用いら
れる。複数のそのような実施形態において、データユニットを受信するデバイスは、デー
タユニットのプリアンブルのフォーマットに基づいて、データユニットが標準モードデー
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タユニットか、または距離延長モードデータユニットかを自動的に検出し得る。図１１Ａ
は、一実施形態による、標準モードデータユニット１１００を図示する図である。標準モ
ードデータユニット１１００は、標準モードプリアンブル１１０１を含む。一般に、標準
モードプリアンブル１１０１は、図７Ａのデータユニット７００のプリアンブル７０１と
同じである。一実施形態において、プリアンブル１１０１は、第１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１
フィールド１１０８－１および第２のＨＥＷ－ＳＩＧＡ２フィールド１１０８－２を含む
、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１１０８を含む。一実施形態において、プリアンブル１１
０１のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１１０８（例えば、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１　１１０８－
１またはＨＥＷ－ＳＩＧＡ２　１１０８－２）は、ＣＩ表示１１０２を含む。一実施形態
において、ＣＩ表示１１０２は、データユニット１１００におけるデータ部分７１６のＯ
ＦＤＭシンボルに、距離延長符号化スキームが用いられるか、または標準符号化スキーム
が用いられているか否かを示すように設定される。一実施形態において、ＣＩ表示１１０
２は１ビットを含み、当該ビットの第１の値は標準符号化スキームを示し、当該ビットの
第２の値は距離延長符号化スキームを示す。以下により詳細に説明されるように、一実施
形態においてデータユニット１１００を受信するデバイスは、プリアンブル１１０１のフ
ォーマットに基づいて、プリアンブル１１０１が延長モードプリアンブルではなく、標準
モードプリアンブルであることを検出することができる。一実施形態において、プリアン
ブル１１０１が標準モードプリアンブルであることを検出すると、受信デバイスは、ＣＩ
表示１１０２に基づいて、データ部分７１６の複数のＯＦＤＭシンボルに、距離延長符号
化スキームが用いられているか、または標準符号化スキームが用いられているか否かを判
断し、これに応じてデータ部分７１６をデコードする。いくつかの実施形態において、距
離延長符号化スキームが使用されていることをＣＩ表示１１０２が示すと、プリアンブル
１１０１の一部の複数のＯＦＤＭシンボル（例えば、ＨＥＷ－ＬＴＦおよびＨＥＷ－ＳＩ
ＧＢ）およびデータ部分７１６の複数のＯＦＤＭシンボルが、データユニット１０５０に
おける標準モード複数のＯＦＤＭシンボルに用いられるトーンの間隔と比較して小さいト
ーンの間隔を伴うＯＦＤＭ変調を用いて生成される。
【００９２】
　図１１Ｂは、一実施形態による、距離延長モードデータユニット１１５０を図示する図
である。距離延長モードデータユニット１１５０は、距離延長モードプリアンブル１１５
１を含む。一般に、データユニット１１５０は、データユニット１１５０のプリアンブル
１１５１がデータユニット１１００のプリアンブル１１０１とは異なるようにフォーマッ
トされることを除き、図１１Ａのデータユニット１１００に類似する。一実施形態におい
て、プリアンブル１１５１は、ＨＥＷ通信プロトコルに準拠して動作する受信デバイスが
、プリアンブル１１５１が標準モードプリアンブルではなく、距離延長モードプリアンブ
ルであると判断することができるようにフォーマットされる。一実施形態において、距離
延長モードプリアンブル１１５１は、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｌ－ＬＴＦ７０４、およびＬ－
ＳＩＧ７０６、ならびに１または複数の第１のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ
）１１５２を含む。一実施形態において、プリアンブル１１５０は、Ｌ－ＳＩＧフィール
ド７０６に続く１または複数の二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４を更に含む。いくつかの実施形態
において、複数の二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４の次には、第２のＬ－ＬＴＦフィールド（Ｌ－
ＬＴＦ２）１１５６が続く。複数の他の実施形態において、プリアンブル１１５１は、Ｌ
－ＳＩＧ１１５４および／またはＬ－ＬＴＦ２　１１５６を省略する。また、いくつかの
実施形態において、プリアンブル１１５１は、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８、１もしくは複数
のＨＥＷ－ＬＴＦフィールド１１６０、および第２のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－Ｓ
ＩＧＢ）１１６２を含む。複数の他の実施形態において、プリアンブル１１５１は、ＨＥ
Ｗ－ＳＴＦ１１５８、ＨＥＷ－ＬＴＦ１１６０、および／またはＨＥＷ－ＳＩＧＢ１１６
２を省略している。一実施形態において、データユニット１１５０は、データ部分７１６
（図１１Ｂに図示せず）も含む。いくつかの実施形態において、複数のＨＥＷ信号フィー
ルド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）１１５２は、データフィールド７１６と同一の距離延長符号化
スキームを用いて変調される。
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【００９３】
　一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２の１または複数のシンボルは、例えば
ＢＰＳＫに代えてＱＢＰＳＫを用いて変調され、ＨＥＷ通信プロトコルに準拠して動作す
る受信デバイスによる標準モードと距離延長モードとの間の自動検出を可能にする。例え
ば一実施形態において、標準モードプリアンブルがＬ－ＳＩＧ７０６フィールドの後に２
つのＢＰＳＫシンボルと１つのＱ－ＢＰＳＫシンボルとを含む場合、距離延長モードプリ
アンブルは、Ｌ－ＳＩＧ７０６フィールドの後に３つのＢＰＳＫシンボルと１つのＱ－Ｂ
ＰＳＫシンボルとを含む。例えば一実施形態においては、各６４ＦＦＴ（２０ＭＨｚ）の
４８のデータトーンを有するＭＣＳ０の４ｘビット様式の反復を用いる場合である。例え
ばいくつかの実施形態において、自動検出が標準モードと距離延長モードを区別する場合
、信号帯域幅を示すべく用いられたビット、ＭＣＳ値、または他の好適なビット等、いく
つかのビットはＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２から省略される。
【００９４】
　プリアンブル１１５１が１または複数の二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４を含む一実施形態にお
いて、Ｌ－ＳＩＧ１１５４の各々の内容は、データユニット１１５０におけるＬ－ＳＩＧ
７０６の内容と同じである。一実施形態において、データユニット１１５０を受信する受
信デバイスは、プリアンブル１１５１がＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４の反復を
検出することにより、距離延長モードプリアンブルに対応することを判断する。更に、一
実施形態において、Ｌ－ＳＩＧ７０６のレートサブフィールドおよび長さサブフィールド
の双方が、従って二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４のレートサブフィールドおよび長さサブフィー
ルドが固定（例えば、予め定められた）値に設定される。この場合、一実施形態において
、複数のＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４の反復を検出すると、受信デバイスは、
反復する複数のＬ－ＳＩＧフィールドの固定値を追加のトレーニング情報として用いてチ
ャネル推定を改善する。しかし、いくつかの実施形態において、Ｌ－ＳＩＧ７０６の少な
くとも長さサブフィールド、従って二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４の少なくとも長さフィールド
は、固定値に設定されない。例えば、これに代えて一実施形態において、長さフィールド
は、データユニット１１５０の実際の長さに基づいて判断された値に設定される。そのよ
うな一実施形態において、受信デバイスは、まずＬ－ＳＩＧ７０６をデコードし、次にＬ
－ＳＩＧ７０６における長さサブフィールドの値を用いてＬ－ＳＩＧフィールド７０６、
１１５４の反復を検出する。別の実施形態において、受信デバイスは、まずＬ－ＳＩＧフ
ィールド７０６、１１５４の反復を検出し、次に検出された複数のＬ－ＳＩＧフィールド
７０６、１１５４を組み合わせてＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４のデコードの信
頼性を改善し、および／または複数のＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４における冗
長情報を用いてチャネル推定を改善する。
【００９５】
　プリアンブル１１５１がＬ－ＬＴＦ２　１１５６を含む実施形態において、Ｌ－ＬＴＦ
２　１１５６のＯＦＤＭシンボルは、距離延長符号化スキームを用いて生成される。プリ
アンブル１１５１がＬ－ＬＴＦ２　１１５６を含む別の実施形態において、Ｌ－ＬＴＦ２
　１１５６のＯＦＤＭシンボルは、標準符号化スキームを用いて生成される。例えば一実
施形態において、Ｌ－ＬＴＦ７０４において用いられるダブルガードインターバル（ＤＧ
Ｉ）が、データユニット１１５０が受信デバイスから送信デバイスへと通る通信チャネル
にとり十分に長い場合、Ｌ－ＬＴＦ２　１１５６の複数のＯＦＤＭシンボルは、標準符号
化スキームを用いて生成され、あるいはプリアンブル１１５１は、Ｌ－ＬＴＦ２　１１５
６を省略する。
【００９６】
　別の実施形態において、プリアンブル１１５１は、二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４を省略する
が、Ｌ－ＬＴＦ２　１１５６を含む。本実施形態において、受信デバイスは、Ｌ－ＬＴＦ
２　１１５６の存在を検出することにより、プリアンブル１１５１が距離延長モードプリ
アンブルであることを検出する。図１２Ａ～図１２Ｂは、２つの例示的な実施形態による
、Ｌ－ＬＴＦ２　１１５６として用いるのに好適なＬＴＦの２つの可能なフォーマットを
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図示する図である。まず図１２Ａを参照すると、第１の例示的な実施形態において、Ｌ－
ＬＴＦ２　１２００は、Ｌ－ＬＴＦ７０４と同様に、すなわちレガシ通信プロトコル（例
えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／ａｃ規格）により規定されるようにフォーマットさ
れる。具体的には、図示される実施形態において、Ｌ－ＬＴＦ２　１２００は、ダブルガ
ードインターバル（ＤＧＩ）１２０２を含み、その次にロングトレーニングシーケンス１
２０４、１２０６の２つの反復が続く。ここで図１２Ｂを参照すると、別の例示的な実施
形態において、Ｌ－ＬＴＦ２　１２０８は、Ｌ－ＬＴＦ７０４とは異なるようにフォーマ
ットされる。具体的には、図示される実施形態において、Ｌ－ＬＴＦ２　１２０８は、第
１のノーマルガードインターバル１２１０、ロングトレーニングシーケンス１２１２の第
１の反復、第２のノーマルガードインターバル１２１４、およびロングトレーニングシー
ケンス１２１６の第２の反復を含む。
【００９７】
　再び図１１Ｂを参照すると、一実施形態においてＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２は、距離延
長符号化スキームを用いて生成される。一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２
の数は、標準モードプリアンブル１１０１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１０８の数と同じである
。同様に、一実施形態においてＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２の内容は、標準モードプリアン
ブル１１０１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１０８の内容と同じである。複数の他の実施形態にお
いて、ＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２の数および／または内容は、標準モードプリアンブル１
１０１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１０８の数および／または内容と異なる。一実施形態におい
て、データユニット１１５０を受信するデバイスは、プリアンブル１１５１が距離延長モ
ードプリアンブルに対応することを検出したことに基づいて、距離延長符号化スキームを
用いてＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２をデコードして、距離延長モードに規定されたように適
切にＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２を解釈する。
【００９８】
　プリアンブル１１５１がＬ－ＳＩＧ１１５４および／またはＬ－ＬＴＦ２　１１５６を
省略する実施形態において、受信デバイスは、距離延長符号化スキームおよび標準符号化
スキームを用いるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自己相関に基づいて、距離延長符号化ス
キームまたは標準符号化スキームを用いてプリアンブルにおけるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィー
ルドが生成されたかを検出することにより、プリアンブルが距離延長モードプリアンブル
１１５１または標準モードプリアンブル１１０１に対応するかを判断する。図１３Ａ～図
１３Ｂは、一実施形態による、標準モードプリアンブル１１０１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１
０８および距離延長モードプリアンブル１１５１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２の各々の図
である。図示される実施形態において、標準モードプリアンブル１１０１のＨＥＷ－ＳＩ
ＧＡ１１０８は、第１のＮＧＩ１３０２、第１のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１３０４、
第２のＮＧＩ１３０６、および第２のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１３０８を含む。他方
、距離延長モードプリアンブル１１５１のＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２は、第１のＬＧＩ１
３１０、第１のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１３１２、第２のＬＧＩ１３１４、および第
２のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１３１２を含む。一実施形態において、受信デバイスは
、図１３Ａに図示される構造のようなノーマルガードインターバル構造を用いてＨＥＷ－
ＳＩＧＡフィールドの第１の自己相関を実行し、図１３Ｂに図示される構造のようなロン
グガードインターバル構造を用いて第２の自己相関を実行し、自己相関結果の比較を実行
する。一実施形態において、ロングガードインターバルを用いるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィー
ルドの自己相関がノーマルガードインターバルを用いるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自
己相関の結果と比較して大きい結果を生成した場合、受信デバイスは、プリアンブルが距
離延長モードプリアンブル１１５１に対応するものと判断する。他方、一実施形態におい
て、ノーマルガードインターバルを用いるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自己相関がロン
グガードインターバルを有するＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自己相関の結果と比較して
大きい結果を生成した場合、受信デバイスは、プリアンブルが標準モードプリアンブル１
１０１に対応すると判断する。
【００９９】
