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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、
　　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、
　　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
　を備え、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、無線通信のた
めの装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、ステアされたマルチユーザ多重入力多重出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）デ
ータを前記プリアンブルの後に送信するようにさらに構成される、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記プリアンブルは、前記複数の局のうちの少なくとも１つによって自動利得制御（Ａ
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ＧＣ）設定に使用されるショートトレーニングフィールドを備える、請求項１に記載の装
置。
【請求項４】
　前記プリアンブルの第２の部分は、時間的に前記高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）
フィールドの後に続くトレーニングフィールドを備えるさらなるシンボルから構成される
、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記トレーニングフィールドは、前記トレーニングフィールドの後に続く前記シンボル
を復調するために必要なチャネルを推定するために使用される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記トレーニングフィールドの後に続く前記さらなるシンボルは、信号フィールドを備
える、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記信号フィールドは、前記複数の局のうちの少なくとも２つについて異なる、請求項
６に記載の装置。
【請求項８】
　前記プリアンブルの高スループット（ＨＴ）部分に存在する信号フィールドにおける前
記送信の長さおよび変調コーディングスキーム（ＭＣＳ）は、前記プリアンブルの後に続
く、前記ステアされたＭＵ－ＭＩＭＯ送信の最長の持続時間を伝達するように選択される
、請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記信号フィールドは、特定の変調スキームを使用してモード検出に使用される、請求
項６に記載の装置。
【請求項１０】
　モード検出は、送信が、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｎに従うものか、ＩＥＥＥ ８０２．１
１ａｃに従うものかを決定することを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記特定の変調スキームは、データに関するパイロットを反転させることを含む、請求
項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記特定の変調スキームは、回転ＢＰＳＫ変調シンボルを含む、請求項９に記載の装置
。
【請求項１３】
　前記プリアンブルは、ＱＰＳＫを使用して変調される単一のシンボルを備える、請求項
４に記載の装置。
【請求項１４】
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成するこ
とと、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信することと、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信することと
　を備え、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、無線通信のた
めの方法。
【請求項１５】
　ステアされたマルチユーザ多重入力多重出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）データを前記プリアン
ブルの後に送信することをさらに備える、請求項１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記プリアンブルの第２の部分は、前記複数の局のうちの少なくとも１つによって自動
利得制御（ＡＧＣ）設定に使用されるショートトレーニングフィールドを備える、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記プリアンブルの第２の部分は、時間的に前記高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）
レガシーフィールドの後に続くトレーニングフィールドを備えるさらなるシンボルから構
成される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記トレーニングフィールドは、前記トレーニングフィールドの後に続く前記シンボル
を復調するために必要なチャネルを推定するために使用される、請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記トレーニングフィールドの後に続く前記さらなるシンボルは、信号フィールドを備
える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記信号フィールドは、前記複数の局のうちの少なくとも２つについて異なる、請求項
１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記プリアンブルの高スループット（ＨＴ）部分に存在する信号フィールドにおける前
記送信の長さおよび変調コーディングスキーム（ＭＣＳ）は、前記プリアンブルの後に続
く、前記ステアされたＭＵ－ＭＩＭＯ送信の最長の持続時間を伝達するように選択される
、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記信号フィールドは、特定の変調スキームを使用してモード検出に使用される、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　モード検出は、送信が、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｎに従うものか、ＩＥＥＥ ８０２．１
１ａｃに従うものかを決定することを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記特定の変調スキームは、データに関するパイロットを反転させることを含む、請求
項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記特定の変調スキームは、回転ＢＰＳＫ変調シンボルを含む、請求項２２に記載の方
法。
【請求項２６】
　前記プリアンブルは、ＱＰＳＫを使用して変調される単一のシンボルを備える、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２７】
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成するた
めの手段と、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信するための手段と
、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するための手段
と、
　を備え、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
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３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、通信のための
装置。
【請求項２８】
　機械可読媒体を備える、無線通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記
機械可読媒体は、
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信する
　ために実行可能な命令群で符号化され、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、コンピュータ
プログラム。
【請求項２９】
　ピアノードのために、ネットワークへのバックホール接続をサポートするように構成さ
れた無線ネットワークアダプタと、
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、前
記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、前記プリアンブル
の第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するように構成された処理システム
と
　を備え、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、アクセスポイ
ント。
【請求項３０】
　シンボルのシーケンスを備えた、複数のアクセス端末に送信されるプリアンブルを受信
するように構成された処理システムと、ここにおいて、前記プリアンブルの第１の部分は
、非ビームフォーミング形式で送信され、前記プリアンブルの第２の部分は、ビームフォ
ーミングを使用して送信され、
　前記処理システムによってサポートされるユーザインターフェースと
　を備え、
　前記プリアンブルの第１の部分は、２つの高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）レガシ
ーフィールド、および非レガシーモードを示す第３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドを備え、第１の送信チェーンにおける少なくとも１つの第３の高スループッ
ト信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドは、第２の送信チェーンにおける少なくとも１つの第
３の高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドとはサインが異なる、アクセス端末
。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本出願は、全てが本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、２
００９年７月１０日に出願された「Preamble Extensions」と題する米国仮出願６１／２
２４６４２号および２００９年１２月２８日に出願された「Preamble Extensions」と題
する米国仮出願６１／２９０４１９号の利益を主張する。
【技術分野】
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【０００２】
　次の記述は一般的に通信システムに関し、さらに詳細には、プリアンブル拡張に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムのために要求される帯域幅要件の増加という問題に対処するために、
複数のユーザ端末が、チャネルリソースを共有することによって、高いデータスループッ
トを達成すると同時に単一のアクセスポイントと通信することを可能にする異なるスキー
ムが開発されている。多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）テクノロジは、次世代型通信システ
ム向きの一般的な技術として近年登場した１つのそのようなアプローチに相当する。ＭＩ
ＭＯテクノロジは、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers）
８０２.１１規格のようないくつかの新興無線通信規格で採用されている。ＩＥＥＥ ８０
２．１１は、短距離通信（例えば、数十メートルから数百メートル）のためにＩＥＥＥ 
８０２.１１の委員会によって開発された無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
エアインターフェース規格のセットを示す。
【０００４】
　新しい８０２.１１ ＶＨＴ（Very High Throughput）は、ＭＩＭＯモードで動作する新
しい規格である。ＭＩＭＯテクノロジは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用していく
