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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むパケットのためのフレーム構造を生成するための手段と、こ
こにおいて、前記パケットの前記第１の部分は、同時送信のために高いスループットの信
号（ＨＴ－ＳＩＧ）データと極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）データと
を備えた少なくとも１つのフィールドを含む、
　前記フレーム構造を有する前記パケットを送信するための手段と
　を備え、前記パケットの前記第１の部分の前記少なくとも１つのフィールドの前記ＨＴ
－ＳＩＧデータと前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータとは、異なる変調スキームを使用して変調さ
れ、第１の変調スキームを使用した前記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩ
Ｇデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第１の変調ス
キームを使用して前記ワイヤレスノードの第２のグループが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを
検出する間に、第２の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第１のグループが
前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することを可能にするように構成される、
　装置。
【請求項２】
　前記パケットの前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴ
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Ｆ）、ロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）およびレガシ信号（Ｌ－ＳＩＧ）フ
ィールドを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記パケットは、第１のＶＨＴ－ＳＩＧデータを含み、２つ以上の受信ノードによる使
用のためのものであり、前記第２のＶＨＴ－ＳＩＧデータは、特定の受信ノードによる使
用のためにプレコード化される、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記パケットの前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフ
ィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、１つまたは複数のＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド
（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、およびＶＨＴ－信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求
項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が前記フレー
ム構造の前記第２の部分の固有のバージョンを受信するように、前記フレーム構造の前記
第２の部分は、プレコード化される、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ワイヤレスノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２.１１ａ
／ｂ／ｎ／ｇ規格のうちの少なくとも１つに従い、前記第１の変調スキームを使用した前
記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送
信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ
－ＳＩＧデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項１に記
載の装置。
【請求項７】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ
ｃ規格に従い、前記第１の変調スキームを使用した前記少なくとも１つのフィールドの前
記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は
、前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することがで
きるのに十分となるように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループは、前記ワイヤレスノードの第１のグループの
サブセットである、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記送信は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）周波数を使用するＯＦＤＭを用い、前記
ワイヤレスノードの第２のグループが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを検出することができる
間に前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することが
できるように、前記ＯＦＤＭ周波数のうちのいくつかのみが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを
送信する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイ
ヤレスノードの第２のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドとは異なるＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを受信するように、
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータはプレコード化される、請求項４に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、請求項４に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ
－ＬＴＦ）のうちの１つの後で送信される、請求項４に記載の装置。
【請求項１３】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドのＶＨＴ－ＳＩＧデータは
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、１つまたは複数のＬ－ＬＴＦ（ロングトレーニングフィールド）の後で送信される、請
求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドのＶＨＴ－ＳＩＧデータは
、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデー
タは、シーケンスを使用する前記１つまたは複数のサブキャリアに分散され、前記シーケ
ンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング（ＣＣＫ）を
備える、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　フレーム構造を備えるパケットの信号を受信するための手段と、ここにおいて、前記パ
ケットは、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分および同
時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化
可能な第２の部分を有し、前記第１の部分は、同時送信のために高いスループットの信号
（ＨＴ－ＳＩＧ）データと、極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）データと
を備える少なくとも１つのフィールドを備える、
　前記フレーム構造を備えるパケットの信号を受信するための前記手段によって受信され
る情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するための手段と
　を備え、前記パケットの前記第１の部分の前記少なくとも１つのフィールドの前記ＨＴ
－ＳＩＧデータと前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータとは、異なる変調スキームを使用して変調さ
れ、同時に受信され、第１の変調スキームを使用した前記少なくとも１つのフィールドの
前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、
前記第１の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第２のグループが前記ＶＨＴ
－ＳＩＧデータを検出する間に、第２の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの
第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することを可能にするように構成される
、
　装置。
【請求項１７】
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）、レガシ信号（Ｌ－ＳＩＧ）フィールド、および２
つの高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求項１６に記載の
装置。
【請求項１８】
　前記パケットの前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフ
ィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、１つまたは複数のＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド
（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、ＶＨＴ－信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求項１６
に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイ
ヤレスノードの第２のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドとは異なるＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを受信するように、
前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むパケットのためのフレーム構造を生成することと、ここにお
いて、前記パケットの前記第１の部分は、同時送信のために高いスループットの信号（Ｈ
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Ｔ－ＳＩＧ）データと極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）データとを備え
た少なくとも１つのフィールドを含む、
　前記フレーム構造を有する前記パケットを送信することと、ここにおいて、前記パケッ
トの前記第１の部分の前記少なくとも１つのフィールドの前記ＨＴ－ＳＩＧデータと前記
ＶＨＴ－ＳＩＧデータとは、異なる変調スキームを使用して変調され、第１の変調スキー
ムを使用した前記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パ
ケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第１の変調スキームを使用して前記
ワイヤレスノードの第２のグループが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを検出する間に、第２の
変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデー