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　再び図１１Ｂを参照すると、一実施形態において、プリアンブル１１５１は、レガシク
ライアント局がデータユニット１１５０の持続時間および／またはデータユニットがレガ
シ通信プロトコルに準拠していないことを判断し得るようにフォーマットされる。更に、
実施形態において、プリアンブル１１５１は、データユニットがＨＥＷ通信プロトコルに
準拠することを、ＨＥＷプロトコルに準拠して動作するクライアント局が判断できるよう
にフォーマットされる。例えば、Ｌ－ＳＩＧ１１５４および／またはＬ－ＬＴＦ２　１１
５６および／またはＨＥＷ－ＳＩＧＡ１１５２等、プリアンブル１１５１のＬ－ＳＩＧ７
０６の直ぐ後の少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルが、ＢＰＳＫ変調を用いて変調される
。この場合、一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット１１５０を
レガシデータユニットとして処理し、Ｌ－ＳＩＧ７０６に基づいてデータユニットの持続
時間を判断し、判断される持続時間中に媒体にアクセスするのを控える。更に、一実施形
態において、ＨＥＷ－ＳＩＧ１１５２のうち１または複数等、プリアンブル１１５１の１
または複数の他のＯＦＤＭシンボルは、Ｑ－ＢＰＳＫ変調を用いて変調され、ＨＥＷ通信
プロトコルに準拠して動作するクライアント局が、データユニット１１５０がＨＥＷ通信
プロトコルに準拠していることを検出することを可能にする。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、ＨＥＷ通信プロトコルは、距離延長モードによるビーム
形成および／またはマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信を可能にする。複数の
他の実施形態において、ＨＥＷ通信プロトコルは、距離延長モードによる１つのストリー
ムのみおよび／または１ユーザの送信のみを可能にする。引き続き図１１Ｂを参照すると
、プリアンブル１１５１がＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８およびＨＥＷ－ＬＴＦ１１６０を含む
実施形態において、ＡＰ１４は、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８を開始するビーム形成および／
またはマルチユーザ送信を適用する。換言すれば、一実施形態において、プリアンブル１
１５１の複数のフィールドは、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８に先行し、オムニ指向性であり、
マルチユーザモードでデータユニット１１５０の全ての意図された受信者により受信され
ることを意図するが、ＨＥＷ－ＳＴＦフィールド１１５８、ならびにＨＥＷ－ＳＴＦフィ
ールド１１５８に続く複数のプリアンブルフィールド、およびプリアンブル１１５１に続
くデータ部分はビーム形成され、および／またはデータユニット１１５０の意図された異
なる受信者により受信されることを意図した異なる複数の部分を含む。一実施形態におい
て、ＨＥＷ－ＳＩＧＢフィールド１１６２は、ＭＵ－ＭＩＭＯモードのデータユニット１
１５０の意図された複数の受信者についてのユーザ特定情報を含む。ＨＥＷ－ＳＩＧＢフ
ィールド１１６２は、実施形態に応じて、標準符号化スキームまたは距離延長符号化スキ
ームを用いて生成される。同様に、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８は、実施形態に応じて、標準
符号化スキームまたは距離延長符号化スキームを用いて生成される。一実施形態において
、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８に用いられるトレーニングシーケンスは、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａｃプロトコル等、レガシ通信プロトコルにおいて規定されたシーケンスである。
【０１０１】
　他方、プリアンブル１１５１がＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８およびＨＥＷ－ＬＴＦ１１６０
を省略する実施形態において、ビーム形成およびＭＵＭＩＭＯは、延長ガードインターバ
ルモードで可能とされない。本実施形態において、１ユーザと１つのストリームのみによ
る送信は、拡張ガードインターバルモードで可能とされる。一実施形態において、受信デ
バイスは、Ｌ－ＬＴＦフィールド７０４に基づいて１つのストリームチャネル推定を取得
し、Ｌ－ＬＴＦフィールド７０４に基づいて取得されたチャネル推定に基づいて、データ
ユニット１１５０のデータ部分を復調する。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、レシーバデバイスは、ＨＥＷ－ＳＴＦフィールド１１５
８を用いて、データ部分７１６を受信する自動利得制御（ＡＧＣ）処理を再度開始する。
一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＴＦは、ＶＨＴ－ＳＴＦと同一の持続時間（すなわち４
マイクロ秒）を有する。複数の他の実施形態において、ＨＥＷ－ＳＴＦは、ＶＨＴ－ＳＴ
Ｆよりも長い持続時間を有する。一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＴＦは、周波数領域に
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おいて４つのトーン毎に１つのゼロでないトーンが存在し、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃと
同一のトーンの間隔を用いるように、ＶＨＴ－ＳＴＦと同一の時間領域の周期性を有する
。１／Ｎのトーンの間隔を有する複数の他の実施形態において、ＨＥＷ－ＳＴＦは、４×
Ｎトーン毎に１つのゼロでないトーンを有する。データユニットの全体としての帯域幅が
２０ＭＨｚ（例えば、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ等）よりも大きい実施形態において、ＨＥ
Ｗ－ＳＴＦは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃと同一のより広い帯域幅ＶＨＴ－ＳＴＦを用い
る（すなわち、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ等の全体としての帯域幅に対する
２０ＭＨｚのＶＨＴ－ＳＴＦの複製）。
【０１０３】
　図１４Ａは、一実施形態による、距離延長モードデータユニット１４００を図示するブ
ロック図である。データユニット１４００は、距離延長モードプリアンブル１４０１を含
む。一般に、距離延長モードプリアンブル１４０１は、プリアンブル１１５１のＬ－ＳＩ
Ｇ７０６および二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４が組み合わされてプリアンブル１４０１における
１つのＬ－ＳＩＧフィールド１４０６となることを除き、図１１Ｂの距離延長モードプリ
アンブル１１５１と類似する。図１４Ｂは、一実施形態によるＬ－ＳＩＧフィールド１４
０６を図示する図である。図１４Ｂの実施形態において、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４０６
は、ダブルガードインターバル１４１０と、プリアンブル１１５１におけるＬ－ＳＩＧフ
ィールド７０６の内容を含む第１のＬ－ＳＩＧフィールド１４１２と、プリアンブル１１
５１における二次Ｌ－ＳＩＧ２フィールド１１５４の内容を含む第２のＬ－ＳＩＧフィー
ルド１４１４とを含む。様々な実施形態において、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４０６は、図
１１ＢのＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４に関して上述されたように、固定値に設
定されるか、または変数値に設定された長さサブフィールドを含む。様々な実施形態にお
いて、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４０６の冗長（反復される）ビットは、図１１ＢのＬ－Ｓ
ＩＧフィールド７０６、１１５４に関する上述の改善されたチャネル推定に用いられる。
【０１０４】
　一実施形態において、データユニット１４００を受信するレガシクライアント局は、Ｌ
－ＳＩＧフィールド１４０６がノーマルガードインターバルを含むものと想定する。図１
４Ｃに図示されるように、本実施形態において、レガシクライアント局において想定され
るＬ－ＳＩＧ情報ビットのＦＦＴウィンドウは、実際のＬ－ＳＩＧフィールド１４１２と
比較してシフトされる。一実施形態において、レガシクライアント局により予期されたよ
うにＦＦＴウィンドウ内のコンスタレーションポイントがＢＰＳＫ変調に対応することを
確実にして、従ってレガシクライアント局がＬ－ＳＩＧフィールド１４１２を適切にデコ
ードすることを可能にするべく、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４１２の変調は、標準のＢＰＳ
Ｋ変調に対して位相変位される。例えば、２０ＭＨｚのＯＦＤＭシンボルにおいて、ノー
マルガードインターバルが０．８μｓであり、ダブルガードインターバルが１．６μｓで
ある場合、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４１２のＯＦＤＭトーンｋの変調は、次式から見られ
得る元のＬ－ＳＩＧの対応するＯＦＤＭトーンｋに対してシフトされる。
【数１】

　従って、一実施形態において、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４１２は、標準のＢＰＳＫでは
なく反転Ｑ－ＢＰＳＫを用いて変調される。従って、一実施形態において、例えば値１の
ビットは－ｊに変調され、ビット値０はｊに変調されて、標準の｛１，－１｝ＢＰＳＫ変
調ではなく｛ｊ，－ｊ｝変調をもたらす。一実施形態において、Ｌ－ＳＩＧフィールド１
４１２の反転Ｑ－ＢＰＳＫ変調の結果として、レガシクライアント局は、Ｌ－ＳＩＧフィ
ールド１４１２を適切にデコードし、一実施形態において、Ｌ－ＳＩＧ１４１２フィール
ドに基づいてデータユニット１４００の持続時間を判断し得る。他方、一実施形態におい
てＨＥＷプロトコルに準拠して動作するクライアント局は、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４１
２の反復を検出するか、またはレガシクライアント局のＦＦＴウィンドウ内のＬ－ＳＩＧ
フィールドの反転Ｑ－ＢＰＳＫ変調を検出することにより、プリアンブル１４０１が距離
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延長モードプリアンブルであると自動検出し得る。あるいは、複数の他の実施形態におい
て、ＨＥＷプロトコルに準拠して動作するクライアント局は、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィール
ド１１５２の変調またはフォーマットに基づくなど、上述の他の複数の検出方法を用いて
、プリアンブル１４０１が距離延長モードプリアンブルであることを検出する。
【０１０５】
　図１１Ａ～図１１Ｂおよび図１４Ａを参照すると、いくつかの実施形態において、ロン
グガードインターバルは、標準モードプリアンブル（例えば、プリアンブル１１０１）お
よび距離延長モードプリアンブル（例えば、プリアンブル１１５１またはプリアンブル１
４０１）の双方の初期ＯＦＤＭシンボルに用いられる。例えば、例えば、図１１Ａ～図１
１Ｂを参照すると、一実施形態において、Ｌ－ＳＴＦフィールド７０２、Ｌ－ＬＴＦフィ
ールド７０４およびＬ－ＳＩＧフィールド７０６、１１５４、ならびにＨＥＷ－ＳＩＧＡ
フィールド１１５２は、ロングガードインターバルを用いて各々生成される。同様に、図
１４Ａを参照すると、一実施形態において、Ｌ－ＳＴＦフィールド７０２、Ｌ－ＬＴＦフ
ィールド７０４、Ｌ－ＳＩＧフィールド１４０６、およびＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１
１５２は、ロングガードインターバルを用いて生成される。一実施形態において、受信デ
バイスは、様々な実施形態におけるＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１１５２の変調（例えば
、Ｑ－ＢＰＳＫ）に基づくか、またはＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１１５２に含まれる表
示に基づいてプリアンブルが標準モードプリアンブルまたは距離延長モードプリアンブル
に対応するかを判断し得る。更に、図１１Ｂのプリアンブル１１５１と同様に、図１４Ａ
のプリアンブル１４０１は、実施形態および／もしくはシナリオに応じて第２のＬ－ＬＴ
Ｆ２フィールド１１５６を含み、または省略する。
【０１０６】
　図１５は、一実施形態による、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００ののフォーマット
を図示するブロック図である。いくつかの実施形態において、データユニット１１５０ま
たはデータユニット１４００のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１１５２は、ＨＥＷ－ＳＩＧ
Ａフィールド１５００としてフォーマットされる。いくつかの実施形態において、ＨＥＷ
－ＳＩＧＡフィールド１１０８は、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００としてフォーマ
ットされる。ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００は、ダブルガードインターバル１５０
２、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５０４の第１の反復、およびＨＥＷ－ＳＩＧＡフィー
ルド１５０６の第２の反復を含む。例示的な実施形態において、ＤＧＩは１．８μｓであ
り、ＨＥＷ－ＳＩＧＡの各反復は３．２μｓである。一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩ
ＧＡフィールド１５００における反復されるビットは、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５
００のデコードの信頼性を高めるべく用いられる。一実施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧ
Ａフィールド１５００のフォーマットは、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００のフォー
マットを用いるプリアンブルのＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自己相関と、図１３Ａに図
示されるフォーマット等の標準モードで用いられる標準のＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドフ
ォーマットを用いるプリアンブルのＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールドの自己相関との間の比較
に基づいて、距離延長モードプリアンブルを自動検出するべく用いられる。いくつかの実
施形態において、ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００は、データ部分７１６と比較して
小さい冗長性を用いて変調される。ＨＥＷ－ＳＩＧＡフィールド１５００の追加の時間領
域の反復は、デコード性能における十分な改善を提供するからである。
【０１０７】
　図１６は、一実施形態による、標準符号化スキームを用いて複数の標準モードデータユ
ニットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニットを図示するブロック図である。一実施形態
において、図１を参照すると、ＡＰ１４およびクライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処
理ユニット１６００等のＰＨＹ処理ユニットを含む。様々な実施形態および／またはシナ
リオにおいて、ＰＨＹ処理ユニット１６００は、例えば、図９Ａ、図９Ｂ，図１０Ａ、ま
たは図１０Ｂのデータユニットのうち１つ等、距離延長データユニットを生成する。ＰＨ
Ｙ処理ユニット１６００は、一般に１または０の長いシーケンスの発生を低減させるべく
、情報ビットストリームをスクランブルするスクランブラ１６０２を含む。ＦＥＣエンコ
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ーダ１６０６は、スクランブル済み情報ビットをエンコードして、エンコード済みデータ
ビットを生成する。一実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１６０６は、２値畳み込みコ