つかの受信機と通信するために送信機によって使用されうる。ＳＤＭＡは、異なる受信機
に同時に送信される複数のストリームが、同一の周波数スペクトルを共有できるようにす
る多元接続スキームである。いずれのストリーム内においても、データとプリアンブルの
両方を含むデータパケットが存在する。新しいテクノロジを扱うために、効率的なプリア
ンブルを設計することが必要である。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示の１つの態様において、装置は、一般的に、各々が複数のシンボルを備える複数
の空間ストリームを生成し、トレーニングシーケンスの少なくとも一部を、複数の空間ス
トリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと、複数の空間ストリー
ムのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとにわたって分散（distribute
）するように構成された少なくとも１つのプロセッサと、その少なくとも１つのプロセッ
サに結合されたメモリとを含む。
【０００６】
　本開示の１つの態様において、通信のための方法は、各々が複数のシンボルを備える複
数の空間ストリームを生成することを備える。その方法は、さらに、トレーニングシーケ
ンスの少なくとも一部を、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける
第１のシンボルと、複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２の
シンボルとにわたって分散することを備える。
【０００７】
　本開示の１つの態様において、通信のための装置は、各々が複数のシンボルを備える複
数の空間ストリームを生成するための手段を備える。その装置は、さらに、トレーニング
シーケンスの少なくとも一部を、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームに
おける第１のシンボルと、複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける
第２のシンボルとにわたって分散するための手段を備える。
【０００８】
　本開示の１つの態様において、無線通信のためのコンピュータプログラムプロダクトは
、各々が複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成するために実行可能な命令
群で符号化された機械可読媒体を備える。その機械可読媒体は、さらに、トレーニングシ
ーケンスの少なくとも一部を、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにお
ける第１のシンボルと、複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第
２のシンボルとにわたって分散するために実行可能な命令群で符号化される。
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【０００９】
　本開示の１つの態様において、アクセス端末は、一般的に、各々が複数のシンボルを備
える複数の空間ストリームを受信するように構成された処理システムであって、トレーニ
ングシーケンスの少なくとも一部は、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリー
ムにおける第１のシンボルと、複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにお
ける第２のシンボルとにわたって分散される処理システムと、その処理システムによって
サポートされるユーザインターフェースとを含む。
【００１０】
　本開示の１つの態様において、無線通信のための装置は、一般的に、シンボルのシーケ
ンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、プリアンブルの第１の
部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、プリアンブルの第２の部分を、ビームフォ
ーミングを使用して送信するように構成された少なくとも１つのプロセッサと、その少な
くとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。
【００１１】
　本開示の１つの態様において、無線通信のための方法は、一般的に、シンボルのシーケ
ンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成することと、プリアンブル
の第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信することと、プリアンブルの第２の部
分を、ビームフォーミングを使用して送信することとを含む。
【００１２】
　本開示の１つの態様において、無線通信のための装置は、一般的に、シンボルのシーケ
ンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成するための手段と、プリア
ンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信するための手段と、プリアンブ
ルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するための手段とを含む。
【００１３】
　本開示の１つの態様において、無線通信のためのコンピュータプログラムプロダクトは
、一般的に、シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを
生成し、プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、プリアンブ
ルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するために実行可能な命令群で符
号化される機械可読媒体を含む。
【００１４】
　本開示の１つの態様において、アクセスポイントは、一般的に、ピアノードのために、
ネットワークへのバックホール接続をサポートするように構成された無線ネットワークア
ダプタと、シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生
成し、プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、プリアンブル
の第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するように構成された処理システム
とを含む。
【００１５】
　本開示の１つの態様において、アクセス端末は、一般的に、シンボルのシーケンスを備
えた、複数のアクセス端末に送信されるプリアンブルを受信するように構成された処理シ
ステムを含み、プリアンブルの第１の部分は、非ビームフォーミング形式で送信され、プ
リアンブルの第２の部分は、ビームフォーミングを使用して送信され、アクセス端末はさ
らに、処理システムによってサポートされるユーザインターフェースを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明のこれらおよび別の例示的な態様は、次に続く、発明を実施するための形態、並
びに、添付の図面で記述されるであろう。
【図１】図１は、無線通信ネットワークの図である。
【図２】図２は、無線ノードの例を示すブロック図である。
【図３】図３は、第３のＨＴ－ＳＩＧシンボルを有する例示的な混合モードプリアンブル
を描写する図である。
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【図４】図４は、第３のＨＴ－ＳＩＧシンボルを有する例示的なグリーンフィールドプリ
アンブルを描写する図である。
【図５】図５は、追加のＨＴ－ＬＴＦを有する例示的なプリアンブルを描写する図である
。
【図６】図６は、例示的なＶＨＴ専用グリーンフィールド（VHT-only-Greenfield）プリ
アンブルを描写する図である。
【図７】図７は、追加のＨＴ－ＳＴＦを有する例示的な代替混合モードプリアンブルを描
写する図である。
【図８】図８は、４個の空間ストリームに対する例示的な短縮チャネルトレーニングを描
写する図である。
【図９】図９は、８個の空間ストリームに対する例示的なチャネルトレーニングを描写す
る図である。
【図１０】図１０は、８個の空間ストリームに対する例示的な代替チャネルトレーニング
を描写する図である。
【図１１】図１１は、拡張ＨＴ－ＬＴＦを有する例示的なＶＨＴ専用グリーンフィールド
プリアンブルを描写する図である。
【図１２】図１２は、１６個の空間ストリームに対する例示的なチャネルトレーニングを
描写する図である。
【図１３】図１３は、異なるＳＴＦおよびＬＴＦを有する例示的なＶＨＴグリーンフィー
ルドプリアンブルを描写する図である。
【図１４】図１４は、例示的なＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットを描写す
る図である。
【図１５】図１５は、開ループＭＩＭＯについての例示的なＶＨＴグリーンフィールドフ
レームフォーマットを描写する図である。
【図１６】図１６は、例示的なＶＨＴ混合モードフレームフォーマットを描写する図であ
る。
【図１７】図１７は、開ループＭＩＭＯについての例示的なＶＨＴ混合モードフレームフ
ォーマットを描写する図である。
【図１８】図１８は、例示的なアップリンクフレームフォーマットを描写する図である。
【図１９】図１９は、例示的な代替ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットを描
写する図である。
【図２０】図２０は、開ループＭＩＭＯについての例示的な代替ＶＨＴグリーンフィール
ドフレームフォーマットを描写する図である。
【図２１】図２１は、例示的な代替ＶＨＴ混合モードフレームフォーマットを描写する図
である。
【図２２】図２２は、開ループＭＩＭＯについての例示的な代替ＶＨＴ混合モードフレー
ムフォーマットを描写する図である。
【図２３】図２３は、例示的な代替アップリンクフレームフォーマットを描写する図であ
る。
【図２４】図２４は、例示的な代替ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットを描
写する図である。
【図２５】図２５は、例示的な代替ＶＨＴ混合モードフレームフォーマットを描写する図
である。
【図２６】図２６は、ＭＭＳＥ－ＥＳを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴグ
リーンフィールドフレームフォーマットを描写する図である。
【図２７】図２７は、ＭＭＳＥを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴグリーン
フィールドフレームフォーマットを描写する図である。
【図２８】図２８Ａと図２８Ｂとを組み合わせた図である。
【図２８Ａ】図２８ＡはＭＭＳＥ－ＥＳを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴ
混合モードフレームフォーマットを描写する図であり、フレームフォーマットを示すため
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に図２８Ｂの空間ストリームが図２８Ａの空間ストリームに続くように２ページにまたが
る。
【図２８Ｂ】図２８ＢはＭＭＳＥ－ＥＳを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴ
混合モードフレームフォーマットを描写する図であり、フレームフォーマットを示すため
に図２８Ｂの空間ストリームが図２８Ａの空間ストリームに続くように２ページにまたが
る。
【図２９】図２９は、ＭＭＳＥを用いるＳＭＤＡについての例示的な代替ＶＨＴ混合モー
ドフレームフォーマットを描写する図である。
【図３０】図３０は、８個の空間ストリームについての例示的なウォルシュ符号化チャネ
ルトレーニングを描写する図である。
【図３１】図３１は、ＳＤＭＡについての例示的なウォルシュ符号化チャネルトレーニン
グを描写する図である。
【００１７】
　一般的な実施にしたがって、図面のうちのいくつかは、明瞭さのために簡潔にされうる
。このように、図面は、所与の装置（例えば、デバイス）または方法の全てのコンポーネ
ントを描写しているわけでない。最後に、同様の参照番号は、明細書および図面全体を通
して同様の特徴を表すために使用されうる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の様々な態様が、添付の図面に関して、以下により詳しく記述される。しかしな
がら、本発明は、多数の異なる形態で組み込まれることができ、本開示全体を通して示さ
れる任意の特定構造または機能に限定とされるとして解釈されるべきではない。むしろ、