ード（ＢＣＣ）を含む。別の実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１６０６は、２値畳み
込みエンコーダを含み、その次にパンクチャリングブロックが続く。なおも別の実施形態
において、ＦＥＣエンコーダ１６０６は、低密度パリティ検査（ＬＤＰＣ）エンコーダを
含む。インターリーバ１６１０は、エンコード済みデータビットを受信し、これらビット
をインターリーブ（すなわち、ビットの順番を変更）して、隣接するノイズの多い複数の
ビットの長いシーケンスが、レシーバのデコーダに入力されるのを防ぐ。コンスタレーシ
ョンマッパ１６１４は、インターリーブされた複数のビットのシーケンスを、ＯＦＤＭシ
ンボルの異なるサブキャリアに対応するコンスタレーションポイントにマッピングする。
より具体的には、各空間ストリームについて、コンスタレーションマッパ１６１４は、長
さｌｏｇ２（Ｍ）の各ビットシーケンスを、Ｍ個のコンスタレーションポイントのうちの
１つに変換する。
【０１０８】
　コンスタレーションマッパ１６１４の出力は各々、コンスタレーションポイントのブロ
ックを時間領域の信号に変換する離散逆フーリエ変換（ＩＤＦＴ）ユニット１６１８によ
り演算される。ＰＨＹ処理ユニット１６００が複数の空間ストリームを介して送信するた
めの複数のデータユニットを生成するべく動作する実施形態または状況において、サイク
リックシフトダイバーシチ（ＣＳＤ）ユニット１６２２は、意図しないビーム形成を防止
するべく、複数の空間ストリームのうち１つ以外の全てに周期シフトを挿入する。ＣＳＤ
ユニット１６２２の出力は、ガードインターバル（ＧＩ）挿入に供給され、ＯＦＤＭシン
ボルの循環拡張をＯＦＤＭシンボルの先頭に付加し、各シンボルのエッジをスムースにし
て、スペクトル減衰を増大させるウィンドウ化ユニット１６２６に供給される。ＧＩ挿入
およびウィンドウ化ユニット１６２６の出力は、アナログおよび無線周波数（ＲＦ）ユニ
ット１６３０に供給されて、これは信号をアナログ信号に変換し、この信号を送信のため
のＲＦ周波数へとアップコンバートする。
【０１０９】
　様々な実施形態において、距離延長モードは、標準モードの最も低いデータレート変調
および符号化スキーム（ＭＣＳ）に対応し、複数のビットの冗長性または反復をデータユ
ニットの少なくともいくつかのフィールドまたは複数のシンボルの反復に導入して、デー
タレートを更に低減する。例えば、様々な実施形態および／またはシナリオにおいて距離
延長モードは、下記の１または複数の距離延長符号化スキームにより、距離延長モードデ
ータユニットまたは複数のシンボルの反復のデータ部分および／または非レガシ信号フィ
ールドに、冗長性を導入する。一例として、一実施形態によれば、複数の標準モードデー
タユニットは、標準符号化スキームにより生成される。様々な実施形態において、標準符
号化スキームは、ＭＣＳ０（二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）変調および１／２の符号化レー
ト）～ＭＣＳ９（直交振幅変調（ＱＡＭ）および５／６の符号化レート）等、変調および
符号化スキーム（ＭＣＳ）のセットから選択されたＭＣＳであり、高次のＭＣＳは、より
高いデータレートに対応する。そのような一実施形態における距離延長モードデータユニ
ットは、ＭＣＳ０により規定された変調および符号化等の距離延長符号化スキームを用い
て生成され、追加されたビットの反復、ブロックのエンコードまたはシンボルの反復は、
データレートを更に低減する。
【０１１０】
　図１７Ａは、一実施形態による、距離延長符号化スキームを用いて、複数の距離延長モ
ードデータユニットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニット１７００のブロック図である
。いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１７００は、距離延長モードデータ
ユニットの信号および／またはデータフィールドを生成する。一実施形態において、図１
を参照すると、ＡＰ１４およびクライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１７
００等のＰＨＹ処理ユニットを含む。
【０１１１】
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　ＰＨＹ処理ユニット１７００は、スクランブラ１７０２に結合されたブロックコーダ１
７０４を、ＰＨＹ処理ユニット１７００が含むことを除き、図１６のＰＨＹ処理ユニット
１６００に類似する。一実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、ある時点のブロ
ック毎の入力された（スクランブル済みの）情報ビットを読み取り、各ブロック（または
ブロック内の各ビット）のいくつかのコピーを生成して、距離延長符号化スキームに従っ
てもたらされるビットをインターリーブし、ＦＥＣエンコーダ１７０６（例えば２値畳み
込みエンコーダ）により更にエンコードするインターリーブ済みビットを出力する。一般
に、一実施形態によれば、各ブロックは、ブロックコーダ１７０４およびＦＥＣエンコー
ダ１７０６によりエンコードされた後、１つのＯＦＤＭシンボルのデータトーンを満たす
情報ビットの数を含む。一例としては、一実施形態において、ブロックコーダ１７０４は
、各ブロックの１２の情報ビットのコピーを２つ（２ｘ反復）を生成して、ＯＦＤＭシン
ボルに含まれる２４ビットを生成する。この２４ビットが更にＦＥＣエンコーダ１７０６
により１／２の符号化レートでエンコードされて４８ビットを生成し、４８ビットが（例
えば、ＢＰＳＫ変調を用いて）ＯＦＤＭシンボルの４８個のデータトーンを変調する。別
の例としては、別の実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、各ブロックの６つの
情報ビットのコピーを４つ（４ｘ反復）生成して２４ビットを生成し、この２４ビットが
ＦＥＣエンコーダ１７０６により１／２の符号化レートでエンコードされ、ＯＦＤＭシン
ボルの４８のデータトーンを変調する４８ビットを生成する。なおも別の例としては、別
の実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、各ブロックの１３の情報ビットのコピ
ーを２つ（２ｘ反復）生成して２６ビットを生成し、この２６ビットがＦＥＣエンコーダ
１７０６により１／２の符号化レートでエンコードされ、ＯＦＤＭシンボルの５２のデー
タトーンを変調する５２ビットを生成する。複数の他の実施形態において、ブロックコー
ダ１７０４およびＦＥＣエンコーダ１７０６は、ＯＦＤＭシンボルのデータトーンの変調
のために１０４、２０８、または任意の好適な数のビットを生成するように構成されてい
る。
【０１１２】
　いくつかの実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、２０ＭＨｚチャネルに対す
るＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格で規定されるＭＣＳ０により定義されたデータ（または信
号）フィールドを生成する場合、すなわち、１つのＯＦＤＭシンボル当たり５２のデータ
トーンが存在する場合、４ｘ反復するスキームを適用する。この場合、一実施形態によれ
ば、ブロックコーダ１７０４は、各ブロックの６つの情報ビットのコピーを４つ生成して
、２４ビットを生成し、次に２つのパディングビット（すなわち、予め定められた値の２
つのビット）を追加して、指定された数のビット（すなわち、５２データトーンに対して
２６ビット）をＢＣＣエンコーダに提供し、ＢＣＣエンコーダは、１／２の符号化レート
を用いてこの２６ビットをエンコードし、５２個のデータトーンを変調するための５２の
符号化済みビットを生成する。
【０１１３】
　一実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、ｎのビットの各ブロックが、ｍ回連
続して反復される「ブロックレベル」の反復スキームを使用する。一例として、ｍが４に
等しい場合（４ｘ反復）、ブロックコーダ１７０４は、一実施形態によれば、［Ｃ，Ｃ，
Ｃ，Ｃ］というシーケンスを生成する。Ｃは、ｎのビットのブロックである。別の実施形
態において、ブロックコーダ１７０４は、入力された各ビットが、ｍ回連続して反復され
る「ビットレベル」の反復スキームを使用する。この場合、一実施形態において、ｍが４
に等しい場合（４ｘ反復）、ブロックコーダ１７０４は、シーケンス［ｂ１　ｂ１　ｂ１
　ｂ１　ｂ２　ｂ２　ｂ２　ｂ２　ｂ３　ｂ３　ｂ３　ｂ３...］を生成する。ｂ１は、
複数ビットのブロックにおける第１番目のビットであり、ｂ２は第２番目のビットであり
、以下同様である。なおも別の実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、入力され
たビットのｍの数のコピーを生成して、もたらされたビットストリームを、任意の好適な
コードに従ってインターリーブする。あるいは、なおも別の実施形態において、ブロック
コーダ１７０４は、任意の好適なコード、例えば、１／２、１／４等の符号化レートを有
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するハミングブロックコード、または１／２、１／４の符号化レートを有するその他のブ
ロックコード（例えば、（１，２）又は（１，４）ブロックコード、（１２，２４）ブロ
ックコード、または（６，２４）ブロックコード、（１３，２６）ブロックコード等）を
用いて、入力されたビットまたは入力されたビットのブロックをエンコードする。
【０１１４】
　一実施形態によれば、ブロックエンコードユニット１７０４によって実行される符号化
と、ＦＥＣエンコーダ１７０６によって実行される符号化の組み合わせに対応する実効符
号化レートは、２つの符号化レートの積になる。例えば、ブロックコーダ１７０４が４ｘ
反復（または１／４の符号化レート）を使用し、ＦＥＣエンコーダ１７０６が１／２の符
号化レートを使用する実施形態において、もたらされる実効符号化レートは、１／８に等
しくなる。一実施形態によれば、類似の標準モードデータユニットを生成するのに用いら
れる符号化レートと比較して低減された符号化レートの結果として、距離延長モードでの
データレートは、ブロックコーダ１７０４により適用される符号化レートの数字に対応す
る係数分（例えば、２の係数、４の係数等）だけ実質的に低減される。
【０１１５】
　いくつかの実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、制御モードデータユニット
の信号フィールドを生成するのに用いられる、制御モードデータユニットのデータ部分を
生成するブロック符号化スキームと同一のブロック符号化スキームを使用する。例えば、
一実施形態において、信号フィールドのＯＦＤＭシンボルおよびデータ部分のＯＦＤＭシ
ンボルは各々、４８のデータトーンを含み、本実施形態において、ブロックコーダ１７０
４は、例えば、信号フィールドおよびデータ部分に対して、１２ビットのブロックを２ｘ
反復するスキームを適用する。別の実施形態において、制御モードデータユニットのデー
タ部分および信号フィールドは、異なるブロック符号化スキームを用いて生成される。例
えば、一実施形態において、長距離通信プロトコルは、データ部分の１つのＯＦＤＭシン
ボル当たりのデータトーン数と比較して、異なる１つのＯＦＤＭシンボル当たりのデータ
トーン数を信号フィールドに指定する。従って、本実施形態において、ブロックコーダ１
７０４は、異なるブロックサイズを使用し、また、いくつかの実施形態において、信号フ
ィールドに対する動作時に、データ部分を生成するのに用いられたブロックサイズおよび
符号化スキームと比較して、異なるブロックサイズおよび符号化スキームを用いる。例え
ば、長距離通信プロトコルが、信号フィールドの１つのＯＦＤＭシンボル当たり５２のデ
ータトーンを指定し、データ部分の１つのＯＦＤＭトーン当たり４８のデータトーンを指
定する場合、一実施形態によれば、ブロックコーダ１７０４は、２ｘ反復するスキームを
信号フィールドの１３ビットのブロックに適用し、２ｘ反復するスキームをデータ部分の
１２ビットのブロックに適用する。
【０１１６】
　一実施形態によれば、ＦＥＣエンコーダ１７０６は、ブロックエンコードされた情報ビ
ットをエンコードする。一実施形態において、ＢＣＣエンコードは、生成されるフィール
ド全体に渡って（例えば、データフィールド全体、信号フィールド全体等）連続して実行
される。従って、本実施形態において、生成されるフィールドに対応する情報ビットは、
指定された大きさ（例えば、６ビット、１２ビット、１３ビット、またはその他の好適な
ビット数）の複数のブロックに分割され、各ブロックは、ブロックコーダ１７０４により
処理され、次に、もたらされたデータストリームはＦＥＣエンコーダ１７０６に供給され
、ＦＥＣエンコーダ１７０６は、入力されたビットを連続してエンコードする。
【０１１７】
　様々な実施形態において、図１６のインターリーバ１６１０と同様に、ダイバーシチ利
得を提供し、データストリーム中の連続した複数のビットが送信チャネル内で破損する確
率を低減するべく、インターリーバ１７１０は、複数のビットの順番を変更する。しかし
、いくつかの実施形態において、ブロックコーダ１７０４は、十分なダイバーシチ利得を
提供し、インターリーバ１７１０は省略される。いくつかの実施形態において、インター
リーバ１７１０またはＦＥＣエンコーダ１７０６は、上記のように送信用のコンスタレー
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ションマッパ１６１４にビットを提供する。
【０１１８】
　いくつかの実施形態において、距離延長モードデータユニットのデータ部分における情
報ビットが、パディングされて（すなわち、知られた値のビット数が情報ビットに追加さ
れる）ので、例えば、データユニットは、整数のＯＦＤＭシンボルを占めるようになる。
図１を参照すると、いくつかの実施形態において、パディングがＭＡＣ処理ユニット１８
、２８および／またはＰＨＹ処理ユニット２０、２９に実装される。いくつかのそのよう
な実施形態において、パディングビットの数は、短距離通信プロトコル（例えば、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格等
）で提供されているパディング式に準拠して決定される。一般に、これらのパディング式
には、１つのＯＦＤＭシンボル当たりのデータビットの数（ＮＤＢＰＳ）および／または
１シンボル当たりの符号化されたデータビットの数（ＮＣＢＰＳ）に部分的に基づいて、
パディングビットの数を計算することが含まれる。一実施形態によれば、距離延長モード
では、パディングビットの数は、情報ビットがブロックコーダ１７０４によりブロックエ
ンコードされ、ＦＥＣエンコーダ１７０６によってＢＣＣエンコードされる前の、１つの
ＯＦＤＭシンボルの情報ビットの数（例えば、６ビット、１２ビット、１３ビット等）に
基づいて決定される。従って、距離延長モードデータユニットにおけるパディングビット
の数は一般に、対応する標準モードデータ（又は対応する短距離データユニット）におけ
るパディングビットの数とは異なる。他方、一実施形態によれば、１シンボル当たりの符
号化済みのビットの数は、標準モードデータユニット（または対応する短距離データユニ
ット）の１シンボル当たりの符号化済みのビットの数と同一であり、例えば１つのＯＦＤ
Ｍ当たりの符号化済みのビットは、２４、４８、５２等である。
【０１１９】
　図１７Ｂは、別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例
示的なＰＨＹ処理ユニット１７５０のブロック図である。いくつかの実施形態において、
ＰＨＹ処理ユニット１７５０は、距離延長モードデータユニットの信号および／またはデ
ータフィールドを生成する。一実施形態において、図１を参照すると、ＡＰ１４およびク
ライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１７５０等のＰＨＹ処理ユニットを含
む。
【０１２０】
　ＰＨＹ処理ユニット１７５０は、ＰＨＹ処理ユニット１７５０において、ＦＥＣエンコ
ーダ１７０６がＬＤＰＣエンコーダ１７５６と交換されることを除き、図１７ＡのＰＨＹ
処理ユニット１７００に類似する。従って、本実施形態において、ブロックコーダ１７０
４の出力は、ＬＤＰＣエンコーダ１７５６により更なるブロックエンコードに提供される
。一実施形態において、ＬＤＰＣエンコーダ１７５６は、１／２の符号化レートに対応す
るブロックコード、または別の好適な符号化レートに対応するブロックコードを使用する
。図示される実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１７５０はインターリーバ１７１０
を省略しているが、これは、情報ストリームにおける隣接する複数のビットが一般に、Ｌ
ＤＰＣコード自体によって拡散されており、更なるインターリーブが必要とされないから
である。更に、一実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッピングユニット１７６０によ