これらの態様は、本開示を完全および完璧にして、本開示の範囲を当業者に十分に伝達す
るために提供される。本明細書の教示に基づいて、本明細書に開示される発明の任意の態
様が独立して実施されようと、本発明のあらゆる別の態様と組み合わされようと、それら
を本発明の範囲がカバーするよう意図されていることを当業者は認識するであろう。例え
ば、本明細書に示された態様を、任意の数、使用して、装置が実装され、または、方法が
実施されうる。加えて、本発明の範囲は、本明細書に示された発明の様々な態様に加えて
、あるいは、それらを除き、別の構造、機能性、または構造と機能性を使用して実施され
るそのような装置または方法をカバーすることを目的としている。本明細書に開示される
発明の任意の態様が、特許請求の範囲の１または複数のエレメントによって組み込まれう
ることは理解されるべきである。
【００１９】
　無線ネットワークのいくつかの態様が、図１に関してここに示されるであろう。全体と
して、ノード１１０および１２０として示されるいくつかの無線ノードを有する無線ネッ
トワーク１００が示される。各無線ノードは、受信および／または送信することができる
。次に続く発明を実施するための形態において、ダウンリンク通信の場合、「アクセスポ
イント」という用語は送信ノードを指すために使用され、「アクセス端末」という用語は
、受信ノードを指すために使用され、一方で、アップリンク通信の場合、「アクセスポイ
ント」という用語は、受信ノードを指すために使用され、「アクセス端末」という用語は
、送信ノードを指すために使用される。しかしながら、当業者は、別の用語または名称が
、アクセスポイントおよび／またはアクセス端末に対して使用されうることを容易に理解
するであろう。例として、アクセスポイントは、基地局、トランシーバ基地局、局、端末
、ノード、アクセスポイントとして機能するアクセス端末、または、いくつかの別の適切
な用語で呼ばれうる。アクセス端末は、ユーザ端末、移動局、加入者局、局、無線デバイ
ス、端末、ノード、または、いくつかの別の適切な用語で呼ばれうる。本開示全体を通し
て記述される様々なコンセプトは、全ての適切な無線ノードに対して、それらの特定の名
称に関係なく適用されることを目的としている。
【００２０】
　無線ネットワーク１００は、アクセス端末１２０にカバレッジを提供するために、地理
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的領域全体に分散される任意の数のアクセスポイントをサポートしうる。システムコント
ローラ１３０は、アクセスポイントの協調および制御を提供し、別のネットワーク（例え
ば、インターネット）へのアクセスをアクセス端末１２０に提供するために使用されうる
。明瞭さのために、１つのアクセスポイント１１０が示される。アクセスポイントは、一
般的に、カバレッジの地理的領域内のアクセス端末にバックホールサービスを提供する固
定端末であるが、アクセスポイントは、いくつかのアプリケーションにおいて移動式であ
りうる。固定式または移動式でありうるアクセス端末は、アクセスポイントのバックホー
ルサービスを利用するか、あるいは、別のアクセス端末とのピア・ツー・ピア通信に従事
する。アクセス端末の例は、電話（例えば、セルラ電話）、ラップトップコンピュータ、
デスクトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、デジタルオーディオプレーヤ（例
えば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲームコンソール、または、あらゆる別の適切な無線
ノードを含む。
【００２１】
　無線ネットワーク１００は、ＭＩＭＯテクノロジをサポートしうる。ＭＭＯテクノロジ
を使用することによって、アクセスポイント１１０は、複数のアクセス端末１２０と、Ｓ
ＤＭＡを使用して同時に通信することができる。本開示の背景技術のセクションで説明さ
れたように、ＳＤＭＡは、異なる受信機に同時に送信される複数のストリームが、同一の
周波数チャネルを共有し、結果として、より高いユーザ容量を提供することを可能にする
多元接続スキームである。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし、
その空間的にプリコーディングされたストリームを、それぞれ、異なる送信アンテナを通
してダウンリンク上で送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされ
たデータストリームは、異なる空間シグネチャでアクセス端末に到達し、それは、各アク
セス端末１２０が、そのアクセス端末１２０に向けられたデータストリームを復元するこ
とを可能にする。アップリンク上で、各アクセス端末１２０は、空間的にプリコーディン
グされたデータストリームを送信し、それは、アクセスポイント１１０が、空間的にプリ
コーディングされたデータストリームの各々のソースを識別することを可能にする。
【００２２】
　１または複数のアクセス端末１２０は、ある機能性を可能にするために複数のアンテナ
を備えうる。この構成の場合、マルチアンテナアクセスポイントと通信するために、アク
セスポイント１１０において複数のアンテナが使用され、追加の帯域幅または送信電力な
しに、データスループットが高められうる。これは、送信機において、高データレート信
号を、異なる空間シグネチャを用いて、複数の低レートデータストリームに分け、それに
より、受信機が、これらのストリームを複数のチャネルに分け、そのストリームを適切に
結合することによって高レートデータ信号を復元できるようになることによって達成され
うる。
【００２３】
　次に開示の一部は、ＭＩＭＯテクノロジもサポートするアクセス端末を記述するが、ア
クセスポイント１１０は、ＭＩＭＯテクノロジをサポートしないアクセス端末をサポート
するようにも構成されうる。このアプローチによって、より新しいＭＩＭＯアクセス端末
が適宜導入されることを可能にすると同時に、旧式のアクセス端末（すなわち、「レガシ
」端末）が、無線ネットワークにおいて展開され続け、その有効寿命を拡張することがで
きる。
【００２４】
　次に続く、発明が実施される形態において、本発明の様々な態様が、直交周波数分割多
重（ＯＦＤＭ）のような任意の適切な無線テクノロジをサポートするＭＩＭＯシステムに
関して記述されるであろう。ＯＦＤＭは、正確な周波数で離間された多数のサブキャリア
にわたってデータを分散する拡散スペクトル技術である。離間することは、受信機が、デ
ータをサブキャリアから復元することを可能にする「直交性」を提供する。ＯＦＤＭシス
テムは、ＩＥＥＥ ８０２．１１、または、ある別のエアインターフェース規格を実現し
うる。



(10) JP 6013580 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【００２５】
　別の適切な無線テクノロジは、例として、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元
接続（ＴＤＭＡ）、または、その他の適切な無線テクノロジ、あるいは、適切な無線テク
ノロジのあらゆる組み合わせを含む。ＣＤＭＡシステムは、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５
、ＩＳ－８５６、広域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、または、ある別の適切なエ
アインターフェース規格で実現されうる。ＴＤＭＡシステムは、ＧＳＭ（登録商標）、ま
たは、ある別の適切なエアインターフェース規格を実現しうる。当業者が容易に認識する
ように、本発明の様々な態様は、あらゆる特定の無線テクノロジ、および／または、エア
インターフェース規格に限定されない。
【００２６】
　図２は、無線ノードの例を示す概念ブロック図である。送信モードにおいて、ＴＸデー
タプロセッサ２０２は、データソース２０１からデータを受信し、そのデータを符号化（
例えば、ターボ符号化）して、受信側ノードでの前方誤り訂正（ＦＥＣ）を容易にするた
めに使用されうる。符号化プロセスは、変調シンボルのシーケンスを生成するために、Ｔ
Ｘデータプロセッサ２０２によって共にブロックされ、信号コンステレーションにマッピ
ングされうる符号シンボルのシーケンスに帰着する。
【００２７】
　ＯＦＤＭを実現する無線ノードにおいて、ＴＸデータプロセッサ２０２からの変調シン
ボルは、ＯＦＤＭ変調器２０４に提供されうる。ＯＦＤＭ変調器２０４は、変調シンボル
を、多数の並列ストリームに分け、次に、ある変調コンステレーションを使用して、各ス
トリームをサブキャリアにマッピングする。次に、各々がキャリアのセットを有する時間
ドメインＯＦＤＭシンボルを生成するために、高速フーリエ逆変換（ＩＦＦＴ）が、サブ
キャリアの各セットに実行される。そのＯＦＤＭシンボルは、複数のデータパケットのペ
イロードに分散される。
【００２８】
　無線ノード２００の少なくとも１つの構成において、プリアンブルは、各データパケッ
トのペイロードと共に搬送される。そのプリアンブルは、プリアンブルユニット２０３に
よってＯＦＤＭ変調器２０４に提供されるいくつかのシンボルから構成されうる。ＯＦＭ
Ｄ変調器２０４は、そのプリアンブルシンボルを多数の並列ストリームに分け、次に、あ
る変調コンステレーションを使用して各ストリームをサブキャリアにマッピングする。次
に、プリアンブルを構成する１または複数の時間ドメインＯＦＤＭシンボルを生成するた
めに、ＩＦＦＴが、サブキャリアの各セットに実行される。次に、そのプリアンブルは、
データパケットをＴＸ空間プロセッサ２０５に提供する前に、各データパケットによって
搬送されるペイロードに付加される。
【００２９】
　ＴＸ空間プロセッサ２０５は、空間処理をそのデータパケットに実行する。これは、デ
ータパケットを、多数の空間プリコーディングストリームへと空間的にプリコーディング
し、次に、空間的にプリコードされたストリームの各々を、トランシーバ２０６を介して
異なるアンテナ２０８に提供することによって達成されうる。各トランシーバ２０６は、
無線チャネルを通して送信するために、プリコーディングされたそれぞれのストリームを
用いてＲＦキャリアを変調する。
【００３０】
　受信モードにおいて、各トランシーバ２０６は、それぞれのアンテナ２０８を通して信
号を受信する。各トランシーバ２０６は、ＲＦキャリア上に変調された情報を復元し、そ
の情報をＲＸ空間プロセッサ２１０に提供するために使用されうる。
【００３１】
　ＲＸ空間プロセッサ２１０はその情報に対して空間処理を実行し、無線ノード２００に
向けられた任意の空間ストリームで搬送されるデータパケットを復元する。その空間処理
は、チャネル相関行列変換（ＣＣＭＩ）、最小二乗平均誤差（ＭＭＳＥ）、ソフト干渉除
去（ＳＩＣ）、または、ある別の適切な技術に従って実行されうる。
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【００３２】
　プリアンブルユニット２０３は、各データパケットのプリアンブルを使用して、同期情
報をＯＦＤＭ復調器２１２に提供するであろう。ＯＦＤＭ復調器２１２は、データパケッ
トのペイロード内のＯＦＭＤシンボルにおけて各サブキャリア上で搬送されるデータを復
元し、そのデータを変調シンボルのストリームへと多重送信する。ＯＦＤＭ復調器２１２
は、そのストリームを、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して時間ドメインから周波数
ドメインに変換する。周波数ドメイン信号は、各サブキャリアのための個別ストリームを
備える。
【００３３】
　チャネル推定器２１５は、ＯＦＤＭ復調器２１２からのストリームを受信し、チャネル
応答を推定する。プリアンブルの一部として、パイロット信号のセットが存在しうる。各
パイロット信号は、一般的に、無線チャネルを通る送信により、位相がシフトされるであ
ろう。位相シフトされたパイロット信号のＭＭＳＥ推定値が計算され、そのＭＭＳＥ推定
値は、位相誤差を推定し、その結果としてチャネル応答を推定するために使用される。そ
のチャネル応答は、ＲＸデータプロセッサ２１４に提供される。
【００３４】
　ＲＸデータプロセッサ２１４は、変調シンボルを、信号コンステレーションの正確な点
に戻すために使用される。無線チャネルのノイズおよび別の障害により、変調シンボルは
、元の信号コンステレーションにおける点の正確な位置に対応しない可能性がある。チャ
ネル応答を使用して、ＲＸデータプロセッサ２１４は、受信された点と、信号コンステレ
ーション内の有効なシンボルの位置との最短距離を発見することによって、どの変調シン
ボルが送信された可能性が高かったかを検出する。これらのソフト決定は、ターボ符号化
の場合に、例えば、所与の変調シンボルと関連付けられた符号シンボルの対数尤度比（Ｌ
ＬＲ）を計算するために使用されうる。次に、ＲＸデータプロセッサ２１４は、符号シン
ボルのＬＬＲのシーケンスと、位相誤誤差推定値とを使用して、データをデータシンク２
１８に提供する前に最初に送信されたデータを復号する。
【００３５】