り、更なる周波数ダイバーシチが提供される。一実施形態によれば、ＬＤＰＣトーン再マ
ッピングユニット１７６０は、トーン再マッピング関数に従って、符号化済み情報ビット
または符号化済み情報ビットのブロックを再び並び替える。一般に、トーン再マッピング
関数は、連続した符号化済み情報ビットまたは連続した情報ビットのブロックがＯＦＤＭ
シンボルにおける不連続なトーンにマッピングされて、連続した複数のＯＦＤＭトーンが
送信中に悪影響を受けた場合に、レシーバにおいてデータの回復を容易にするように規定
される。いくつかの実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッピングユニット１７６０は
省略される。図１７Ａを再び参照すると、様々な実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１
７０６を適切に動作させるべく、通常、いくつかのテールビットがデータユニットの各フ
ィールドに追加され、例えば、ＢＣＣエンコーダが各フィールドをエンコードした後で、
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ゼロ状態に戻ることを確実にする。一実施形態において、例えば、データ部分がＦＥＣエ
ンコーダ１７０６に供給される前に（例えば、ビットがブロックコーダ１７０４により処
理された後）、６個のテールビットが、データ部分の終わりに挿入される。
【０１２１】
　いくつかの実施形態において、距離延長モードデータユニットの信号フィールドは、標
準モードデータユニットの信号フィールド形式と比較して異なる形式を有する。そのよう
ないくつかの実施形態において、距離延長モードデータユニットの信号フィールドは、標
準モードデータユニットの信号フィールド形式と比較して短い。例えば、一実施形態によ
る距離延長モードでは、１つの変調および符号化スキームのみが用いられ、従って距離延
長モード信号フィールドで通信される必要がある変調および符号化に関する情報はより少
なくなる（または通信する情報がなくなる）。同様に、一実施形態において、距離延長モ
ードデータユニットの最大長は、標準モードのデータユニットの最大長と比較して短く、
この場合に距離延長モード信号フィールドの長さサブフィールドに必要とされるビット数
は少なくなる。一例として、一実施形態において、距離延長モード信号フィールドは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に準拠してフォーマットされるが、特定のサブフィールド（例
えば、低密度パリティ検査符号（ＬＤＰＣ）サブフィールド、時空間ブロック符号化（Ｓ
ＴＢＣ）サブフィールド等）は省略されている。更に、または代替的に、いくつかの実施
形態において、距離延長モード信号フィールドは、標準モード信号フィールドの巡回冗長
検査（ＣＲＣ）サブフィールドと比較して短いＣＲＣサブフィールド（例えば、８ビット
未満）を含む。一般に、いくつかの実施形態によれば、距離延長モードでは、特定の信号
フィールドサブフィールドが省略もしくは変更され、および／または特定の新規の情報が
追加される。
【０１２２】
　図１８Ａは、別の実施形態による、距離延長符号化スキームを用いて、複数の距離延長
モードデータユニットを生成する例示的なＰＨＹ処理ユニット１８００のブロック図であ
る。いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１８００は、距離延長モードデー
タユニットの信号および／またはデータフィールドを生成する。一実施形態において、図
１を参照すると、ＡＰ１４およびクライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１
８００等のＰＨＹ処理ユニットを含む。
【０１２３】
　ＰＨＹ処理ユニット１８００は、ＰＨＹ処理ユニット１８００において、ブロックコー
ダ１８０８がＦＥＣエンコーダ１８０６の後に配置されていることを除き、図１７ＡのＰ
ＨＹ処理ユニット１７００に類似する。従って、本実施形態において、情報ビットは、ま
ずスクランブラ１８０２によってスクランブルされ、ＦＥＣエンコーダ１８０６によりエ
ンコードされ、ＦＥＣエンコード済みのビットは、次にブロックコーダ１８０８によりブ
ロックエンコードされる。一実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１７００の例示的な
実施形態のように、ＦＥＣエンコーダ１８０６による処理は、生成されるフィールド全体
（例えば、データ部分全体、信号フィールド全体等）に渡って連続して実行される。従っ
て、本実施形態において、生成されるフィールドに対応する情報ビットは、まずＦＥＣエ
ンコーダ１８０６によってエンコードされて、次にＢＣＣ符号化されたビットは、指定さ
れた大きさ（例えば、６ビット、１２ビット、１３ビット、またはその他の好適なビット
数）を有する複数のブロックに分割される。次に、各ブロックがブロックコーダ１８０８
により処理される。一例として、一実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１８０６は、１
／２の符号化レートを用いて１つのＯＦＤＭシンボル当たり１２の情報ビットをエンコー
ドして、２４のＢＣＣ符号化済みビットを生成し、このＢＣＣ符号化済みビットをブロッ
クコーダ１８０８に提供する。一実施形態において、ブロックコーダ１８０８は、入力さ
れた各ブロックについて２つのコピーを生成して、距離延長符号化スキームに従って生成
されたビットをインターリーブし、ＯＦＤＭシンボル内に含まれる４８ビットを生成する
。そのような一実施形態において、この４８ビットは、ＩＤＦＴ処理ユニット１８１８に
おいて６４の大きさの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いて生成された４８データトーン
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に対応する。別の例として、別の実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１８０６は、１／
２の符号化レートを用いて１つのＯＦＤＭシンボル当たり６つの情報ビットをエンコード
して、１２のＢＣＣ符号化済みビットを生成し、このＢＣＣ符号化済みビットをブロック
コーダ１８０８に提供する。一実施形態において、ブロックコーダ１８０８は、入力され
た各ブロックについて２つのコピーを生成して、距離延長符号化スキームに従って生成さ
れたビットをインターリーブし、ＯＦＤＭシンボル内に含まれる２４ビットを生成する。
そのような一実施形態において、この２４ビットは、ＩＤＦＴ処理ユニット１８１８にお
いて３２の大きさの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いて生成された２４データトーンに
対応する。
【０１２４】
　図１７Ａのブロックコーダ１７０４と同様に、距離延長モードデータユニットの信号フ
ィールドを生成するべくブロックコーダ１８０８により用いられる距離延長符号化スキー
ムは、実施形態に応じて、距離延長モードデータユニットのデータ部分を生成するべくブ
ロックコーダ１８０８により用いられる距離延長符号化スキームと異なるか、または同一
である。様々な実施形態において、ブロックコーダ１８０８は、図１７Ａのブロックコー
ダ１７０４に関して上述された「ブロックレベル」反復スキームまたは「ビットレベル」
反復スキームを実装する。同様に、別の実施形態において、ブロックコーダ１８０８は、
ｍの数の入力されたビットのコピーを生成して、好適なコードに従ってもたらされたビッ
トストリームをインターリーブし、あるいは任意の好適なコード、例えば、１／２、１／
４等の符号化レートを有するハミングブロックコード、または１／２、１／４の符号化レ
ートを有するその他のブロックコード（例えば、（１，２）又は（１，４）ブロックコー
ド、（１２，２４）ブロックコード、または（６，２４）ブロックコード、（１３，２６
）ブロックコード等）を用いて、入力されたビットまたは入力されたビットのブロックを
エンコードする。一実施形態によれば、ＰＨＹ処理ユニット１８００によって生成される
データユニットに対する有効符号化レートは、ＦＥＣエンコーダ１８０６により用いられ
る符号化レートと、ブロックコーダ１８０８により用いられる反復の数（または符号化レ
ート）の積になる。
【０１２５】
　一実施形態において、ブロックコーダ１８０８は、十分なダイバーシチ利得を提供し、
符号化済みビットの更なるインターリーブが必要とされなくなるので、インターリーバ１
８１０は省略される。インターリーバ１８１０を省略する１つの利点は、この場合におい
て、いくつかのそのような状況で１シンボル当たりのビット数がたとえ整数でなくとも、
５２のデータトーンを有するＯＦＤＭシンボルが、４ｘまたは６ｘ反復するスキームを用
いて生成され得ることである。例えば、そのような一実施形態において、ＦＥＣエンコー
ダ１８０６の出力は、１３ビットのブロックに分割されて、各ブロックが４回反復され（
または１／４のレートでブロックエンコードされ）、ＯＦＤＭシンボルに含まれる５２ビ
ットが生成される。この場合、ＦＥＣエンコーダ１８０６が１／２の符号化レートを使用
する場合、１シンボル当たりのデータビットの数は、６．５に等しい。６ｘの反復を使用
する例示的な実施形態において、ＦＥＣエンコーダ１８０６は、１／２の符号化レートを
用いて情報ビットをエンコードし、その出力は、４ビットのブロックに分割される。ブロ
ックコーダ１８０８は、４ビットの各ブロックを６回反復して（または、１／６の符号化
レートを用いて各ブロックをブロックエンコードして）、４パディングビットを追加し、
ＯＦＤＭシンボルに含まれるべき５２ビットを生成する。
【０１２６】
　上述の図１７ＡにおけるＰＨＹ処理ユニット１７００の例のように、ＰＨＹ処理ユニッ
ト１８００によりパディングが用いられる場合には、パディングビット計算に用いられる
１シンボル当たりのデータビットの数（ＮＤＢＰＳ）は、１つのＯＦＤＭシンボルにおけ
る非冗長データビットの実際の数（例えば、上記の例では、６ビット、１２ビット、１３
ビット、またはその他の好適なビット数）である。パディングビットの計算で用いられる
１シンボルあたりの符号化されたデータビットの数（ＮＣＢＰＳ）は、１つのＯＦＤＭシ
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ンボルに含まれる実際のビットの数に等しい（例えば、２４ビット、４８ビット、５２ビ
ット、または１つのＯＦＤＭシンボルに含まれるその他の好適なビット数）。
【０１２７】
　また、図１７ＡのＰＨＹ処理ユニット１７００の例におけるように、様々な実施形態に
おいて、ＦＥＣエンコーダ１８０６を適切に動作させるべく、通常、いくつかのテールビ
ットがデータユニットの各フィールドに挿入され、例えば、ＢＣＣエンコーダが、各フィ
ールドをエンコードした後で、ゼロ状態に戻ることを確実にする。一実施形態において、
例えば、データ部分がＦＥＣエンコーダ１８０６に供給される前に（すなわち、ブロック
コーダ１７０４による処理が実行された後）、６個のテールビットが、データ部分の終わ
りに挿入される。同様に、信号フィールドの場合、一実施形態によれば、信号フィールド
がＦＥＣエンコーダ１８０６に供給される前に、テールビットは、信号フィールドの終わ
りに挿入される。ブロックコーダ１８０８が、４ｘ反復されるスキーム（または１／４の
符号化レートを使用する別のブロックコード）を用いる例示的な一実施形態において、Ｆ
ＥＣエンコーダ１８０６は１／２の符号化レートを使用し、信号フィールドは２４の情報
ビット（テールビットを含む）を含み、この２４信号フィールドビットは、ＢＣＣエンコ
ードされて４８のＢＣＣエンコード済みビットが生成され、この４８ビットは、１２ビッ
トの４つのブロックにそれぞれ分割されて、ブロックコーダ１８０８により更に符号化さ
れる。従って、本実施形態において、信号フィールドは、４つのＯＦＤＭシンボルに渡っ
て送信されて、ＯＦＤＭシンボルの各々は、信号フィールドの６つの情報ビットを含む。
【０１２８】
　更に、いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１８００は、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｎ規格またはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で指定されるＭＣＳ０に従って、５２
のデータトーンを有する複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、ブロックコーダ１８０８は、
４ｘ反復するスキームを使用する。そのようないくつかの実施形態において、更なるパデ
ィングが用いられて、１つのＯＦＤＭシンボルに含まれるエンコード済みのもたらされる
データストリームが、５２ビットを含むのを確実にする。そのような一実施形態において
、ビットがブロックコーダ１８０８によって処理された後に、符号化された情報ビットに
パディングビットが追加される。
【０１２９】
　図１８Ａの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１８００は、ピーク対平均電力比（
ＰＡＰＲ）低減ユニット１８０９も含む。一実施形態において、ＰＡＰＲ低減ユニット１
８０９は、反復されるブロックのいくつかまたは全てにおけるビットをフリップして、同
一のビットシーケンスがＯＦＤＭシンボル内の異なる周波数位置に発生する確率を低減ま
たは除去して、それにより出力信号のピーク対平均電力比を低減する。一般的に、ビット
フリップは、０のビット値を１のビット値に変更し、１のビット値を０のビット値に変更
する。一実施形態によれば、ＰＡＰＲ低減ユニット１８０９は、ＸＯＲ演算を用いてビッ
トフリップを実装する。例えば、符号化されたビットのブロックの４ｘの反復を使用する
実施形態において、１つのＯＦＤＭシンボルに含まれる符号化されたビットの１ブロック
がＣであり、Ｃ'である場合Ｃ　ＸＯＲ　１と表記される（すなわち、ブロックＣがビッ
トフリップされた）。いくつかの実施形態において、ＰＡＰＲ低減ユニット１８０９の出
力におけるいくつかの可能なビットシーケンスは、［Ｃ　Ｃ'　Ｃ'　Ｃ'］，［Ｃ'　Ｃ'
　Ｃ'　Ｃ］，［Ｃ　Ｃ'　Ｃ　Ｃ'］，［Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ'］等となる。一般に、フリップ
されたビットを有するブロックと、フリップされないビットを有するブロックとの任意の
組み合わせが用いられ得る。いくつかの実施形態において、ＰＡＰＲユニット１８０９は
、省略される。
【０１３０】
　図１８Ｂは、別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例
示的なＰＨＹ処理ユニット１８５０のブロック図である。いくつかの実施形態において、
ＰＨＹ処理ユニット１８５０は、距離延長モードデータユニットの信号および／またはデ
ータフィールドを生成する。一実施形態において、図１を参照すると、ＡＰ１４およびク
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ライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１８５０等のＰＨＹ処理ユニットを含
む。
【０１３１】
　ＰＨＹ処理ユニット１８５０は、ＰＨＹ処理ユニット１８５０において、ＦＥＣエンコ
ーダ１８０６がＬＤＰＣエンコーダ１８５６と交換されていることを除き、図１８ＡのＰ
ＨＹ処理ユニット１８００に類似する。従って、本実施形態において、情報ビットは、ま
ずＬＤＰＣエンコーダ１８５６によってエンコードされ、ＬＤＰＣ符号化済みのビットは
、次にブロックコーダ１８０８と交換されるか、またはこれによりブロックエンコードさ
れる。一実施形態において、ＬＤＰＣエンコーダ１８５６は、１／２の符号化レートに対
応するブロックコード、または別の好適な符号化レートに対応するブロックコードを使用
する。図示される実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１８５０はインターリーバ１８
１０を省略しているが、これは、情報ストリームにおける隣接する複数のビットが一般に
、ＬＤＰＣコード自体によって拡散されており、一実施形態によれば、更なるインターリ
ーブが必要とされないからである。更に、一実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッピ
ングユニット１８６０により、更なる周波数ダイバーシチが提供される。一実施形態によ
れば、ＬＤＰＣトーン再マッピングユニット１８６０は、トーン再マッピング関数に従っ
て、符号化済み情報ビットまたは符号化済み情報ビットのブロックを再び並び替える。一
般に、トーン再マッピング関数は、連続した符号化済み情報ビットまたは連続した情報ビ
ットのブロックがＯＦＤＭシンボルにおける不連続なトーンにマッピングされて、連続し
た複数のＯＦＤＭトーンが送信中に悪影響を受けた場合に、レシーバにおいてデータの回
復を容易にするように規定される。いくつかの実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッ
ピングユニット１８６０は省略される。
【０１３２】
　図１９Ａは、別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例
示的なＰＨＹ処理ユニット１９００のブロック図である。いくつかの実施形態において、
ＰＨＹ処理ユニット１９００は、距離延長モードデータユニットの信号および／またはデ
ータフィールドを生成する。一実施形態において、図１を参照すると、ＡＰ１４およびク
ライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１９００等のＰＨＹ処理ユニットを含
む。
【０１３３】
　ＰＨＹ処理ユニット１９００は、ＰＨＹ処理ユニット１９００において、ブロックコー
ダ１９１６がコンスタレーションマッパ１９１４の後に配置されていることを除き、図１
８ＡのＰＨＹ処理ユニット１８００に類似する。従って、本実施形態において、インター
リーバ１９１０により処理された後、ＢＣＣエンコード済みの情報ビットはコンスタレー
ションシンボルにマッピングされて、次いでコンスタレーションシンボルは複製され、ま
たは別途、ブロックコーダ１９１６によりブロックエンコードされる。一実施形態によれ
ば、ＦＥＣエンコーダ１９０６による処理は、生成されるフィールド全体（例えば、デー
タフィールド全体、信号フィールド全体等）に対して連続して実行される。本実施形態に
おいて、生成されるフィールドに対応する情報ビットはまず、ＦＥＣエンコーダ１８０６
によりエンコードされて、ＢＣＣ符号化済みビットが、コンスタレーションマッパ１９１
４によりコンスタレーションシンボルにマッピングされる。次に、コンスタレーションシ
ンボルが、指定された大きさ（例えば、６シンボル、１２シンボル、１３シンボル、また
はその他の好適なシンボル数）の複数のブロックに分割され、各ブロックは、次にブロッ
クコーダ１９１６により処理される。例として、２ｘの反復を使用する実施形態では、コ
ンスタレーションマッパ１９１４は、２４のコンスタレーションシンボルを生成し、ブロ
ックコーダ１９１６は、２４のシンボルのコピーを２つ生成して、ＯＦＤＭシンボルの４
８データトーン（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に指定されるように）に対応する
４８シンボルを生成する。別の例として、４ｘの反復を使用する実施形態では、コンスタ
レーションマッパ１９１４は、１２のコンスタレーションシンボルを生成し、ブロックコ
ーダ１９１６は、１２のコンスタレーションシンボルのコピーを４つ生成して、ＯＦＤＭ
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シンボルの４８データトーン（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格に指定されるように
）に対応する４８シンボルを生成する。なおも別の例として、２ｘの反復を使用する実施
形態では、コンスタレーションマッパ１９１４は、２６のコンスタレーションシンボルを
生成し、ブロックコーダ１９１６は、２６のシンボルを反復し（すなわち２６のシンボル
のコピーを２つ生成する）、ＯＦＤＭシンボルの５２データトーン（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ規格またはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に指定されるように）に対応する
５２シンボルを生成する。一般に、様々な実施形態および／またはシナリオにおいて、ブ
ロックコーダ１９１６は、入力されるコンスタレーションシンボルのブロックの任意の好
適な数のコピーを生成し、生成されたシンボルを任意の好適な符号化スキームに従ってイ
ンターリーブする。図１７Ａのブロックコーダ１７０４および図１８Ａのブロックコーダ
１８０８と同様に、距離延長モードデータユニットの１つの信号フィールド（または複数
の信号フィールド）を生成するべくブロックコーダ１９１６により用いられる距離延長符
号化スキームは、実施形態に応じて、距離延長モードデータユニットのデータ部分を生成
するべくブロックコーダ１９１６により用いられる距離延長符号化スキームと異なるか、
または同一である。一実施形態によれば、ＰＨＹ処理ユニット１９００によって生成され
るデータユニットに対する有効符号化レートは、ＦＥＣエンコーダ１９０６により用いら
れる符号化レートと、ブロックコーダ１９１６により用いられる反復の数（または符号化
レート）の積になる。
【０１３４】
　一実施形態によれば、この場合、情報ビットがコンスタレーションシンボルにマッピン
グされた後に冗長性が導入されるので、ＰＨＹ処理ユニット１９００により生成される各
ＯＦＤＭシンボルは、標準モードデータユニットに含まれるＯＦＤＭデータトーンと比較
して、少ない非冗長データトーンを含む。従って、インターリーバ１９１０は、標準モー
ドで用いられるインターリーバ（例えば、図１６のインターリーバ１６１０）と比較して
、または対応する短距離データユニットを生成するときに用いられるインターリーバと比
較して、１つのＯＦＤＭシンボル毎の少ない数のトーンに演算を行うように設計される。
例えば、１つのＯＦＤＭシンボルあたり１２個の非冗長データトーンを用いる実施形態で
は、インターリーバ１９１０は、列数（Ｎｃｏｌ）が６、行数（Ｎｒｏｗ）が１サブキャ
リア当たりのビット数（Ｎｂｐｓｃｓ）×２を用いるように設計されている。１つのＯＦ
ＤＭシンボル当たり１２の非冗長データトーンを用いる別の例示的な実施形態では、イン
ターリーバ１９１０は、Ｎｃｏｌが４、及び、ＮｒｏｗがＮｂｐｓｃｓ×３を用いるよう
に設計される。複数の他の実施形態において、標準モードで用いられるインターリーバパ
ラメータとは異なる、他のインターリーバパラメータが、インターリーバ１９１０に使用
される。あるいは、一実施形態において、ブロックコーダ１９１６は、十分なダイバーシ
チ利得を提供し、符号化済みビットの更なるインターリーブが必要とされなくなるので、
インターリーバ１９１０は省略される。この場合、図１８ＡのＰＨＹ処理ユニット１８０
０を使用する例示的な実施形態におけるように、いくつかのそのような状況で１シンボル
当たりのビット数がたとえ整数でなくとも、５２のデータトーンを有するＯＦＤＭシンボ
ルが、４ｘまたは６ｘ反復するスキームを用いて生成され得る。
【０１３５】
　上記の図１７ＡにおけるＰＨＹ処理ユニット１７００、または上述の図１８ＡのＰＨＹ
処理ユニット１８００の例示的な実施形態におけるように、ＰＨＹ処理ユニット１９００
により、パディングが用いられる場合には、パディングビット計算に用いられる１シンボ
ル当たりのデータビットの数（ＮＤＢＰＳ）は、１つのＯＦＤＭシンボルにおける非冗長
データビットの実際の数（例えば、上記の例における６ビット、１２ビット、１３ビット
、または、その他の好適なビット数）である。パディングビットの計算で使用される１シ
ンボル当たりの符号化済みビットの数（ＮＣＢＰＳ）は、１つのＯＦＤＭシンボルに含ま
れる非冗長ビットの数に等しく、この場合には、ブロックコーダ１９１６により処理され
たコンスタレーションシンボルのブロックにおけるビットの数（例えば、１２ビット、２
４ビット、２６ビット等）に対応する。
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【０１３６】
　いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１９００は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｎ規格またはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で指定されるＭＣＳ０に従って、５２のデー
タトーンを有する複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、ブロックコーダ１９１６は、４ｘ反
復するスキームを使用する。そのようないくつかの実施形態において、更なるパディング
が用いられて、１つのＯＦＤＭシンボルに含まれるエンコード済みのもたらされるデータ
ストリームが、５２ビットを含むのを確実にする。そのような一実施形態において、ビッ
トがブロックコーダ１８０８によって処理された後に、符号化された情報ビットにパディ
ングビットが追加される。
【０１３７】
　図１９Ａの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１９００は、ピーク対平均電力比（
ＰＡＰＲ）低減ユニット１９１７を含む。一実施形態において、ピーク対平均電力比低減
ユニット１９１７は、反復するコンスタレーションを用いて変調されたデータトーンのい
くつかに位相変位を追加する。例えば、一実施形態において、追加される位相シフトは、
１８０°である。１８０°の位相シフトは、位相変位が実装されるデータトーンを変調す
るビットの符号フリップに対応する。別の実施形態において、ＰＡＰＲ低減ユニット１９
１７は、１８０°以外の位相変位（例えば、９０°の位相変位またはその他の好適な位相
変位）を追加する。一例として、４ｘの反復を使用する一実施形態では、ＯＦＤＭシンボ
ルに含められる１２のコンスタレーションシンボルの１ブロックをＣと表記し、単純なブ
ロックの反復が実行される場合には、もたらされるシーケンスは［Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ］であ
る。いくつかの実施形態においては、ＰＡＰＲ低減ユニット１９１７は、反復されるブロ
ックのいくつかに対して、符号フリップ（すなわち、－Ｃ）または９０°の位相変位（す
なわち、ｊ＊Ｃ）を導入する。いくつかのそのような実施形態において、もたらされるシ
ーケンスは、例えば、［Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ］，［－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ］，［Ｃ－Ｃ　Ｃ－Ｃ］
，［Ｃ　Ｃ　Ｃ－Ｃ］，［Ｃ　ｊ＊Ｃ，　ｊ＊Ｃ，　ｊ＊Ｃ］、またはＣ，－Ｃ，ｊ＊Ｃ
およびｊ＊Ｃのその他の組み合わせである。一般に、様々な実施形態および／またはシナ
リオにおいて、任意の反復されたブロックに好適な位相変位を導入することができる。い
くつかの実施形態において、ＰＡＰＲ低減ユニット１８０９は省略される。
【０１３８】
　いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット１９００は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｎ規格またはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格で指定されるＭＣＳ０に従って、５２のデー
タトーンを有する複数のＯＦＤＭシンボルを生成し、ブロックコーダ１９１６は、４ｘ反
復するスキームを使用する。いくつかのそのような実施形態において、更なるパイロット
トーンが挿入され、１つのＯＦＤＭシンボル内のもたらされるデータトーンおよびパイロ
ットトーンの数が、短距離通信プロトコルで規定される５６に等しくなることを確実にす
る。一例として、一実施形態において６個の情報ビットが、符号化レート１／２でＢＣＣ
エンコードされて、もたらされる１２ビットが、１２のコンスタレーションシンボルにマ
ッピングされる（ＢＰＳＫ）。１２のコンスタレーションシンボルは、１２のデータトー
ンを変調し、次にこれが４回反復されて、４８個のデータトーンを生成する。ＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ規格に指定されるように、４つのパイロットトーンが追加され、更に４つの
パイロットトーンが追加されて、５６のデータトーンおよびパイロットトーンを生成する
。
【０１３９】
　図１９Ｂは、別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例
示的なＰＨＹ処理ユニット１９５０のブロック図である。いくつかの実施形態において、
ＰＨＹ処理ユニット１９５０は、距離延長モードデータユニットの信号および／またはデ
ータフィールドを生成する。一実施形態において、図１を参照すると、ＡＰ１４およびク
ライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット１９５０等のＰＨＹ処理ユニットを含
む。
【０１４０】
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　ＰＨＹ処理ユニット１９５０は、ＰＨＹ処理ユニット１９５０において、ＦＥＣエンコ
ーダ１９０６がＬＤＰＣエンコーダ１９５６と交換されていることを除き、図１９ＡのＰ
ＨＹ処理ユニット１９００に類似する。従って、本実施形態において、ＬＤＰＣエンコー
ド済みの情報ビットは、コンスタレーションマッパ１９１４によりコンスタレーションシ
ンボルにマッピングされて、次いでコンスタレーションシンボルは複製され、または別途
、ブロックコーダ１９１６によりブロックエンコードされる。一実施形態において、ＬＤ
ＰＣエンコーダ１９５６は、１／２の符号化レートに対応するブロックコード、または別
の好適な符号化レートに対応するブロックコードを使用する。図示される実施形態におい
て、ＰＨＹ処理ユニット１９５０はインターリーバ１９１０を省略しているが、これは、
情報ストリームにおける隣接する複数のビットが一般に、ＬＤＰＣコード自体によって拡
散されており、一実施形態によれば、更なるインターリーブが必要とされないからである
。更に、一実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッピングユニット１９６０により、更
なる周波数ダイバーシチが提供される。一実施形態によれば、ＬＤＰＣトーン再マッピン
グユニット１９６０は、トーン再マッピング関数に従って、符号化済み情報ビットまたは
符号化済み情報ビットのブロックを再び並び替える。一般に、トーン再マッピング関数は
、連続した符号化済み情報ビットまたは連続した情報ビットのブロックがＯＦＤＭシンボ
ルにおける不連続なトーンにマッピングされて、連続した複数のＯＦＤＭトーンが送信中
に悪影響を受けた場合に、レシーバにおいてデータの回復を容易にするように規定される
。いくつかの実施形態において、ＬＤＰＣトーン再マッピングユニット１９６０は省略さ
れる。
【０１４１】
　図１７Ａ～図１９Ｂに関して上記された複数の実施形態において、距離延長モードは、
周波数領域においてビットおよび／またはコンスタレーションシンボルを反復することに
より冗長性を導入する。あるいは、いくつかの実施形態において、距離延長符号化スキー
ムは、信号におけるＯＦＤＭシンボルの反復および／または時間領域で実行される距離延
長モードデータユニットのデータフィールドを含む。例えば、図２０Ａは、一実施形態に
よる、距離延長モードデータユニットのプリアンブルにおけるＨＴ－ＳＩＧ１フィールド
およびＨＴ－ＳＩＧ２フィールドの各ＯＦＤＭシンボルが２ｘ反復されていることを示す
図である。同様に、図２０Ｂは、一実施形態による、距離延長モードデータユニットのプ
リアンブルにおけるＬ－ＳＩＧフィールドの各ＯＦＤＭシンボルが２ｘ反復されることを
示す図である。図２０Ｃは、一実施形態による、制御モードデータユニットのデータ部分
におけるＯＦＤＭシンボルの時間領域反復スキームを示す図である。図２０Ｄは、別の実
施形態による、データ部分におけるＯＦＤＭシンボルの反復スキームを示す図である。示
されるように、図２０Ｃの実施形態において、ＯＦＤＭシンボルの反復が連続して出力さ
れるが、図２０Ｄの実施形態においては、ＯＦＤＭシンボルの反復がインターリーブされ
る。一般に、様々な実施形態および／またはシナリオにおいて、ＯＦＤＭシンボルの反復
は、任意の好適なインターリーブスキームに従って、インターリーブされる。
【０１４２】
　図２１は、一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法２１００のフロ
ー図である。図１を参照すると、方法２１００は、一実施形態においてネットワークイン
ターフェース１６により実装される。例えば、そのような一実施形態において、ＰＨＹ処
理ユニット２０は、方法２１００を実装するように構成されている。また、別の実施形態
において、ＭＡＣ処理１８は、方法２１００の少なくとも一部を実装するように構成され
ている。図１を引き続き参照すると、なおも別の実施形態において、方法２１００は、ネ
ットワークインターフェース２７（例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９および／またはＭＡ
Ｃ処理ユニット２８）により実装される。複数の他の実施形態において、方法２１００は
、他の好適な複数のネットワークインターフェースにより実装される。
【０１４３】
　ブロック２１０２において、データユニットに含まれるべき情報ビットが、ブロックコ
ードに従ってエンコードされる。一実施形態において、情報ビットは、例えば、図１７Ｂ
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のブロックコーダ１７０４に関して上記されたブロックレベルまたはビットレベルの反復
スキームを用いて、エンコードされる。ブロック２１０４において、例えば、図１７Ａの
ＦＥＣエンコーダ１７０６または図１７ＢのＬＤＰＣエンコーダ１７５６等のＦＥＣエン