　各データパケット内のプリアンブルは、トレーニングシーケンスを含む。トレーニング
シーケンスは、多数の変調シンボルを含む。トレーニングシーケンスは、ショートトレー
ニングフィールド（ＳＴＦ）および／またはロングトレーニングフィールド（ＬＴＦ）を
備えうる。プリアンブルユニット２０３は、ＯＦＤＭ変調器２０４と共に、次のメカニズ
ムに従ってプリアンブルを生成する。プリアンブルは、データの長さと変調スキームとを
示す情報を含む少なくとも１つのシンボルを分散することによって生成される。そのよう
な情報は、データパケットのうちの少なくとも２つについて異なりうる。プリアンブルユ
ニット２０３は、さらに、トレーニングシーケンスの少なくとも一部、すなわち、ＳＴＦ
またはＬＴＦを、複数のデータパケットのうちの第１のデータパケットにおける第１のシ
ンボルにわたって、並びに、複数のデータパケットのうちの第２のデータパケットにおけ
る第２のシンボルにわたって分散するように構成される。受信側では、データパケットを
復号する際に、ＯＦＤＭ復調器２１２を支援するためにプリアンブルユニット２０３が使
用される。次の記述は、送信側におけるプリアンブルユニット２０３によって実行される
動作ステップについてのさらなる詳細の記述である。
【００３６】
　トレーニングシーケンスのさらなる一部を、複数のデータパケットのうちの第３のデー
タパケットにおける第３のシンボルに、または、時間的に第１のシンボルの後に続く、複
数のデータパケットのうちの第１のデータパケットにおける別のシンボルに、または、時
間的に第１のシンボルの後に続く、複数のデータパケットのうちの第３のデータパケット
における別のシンボルに分散することによってもプリアンブルが生成されうる。さらに、
第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部は、時間的に第３のシンボルの後
に続く、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第４のシンボルに
分散されうる。
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【００３７】
　さらに、第１および第２のシンボルの各々が複数のサブキャリアを有する場合、トレー
ニングシーケンスは、第１および第２のシンボルにおける異なるサブキャリアにわたって
分散される。第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部は、巡回的に遅延し
うる。
【００３８】
　複数のシンボルのうちの第１のシンボルが、信号を搬送する多数のサブキャリアを含む
場合、サブキャリアによって搬送される信号は、第１のシンボルにおけるトレーニングシ
ーケンスの一部と乗じられうる。または、第１のシンボルが、複数の帯域内サブキャリア
および帯域外サブキャリアを含む場合、第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンス
の一部は、帯域内サブキャリアにわたって分散され、帯域外サブキャリアは減衰する。
【００３９】
　プリアンブルを生成する際に、複数のシンボルのうちの少なくとも１つが、スプーフ変
調スキーム（spoof modulation scheme）を用いて変調されうる。さらに、複数の空間ス
トリームのうちの第１の空間ストリームにおける複数のシンボルのうちの１個のシンボル
が、第１の変調スキームを用いて変調され、複数の空間ストリームのうちの第１の空間ス
トリームにおける複数のシンボルのうちの別のシンボルが、第１の変調スキームとは異な
る第２の変調スキームを用いて変調されうる。
【００４０】
　次の図は、構成されうる多数の例示的なプリアンブルを示している。新しい例示的なプ
リアンブルは、既存の１１ｎ（８０２．１１バージョンｎ）プリアンブルで始まり、スプ
ーフされたレートおよび長さフィールドを使用する高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）
を含む。追加のＨＴ－ＳＩＧフィールドは、新しいモードを信号送信するために使用され
、変更された高スループットロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ）は、より多
くのトーンおよび／またはより多くの空間ストリームのチャネル推定に使用される。
【００４１】
　グリーンフィールド（ＧＦ）についての追加のＨＴ－ＳＩＧを有するコンテキストにお
いて、第３のＨＴ－ＳＩＧシンボルが、既存のＨＴ－ＳＩＧシンボルの後に挿入される。
二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）スプールレートは、１１ｎ ＨＴ－ＳＩＧにおける１個の空
間ストリームで使用される。既存の回転ＢＰＳＫメカニズムは、第３のＨＴ－ＳＩＧの存
在を検出するために使用される。ＨＴ－ＬＴＦは、４０ｍＨｚ １１ｎサブチャネルにお
いて、１１ｎよりも多くのサブキャリアを使用しうる。レガシ問題を回避するために、第
１のＨＴ－ＬＴＦは、１１ｎサブキャリアを使用する。これは、４０ＭＨｚサブキャリア
の各々において、１１４個のサブキャリアを有することにつながるであろう。
【００４２】
　追加のＨＴ－ＳＩＧのコンテキストにおいて、混合モード（ＭＭ）では、第３のＨＴ－
ＳＩＧは、第１のＨＴ－ＬＴＦの後に挿入される。第３のＨＴ－ＳＩＧは、利得ステップ
がその時点で行われるため、既存のＨＴ－ＳＩＧの後に挿入されない可能性がある。さら
に、ＢＰＳＫスプーフレートは、１１ｎ ＨＴ－ＳＩＧにおいて１個の空間ストリームで
使用され、既存の回転ＢＰＳＫメカニズムは、第３のＨＴ－ＳＩＧの存在を検出するため
に使用される。
【００４３】
　追加のＨＴ－ＳＩＧオプションを有するコンテキストにおいて、回転ＢＰＳＫを使用す
る１個の追加のシンボルは、２４個の追加のシグナリングビットが十分である場合、用い
られうる。回転ＢＰＳＫを使用する２個の追加のシンボルは、より多くのオーバーヘッド
に帰着することができる。直交偏移位相（ＱＰＳＫ）を使用する１個の追加のシンボルは
、回転ＢＰＳＫに対するＱＰＳＫを検出する際の信号対ノイズ比（ＳＮＲ）ペナルティに
帰着しうる。追加のＨＴ－ＳＩＧ３のパイロットが反転されうる。
【００４４】
　図３は、第３のＨＴ－ＳＩＧシンボルを有する例示的な混合モードプリアンブルのセッ
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ト３００を描写する図であり、混合モードプリアンブル３０２～３０８を含む。第３のＨ
Ｔ－ＳＩＧは、ＨＴ－ＬＴＦのサインおよび巡回遅延に一致させるために、ＨＴ－ＳＩＧ
１およびＨＴ－ＳＩＧ２とは異なるサインおよび巡回遅延を有する。高スループット－シ
ョートトレーニングフィールド（ＨＴ－ＳＴＦ）までの全てのシンボルは、恐らく９０度
の位相回転を伴った、２個の４０ＭＨｚチャネルにおける１１ｎの４０ＭＨｚコピーであ
る。ＨＴ－ＳＴＦの後のシンボルは、２個の１１ｎ ４０ＭＨｚチャネルよりも多くのサ
ブキャリアを有するためにトーンフィリングを使用しうる。図３に示される例示的な混合
モードプリアンブルのセット３００は、４つのアンテナのためのものであり、これは、別
の４つのアンテナで異なる巡回遅延を使用することによって、８つまで拡張されうる。
【００４５】
　図４は、第３のＨＴ－ＳＩＧシンボルを有する例示的なグリーンフィールドプリアンブ
ルのセット４００を描写する図であり、グリーンフィールドプリアンブル４０２～４０８
を含む。レガシ１１ｎデバイスは、スプーフ長およびスプーフＢＰＳＫレートを含むＨＴ
－ＳＩＧ１および２に基づいて拡張しなければならない。ＢＰＳＫチェックは、新しいモ
ードを検出するために、ＨＴ－ＳＩＧ３で回転させられうる。
【００４６】
　図５は、追加のＨＴ－ＬＴＦを有する例示的なプリアンブルのセット５００を描写する
図であり、プリアンブル５０２～５０８を含む。図５のプリアンブルのセット５００に含
まれるプリアンブルは、追加のＨＴ－ＬＴＦを有することを除けば、例示的なグリーンフ
ィールドプリアンブルのセット４００に類似している。そのため、第１のＨＴ－ＬＴＦに
おいてトーンフィリングを行う必要がない。
【００４７】
　図６は、例示的なＶＨＴ専用グリーンフィールドプリアンブルのセット６００を描写す
る図であり、ＶＨＴ専用グリーンフィールドプリアンブル６０２～６０８を含む。図６に
示される例示的なＶＨＴ専用グリーンフィールドプリアンブルのセット６００は、媒体が
ある時間の間リザーブされる場合、ＶＨＴネットワークに対して使用されるか、あるいは
、送信動作内で使用される。このプリアンブルの検出は、ＨＴ－ＳＩＧ３上でのＱＰＳＫ
検出によって、あるいは、反転パイロットをＨＴ－ＳＩＧ３で使用することによって行わ
れる。このプリアンブルは、４個の空間ストリームのためのものであり、異なる巡回遅延
を使用することによって、および、異なるＨＴ－ＬＴＦを使用することによって、８個ま
たはそれ以上に拡張されうる。
【００４８】
　図７は、追加のＨＴ－ＳＴＦを有する例示的な代替混合モードプリアンブルのセット７
００を描写する図であり、代替混合モードプリアンブル７０２～７０８を含む。図７に示
される例示的な代替混合モードプリアンブルのセット７００は、ビームフォーミングと組
み合わせて使用される。ここで、ビームフォーミングは、ＨＴ－ＳＩＧ３まで隠し（hidd
en）ノード問題が存在しないように、ＨＴ－ＳＩＧ３の後に開始することができる。プリ
アンブルには、さらに、１つの追加のＨＴ－ＳＴＦおよび１つの追加のＨＴ－ＬＴＦとい
う８マイクロ秒が存在しうる。この代替プリアンブルは、全てのデバイスが、ＨＴ－ＳＩ
Ｇ １および２によって示される長さぶん拡張することを要求される場合、必要ない可能
性がある。
【００４９】
　４個よりも多くの空間ストリームの場合、１１ｎ拡張において、より多くのＨＴ－ＬＴ
Ｆシンボル（例えば、８個の空間ストリームのための長さ８のウォルシュコードを備える
８個のシンボル）が使用されうる。プリアンブルのＨＴ－ＬＴＦ部について、いくつかの
より短い代替例が存在する。例えば、ある代替例は、空間ストリーム同士を区別するため
にトーン補間を使用し、別の代替例は、空間ストリーム同士を区別するために大きい巡回
遅延（ＣＤ）または巡回遅延ダイバーシティ（ＣＤＤ）値を使用しうる。どちらの方法も
、受信機におけるチャネル補間を要求しうる。
【００５０】
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　図８は、４個の空間ストリームについての例示的な短縮チャネルトレーニングシーケン
スのセット８００を描写する図であり、短縮チャネルトレーニングシーケンス８０２～８
０８を含む。空間ストリームの２つのペアを分離するために、ウォルシュコードと組み合
わせた１６００ｎｓ ＣＤが使用されうる。チャネル短縮および補間が、チャネルトレー
ニングを行うために受信機において必要とされうる。
【００５１】
　図９は、８個の空間ストリームについての、例示的なチャネルトレーニングシーケンス
のセット９００を描写する図であり、短縮チャネルトレーニングシーケンス９０２～９１
６を含む。図８について示される例と同様に、この場合においても、空間ストリームの２
つのペアを分離するために、ウォルシュコードと組み合わせた１６００ｎ ＣＤが使用さ
れる。チャネル短縮および補間も、チャネルトレーニングを実行するために、受信機にお
いて必要とされうる。
【００５２】
　図１０は、８個の空間ストリームについての、例示的な代替チャネルトレーニングシー
ケンスのセット１０００を描写する図であり、短縮チャネルトレーニングシーケンス１０
０２～１０１６を含む。図１０を参照すると、各空間ストリームに対するインパルス応答
は、両方の列の加算および減算の後に４個の空間ストリームを分離するために、８００ｎ
ｓに制限される必要がありうる。
【００５３】
　望まれないあらゆるビームフォーミングを回避するために、ある一定ＣＤ（例えば、２
００ｎｓ）を、図９および１０に示されるプリアンブルの下位４行に追加することが望ま
れうる。８個の空間ストリームグリーンフィールドプリアンブルを有するＨＴ－ＳＩＧ３
は、３６マイクロ秒となりうる。それは、現在の４個の空間ストリーム８０２．１１ｎグ
リーンフィールドプリアンブルと同じ長さでありうる。
【００５４】
　現在の１１ｎ ＨＴ－ＬＴＦは、位相ノイズおよび周波数誤差に敏感でありうる。チャ
ネルトレーニングインターバル中の共通位相誤差を推定する１つの方法は、チャネルトレ
ーニングインターバル全体を通して、空間ストリーム後との相対位相を変化させないパイ
ロットトーンのサブセットを使用することである。
【００５５】
　代替として、チャネルトレーニングシンボルのガード時間を増加させうる。１１ｎシス
テムは、遅延分散を処理するために要求されるガード時間８００ｎｓを使用する。このガ
ード時間を１６００ｎｓあるいはそれ以上に増やすことによって、全てのＨＴ－ＬＴＦに
おけるかなりの量のサンプルが、シンボル毎の周波数誤差を推定するために使用されうる
。２８００ｎｓガードインターバルは、周波数推定に利用可能な２マイクロ秒と共に、６