コーダを用いて、情報ビットがエンコードされる。ブロック２１０６において、情報ビッ
トが、コンスタレーションシンボルにマッピングされる。ブロック２１０８において、複
数のＯＦＤＭシンボルがコンスタレーションポイントを含めるように生成される。ブロッ
ク２１１０において、ＯＦＤＭシンボルを含むべく、データユニットが生成される。
【０１４４】
　一実施形態において、図２１に図示されるように、情報ビットはまず、ブロックエンコ
ーダを用いてエンコードされ（ブロック２１０２）、次にブロックエンコード済みのビッ
トが、例えば、図１７Ａに関して上記されたもの等のＦＥＣエンコーダを用いてエンコー
ドされる（ブロック２１０４）。別の実施形態において、ブロック２１０２とブロック２
１０４の順番が反対になる。本実施形態において、情報ビットはまず、ＦＥＣエンコード
されて、ＦＥＣエンコード済みの情報ビットが、例えば、図１８Ａに関して上記されたも
の等のブロック符号化スキームに従ってエンコードされる。なおも別の実施形態において
、ブロック２１０２は、ブロック２１０６の後に位置する。本実施形態において、ブロッ
ク２１０４において、情報ビットがＦＥＣエンコードされ、ブロック２１０６において、
ＦＥＣエンコード済みのビットが、コンスタレーションシンボルにマッピングされ、次に
ブロック２１０２において、コンスタレーションシンボルが、例えば、図１９Ａに関して
上記されたようなブロック符号化または反復スキームに従ってエンコードされる。
【０１４５】
　様々な実施形態において、距離延長符号化スキームは、小さくされた数のコンスタレー
ションシンボルを出力する小さくされたサイズの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）技術を用い
、コンスタレーションシンボルは、帯域幅全体に渡って反復されて、距離および／または
ＳＮＲ性能を改善する。例えば、一実施形態において、コンスタレーションマッパは、２
４のデータトーンを有する３２のサブキャリア（例えば、３２点ＦＦＴモード）に対応す
る複数のコンスタレーションシンボルに、複数のビットのシーケンスをマッピングする。
３２のサブキャリアは、２０ＭＨｚの帯域幅全体における１０ＭＨｚのサブバンドに対応
する。本例において、コンスタレーションシンボルは、２０ＭＨｚの帯域幅全体に渡って
反復されて、コンスタレーションシンボルの冗長性を提供する。様々な実施形態において
、小さくされたサイズのＦＦＴ技術は、図１７Ａ～図１９Ｂに関して上記されたビット形
式および／またはシンボル複製技術と組み合わせて用いられる。
【０１４６】
　４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ、３２０ＭＨｚ、６４０ＭＨｚ等の追加の帯域
幅が利用可能ないくつかの実施形態において、３２のサブキャリアが帯域幅全体の１０Ｍ
Ｈｚの各サブバンドに渡って反復される。例えば、別の実施形態において、３２点ＦＦＴ
モードは、２０ＭＨｚの帯域幅全体の５ＭＨｚのサブバンドに対応する。本実施形態にお
いて、複数のコンスタレーションは、２０ＭＨｚの帯域幅全体（すなわち、５ＭＨｚの各
サブバンド）に渡って４ｘ反復される。従って、受信デバイスは、複数のコンスタレーシ
ョンを組み合わせて、コンスタレーションのデコードの信頼性を改善する。いくつかの実
施形態において、異なる５または１０ＭＨｚのサブバンド信号の変調は、異なる角度で回
転される。例えば一実施形態において、第１のサブバンドは０°回転し、第２のサブバン
ドは９０°回転し、第３のサブバンドは１８０°回転し、第４のサブバンドは２７０°回
転する。複数の他の実施形態において、異なる好適な回転が使用される。少なくともいく
つかの実施形態において、２０ＭＨｚのサブバンド信号の異なる複数の位相は、データユ
ニットにおけるＯＦＤＭシンボルのピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）の低減をもたらす。
【０１４７】
　図２２Ａは、一実施形態による、１０ＭＨｚのサブバンドを有する距離延長データユニ
ットの２ｘの反復を伴った２０ＭＨｚの帯域幅全体の図である。図２２Ａに示されるよう
に、１０ＭＨｚの各サブバンドは、回転ｒ１およびｒ２により、各々回転される。図２２
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Ｂは、一実施形態による、１０ＭＨｚのサブバンドを有する距離延長データユニットの４
ｘの反復を伴った４０ＭＨｚの帯域幅全体の図である。図２２Ｂに示されるように、１０
ＭＨｚの各サブバンドは、回転ｒ１、ｒ２、ｒ３および４により、各々回転される。図２
２Ｃは、一実施形態による、１０ＭＨｚのサブバンドに対応する３２点ＦＦＴモードの例
示的なトーンプラン２２３０の図である。トーンプラン２２３０は、図２２Ｃに示される
ように、２４のデータトーンと、インデックス＋７および－７における２つのパイロット
トーンと、１つの直流トーン（ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｔｏｎｅ）、および５つ
のガードトーンを有する合計３２のトーンを含む。小さくされたサイズのＦＦＴ技術が用
いられる複数の実施形態において、対応するトーンプランは、存在する場合、ＨＥＷ－Ｌ
ＴＦフィールドに用いられる。小さくされたサイズのＦＦＴ技術が用いられるが、ＨＥＷ
－ＬＴＦフィールドが存在しない複数の他の実施形態において、Ｌ－ＬＴＦフィールド７
０４は、修正されたトーンプランの対応するインデックスに対して、パイロットトーンに
追加の±１のサインを含めるように修正される。例えば、一実施形態において、トーン－
２９、－２７、＋２７および＋２９は、Ｌ－ＬＴＦフィールド用のトーンプランに追加さ
れる。更なる一実施形態において、±１のサインは、２０ＭＨｚの帯域幅のトーン－２、
－１、１および２におけるＬ－ＬＴＦトーンプランから取り除かれる。４０ＭＨｚ、８０
ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ等の帯域幅全体に、類似の変更が適用される。
【０１４８】
　図２３は、一実施形態による、距離延長モードがデータユニットのプリアンブル２３０
１に用いられる例示的なデータユニット２３００の図である。いくつかの実施形態におい
て、プリアンブル２３０１は、標準モードおよび距離延長モードの双方を示す。そのよう
な一実施形態において、図９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂおよび図１１Ａ、図１１Ｂ
に関して上記されたもの等、標準モードと距離延長モードを区別する別の方法が用いられ
る。
【０１４９】
　データユニット２３００は一般に、データユニット２３００のプリアンブル２３０１が
データユニット１１０１のプリアンブル１１５１と異なるようにフォーマットされている
ことを除き、図１１Ｂのデータユニット１１５０と類似し、これと同一の符号を付された
要素を含む。一実施形態において、プリアンブル２３０１は、ＨＥＷ通信プロトコルに準
拠して動作する受信デバイスが、プリアンブル２３０１が標準モードプリアンブルではな
く、距離延長モードプリアンブルであると判断することができるようにフォーマットされ
る。一実施形態において、プリアンブル１１５１と比較すると、プリアンブル２３０１は
、Ｌ－ＬＴＦ７０４およびＬ－ＳＩＧ７０６の代わりに、修正されたロングトレーニング
フィールドＭ－ＬＴＦ２３０４および修正された信号フィールドＭ－ＳＩＧ２３０６を各
々含む。一実施形態において、プリアンブル２３０１は、Ｌ－ＳＴＦ７０２、Ｍ－ＬＴＦ
２３０４としての修正済みロングトレーニングシーケンスの２つの反復が後に続くダブル
ガードインターバル、ノーマルガードインターバル、および修正済みの信号フィールドＭ
－ＳＩＧを含む。いくつかの実施形態において、プリアンブル２３０１は、１または複数
の第１のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）１１５２を更に含む。一実施形態に
おいて、プリアンブル２３０１は、Ｌ－ＳＩＧフィールド２３０６に続く１または複数の
二次Ｌ－ＳＩＧ１１５４を更に含む。いくつかの実施形態において、複数の二次Ｌ－ＳＩ
Ｇ１１５４の次には、第２のＬ－ＬＴＦフィールド（Ｌ－ＬＴＦ２）１１５６が続く。複
数の他の実施形態において、プリアンブル２３０１は、Ｌ－ＳＩＧ１１５４および／また
はＬ－ＬＴＦ２　１１５６を省略する。また、いくつかの実施形態において、プリアンブ
ル２３０１は、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８、１もしくは複数のＨＥＷ－ＬＴＦフィールド１
１６０、および第２のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＢ）１１６２を含む。複数
の他の実施形態において、プリアンブル２３０１は、ＨＥＷ－ＳＴＦ１１５８、ＨＥＷ－
ＬＴＦ１１６０、および／またはＨＥＷ－ＳＩＧＢ１１６２を省略している。一実施形態
において、データユニット２３００は、データ部分７１６（図２３に図示せず）も含む。
いくつかの実施形態において、複数のＨＥＷ信号フィールド（ＨＥＷ－ＳＩＧＡ）１１５
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２は、データフィールド７１６と同一の距離延長符号化スキームを用いて変調される。
【０１５０】
　様々な実施形態において、Ｍ－ＬＴＦ２３０４は、予め定められたシーケンス（例えば
、偏波コード（ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ））を掛けたＬ－ＬＴＦ７０４に対
応する。例えば、インデックスｉを用いて、Ｌ－ＬＴＦ７０４のｉ番目のコンスタレーシ
ョンシンボルは、数式１に示されるように予め定められたシーケンスのｉ番目の値（例え
ば±１）を掛けられて、Ｍ－ＬＴＦ２３０４を得る。
【数２】

　式中、Ｃは、予め定められたシーケンスである。いくつかの実施形態において、Ｍ－Ｓ
ＩＧ２３０６は、数式２に示されるように、予め定められたシーケンスを掛けたＬ－ＳＩ
Ｇ７０６に対応する。
【数３】

　いくつかの実施形態において、予め定められたシーケンスの長さ（すなわち、いくつか
の値）は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃプロトコルにおける２０ＭＨｚの帯域当たりのいく
つかのデータトーンおよびいくつかのパイロットトーンの合計、例えば５２の値（すなわ
ち、４８のデータトーンおよび４のパイロットトーン）に等しい。
【０１５１】
　一実施形態において、予め定められたシーケンスおよび修正済みのロングトレーニング
シーケンスは各々、データトーンの数およびパイロットトーンの数の合計よりも大きいか
、またはこれに等しい長さを有する。１０ＭＨｚのサブバンドに対応する３２点ＦＦＴモ
ードのトーンプラン２２３０に関して上記されたように、ＨＥＷ－ＳＴＦおよび／または
ＨＥＷ－ＬＴＦフィールドが距離延長プリアンブル内に存在しない場合、レシーバは、次
のフィールドの復調のためのＬ－ＬＴＦフィールドに依存する。一実施形態において、２
０ＭＨｚのＬ－ＬＴＦと１０ＭＨｚの３２点ＦＦＴモードとの間のトーンプランミスマッ
チは、不明のトーン（例えば、５８のトーンの合計に対するトーンの－２９、－２７、＋
２７および＋２９）に対するＬ－ＬＴＦに、＋１または－１のサインを挿入することによ
り訂正される。
【０１５２】
　図２４は、別の実施形態による、複数の距離延長モードデータユニットを生成する例示
的なＰＨＹ処理ユニット２４００のブロック図である。いくつかの実施形態において、Ｐ
ＨＹ処理ユニット２４００は、距離延長モードデータユニットの信号および／またはトレ
ーニングフィールドを生成する。一実施形態において、図１を参照すると、ＡＰ１４およ
びクライアント局２５－１は各々、ＰＨＹ処理ユニット２４００等のＰＨＹ処理ユニット
を含む。
【０１５３】
　ＰＨＹ処理ユニット２４００は、ＰＨＹ処理ユニット２４００において、トーン乗算器
２４０４がコンスタレーションマッパ１６１４の後に配置されていることを除き、図１７
ＡのＰＨＹ処理ユニット１７００に類似する。いくつかの実施形態において、トーン乗算
器２４０４は、ｉ）Ｌ－ＳＩＧフィールド（すなわちＭ－ＳＩＧ２３０６）に対する修正
済みコンスタレーションシンボル、およびｉｉ）距離延長モードデータユニットのＬ－Ｌ
ＴＦフィールド（すなわちＭ－ＬＴＦ２３０４）に対する修正済みロングトレーニングシ
ーケンスを生成する。
【０１５４】
　いくつかの実施形態において、ＰＨＹ処理ユニット２４００は、少なくとも、予め定め
られたシーケンスを第２の通信プロトコルの第２のロングトレーニングシーケンスを掛け
ることにより、距離延長モードプリアンブルに対する第１のロングトレーニングシーケン
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スを生成するように構成されている。一実施形態において、例えばトーン乗算器２４０４
は、予め定められたシーケンスをＬ－ＬＴＦ７０４を掛けて、Ｍ－ＬＴＦ２３０４を得る
。一実施形態において、トーン乗算器２４０４は、距離延長モード中にＬ－ＬＴＦ７０４
の代わりに、Ｍ－ＬＴＦ２３０４をＩＤＦＴ１６１８に提供する。
【０１５５】
　一実施形態において、トーン乗算器２４０４は、Ｌ－ＳＩＧ７０６に含められるべきデ
ータに対するコンスタレーションシンボルをコンスタレーションマッパ１６１４から受信
し、パイロットトーンに対するコンスタレーションシンボルをパイロットトーン生成器２
４０８から受信する。従って一実施形態において、トーン乗算器２４０４から出力される
Ｍ－ＳＩＧ２３０６は、ＩＤＦＴ１６１８により時間領域信号に変換されるべきデータト
ーンおよびパイロットトーンに対する修正済みコンスタレーションシンボルを含む。
【０１５６】
　いくつかの実施形態において、レシーバデバイスは、例えばＭ－ＬＴＦ２３０４に基づ
いたチャネル推定を用いて、Ｍ－ＳＩＧ２３０６をデコードする。本例においては、Ｌ－
ＬＴＦ７０４およびＬ－ＳＩＧ７０６の双方が予め定められたシーケンスを掛けられてい
るので、レガシレシーバデバイスは、チャネル推定処理または自己相関処理の一部として
の乗算を実質的に取り除く。一実施形態において、受信デバイスは、予め定められたシー
ケンスとの乗算を用いるか、または用いないＬ－ＬＴＦフィールドの自己相関に基づいて
、予め定められたシーケンスとの乗算を用いて（例えば、これにより乗算され）、または
予め定められシーケンンスと用いることなく、プリアンブルにおけるＬＴＦフィールド（
例えば、Ｍ－ＬＴＦ２３０４またはＬ－ＬＴＦ７０４）が生成されたか否かを検出するこ
とにより、プリアンブルが距離延長モードプリアンブル２４００または標準モードプリア
ンブル１１０１に対応するかを判断する。一実施形態において、受信デバイスは、Ｌ－Ｌ
ＴＦ７０４を用いてＬＴＦの第１の自己相関を実行し、Ｍ－ＬＴＦ２３０４を用いてＬＴ
Ｆの第２の自己相関を実行し、自己相関の結果の比較を実行する。一実施形態において、
Ｍ－ＬＴＦ２３０４を用いる自己相関がＬ－ＬＴＦ７０４を用いる自己相関の結果と比較
して大きい結果を生成した場合、受信デバイスは、プリアンブルが距離延長モードプリア
ンブル２３００に対応すると判断する。他方、一実施形態において、Ｌ－ＬＴＦ７０４を
用いるＬＴＦの自己相関がＭ－ＬＴＦ２３０４を用いる自己相関の結果と比較して大きい
結果を生成した場合、受信デバイスは、プリアンブルが標準モードプリアンブル１１０１
に対応すると判断する。いくつかの実施形態において、レシーバデバイスは、数式３に従
って周波数領域において自己相関を実行する。
【数４】

　式中、ｙｉは、最後に受信されて平均されたＬ－ＬＴＦのシーケンスであり、Ｌｉは、
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／ａｃ、または修正済みロングトレーニングシーケンスのＭ
－ＬＴＦに属する送信済みＬ－ＬＴＦシーケンスである。例えば、Ｌｉは距離延長モード
のＣｉ＊Ｌ－ＬＴＦｉまたは標準モードのＬ－ＬＴＦｉのいずれかである。いくつかのシ
ナリオにおいて、連続するトーンの相互相関は一般に、チャネル効果を除去し、周波数領
域一致フィルリングは、可能性が最も高い送信済みシーケンスを発見する。いくつかの実
施形態において、レシーバデバイスは、Ｍ－ＬＴＦからのチャネル推定を用いて、データ
ユニットの追加のフィールド（すなわち、ＨＥＷ－ＳＩＧおよび／またはデータフィール
ド）をデコードする。いくつかのシナリオにおいて、パイロットトーンに対応する予め定
められたシーケンスの値は全て１であり、パイロットトーンに対する位相トラッキングを
可能にする。
【０１５７】
　いくつかの実施形態において、トーンの間隔を減少させたＯＦＤＭ変調は、同一のサイ
ズのＦＦＴを用いて、距離延長モードのデータレートを低減する。例えば、２０ＭＨｚ帯
域幅のＯＦＤＭデータユニット用の標準モードは、６４ポイントの高速フーリエ変換（Ｆ
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ＦＴ）を用いて６４のＯＦＤＭトーンをもたらすが、距離延長モードは、２の係数分、減
少させたトーンの間隔を用いて同一の帯域幅の１２８のＯＦＤＭトーンをもたらす。この
場合、同じ６４ポイントのＦＦＴ、２ｘに増大したシンボルの持続時間、および２ｘに増