マイクロ秒のシンボル持続時間をＨＴ－ＬＴＦに与えるであろう。周波数推定は、インタ
ーバル８００ｎｓから２８００ｎｓにおけるサンプルと、インターバル４０００ｎｓから
６０００ｎｓにおけるサンプルの位相とを比較することによって行われうる。
【００５６】
　図１１は、拡張ＨＴ－ＬＴＦを有する例示的なＶＨＴ専用グリーンフィールドプリアン
ブルのセット１１００を描写する図であり、ＶＨＴ専用グリーンフィールドプリアンブル
１１０２～１１１６を含む。より具体的には、図１１は、８０ＭＨｚチャネルにおける８
個の空間ストリームについての３８マイクロ秒プリアンブルを示す（１１ｎグリーンフィ
ールドプリアンブルは、４個の空間ストリームについて、３６マイクロ秒である）。ＨＴ
－ＬＴＦは、８マイクロ秒に拡張され、それは、プリアンブルを４４マイクロ秒にしうる
。
【００５７】
　記述された８空間ストリームトレーニングのような既存のＮｓｓ空間ストリームチャネ
ルトレーニングＨＮは、次の式によって、空間ストリームの数を二倍にするための新しい
トレーニングパターンを作るために使用されうる。
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【数１】

【００５８】
　この拡張を用いて、ＨＴ－ＬＴＦシンボルの数が倍であることを除けば、８空間ストリ
ームプリアンブルと同じ長さである１６空間ストリームプリアンブルが生成されうる。
【００５９】
　図１２は、１６個の空間ストリームについての、例示的なチャネルトレーニングシーケ
ンスのセット１２００を描写する図であり、チャネルトトレーニングシーケンス１２０２
～１２３２を含む。
【００６０】
　ＳＤＭＡダウンリンクの場合のＶＨＴ信号フィールドに関して、ＳＤＭＡダウンリンク
ビームフォーミング行列が後に続く単一の空間ストリームが使用されうる。例えば、２空
間―時間ストリームクライアントの場合、最初に、－４００ｎｓのＣＤＤを用いて２個の
ＶＨＴ－ＳＩＧコピーが生成されうる。次に、例えば、８個のＴＸ（送信）信号を得るた
めに、（８個のアンテナを有するＡＰの場合）ビームフォーミング行列が適用されうる。
【００６１】
　アップリンクの場合のＶＨＴ－ＳＩＧに関して、クライアントは、ＡＰが処理可能な空
間ストリームの最大数に等しい数の空間ストリームでプリアンブルを送信しうる。あるい
は、空間ストリームの数は、全てのアップリンクストリームの総数よりも多くありうる。
ＡＰは、ＨＴ－ＬＴＦチャネル推定の後に、異なるＶＨＴ－ＳＩＧでＭＩＭＯ検出を行う
ことができる。
【００６２】
　ＳＤＭＡアップリンクについて、上に記述されたプリアンブルが使用されるが、各ユー
ザは、利用可能な空間ストリームの異なる部分で送信することが必要となるであろう。例
えば、３人のユーザおよび１６個の空間ストリームがある場合、ユーザ１は、空間ストリ
ーム１～８を使用して送信し、ユーザ２は、空間ストリーム９～１４を使用して送信し、
ユーザ３は、空間ストリーム１５～１６を使用して送信する。
【００６３】
　各ユーザがどの変調およびパケット長を有するかを、ＡＰが事前に知っていない限り、
ユーザ毎に異なる必要のありうるＶＨＴ－ＳＩＧについての問題が存在しうる。１つの可
能性は、最後のＶＨＴ－ＬＴＦの後にＶＨＴ－ＳＩＧを有することであろう。ＳＤＭＡア
ップリンクにおけるＶＨＴ－ＳＩＧに関して、各クライアントがどれだけの数のストリー
ムを送信するかを、ＡＰが事前に知っていると仮定される。例えば、これは、あるスケジ
ュールメカニズムによって満たされうる。最後のＶＨＴ－ＬＴＦの後、各クライアントは
、異なるＣＤＤを有するＶＨＴ－ＳＩＧのコピーを、各空間ストリームで送信しうる。
【００６４】
　以上の図は、送信機毎に異なるＣＤＤ値を有する８０２．１１ｎ ＳＴＦから構成され
るショートトレーニングフィールド（ＳＴＦ）を示す。しかしながら、より良い自動利得
制御（ＡＧＣ）設定の代替的なＳＴＦ信号が可能である。さらに、代替的なＬＴＦシンボ
ルもまた存在する。
【００６５】
　図１３は、異なるＳＴＦおよびＬＴＦを有する例示的なＶＨＴグリーンフィールドプリ
アンブルのセット１３００を描写する図であり、ＶＨＴグリーンフィールドプリアンブル
１３０２～１３１６を含む。図１３に関して、ＶＨＴグリーンフィールドプリアンブルの
セット１３００内の各プリアンブルは、８個の異なるＳＴＦおよびＬＴＦを加えることに
よって、且つ、２個のＬＴＦシンボルのグループに８×８のウォルシュ・アダマール符号
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化を使用することによって１６個の空間ストリームに拡張されうる。図１３に示されるス
キームは、４×４のウォルシュ・アダマール符号化を、２個のＬＴＦシンボルのグループ
に対して使用する。
【００６６】
　下記は、ＬＴＦ１＝周波数ドメインにおいて{1,-1,1,-1,...}パターンが乗じられたＬ
ＴＦ２となるように、１６００ｎｓ巡回遅延されたペアである：｛ＬＴＦ１,ＬＴＦ２｝
、｛ＬＴＦ３,ＬＴＦ４｝、｛ＬＴＦ５,ＬＴＦ６｝、｛ＬＴＦ７,ＬＴＦ８｝。送信機の
ためのＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアｍは、それらの対応するＬＴＦのｍ個のサブキャリア
値が乗じられる。これによって、１１ｎパケットにおけるＨＴ－ＳＩＧの復号に類似して
、全てのＬＴＦシンボルを受信する前にＶＨＴ－ＳＩＧを復号することが可能になる。デ
ータシンボルは、例えば、ｍ×２００ｎｓのような周期遅延値ＣＤｍを使用して、任意の
望まれないビームフォーミング効果を防ぎうる。
【００６７】
　図１４は、例示的なＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットのセット１４００
を描写する図であり、ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマット１４０２～１４１
６を含む。図１４を参照すると、各ユーザは、１～８個の空間ストリームを有しており、
それは、ユーザ毎に異なるプリアンブル長に帰着する。
【００６８】
　図１５は、開ループＭＩＭＯについての例示的なＶＨＴグリーンフィールドフレームフ
ォーマットのセット１５００を描写する図である。例示的なＶＨＴグリーンフィールドフ
レームフォーマットのセット１５００は、ＶＨＴ専用ネットワーク、あるいは、８０２．
１１ｎ ＮＡＶ（ネット割当ベクトル）設定が先行する送信動作で使用されうる。ＶＨＴ
－ＳＩＧを含むプリアンブル長は、８個の空間ストリームについて３２マイクロ秒である
。そのフォーマットは、さらに４個のＬＴＦを追加することによって、１６個の空間スト
リームに拡張されうる。フレームの全ての部分は、ＳＤＭＡの場合、等しくプリコーディ
ングされる。ＶＨＴ－ＳＩＧのコンテンツは、同一のユーザに向けられた空間ストリーム
上で同一である。ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアは、ＬＴＦ周波数ドメイン値が乗じられ、
それによって、各ユーザが、チャネル推定のために、最初に受信されたＬＴＦを使用して
ＶＨＴ－ＳＩＧの単一入力多重出力（ＳＩＭＯ）復号を行うことを可能にする。同一のフ
レームフォーマットが、開ループＭＩＭＯのために使用されうる。全てのＶＨＴ－ＳＩＧ
コンテンツは、受信側ユーザが１人しか存在しない場合、同一である。ＶＨＴ－ＧＦは、
ＶＨＴ－ＳＩＧにおけるＱＰＳＫ検出によって、あるいは、ＶＨＴ－ＳＤＩＧにおいて反
転パイロットを検出することによって検出されうる。
【００６９】
　図１６は、例示的な超高スループット混合モード（ＶＨＴ－ＭＭ）フレームフォーマッ
トのセット１６００を描写する図であり、ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット１６０２～
１６１６を含む。
【００７０】
　図１７は、開ループＭＩＭＯについての例示的なＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマットの
セット１７００を描写する図であり、ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット１７０２～１７
１６を含む。
【００７１】
　ＶＨＴ－ＳＩＧを含むプリアンブル長は、８個の空間ストリームについて、５２マイク
ロ秒である。そのフォーマットは、さらに４個のＬＴＦを追加することで１６個の空間ス
トリームに拡張されうる。ＳＤＭＡビームフォーミングは、ＨＴ－ＳＩＧ２の後に開始す
る。ＶＨＴ－ＳＩＧのコンテンツは、同一のユーザに向けられた空間ストリーム上で同一
である。ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアは、ＬＴＦ周波数ドメイン値が乗じられ、それによ
って、各ユーザは、チャネル推定のために最初に受信されたＬＴＦを使用してＶＨＴ－Ｓ
ＩＧのＳＩＭＯ復号を行うことができる。同一のフレームフォーマットが、開ループＭＩ
ＭＯのために使用される。全てのＶＨＴ－ＳＩＧコンテンツは、受信側ユーザが１人しか
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存在しない場合、同一である。
【００７２】
　ＶＨＴ－ＭＭは、ＶＨＴ－ＳＩＧでの回転ＢＰＳＫチェックによって、あるいは、ＶＨ
Ｔ－ＳＩＧ上のＱＰＳＫ検出によって（ＶＨＴ－ＳＩＧ ＱＰＳＫが１個のシンボルにお
いてより多くのビットを得るために使用される場合）、あるいは、ＶＨＴ－ＳＩＧにおけ
る反転パイロットの検出によって検出されうる。受信機が、ＶＨＴ－ＭＭを検出した場合
、ＢＰＳＫデータシンボルとＶＨＴ－ＳＩＧとを区別するように、ＢＰＳＫ １１ｎスプ
ーフレートが使用されうる。ＨＴ－ＳＩＧコンテンツは、リザーブされたビットを使用す
ることなく、完璧に１１ｎに準拠している。ＶＨＴ－ＳＩＧは、（Ｖ）ＨＴ－ＳＴＦにお
いて、ＨＴ－ＳＩＧのすぐ後に行われるＡＧＣ利得設定のため、ＨＴ－ＳＩＧのすぐ後に
なることができない。巡回遅延値は、－２００ｎｓの倍数（巡回遅延したＬＴＦシンボル
が使用された場合に、ＬＴＦで使用される値と同一の値）である。
【００７３】
　　　　図１８は、例示的なアップリンクフレームフォーマットのセット１８００を描写
する図であり、アップリンクフレームフォーマット１８０２～１８１６を含む。各アップ
リンクユーザは、１～８個または１～１６個の利用可能な空間ストリームの異なるサブセ
ット使用する。１１ｎ ＮＡＶ設定を含みうる、アップリンクＳＤＭＡ送信動作（ＴＸＯ
Ｐ）の開始を示すＡＰパケットが常に存在すると仮定されるため、混合モードプリアンブ
ルは存在しない。ＶＨＴ－ＳＩＧは、ＡＰがＭＩＭＯ検出をユーザ毎に異なるＶＨＴ－Ｓ
ＩＧに行う必要があるため、全てのＬＴＦシンボルの後に生じる。ユーザが、１個よりも
多くの空間ストリームを送信すると、そのＶＨＴ－ＳＩＧコンテンツは、そのユーザが送
信する全てのストリームにおいて同一になるであろう。
【００７４】
　ＡＰは、各ユーザがいくつの空間ストリームを有するかを事前に知る必要がある。その
ため、この情報は、ＶＨＴ－ＳＩＧに含まれる必要はない。アップリンクフレームフォー
マットは、ＡＰが、いくつの空間ストリームが存在するかを事前に知らない可能性がある
ため、開ループＭＩＯＭのために使用されない可能性がある。このように、ＶＨＴ－ＳＩ
Ｇは、全てのチャネルトレーニングを事前に有することが望まれるであろう。
【００７５】
　図１９は、例示的な代替ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットのセット１９
００を描写する図であり、代替ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマット１９０２
～１９１６を含む。各ユーザは、１～８個の空間ストリームを有し、それによって、ユー
ザ毎に異なるプリアンブル長に帰着する。
【００７６】
　図２０は、開ループＭＩＭＯについての例示的な代替ＶＨＴグリーンフィールドフレー
ムフォーマットのセット２０００を描写する図であり、代替ＶＨＴグリーンフィールドフ
レームフォーマット２００２～２０１６を含む。「LTF1*VHT-SIG」という表記は、サブキ
ャリア毎の、要素毎の（element-wise）乗算を意味する。各ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリア
は、対応するＬＴＦサブキャリア値が乗じられる。ＬＴＦサブキャリア値は、巡回遅延に
よって引き起こされる位相回転を含みうる。ＬＴＦシンボルは、トーンインターリーブさ
れる。ＬＴＦは、サブキャリアにのみ、非ゼロエレメントを有する。ＬＴＦシンボルは、
より簡潔で、より正確なトーン補間を容易にするために１または複数の帯域外トーンを使
用しうる。帯域外トーンは、データシンボルにおいて使用されないトーンである。ＬＴＦ
帯域外トーンは、それらが、送信されるスペクトルマスクへ及ぼすインパクトがより少な
くなるように、指定量分減衰されうる。
【００７７】
　 ＶＨＴ－ＬＴＦサブキャリア値は、VHT-LTFi(i+kNss) = Nss1/2 L(i+kNss), k=0, 1,.