大したガードインターバルを用いつつ、距離延長モードＯＦＤＭシンボルにおけるトーン
の間隔は、標準モードＯＦＤＭシンボルと比較して２分の１（１／２）だけ低減され、次
にシンボルは、残余の帯域幅で反復される。別の例として、２０ＭＨｚ帯域幅のＯＦＤＭ
データユニット用の標準モードは、６４ポイントの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を用いて
６４のＯＦＤＭトーンをもたらすが、距離延長モードは、２０ＭＨｚのＯＦＤＭデータユ
ニットに１／４に低減されたトーンの間隔を用いて同一の帯域幅の２５６のＯＦＤＭトー
ンをもたらす。この場合、４ｘに増大したシンボルの持続時間、および４ｘに増大したガ
ードインターバルを用いつつ、距離延長モードＯＦＤＭシンボルにおけるトーンの間隔は
、標準モードＯＦＤＭシンボルと比較して４分の１（１／４）だけ低減される。複数のそ
のような実施形態において、例えば、１．６μｓのロングＧＩ持続時間が用いられる。し
かし、一実施形態において、距離延長モードＯＦＤＭシンボルにおける情報部分の持続時
間は（例えば、３．２μｓ～６．４μｓから）増大し、ＧＩ部分のＯＦＤＭシンボルの全
持続時間に対する持続時間のパーセンテージは、依然として同じである。従ってこの場合
、少なくともいくつかの実施形態において、より長いＧＩシンボルに起因する効率性のロ
スが回避される。様々な実施形態において、本明細書において用いられる「ロングガード
インターバル」という用語は、ガードインターバルの増大した持続時間およびガードイン
ターバルの持続時間を効果的に増大させる小さくしたＯＦＤＭトーン間隔を含む。複数の
他の実施形態において、６、８、または他の好適な値に係数に従って、トーンの間隔が低
減され、ガードインターバルが増大し、シンボルの持続時間は増大する。いくつかの実施
形態において、上記のように、トーンの間隔、ガードインターバル、およびシンボルの持
続時間における改変形態は、ブロック符号化またはシンボル反復を組み合わせて用いられ
る。
【０１５８】
　いくつかの実施形態における距離延長モードのデータユニットの信号帯域幅の合計は、
２０ＭＨｚである。例えば、増大した信号帯域幅が距離を更に増大させ、あるいはＳＮＲ
性能を改善する可能性は低い。いくつかの実施形態において、距離延長モードは、最大５
１２点のＦＦＴサイズを用いるように構成される。そのような一実施形態において、距離
延長モードについて、トーンの間隔が４分の１だけ低減される場合、５１２点のＦＦＴの
合計帯域幅は４０ＭＨｚであり、従って距離延長モードは、最大４０ＭＨｚの信号帯域幅
を用いる。
【０１５９】
　複数の他の実施形態において、距離延長モードは、利用可能な最大信号帯域幅（例えば
、１６０ＭＨｚ）に対してまで構成される。様々な実施形態において、例えば１／２のト
ーンの間隔は、１０ＭＨｚの帯域に対する６４点のＦＦＴ、２０ＭＨｚの帯域に対する１
２８点のＦＦＴ、４０ＭＨｚの帯域に対する２５６点のＦＦＴ、８０ＭＨｚの帯域に対す
る５１２点のＦＦＴ、および１６０ＭＨｚの帯域に対する１０２４点のＦＦＴに対応する
。いくつかの実施形態において、低減されたトーンの間隔は、より小さいＦＦＴサイズと
組み合わせて用いられる。様々な実施形態において、より短いガードインターバル、例え
ば、ＯＦＤＭシンボルの持続時間の２５％に等しい持続時間を有するノーマルガードイン
ターバルと、ＯＦＤＭシンボルの１／９に等しい持続時間を有するショートガードインタ
ーバルが低減されたトーンの間隔と共に用られる。
【０１６０】
　いくつかの実施形態において、距離延長モードは、より小さいトーンの間隔（すなわち
、１／２、１／４等）を用いる。そのような一実施形態において、同一のＦＦＴサイズは
、より小さい帯域幅を表し、例えば、１／２のトーンの間隔は、１０ＭＨｚの帯域に対す
る６４点にＦＦＴに対応する。一実施形態において、同一のＦＦＴサイズ内におけるトー
ンプランは、距離延長モードおよび標準モードについて同一であり、例えば距離延長モー
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ドの６４点のＦＦＴは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃにおける２０ＭＨｚに対する６４点の
ＦＦＴと同一のトーンプランを用いる。図２５Ａは、一実施形態による、１／２のトーン
の間隔を有する例示的な２０ＭＨｚの全帯域幅の図である。この場合、各６４ＦＦＴに対
するレガシトーンプランの元のＤＣトーンのインデックスは、２０ＭＨｚの合計帯域幅の
中間ではなく、ここでは１０ＭＨｚのサブバンドの中間であり、元のガードトーンのイン
デックスは、真のＤＣトーンに近似する。距離延長モードデータユニットに用いられる帯
域が２０ＭＨｚよりも小さいいくつかの実施形態において、非レガシトーンプランは、元
のＤＣトーンのインデックスにおける追加のデータまたはパイロットトーンを含む。なぜ
ならインデックスは、「真のＤＣトーン」とは重複せず、最も小さい信号帯域幅は、距離
延長モードまたは標準モードで２０ＭＨｚであるからである。いくつかの実施形態におい
て、非レガシトーンプランは、同一の数のポピュレートされたトーンを保持するべく、レ
ガシトーンプランの端に、ガードトーンに代えて追加のデータトーンを含む。
【０１６１】
　複数の他の実施形態において、トーンの間隔が低減されると、標準モードと比較して、
直流オフセットおよびキャリア周波数オフセット（ＣＦＯ）からの影響が大きくなる。図
２５Ｂは、一実施形態による、１／２のトーンの間隔を有する例示的な２０ＭＨｚの全帯
域幅の図である。いくつかの実施形態において、追加のゼロトーンは、標準モードにある
同一のＦＦＴサイズのレガシトーンプランと比較して、距離延長モードの非レガシトーン
プランの帯域における直流トーンに近いものとして規定されている。様々な実施形態にお
いて、追加のゼロトーンは、例えばＦＦＴサイズが１／２だけ低減されたトーンの間隔を
有する１２８よりも大きいか、またはこれに等しい場合、またはＦＦＴサイズが１／４だ
け低減されたトーンの間隔を有する２５６よりも大きいか、またはこれに等しい場合にの
み、予め定められたＦＦＴおよび／またはトーンの間隔を超えると規定されている。いく
つかの実施形態において、同一の絶対的なガードの間隔（例えば、絶対周波数の間隔）を
、例えば標準モードのレガシトーンプランと比較される帯域の端に保持するべく、増大し
た数のガードトーンが距離延長モードの非レガシトーンプランに用いられる。この場合、
非レガシトーンプランにおけるデータトーンおよびパイロットトーンの合計数は、レガシ
トーンプランよりも小さい。いくつかの例において、同一の絶対的ガード間隔は、フィル
タ設計を容易にする。例えば、非レガシトーンプランのデータトーンの合計数が標準モー
ドの同一のＦＦＴサイズと異なるいくつかの実施形態において、ＦＥＣインターリーバお
よび／またはＬＤＰＣトーンマッパに対するＰＨＹパラメータは、非レガシトーンプラン
のデータトーンの数に対して再度規定される。
【０１６２】
　図２６Ａは、一実施形態による、サイズ６４のＦＦＴおよび１／２のトーンの間隔を有
する距離延長モードの非レガシトーンプラン２６００の図である。標準モードのレガシト
ーンプランと比較すると、非レガシトーンプラン２６００においては、追加のガードトー
ン（すなわち、ガードトーン－２８、－２７、＋２７、＋２８）が含まれる。いくつかの
実施形態において、６４点のＦＦＴは、パイロットトーンまたはデータトーンを用いてＤ
Ｃトーンをポピュレートする。図２６Ｂは、一実施形態による、サイズ１２８のＦＦＴお
よび１／２のトーンの間隔を有する距離延長モードの非レガシトーンプラン２６０１の図
である。標準モードのレガシトーンプランと比較すると、非レガシトーンプラン２６０１
においては、追加のガードトーン（すなわち、ガードトーン－５８、－５７、＋５７、＋
５８）および追加のＤＣトーン（すなわち、ＤＣトーン－２、－１、０、１、２）が含ま
れる。図２６Ｃは、一実施形態による、サイズ２５６のＦＦＴおよび１／２のトーンの間
隔を有する距離延長モードの非レガシトーンプラン２６０２を図示する図である。標準モ
ードのレガシトーンプランと比較すると、非レガシトーンプラン２６０２においては、追
加のガードトーン（すなわち、ガードトーン－１２２、－１２１、＋１２１、＋１２２）
および追加のＤＣトーン（すなわち、ＤＣトーン－２、－１、０、１、２）が含まれる。
複数の他の実施形態において、標準モードと比較すると、距離延長モードでは、追加のガ
ードトーンおよび／またはＤＣトーンは、非レガシトーンプランに追加される。
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【０１６３】
　図２７は、一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法２７００のフロ
ー図である。図１を参照すると、方法２７００は、一実施形態においてネットワークイン
ターフェース１６により実装される。例えば、そのような一実施形態において、ＰＨＹ処
理ユニット２０は、方法２７００を実装するように構成されている。また、別の実施形態
において、ＭＡＣ処理１８は、方法２７００の少なくとも一部を実装するように構成され
ている。図１を引き続き参照すると、なおも別の実施形態において、方法２７００は、ネ
ットワークインターフェース２７（例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９および／またはＭＡ
Ｃ処理ユニット２８）により実装される。複数の他の実施形態において、方法２７００は
、他の好適な複数のネットワークインターフェースにより実装される。
【０１６４】
　ブロック２７０２において、データフィールドの第１のＯＦＤＭシンボルが生成される
。様々な実施形態において、ブロック２７０２でＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、距
離延長モードに対応する距離延長符号化スキーム、または標準モードに対応する標準符号
化スキームのうち１つに従ってデータ部分のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有する。
一実施形態において、距離延長符号化スキームは、図１０Ａ、図１０Ｂに関して上記され
た距離延長符号化スキーム（例えば、低減されたトーンの間隔）を含む。別の実施形態に
おいて、距離延長符号化スキームは、図１７Ａ～図２０Ｄに関して上記された距離延長符
号化スキーム（例えば、ビット形式の反復またはシンボルの反復）を含む。なおも別の実
施形態において、距離延長符号化スキームは、図２２Ａ～図２２Ｃに関して上記された距
離延長符号化スキーム（例えば、データユニットの反復）を含む。なおも別の実施形態に
おいて、距離延長符号化スキームは、図１０Ａ，図１０Ｂ、図１７Ａ～図２０Ｄ、および
図２２Ａ～図２２Ｃに関して上記された距離延長符号化スキームの好適な組み合わせを含
む。
【０１６５】
　一実施形態において、距離延長符号化スキームに従ってＰＨＹデータユニットのデータ
部分に対するＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、前方誤り訂正（ＦＥＣ）エンコーダ（
例えば、ＦＥＣエンコーダ１７０６、１８０６または１９０６）を用いて複数の情報ビッ
トをエンコードして、複数のエンコード済みのビットを得る段階と、例えば、コンスタレ
ーションマッパ１６１４または１９１４を用いて複数のエンコード済みのビットを複数の
コンスタレーションシンボルにマッピングする段階と、例えば、ＩＤＦＴ１６１８または
１８１８を用いて、複数のコンスタレーションシンボルを含むＯＦＤＭシンボルを生成す
る段階とを有する。一実施形態において、ＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、ｉ）（例
えば、ブロックコーダ１７０４を用いる）ブロック符号化スキームに従って複数の情報ビ
ットをエンコードする段階、ｉｉ）（例えば、ブロックコーダ１８０８を用いる）ブロッ
ク符号化スキームに従って複数のエンコード済みのビットをエンコードする段階、または
ｉｉｉ）（例えば、ブロックコーダ１９１６を用いる）ブロック符号化スキームに従って
複数のコンスタレーションシンボルをエンコードする段階のうち１つを実行する段階を更
に有する。別の実施形態において、データフィールドに対するＯＦＤＭシンボルを生成す
る段階は、例えば、図２２Ａ～図２２Ｃに関して上記されたように、チャネル帯域幅の第
１の帯域幅部分における複数のコンスタレーションシンボルと、チャネル帯域幅の第２の
帯域幅部分における複数のコンスタレーションシンボルのコピーとを含むデータフィール
ドのＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有する。更なる実施形態において、複数のコンス
タレーションシンボルのコピーは、予め定められ位相変位を含むように生成される。
【０１６６】
　ブロック２７０４において、データユニットのプリアンブルが生成される。ブロック２
７０４において生成されたプリアンブルは、ブロック２７０２において生成されたデータ
ユニットの少なくともデータ部分が距離延長符号化スキームまたは標準符号化スキームを
用いて生成されているか否かを示すように生成される。様々な実施形態および／またはシ
ナリオにおいて、プリアンブル７０１（図９Ａ、図１０Ａ）、７５１（図９Ｂ、図１０Ｂ
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）、１１０１（図１１Ａ）、１１５１（図１１Ｂ）または１４０１（図１４Ａ）のうち１
つが、ブロック１６０４において生成される。複数の他の実施形態において、他の好適な
複数のプリアンブルは、ブロック２７０４において生成される。
【０１６７】
　一実施形態において、プリアンブルは、ｉ）ＰＨＹデータユニットの持続時間を示す第
１の部分と、ｉｉ）データ部分の少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが距離延長符号
化スキームに従って生成されるか否かを示す第２の部分を有するように生成される。更な
る実施形態において、プリアンブルの第１の部分は、プリアンブルの第１の部分が、プリ
アンブルの第１の部分に基づいてＰＨＹデータユニットの持続時間を判断するべく、第１
の通信プロトコル（例えば、ＨＥＷ通信プロトコル）に準拠しないが、第２の通信プロト
コル（例えば、レガシ通信プロトコル）に準拠するレシーバデバイスによりデコード可能
になるようにフォーマットされる。
【０１６８】
　一実施形態において、ブロック２７０４において生成されたプリアンブルは、距離延長
符号化スキームまたは標準符号化スキームを用いて、少なくともデータ部分が生成されて
いるか否かを示すように設定されたＣＩ表示を含む。一実施形態において、ＣＩ表示は１
ビットを含む。一実施形態において、ＣＩ表示により示される符号化スキームを用いて、
データ部分に加えてプリアンブルの部分が生成される。別の実施形態において、ブロック
２７０４において生成されたプリアンブルは、受信デバイスが、プリアンブルが標準モー
ドプリアンブルまたは距離延長モードプリアンブルに対応するかを（例えば、デコードす
ることなく）自動的に検出し得るようにフォーマットされる。一実施形態において、距離
延長モードプリアンブルの検出により、受信デバイスに、距離延長符号化スキームを用い
て、少なくともデータ部分が生成されることをシグナリングする。
【０１６９】
　一実施形態において、プリアンブルを生成する段階は、ｉ）第１の通信プロトコルに準
拠したショートトレーニングフィールドおよびｉｉ）ショートトレーニングフィールドの
少なくとも１つのコピーに対する第２のＯＦＤＭシンボルを含むプリアンブルの第２の部
分を生成する段階と、ｉ）第１の通信プロトコルに準拠したロングトレーニングフィール
ドおよびｉｉ）ロングトレーニングフィールドの少なくとも１つのコピーに対する第３の
ＯＦＤＭシンボルを生成する段階とを有する。更なる実施形態において、データ部分のＯ
ＦＤＭシンボル、第２のＯＦＤＭシンボルおよび第３のＯＦＤＭシンボルは、プリアンブ
ルの第１の部分に対するトーンプランとは別個の同一のトーンプランを有する。
【０１７０】
　別の実施形態において、ブロック２７０４は、第２の通信プロトコル（例えば、レガシ
通信プロトコル）に従ってＰＨＹデータユニットの第１の信号フィールドを生成する段階
と、データフィールドの少なくともいくつかのＯＦＤＭシンボルが距離延長モードに従っ
て生成されることを示すべく、第１の信号フィールドのコピーとして第２の信号フィール
ドを生成する段階とを有する。更なる実施形態において、第１の信号フィールドおよび第
２の信号フィールドは、ＰＨＹデータユニットの持続時間が予め定められた持続時間であ
ることを示し、第２の信号フィールドは、第１の通信プロトコルに準拠するレシーバデバ
イスにより追加の（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ）追加のトレーニングフィールドとして使
用可能である。別の実施形態において、第１の信号フィールドおよび第２の信号フィール
ドは、第１の信号フィールドおよび第２の信号フィールドのデコードの信頼性を高めるよ
うに、第１の通信プロトコルに準拠するレシーバデバイスにより組み合わせてデコード可
能である。
【０１７１】