.., floor(Nsc/Nss), i+kNss<Nsc 　　　　VHT-LTFi(j) = 0, j ≠ i+kNssとして定義さ
れる。Ｎｓｃは、サブキャリアの総数であり、Ｎｓｓは、アップリンクにおける空間スト
リームの最大数（４または２）であり、Ｌ（ｋ）は、８０２．１１ｎと同数のサブキャリ
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アを使用する場合において８０２．１１ｎ長のトレーニングシンボルでありうる、バイナ
リロングトレーニングシンボルパターンの第ｋのサブキャリア値である。例として、２０
ＭＨｚチャネルにおける８個の空間ストリームプリアンブルについて、ＶＨＴ－ＬＴＦ０
は、トーン{０,８,１６,...,５２}においてのみ非ゼロ値を有し、ＶＨＴ－ＬＴＦ１は、{
１,９,１７,...,５３}において非ゼロトーンを有する。
【００７８】
　図２１は、例示的な代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマットのセット２１００を描写す
る図であり、代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット２１０２～２１１６を含む。
【００７９】
　図２２は、開ループＭＩＭＯについての例示的な代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマッ
トのセット２２００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット２２０
２～２２１６を含む。
【００８０】
　図２３は、例示的な代替アップリンクフレームフォーマットのセット２３００を描写す
る図であり、代替アップリンクフレームフォーマット２３０２～２３１６を含む、各アッ
プリンクユーザは、１～８個または１～１６個の利用可能な空間ストリームの異なるサブ
セットを使用する。アップリンクＳＤＭＡ送信動作の開始を示すＡＰパケットが常に存在
することが仮定されるため、混合モードプリアンブルは存在しない。
【００８１】
　ＶＨＴ－ＳＩＧは、ＡＰがユーザ毎にＭＩＭＯ検出を異なるＶＨＴ－ＳＩＧに対して行
う必要があるため、全てのＬＴＦシンボルの後に生じる。ユーザが、１個よりも多くの空
間ストリームを送信する場合、そのＶＨＴ－ＳＩＧコンテンツは、そのユーザが送信する
全てのストリーム上で同一である。ＡＰは、各ユーザがいくつの空間ストリームを有する
かを、事前に知る必要がある。いくつの空間ストリームが存在するかが事前に知られてい
ないため、アップリンクフレームフォーマットが、開ループＭＩＭＯのために使用されず
、そのため、全てのチャネルトレーニングの前に、ＶＨＴ－ＳＩＧを有する必要がある。
【００８２】
　図２０～２３において、全てのトーンを得るために補間が要求されるために、各空間ス
トリーム上でＬＴＦトーンの半分のみが送信される。下に記述される図２４～２９におい
て、全てのＬＴＦトーンは、全ての空間ストリーム上で送信される。ＬＴＦシンボルの増
加数は、より簡潔な受信機処理の利点を有する。
【００８３】
　図２４は、例示的な代替ＶＨＴグリーンフィールドフレームフォーマットのセット２４
００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＧＦフレームフォーマット２４０２～２４１６を
含む、これらのフレームフォーマットは、ＶＨＴ専用ネットワークにおいて、あるいは、
１１ ＮＡＶ設定に先行するＴＸＯＰにおいて使用されうる。図２４のフレームフォーマ
ット２４０２～２４１６は、空間ストリームの各々に全てのＬＴＦトーンを含むことを除
き、図２０のフレームフォーマット２００２～２０１６に類似している。例えば、フレー
ムフォーマット２４０２は、ＬＴＦ１～ＬＴＦ８を含むのに対して、図２０のフレームフ
ォーマット２００２は、ＬＴＦ１、ＬＴＦ３、ＬＴＦ５、およびＬＴＦ７しか含まない。
【００８４】
　ＶＨＴ－ＳＩＧを含むプリアンブル長は、８個の空間ストリームについて、５２マイク
ロ秒である。図２４のＶＨＴ－ＧＦフレームフォーマットは、さらに８個のＬＴＦを追加
することによって１６個の空間ストリームに拡張されうる。データシンボルは、明示的な
サウンディング（sounding）のため、あるいは、暗示的なサウンディングの較正サポート
のために使用されるヌルデータパケット（ＮＤＰ）に存在しない。
【００８５】
　図２４において、ＶＨＴ－ＳＩＧは、ＢＰＳＫの代わりにＱＰＳＫを使用して、シンボ
ルを保存する。ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアは、ＬＴＦ周波数ドメイン値が乗じられ、そ
れは、チャネル推定として最初に受信されたＬＴＦシンボルを使用してＶＨＴ－ＳＩＧの
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ＳＩＭＯ復号を可能にする。「LTF1*VHT-SIG」という表記は、サブキャリア毎の、要素毎
の乗算を意味する。各ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアは、対応するＬＴＦサブキャリア値が
乗じられる。ＬＴＦシンボルは、トーンインターリーブされる。ＬＴＦは、サブキャリア
i+kNssにのみ非ゼロエレメントを有する。ここで、Ｎｓｓは、ユーザ毎の空間ストリーム
の数であり、k = {0,1,…floor(N/Nss)}であり、Ｎはトーンの総数である。
【００８６】
　トーンインターリーブされたＬＴＦシンボルは、ＬＴＦへの残留周波数誤差のインパク
トを減少させうる。ウォルシュ符号化ＨＴ－ＬＴＦシンボルを使用する１１ｎにおけるチ
ャネルトレーニングは、残留周波数誤差に敏感であり、下記影響を有する：（１）周波数
誤差がサブキャリアスペーシングの１％未満である限り、それが小規模の影響である場合
であっても、チャネル間干渉（ＩＣＩ）の増加、および、（２）トレーニング期間が長く
なればなるほど大きくなりうるより重要な影響であるウォルシュ符号化の直交性の損失。
ウォルシュ符号化チャネルトレーニングから異なる周波数オフセットを推定し、修正する
簡単な方法は存在しない。しかしながら、トーンインターリーブされたＬＴＦシンボルを
用いることによって、全てのシンボルの各サブキャリア上で、全てのストリームの合計の
代わりに、１つのアクティブストリームだけが存在するため、ウォルシュ直交性の損失は
生じない。さらに、最後のＬＴＦシンボルは、チャネル指定インターバルにわたって残留
周波数を推定する簡潔で正確な方法を提供するために最初のシンボルの繰り返しである。
【００８７】
　ＶＨＴ受信機は、ＶＨＴ－ＳＩＧにおいて反転パイロット（１１ｎパイロットに関して
反転される）を検出することによって、１１ｎパケットと、ＶＨＴグリーンフィールドパ
ケットとを区別しうる。１つの代替例は、１１ｎＨＴ－ＳＩＧの場合のＢＰＳＫとは対照
的に、ＱＰＳＫを検出することである。
【００８８】
　図２５は、例示的な代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマットのセット２５００を描写す
る図であり、代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット２５０２～２５１６を含む。これら
のフレームフォーマット２５０２～２５１６は、１１ｎとの共存を提供する。例えば、Ｈ
Ｔ－ＳＩＧまでのプリアンブルの第１の部分は、完全にＩＥＥＥ ８０２．１１ｎに準拠
しており、１１ｎ ＢＰＳＫスプーフレートを使用する。ＶＨＴ受信機は、ＢＰＳＫデー
タシンボルと、反転ＢＰＳＫを使用するＶＨＴ－ＳＩＧとを区別することによってＶＨＴ
－ＭＭを検出することができる。レガシ１１ｎデバイスは、リザーブされたＨＴ－ＳＩＧ
ビットが、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｎで指定されるように設定されていない場合、拡張す
る必要はない。
【００８９】
　図２５のフレームフォーマット２５０２～２５１６は、プリアンブルの後ろのＶＨＴ部
分に、全てのＬＴＦトーンを各空間ストリームに含むことを除き、図２２のフレームフォ
ーマット２２０２から２２１６に類似している。例えば、フレームフォーマット２５０２
は、プリアンブルの後ろのＶＨＴ部分にＬＴＦ１～ＬＴＦ８を含むのに対して、図２２の
フレームフォーマット２２０２は、ＬＴＦ１、ＬＴＦ３、ＬＴＦ５、ＬＴＦ７しか含まな
い。
【００９０】
　ＶＨＴ－ＭＭフレームフォーマット２５０２～２５１６において、ＶＨＴ－ＳＩＧを含
むプリアンブル長は、８個の空間ストリームについて、７２マイクロ秒である。図２５の
ＶＨＴ混合モードフレームフォーマットは、さらに８個のＬＴＦを追加することによって
１６個の空間ストリームに拡張されうる。データシンボルは、明示的なサウンディングの
ため、または、暗示的なサウンディングの較正サポートのために使用されるヌルデータパ
ケット（ＮＤＰ）に存在しない。
【００９１】
　ＶＨＴ－ＳＩＧサブキャリアは、ＬＴＦ周波数ドメイン値が乗じられ、それは、チャネ
ル推定のために、最初に受信されたＬＴＦシンボルを使用してＶＨＴ－ＳＩＧのＳＩＭＯ
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復号を可能にする。ＶＨＴ－ＳＩＧは、ＶＨＴ－ＳＴＦにおいて、ＨＴ－ＳＩＧのすぐ後
に行われる自動利得制御（ＡＧＣ）設定のため、ＨＴ－ＳＩＧの後にすぐには続かない。
【００９２】
　図２５において、プリアンブルの後ろの部分にある巡回遅延値（ＣＤｉ）は、－２００
ｎｓの倍数（巡回遅延したＬＴＦシンボルが利用される場合にＬＴＦｉにおいて使用され
る値と同じ値）でありうる。レガシ巡回遅延値（Ｌ－ＣＤｉ）は、－５０ｎｓの倍数であ
りうる。
【００９３】
　図２６は、ＭＭＳＥ－ＥＳを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴグリーンフ
ィールドフレームフォーマットのセット２６００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＧＦ
フレームフォーマット２６０２～２６１６を含む。各ユーザは、１～８個の空間ストリー
ムを有しうる。図２６の例において、４人のユーザは、各々、１個の空間ストリームを有
し、１人のユーザは、４個の空間ストリームを有する。図２６において、プリアンブルの
異なる部分に異なるプリコーディングが存在するため、ＶＨＴ－ＳＴＦが、全てのプリコ
ーディングトランジションにおける受信利得を設定するために使用される。
【００９４】
　図２７は、ＭＭＳＥを用いるＳＤＭＡについての、例示的な代替ＶＨＴグリーンフィー
ルドフレームフォーマットのセット２７００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＧＦフレ
ームフォーマット２７０２～２７１６を含む。これらのフレームフォーマット２７０２～
２７１６の場合、各ユーザは、１～８個の空間ストリームを有することができ、それは、
ユーザ毎に異なるプリアンブル長に帰着する。図２７の例において、ユーザ１～４は、全
てのトーンを有する１個のＬＴＦシンボルを有し、ユーザ５は、４個の空間ストリームに
ついてのトーンインターリーブされたＬＴＦシンボルを有する。
【００９５】
　図２８Ａ，Ｂは、ＭＭＳＥ－ＥＳを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴ混合
モードフレームフォーマットのセット２８００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＭＭフ
レームフォーマット２８０２～２８１６を含む。各ユーザは、１～８個の空間ストリーム
を有することができ、図２８Ａ，Ｂの例は、それぞれ１個の空間を有する４人のユーザと
、４個の空間ストリームを有する１人のユーザとを示す。図２８Ａ，Ｂにおいて、プリア
ンブルの異なる部分に異なるプリコーディングが存在するため、ＶＨＴ－ＳＴＦが、全て
のプリコーディングトランジションにおける受信利得を設定するために使用される。
【００９６】
　図２９は、ＭＭＳＥを用いるＳＤＭＡについての例示的な代替ＶＨＴ混合モードフレー
ムフォーマットのセット２９００を描写する図であり、代替ＶＨＴ－ＭＭフレームフォー
マット２９０２～２９１６を含む。これらのフレームフォーマット２９０２～２９１６の
場合、各ユーザは、１～８個の空間ストリームを有することができ、それは、ユーザ毎に
異なるプリアンブル長に帰着する。図２９の例において、ユーザ１～４は、プリアンブル
の少なくとも後ろのＶＨＴ部分に、全てのトーンを有する１個のＬＴＦシンボルを有し、
ユーザ５は、プリアンブルの少なくとも後ろのＶＨＴ部分に、４個の空間ストリームにつ
いてのトーンインターリーブされたＬＴＦシンボルを有する。
【００９７】
　図３０は、８個の空間ストリームについての例示的なウォルシュ符号化チャネルトレー
ニングシーケンス３００２～３０１６のセット３０００を描写する図である。図３０にお
いて、第１のシンボルは、示されるように、９個のシンボルのトレーニングシーケンスを
形成するために、８回繰り返されうる。ウォルシュパターンは、パターン全体が直交であ
る限り変更可能である。これは、空間ストリーム内の全てのＨＴ－ＬＴＦシンボルが、サ
イン（すなわち、極性）を変更可能であること意味し、任意のシンボル番号のサインが、
全ての空間ストリームについて変更されうる。
【００９８】
　ウォルシュ符号化チャネルトレーニングシーケンスの場合、第１のＨＴ－ＬＴＦシンボ
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ルは、上に記述された別のグリーンフィールドプリアンブルと同じように、プリアンブル
においてＨＴ―ＳＩＧよりも前に現れうる。いくつかの実施形態について、上に記述され
た別の混合モードプリアンブルの場合のように、第１のＨＴ－ＬＴＦシンボルの後に挿入
されるＶＨＴ－ＳＩＧフィールドが存在しうる。６０または８０ＭＨｚチャネルが使用さ
れる場合、１１ｎ ＨＴ－ＬＴＦシンボルよりもＨＴ－ＬＴＦシンボルに多くのサブキャ
リアが存在する。
【００９９】
　図３１は、ＳＤＭＡについての例示的なウォルシュ符号化チャネルトレーニングシーケ
ンス３１００～３１１４のセット３１００を描写する図である。図３１において、ユーザ
１は、２個のストリームを有し、ユーザ２は５個のストリームを有する。
【０１００】
　本明細書に記述されるように、本開示のある態様は、１または複数のプリアンブルを複
数の局に送信する方法を提供する。本明細書に開示されるように、プリアンブル内のシン
ボルのシーケンスは、非ビームフォーミング形式で送信される部分と、ビームフォーミン
グを使用して送信される別の部分とから構成される。
【０１０１】
　ある態様に従って、プリアンブルの非ビームフォーミングされた部分は、ＨＴ信号フィ
ールドの第２のシンボルまで、８０２．１１ｎ混合モードプリアンブルを備えうる。ある
態様に従って、そのプリアンブルは、ステアされた（steered）ＭＵ－ＭＩＭＯデータが
後に続きうる。ある態様に従って、プリアンブルのビームフォーミングされた部分は、局
（ＳＴＡ）によってＡＧＣ設定に使用されるショートトレーニングフィールドである第１
のシンボルを備えうる。ある態様に従って、そのプリアンブルのビームフォーミングされ
た部分は、時間的に第１のシンボルの後に続くトレーニングフィールドを備える第２のシ
ンボルを備えうる。
【０１０２】
　ある態様に従って、そのトレーニングフィールドは、トレーニングフィールドの後に続
くシンボルの復調に必要なチャネルを推定するために使用されうる。ある態様に従って、
そのトレーニングフィールドの後に続くシンボルは、信号フィールドを備える。ある態様
に従って、その信号フィールドは、少なくとも２つのＳＴＡについて異なりうる。
【０１０３】
　ある態様に従って、混合モード１１ｎプリアンブルのＨＴ部に存在する信号フィールド
における送信の長さとＭＣＳは、プリアンブルの後に続く、ステアされたＭＵ－ＭＩＭＯ
送信の最長の持続時間を伝達するために選択されうる。
【０１０４】
　ある態様に従って、その信号フィールドは、特定の変調スキームを使用してモード検出
を行うために使用されうる。ある態様に従って、モード検出は、それが、８０２．１１ｎ
送信であるか、８０２．１１ａｃ送信であるかを決定することを備えうる。ある態様に従
って、その特定の変調スキームは、データに関するパイロットを反転させることを備えう
る。ある態様に従って、その特定の変調スキームは、回転ＢＰＳＫを備えうる。
【０１０５】
　ある態様に従って、シンボルは、ＱＰＳＫを使用して変調された単一のシンボルを備え
うる。
【０１０６】
　上に記述されたステップのあらゆる特定の順序または階層が、プリアンブルユニットに
含まれるプロセスの例を提供するために提示されていることは理解されるべきである。設
計の選好に基づいて、ステップの特定の順序または階層が、本開示の範囲内に含まれたま
ま再配列されることは理解される。
【０１０７】
　プリアンブルユニット、ＯＦＤＭ変調器、ＯＦＭＤ復調器は、１または複数の汎用プロ
セッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィ
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ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ
）、別のプログラマブル論理コンポーネント、ディスクリートゲート、トランジスタ論理
、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、本明細書に記述された機能を
実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせで実施されうる。汎用プロセッサは
、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシン、
あるいは、ソフトウェアを実行可能なあらゆる別の回路でありうる。ソフトウェアは、ソ
フトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、
あるいはその他の名称で呼ばれようと、命令群、データ、あるいは、それらの組み合わせ
意味するために広く構成されるべきである。ソフトウェアは、機械可読媒体に記憶される
か、あるいは、ＤＳＰまたはＡＳＩＣのような１または複数のコンポーネントに組み込ま
れうる。機械可読媒体は、例として、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメ
モリ、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブル読取専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可
能プログラマブル読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読取専
用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、ま
たは、あらゆる別の適切な記憶媒体、あるいは、それらの任意の組み合わせを含む様々な
メモリコンポーネントを含みうる。機械可読媒体は、さらに、送信ライン、データによっ
て変調される搬送波、および／または、ソフトウェアを無線ノードに提供するための別の
手段を含みうる。機械可読は、コンピュータプログラムプロダクトに組み込まれうる。そ
のコンピュータプログラムプロダクトは、パッケージングマテリアルを備えうる。
【０１０８】
　上述されたユニットが、ハードウェアで実施されるか、ソフトウェアで実施されるか、
または、それらの組み合わせで実施されるかは、特定のアプリケーションと、システム全
体に課せられた設計制約とに依存するであろう。当業者は、特定のアプリケーションの各
々に対して様々な方法で記述された機能性を実施しうるが、そのような実施の決定が、本
発明の範囲からの逸脱を引き起こすとして解釈されるべきではない。
【０１０９】
　以上の記述は、当業者が、本発明の全範囲を十分に理解できるようにするために提供さ
れる。本明細書で開示される様々な構成への変更は、当業者には容易に明らかになるであ
ろう。このように、特許請求の範囲は、本明細書に記述される発明の様々な態様を限定さ
れることを目的としておらず、特許請求の範囲の言語と合致する全範囲が与えられるべき
である。ここで、単数形のエレメントへの参照は、特にそのように示されていない限り、
「１つまたは１つだけ」を意味せず、むしろ「１または複数」を意図する。具体的に別途
記述されない限り、「いくつかの」という用語は、「１または複数の」を指す。当業者に
知られている、または後に知られうる、本開示全体を通して記述された様々な態様のエレ
メントへの全ての構成的および機能的な均等物は、参照によって本明細書に明確に組み込
まれ、特許請求の範囲によって包含されることを意図する。さらに、本明細書に開示され
たものは、どれも、そのような開示が明示的に特許請求の範囲に記載されるか否かに関ら
ず、公衆に献呈されることを意図しないエレメントが、「～のための手段」という表現を
使用して明確に記載されていない限り、または、方法請求項の場合、エレメントが、「～
のためのステップ」という表現を使用して記載されていない限り、どの請求項エレメント
も米国特許法第１１２条６項の規定のもとで解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］　　各々が、複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成し、
　　前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと
、前記複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとに
わたって、トレーニングシーケンスの少なくとも一部を分散する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
　を備える無線通信のための装置。
　　［Ｃ２］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記トレーニングシーケン
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スのさらなる部分を、前記複数の空間ストリームのうちの第３の空間ストリームにおける
第３のシンボルに分散するように構成される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ３］　前記第１および第２のシンボルの各々は、複数のサブキャリアを備え、前
記処理システムは、さらに、前記トレーニングシーケンスの少なくとも一部を、前記第１
および第２のシンボルにおける異なるサブキャリアにわたって分散するように構成される
、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記第１のシンボルにおけ
るトレーニングシーケンスの一部を巡回的に遅延させるように構成される、Ｃ１に記載の
装置。
　　［Ｃ５］　前記複数のシンボルのうちの第１のシンボルは、信号を搬送する複数のサ
ブキャリアを含み、前記処理システムは、さらに、前記サブキャリアによって搬送される
信号を、前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部と乗じるように構成
される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ６］　前記第１のシンボルは、複数の帯域内および帯域外サブキャリアを含み、
前記処理システムは、さらに、前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一
部を、前記帯域内サブキャリアにわたって分散するように構成される、Ｃ１に記載の装置
。
　　［Ｃ７］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記帯域外サブキャリアを
減衰させるように構成される、Ｃ６に記載の装置。
　　［Ｃ８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記トレーニングシーケン
スのさらなる部分を、時間的に前記第１のシンボルの後に続く、前記複数の空間ストリー
ムのうちの第１の空間ストリームにおける別のシンボルに分散するように構成される、Ｃ
１に記載の装置。
　　［Ｃ９］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記トレーニングシーケン
スの全てのトーンが前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームに含まれる
ように、前記トレーニングシーケンスの残りの部分を、時間的に前記第１のシンボルに続
く、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける１または複数のシ
ンボルに分散するように構成される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１０］　前記トレーニングシーケンスは、前記複数の空間ストリームのうちの第
１の空間ストリームにおける８個のシンボルにわたって分散される、Ｃ９に記載の装置。
　　［Ｃ１１］　前記トレーニングシーケンスは、ウォルシュ符号化トレーニングシーケ
ンスを備える、Ｃ９に記載の装置。
　　［Ｃ１２］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記第１のシンボルにお
けるトレーニングシーケンスの一部を、時間的に前記第１のシンボルの後に続く、前記複
数の空間ストリームのうちの第３の空間ストリームにおける別のシンボルに分散するよう
に構成される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１３］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記複数のシンボルのう
ちの少なくとも１つのシンボルを、スプーフ変調スキームを用いて変調するように構成さ
れる、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　第１の変調スキームを用いて、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリー
ムにおける前記複数のシンボルのうちの１つのシンボルを変調し、
　前記第１の変調スキームとは異なる第２の変調スキームを用いて、前記複数の空間スト
リームのうちの第１の空間ストリームにおける前記複数のシンボルのうちの別のシンボル
を変調する
　ように構成される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１５］　前記複数の空間ストリームの各々は、データの長さと変調スキームとを
示す情報を備える少なくとも１つのシンボルを備え、前記情報は、前記複数の空間ストリ
ームのうちの少なくとも２つについて異なる、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
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　前記トレーニングシーケンスのさらなる部分を、時間的に前記第１のシンボルの後に続
く、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第３のシンボルに
分散し、
　前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部を、時間的に前記第３のシ
ンボルの後に続く、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第
４のシンボルに分散する
　ように構成される、Ｃ１に記載の装置。
　　［Ｃ１７］　各々が、複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成すること
と、
　前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと、
前記複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとにわ
たって、トレーニングシーケンスの少なくとも一部を分散することと
　を備える通信のための方法。
　　［Ｃ１８］　前記トレーニングシーケンスのさらなる部分を、前記複数の空間ストリ
ームのうちの第３の空間ストリームにおける第３のシンボルに分散することをさらに備え
る、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ１９］　前記第１および第２のシンボルの各々は、複数のサブキャリアを備え、
前記トレーニングシーケンスの少なくとも一部は、前記第１および第２のシンボルにおけ
る異なるサブキャリアにわたって分散される、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ２０］　前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部を巡回的に