　一実施形態において、プリアンブルの第１の部分は、ｉ）第２の通信プロトコルに準拠
するレガシショートトレーニングフィールドと、ｉｉ）非レガシロングトレーニングフィ
ールドと、ｉｉｉ）第２の通信プロトコルに準拠するレガシ信号フィールドとを含み、プ
リアンブルの第２の部分は、トレーニングフィールドを含まない。本実施形態において、



(48) JP 6464493 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

第１の複数のコンスタレーションシンボルは、第２の通信プロトコルに準拠するレガシト
ーンプランを用いて、レガシショートトレーニングフィールドに対して生成され、第２の
複数のコンスタレーションシンボルは、非レガシトーンプランを用いて、非レガシロング
トレーニングフィールドに対して生成され、データフィールドに対するＯＦＤＭシンボル
は、非レガシトーンプランを用いて生成される第３の複数のコンスタレーションシンボル
を含む。
【０１７２】
　一実施形態において、複数のＯＦＤＭシンボルは、第２の通信プロトコルに準拠するノ
ーマルガードインターバルを用いて、レガシプリアンブルとしてのプリアンブルの第１の
部分に対して生成され、ロングガードインターバルを用いて、複数のＯＦＤＭシンボルは
、プリアンブルの第２の部分に対して生成される。更なる実施形態において、非レガシ信
号フィールドに対するＯＦＤＭシンボルおよびプリアンブルの第２の部分の非レガシショ
ートトレーニングフィールドは、ノーマルガードインターバルを用いて生成され、プリア
ンブルの第２の部分のＯＦＤＭシンボルは、ロングガードインターバルを用いて、非レガ
シロングトレーニングフィールドに対して生成される。別の実施形態において、ＯＦＤＭ
シンボルは、ノーマルガードインターバルを用いてプリアンブルの第１の部分のレガシ信
号フィールドに対して生成され、ＯＦＤＭシンボルは、ロングガードインターバルを用い
てプリアンブルの第２の部分の非レガシ信号フィールドに対して生成される。一実施形態
において、プリアンブルの第２の部分は、第１の通信プロトコルに準拠する複数のレシー
バデバイスによりデコード可能であり、プリアンブルの第２の部分のロングガードインタ
ーバルは、第１の通信プロトコルに準拠する複数のレシーバデバイスに、ＰＨＹデータユ
ニットが距離延長モードに準拠することをシグナリングする。なおも別の実施形態におい
て、複数のＯＦＤＭシンボルは、ロングガードインターバルを用いて、ｉ）非レガシ信号
フィールドと、ｉｉ）非レガシ信号フィールドに対する第１のＯＦＤＭシンボルのコピー
とに対するプリアンブルの第２の部分に対して生成される。一実施形態において、複数の
ＯＦＤＭシンボルは、ｉ）ダブルガードインターバルと、ｉｉ）フィールドに対する第１
のＯＦＤＭシンボルと、ｉｉｉ）第１のＯＦＤＭシンボルのコピーであるフィールドに対
する第２のＯＦＤＭシンボルとを含むプリアンブルの第２の部分における複数のフィール
ドの各フィールドに対して生成される。
【０１７３】
　ブロック２７０６において、データユニットは、ブロック２７０４において生成された
プリアンブルと、ブロック２７０２において生成されたデータ部分とを含むように生成さ
れる。一実施形態において、ＰＨＹデータユニットは、第２の通信プロトコルに従って、
信号フィールドの第１の部分および信号フィールドの第２部分が後に続くダブルガードイ
ンターバルを含み、第１の信号フィールドと第２の信号フィールドとの間にガードインタ
ーバルを含まないように生成される。
【０１７４】
　いくつかの実施形態において、データフィールドと比較される送信パワーブーストを用
いてプリアンブルの少なくとも第１の部分が送信され、プリアンブルの第１の部分のデコ
ード範囲を増大させる。
【０１７５】
　別の実施形態において、第１のトーンの間隔およびロングガードインターバルを用いて
、データフィールドに対する複数のＯＦＤＭシンボルが生成され、ｉ）第１のトーンの間
隔とは異なる第２のトーンの間隔およびｉｉ）標準ガードインターバルを用いて、プリア
ンブルの第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルが生成される。更なる実施形態にお
いて、プリアンブルの第１の部分における第２のトーンの間隔は、ｉ）第２の通信プロト
コルに準拠するレガシトーンの間隔であると共に、ｉｉ）データフィールドの第１のトー
ンの間隔の整数倍であり、標準ガードインターバルは、第２の通信プロトコルに準拠する
レガシガードインターバルである。別の実施形態において、ｉ）レガシトーンの間隔およ
びレガシガードインターバルを用いる少なくとも第１のＯＦＤＭシンボルと、ｉｉ）第１
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のトーンの間隔およびロングガードインターバルを用いる少なくとも第２のＯＦＤＭシン
ボルとを含むプリアンブルの第２の部分に対する複数のＯＦＤＭシンボルが、生成される
。なおも別の実施形態において、データフィールドに対する複数のＯＦＤＭシンボルは、
第１のトーンの間隔を用いて、チャネル帯域幅の第１の帯域幅部分における複数のコンス
タレーションシンボルと、チャネル帯域幅の第２の帯域幅部分における複数のコンスタレ
ーションシンボルのコピーとを含むように生成され、第１の帯域幅部分および第２の帯域
幅部分は、同一の帯域幅を有する。更なる実施形態において、データフィールドに対する
ＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、予め定められ位相変位を含むように複数のコンスタ
レーションシンボルを生成する段階を有する。
【０１７６】
　一実施形態において、データフィールドに対するＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、
第１のトーンの間隔、ロングガードインターバルおよびロングシンボルの持続時間を用い
てデータフィールドに対するＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有する。更なる実施形態
において、プリアンブルの第１の部分に対するＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、第２
のトーンの間隔、標準ガードインターバル、標準シンボルの持続時間を用いてプリアンブ
ルの第１の部分に対するＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有する。更なる実施形態にお
いて、プリアンブルの第１の部分における第２のトーンの間隔は、ｉ）レガシトーンの間
隔およびｉｉ）データフィールドの第１のトーンの間隔の整数ｎの倍であり、標準ガード
インターバルは、レガシガードインターバルであり、ロングシンボルの持続時間は、標準
シンボルの持続時間の整数ｎの倍である。
【０１７７】
　別の実施形態において、距離延長モードに従ってＰＨＹデータユニットのデータフィー
ルドに対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、第２の通信プロトコルに準拠し
ない非レガシトーンの間隔および非レガシトーンプランを用いて、データフィールドに対
する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を有し、プリアンブルを生成する段階は、非
レガシトーンの間隔とは異なる第２のトーンの間隔、および非レガシトーンプランとは異
なるレガシトーンプランを用いて、プリアンブルの第１の部分に対する複数のＯＦＤＭシ
ンボルを生成する段階を有する。更なる実施形態において、非レガシトーンプランは、直
流トーンに近似するレガシトーンプランの対応するデータトーンの代わりに少なくとも１
つのガードトーンを含む。一実施形態において、非レガシトーンプランは、非レガシトー
ンプランおよびレガシトーンプランが同一の数のデータトーンを有するように、レガシト
ーンプランの対応するガードトーンの代わりに少なくとも１つのデータトーンを含む。別
の実施形態において、非レガシトーンプランは、レガシトーンプランよりも少ない複数の
データトーンを含み、非レガシトーンの間隔および非レガシトーンプランを用いて、デー
タフィールドに対する複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、非レガシトーンプラン
のデータトーンの数に基づいて、誤り訂正コードを用いて複数のＯＦＤＭシンボルの複数
の情報ビットをエンコードする段階を有する。一実施形態において、誤り訂正コードは、
２値畳み込みコードである。別の実施形態において、誤り訂正コードは、低密度パリティ
検査コードである。
【０１７８】
　図２８は、一実施形態による、データユニットを生成する例示的な方法２８００のフロ
ー図である。図１を参照すると、方法２８００は、一実施形態においてネットワークイン
ターフェース１６により実装される。例えば、そのような一実施形態において、ＰＨＹ処
理ユニット２０は、方法２８００を実装するように構成されている。また、別の実施形態
において、ＭＡＣ処理１８は、方法２８００の少なくとも一部を実装するように構成され
ている。図１を引き続き参照すると、なおも別の実施形態において、方法２８００は、ネ
ットワークインターフェース２７（例えば、ＰＨＹ処理ユニット２９および／またはＭＡ
Ｃ処理ユニット２８）により実装される。複数の他の実施形態において、方法２８００は
、他の好適な複数のネットワークインターフェースにより実装される。
【０１７９】
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　ブロック２８０２において、第１の複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルは
、一実施形態ではＰＨＹデータユニットに含まれるべきプリアンブルの第１のフィールド
に対して生成される。いくつかの実施形態において、第１の複数のＯＦＤＭシンボルの各
ＯＦＤＭシンボルは、少なくとも、予め定められたシーケンスを第２の通信プロトコルの
第２のロングトレーニングシーケンスを掛けることにより取得される第１の通信プロトコ
ルの第１のロングトレーニングシーケンスに対応する。ブロック２８０４において、一実
施形態では、プリアンブルの第２のフィールドに対する第１の複数の情報ビットがエンコ
ードされ、第１の複数のエンコード済みビットが生成される。
【０１８０】
　ブロック２８０６において、一実施形態では、第１の複数のエンコード済みビットは、
第１の複数のコンスタレーションシンボルにマッピングされる。ブロック２８０８におい
て、一実施形態では、第１の複数のコンスタレーションシンボルを予め定められたシーケ
ンスを掛ける段階を含む、第１の複数の修正済みコンスタレーションシンボルが生成され
る。ブロック２８１０において、一実施形態では、第１の複数の修正済みコンスタレーシ
ョンシンボルを含む第２の複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルが生成される
。ブロック２８１２において、一実施形態では、第１のフィールドに対する第１の複数の
ＯＦＤＭシンボルと、第２のフィールドに対する第２の複数のＯＦＤＭシンボルとを含む
プリアンブルが生成される。ブロック２８１４において、少なくともプリアンブルを含む
べく、ＰＨＹデータユニットが生成される。
【０１８１】
　いくつかの実施形態において、第１の複数の情報ビットは、ＰＨＹデータユニットの持
続時間を示す１または複数の情報ビットの第１のセットを含み、プリアンブルは、プリア
ンブルがプリアンブルに基づいてＰＨＹデータユニットの持続時間を判断するべく、第２
の通信プロトコルに準拠し、第１の通信プロトコルには準拠しないレシーバデバイスによ
りデコード可能になるようにフォーマットされる。一実施形態において、第１のロングト
レーニングシーケンスのｉ番目の値は、第２のロングトレーニングシーケンスのに対応す
るｉ番目の値を掛けられた予め定められたシーケンスのｉ番目の値に対応し、ｉは、イン
デックスである。
【０１８２】
　一実施形態において、第１のロングトレーニングシーケンスの長さは、第２の通信プロ
トコルにより指定されたＯＦＤＭシンボルにおけるデータトーンの数およびパイロットト
ーンの数の和よりも大きいか、またはこれに等しい。いくつかの実施形態において、第１
の複数の修正済みコンスタレーションシンボルを生成する段階は、予め定められたシーケ
ンスを、第２の通信プロトコルに対する複数のパイロットトーンコンスタレーションシン
ボルを掛ける段階を有する。いくつかの実施形態において、複数のパイロットトーンコン
スタレーションシンボルに対応する予め定められたシーケンスの複数の値は、１の値を有
する。一実施形態において、予め定められたシーケンスの複数の値は、＋１または－１の
値を有する。
【０１８３】
　いくつかの実施形態において、第１の複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階は、第１
の通信プロトコルに準拠するレシーバにより生成された第１のフィールドに対する自己相
関出力が、ｉ）第１の通信プロトコルの第１のモードまたはｉｉ）第１の通信プロトコル
の第２のモードをシグナリングして、レシーバデバイスによる第１のモードまたは第２の
モードの自動検出を可能にするように、第１の複数のＯＦＤＭシンボルを生成する段階を
有する。一実施形態において、第１のフィールドは、第１のロングトレーニングシーケン
スを含む。別の実施形態において、第１のフィールドは、第２のロングトレーニングシー
ケンスを含む。
【０１８４】
　一実施形態において、方法２８００は、ＰＨＹデータユニットのデータフィールドに対
する第２の複数の情報ビットをエンコードする段階と、第２の複数のエンコード済みビッ
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トを生成する段階と、第２の複数のエンコード済みビットを第２の複数のコンスタレーシ
ョンシンボルにマッピングする段階と、予め定められたシーケンスを第２の複数のコンス
タレーションシンボルを掛ける段階を含む、第２の複数の修正済みコンスタレーションシ
ンボルを生成する段階と、第２の複数の修正済みコンスタレーションシンボルを含む第３
の複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを生成する段階と、第３の複数のＯＦ
ＤＭシンボルを含むデータフィールドを生成する段階とを更に備え、ＰＨＹデータユニッ
トを生成する段階は、少なくともプリアンブルおよびデータフィールドを含むＰＨＹデー
タユニットを生成する段階を有する。
【０１８５】
　上記の様々なブロック、オペレーションおよび技術の少なくともいくつかは、ハードウ
ェア、複数のファームウェア命令を実行するプロセッサ、複数のソフトウェア命令を実行
するプロセッサまたはそれらの任意の組み合わせを使用して実装され得る。ソフトウェア
命令もしくはファームウェア命令を実行するプロセッサを使用して実装される場合、ソフ
トウェア命令もしくはファームウェア命令は、ＲＡＭもしくはＲＯＭ、またはフラッシュ
メモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光学ディスクドライブ、テープドライブ
等の磁気ディスク、光学ディスク、または他のストレージ媒体等の任意のコンピュータ可
読メモリに格納され得る。同様に、ソフトウェア命令もしくはファームウェア命令は、例
えば、コンピュータ可読ディスクもしくは他の可搬式コンピュータストレージメカニズム
上、または通信媒体によることを含む、任意の知られているか、もしくは所望の提供方法
により、ユーザもしくはシステムに提供され得る。通常、通信媒体は、複数のコンピュー
タ可読命令、データ構造体、プログラムモジュールまたは搬送波もしくは他の搬送メカニ
ズム等の変調済みデータ信号における他のデータを実施する。「変調済みデータ信号」と
いう用語は、信号中の情報をエンコードするように設定もしくは変更された複数の特性の
うち１または複数を有する信号を意味する。限定ではなく例として、通信媒体としては、
有線ネットワークもしくは直接の有線接続等の有線媒体、ならびに音響、無線周波、赤外
線および他の無線媒体等の無線媒体が挙げられる。従って、ソフトウェア命令もしくはフ
ァームウェア命令は、電話回線、ＤＳＬ回線、ケーブルテレビ回線、光ファイバ回線、無
線通信チャネル、インターネット等（これらは、可搬式のストレージ媒体によりそのよう
なソフトウェアを提供するのと同一もしくは互換的なものとみなされる）通信チャネルを
介してユーザもしくはシステムに提供され得る。ソフトウェア命令またはファームウェア
命令は、プロセッサにより実行されると、プロセッサに様々な動作を実行させる機械可読
命令を含み得る。
【０１８６】
　ハードウェアに実装される場合、ハードウェアは離散コンポーネント、集積回路、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、等のうち１または複数を含んでもよい。
【０１８７】
　本発明は、本発明を限定するのではなく専ら例示することを意図した複数の具体的な例
を参照して説明されてきたが、本発明の範囲を逸脱することなく、開示された複数の実施
形態に対して様々な変更、追加および／または削除が行われてもよい。
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