遅延させることをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ２１］　前記複数のシンボルのうちの第１のシンボルは、信号を搬送する複数の
サブキャリアを含み、前記方法はさらに、前記サブキャリアによって搬送される信号を、
前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部と乗じることを備える、Ｃ１
７に記載の方法。
　　［Ｃ２２］　前記第１のシンボルは、複数の帯域内および帯域外サブキャリアを含み
、前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部は、前記帯域内サブキャリ
アにわたって分散される、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ２３］　前記帯域外サブキャリアを減衰させることをさらに備える、Ｃ２２に記
載の方法。
　　［Ｃ２４］　前記トレーニングシーケンスのさらなる部分を、時間的に前記第１のシ
ンボルの後に続く、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける別
のシンボルに分散することをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ２５］　前記トレーニングシーケンスの全てのトーンが前記複数の空間ストリー
ムのうちの第１の空間ストリームに含まれるように、前記トレーニングシーケンスの残り
の部分を、時間的に前記第１のシンボルに続く、前記複数の空間ストリームのうちの第１
の空間ストリームにおける１または複数のシンボルへと分散することをさらに備える、Ｃ
１７に記載の方法。
　　［Ｃ２６］　前記トレーニングシーケンスは、前記複数の空間ストリームのうちの第
１の空間ストリームにおける８個のシンボルにわたって分散される、Ｃ２５に記載の方法
。
　　［Ｃ２７］　前記トレーニングシーケンスは、ウォルシュ符号化トレーニングシーケ
ンスを備える、Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ２８］　前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの一部を、時間的
に前記第１のシンボルの後に続く、前記複数の空間ストリームのうちの第３の空間ストリ
ームにおける別のシンボルに分散することをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ２９］　前記複数のシンボルのうちの少なくとも１つのシンボルを、スプーフ変
調スキームを用いて変調することをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ３０］　第１の変調スキームを用いて、前記複数の空間ストリームのうちの第１
の空間ストリームにおける前記複数のシンボルのうちの１つのシンボルを変調することと
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、前記第１の変調スキームとは異なる第２の変調スキームを用いて、前記複数の空間スト
リームのうちの第１の空間ストリームにおける前記複数のシンボルのうちの別のシンボル
を変調することをさらに備える、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ３１］　前記複数の空間ストリームの各々は、データの長さと変調スキームとを
示す情報を備える少なくとも１つのシンボルを備え、前記情報は、前記複数の空間ストリ
ームのうちの少なくとも２つについて異なる、Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ３２］　前記トレーニングシーケンスのさらなる部分を、時間的に前記第１のシ
ンボルの後に続く、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第
３のシンボルに分散することと、前記第１のシンボルにおけるトレーニングシーケンスの
一部を、時間的に前記第３のシンボルの後に続く、前記複数の空間ストリームのうちの第
１の空間ストリームにおける第４のシンボルに分散することをさらに備える、Ｃ１７に記
載の方法。
　　［Ｃ３３］　各々が、複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成するため
の手段と、
　前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと、
前記複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとにわ
たって、トレーニングシーケンスの少なくとも一部を分散するための手段と
　を備える通信のための装置。
　　［Ｃ３４］　機械可読媒体を備える、無線通信のためのコンピュータプログラムプロ
ダクトであって、前記機械可読媒体は、
　各々が、複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成し、
　前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと、
前記複数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとにわ
たって、トレーニングシーケンスの少なくとも一部を分散する
　ために実行可能な命令群で符号化される、コンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ３５］　ピアノードのために、ネットワークへのバックホール接続をサポートす
るように構成された無線ネットワークアダプタと、
　各々が複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを生成するように構成された処理
システムであって、前記処理システムは、前記複数の空間ストリームのうちの第１の空間
ストリームにおける第１のシンボルと、前記複数の空間ストリームのうちの第２の空間ス
トリームにおける第２のシンボルとにわたって、トレーニングシーケンスの少なくとも一
部を分散するようにさらに構成された処理システムと
　を備えるアクセスポイント。
　　［Ｃ３６］　各々が複数のシンボルを備える複数の空間ストリームを受信するように
構成された処理システムと、ここで、トレーニングシーケンスの少なくとも一部は、前記
複数の空間ストリームのうちの第１の空間ストリームにおける第１のシンボルと、前記複
数の空間ストリームのうちの第２の空間ストリームにおける第２のシンボルとにわたって
分散され、
　前記処理システムによってサポートされるユーザインターフェースと
　を備えるアクセス端末。
　　［Ｃ３７］　　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアン
ブルを生成し
　　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、
　　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
　を備える無線通信のための装置。
　　［Ｃ３８］　前記プリアンブルの第１の部分は、高スループット（ＨＴ）信号フィー
ルドの第２のシンボルまで混合モードプリアンブルを備える、Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ３９］　前記プロセッサは、ステアされたマルチユーザ多重入力多重出力（ＭＵ
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－ＭＩＭＯ）データを前記プリアンブルの後に送信するようにさらに構成される、Ｃ３７
に記載の装置。
　　［Ｃ４０］　前記プリアンブルの第２の部分は、前記複数の局のうちの少なくとも１
つによって自動利得制御（ＡＧＣ）設定に使用されるショートトレーニングフィールドを
備える、Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ４１］　前記プリアンブルの第２の部分は、時間的に前記第１のシンボルの後に
続くトレーニングフィールドを備える第２のシンボルから構成される、Ｃ３７に記載の装
置。
　　［Ｃ４２］　前記トレーニングフィールドは、前記トレーニングフィールドの後に続
くシンボルを復調するために必要な前記チャネルを推定するために使用される、Ｃ４１に
記載の装置。
　　［Ｃ４３］　前記トレーニングフィールドの後に続くシンボルは、信号フィールドを
備える、Ｃ４１に記載の装置。
　　［Ｃ４４］　前記信号フィールドは、複数の局（ＳＴＡ）のうちの少なくとも２つに
ついて異なる、Ｃ４３に記載の装置。
　　［Ｃ４５］　混合モードプリアンブルの高スループット（ＨＴ）部分に存在する前記
信号フィールドにおける送信の長さおよびＭＣＳは、前記プリアンブルの後に続く、前記
ステアされたＭＵ－ＭＩＭＯ送信の最長の持続時間を伝達するように選択される、Ｃ３９
に記載の装置。
　　［Ｃ４６］　前記信号フィールドは、特定の変調スキームを使用してモード検出に使
用される、Ｃ４３に記載の装置。
　　［Ｃ４７］　モード検出は、送信が、ＩＥＥＥ ８０２．１１に従うものか、ＩＥＥ
Ｅ ８０２．１１ａｃに従うものかを決定することを備える、Ｃ４６に記載の装置。
　　［Ｃ４８］　前記特定の変調スキームは、前記データに関するパイロットを反転させ
ることを含む、Ｃ４６に記載の装置。
　　［Ｃ４９］　前記特定の変調スキームは、回転ＢＰＳＫ変調シンボルを含む、Ｃ４６
に記載の装置。
　　［Ｃ５０］　前記シンボルは、ＱＰＳＫを使用して変調される単一のシンボルを備え
る、Ｃ４１に記載の装置。
　　［Ｃ５１］　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブ
ルを生成することと、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信することと、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信することと
　を備える、無線通信のための方法装置。
　　［Ｃ５２］　前記プリアンブルの第１の部分は、高スループット（ＨＴ）信号フィー
ルドの第２のシンボルまで混合モードプリアンブルを備える、Ｃ５１に記載の方法。
　　［Ｃ５３］　ステアされたマルチユーザ多重入力多重出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）データ
を前記プリアンブルの後に送信することをさらに備える、Ｃ５１に記載の方法。
　　［Ｃ５４］　前記プリアンブルの第２の部分は、前記複数の局のうちの少なくとも１
つによって自動利得制御（ＡＧＣ）設定に使用されるショートトレーニングフィールドを
備える、Ｃ５１に記載の方法。
　　［Ｃ５５］　前記プリアンブルの第２の部分は、時間的に前記第１のシンボルの後に
続くトレーニングフィールドを備える第２のシンボルから構成される、Ｃ５１に記載の方
法。
　　［Ｃ５６］　前記トレーニングフィールドは、前記トレーニングフィールドの後に続
くシンボルを復調するために必要な前記チャネルを推定するために使用される、Ｃ５５に
記載の方法。
　　［Ｃ５７］　前記トレーニングフィールドの後に続くシンボルは、信号フィールドを
備える、Ｃ５５に記載の方法。
　　［Ｃ５８］　前記信号フィールドは、複数の局（ＳＴＡ）のうちの少なくとも２つに
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　　［Ｃ５９］　混合モードプリアンブルの高スループット（ＨＴ）部分に存在する信号
フィールドにおける送信の長さおよびＭＣＳは、前記プリアンブルの後に続く、前記ステ
アされたＭＵ－ＭＩＭＯ送信の最長の持続時間を伝達するように選択される、Ｃ５３に記
載の方法。
　　［Ｃ６０］　前記信号フィールドは、特定の変調スキームを使用してモード検出に使
用される、Ｃ５７に記載の装置。
　　［Ｃ６１］　モード検出は、送信が、ＩＥＥＥ ８０２．１１に従うものか、ＩＥＥ
Ｅ ８０２．１１ａｃに従うものかを決定することを備える、Ｃ６０に記載の方法。
　　［Ｃ６２］　前記特定の変調スキームは、前記データに関するパイロットを反転させ
ることを含む、Ｃ６０に記載の方法。
　　［Ｃ６３］　前記特定の変調スキームは、回転ＢＰＳＫ変調シンボルを含む、Ｃ６０
に記載の方法。
　　［Ｃ６４］　前記シンボルは、ＱＰＳＫを使用して変調される単一のシンボルを備え
る、Ｃ５５に記載の方法。
　　［Ｃ６５］　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブ
ルを生成するための手段と、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信するための手段と
、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するための手段
と、
　を備える、通信のための装置。
　　［Ｃ６６］　機械可読媒体を備える、無線通信のためのコンピュータプログラムプロ
ダクトであって、前記機械可読媒体は、
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、
　前記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、
　前記プリアンブルの第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信する
　ために実行可能な命令群で符号化される、コンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ６７］　ピアノードのために、ネットワークへのバックホール接続をサポートす
るように構成された無線ネットワークアダプタと、
　シンボルのシーケンスを備えた、複数の局に送信されるべきプリアンブルを生成し、前
記プリアンブルの第１の部分を、非ビームフォーミング形式で送信し、前記プリアンブル
の第２の部分を、ビームフォーミングを使用して送信するように構成された処理システム
と
　を備えるアクセスポイント。
　　［Ｃ６８］　シンボルのシーケンスを備えた、複数のアクセス端末に送信されるプリ
アンブルを受信するように構成された処理システムと、ここにおいて、前記プリアンブル
の第１の部分は、非ビームフォーミング形式で送信され、前記プリアンブルの第２の部分
は、ビームフォーミングを使用して送信され、
　前記処理システムによってサポートされるユーザインターフェースと
　を備えるアクセス端末。
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