タを検出することを可能にするように構成される、
　を備える、方法。
【請求項２１】
　前記パケットの前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴ
Ｆ）、ロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）およびレガシ信号（Ｌ－ＳＩＧ）フ
ィールドを備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記パケットは、第１のＶＨＴ－ＳＩＧデータを含み、２つ以上の受信ノードによる使
用のためのものであり、前記第２のＶＨＴ－ＳＩＧデータは、特定の受信ノードによる使
用のためにプレコード化される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記パケットの前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフ
ィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、１つまたは複数のＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド
（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、およびＶＨＴ－信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求
項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が前記フレー
ム構造の前記第２の部分の固有のバージョンを受信するように、前記フレーム構造の前記
第２の部分は、プレコード化される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ワイヤレスノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２.１１ａ
／ｂ／ｎ／ｇ規格のうちの少なくとも１つに従い、前記第１の変調スキームを使用した前
記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送
信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ
－ＳＩＧデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ
ｃ規格に従い、前記第１の変調スキームを使用した前記少なくとも１つのフィールドの前
記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は
、前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することがで
きるのに十分となるように構成される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループは、前記ワイヤレスノードの第１のグループの
サブセットである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記送信は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）周波数を使用するＯＦＤＭを用い、前記
ワイヤレスノードの第２のグループが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを検出することができる
間に前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出することが
できるように、前記ＯＦＤＭ周波数のうちのいくつかのみが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを
送信する、請求項２０に記載の方法。
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【請求項２９】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイ
ヤレスノードの第２のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドとは異なるＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを受信するように、
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータはプレコード化される、請求項２３に記載の方法
。
【請求項３０】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ
－ＬＴＦ）のうちの１つの後で送信される、請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドのＶＨＴ－ＳＩＧデータは
、１つまたは複数のＬ－ＬＴＦ（ロングトレーニングフィールド）の後で送信される、請
求項２０に記載の方法。
【請求項３３】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドのＶＨＴ－ＳＩＧデータは
、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、請求項２０に記載の方法。
【請求項３４】
　ＨＴ－ＳＩＧデータも含む前記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデー
タは、シーケンスを使用する前記１つまたは複数のサブキャリアに分散され、前記シーケ
ンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング（ＣＣＫ）を
備える、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　フレーム構造を備えるパケットの信号を受信することと、ここにおいて、前記パケット
は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分および同時に起
こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な
第２の部分を有し、前記第１の部分は、同時送信のために高いスループットの信号（ＨＴ
－ＳＩＧ）データと、極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）データとを備え
る少なくとも１つのフィールドを備える、
　前記フレーム構造を備えるパケットの前記信号についての情報に基づいて前記信号の送
信モードを検出することと、ここにおいて、前記パケットの前記第１の部分の前記少なく
とも１つのフィールドの前記ＨＴ－ＳＩＧデータと前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータとは、異な
る変調スキームを使用して変調され、同時に受信され、第１の変調スキームを使用した前
記少なくとも１つのフィールドの前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータによる前記パケットの前記送
信に寄与されるエネルギー量は、前記第１の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノー
ドの第２のグループが前記ＶＨＴ－ＳＩＧデータを検出する間に、第２の変調スキームを
使用して前記ワイヤレスノードの第１のグループが前記ＨＴ－ＳＩＧデータを検出するこ
とを可能にするように構成される、
　を備える、方法。
【請求項３６】
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）、レガシ信号（Ｌ－ＳＩＧ）フィールド、および２
つの高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求項３５に記載の
方法。
【請求項３７】
　前記パケットの前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフ
ィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、１つまたは複数のＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド



(6) JP 6165822 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、ＶＨＴ－信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、請求項３５
に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ワイヤレスノードの第２のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイ
ヤレスノードの第２のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される
前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドとは異なるＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを受信するように、
前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　請求項２０乃至３８のいずれか１項に記載の方法を実行する、装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本特許出願は、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、２００
９年６月２５日に出願された、「MIMO and MU-MIMO OFDM Preambles,」と題される米国仮
特許出願第６１／２２０，９９１号の利益および２００９年９月２日に出願された「MIMO
 and MU-MIMO OFDM Preambles,」と題された米国仮特許出願第６１／２３９，１５２号の
利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示のある態様は、一般にプリアンブルのワイヤレス通信に関し、より詳細には、多
入力多出力（ＭＩＭＯ）およびマルチユーザ（ＭＵ）－ＭＩＭＯ直交周波数分割多重（Ｏ
ＦＤＭ）システムのためのプリアンブルの設計に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムが求められている帯域幅要件を増やす問題に取り組むために、
異なるスキームは、高いデータスループットを達成しながらチャネルリソースを共有する
ことにより単一アクセスポイントと複数のユーザ端末が通信することを可能にするように
発展している。多入力または他出力（ＭＩＭＯ）技法は、次世代通信システムの普及した
技法として最近現れたアプローチの１つを表す。ＭＩＭＯ技法は、電気電子学会（ＩＥＥ
Ｅ）８０２．１１規格のようないくつかの新興のワイヤレス通信規格に採用されている。
ＩＥＥＥ８０２．１１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
のＩＥＥＥ８０２．１１コミッティによって開発されたワイヤレスローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）無線インターフェース規格のセットを表わす。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、複数（ＮＴ個）の送信アンテナと複数（Ｎ

Ｒ個）の受信アンテナとを適用する。ＮＴ個の送信アンテナおよびＮＲ個の受信アンテナ
によって形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも称されるＮＳ個の独立チャネ
ルへ分割される。ここでＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立チャネルの各
々は、次元に相当する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成される追加
の次元が利用される場合、ＭＩＭＯシステムは、（例えば、より高いスループットおよび
／またはより高い信頼性のような）向上されたパフォーマンスを与える。
【０００５】
　シングルアクセスポイント（ＡＰ）および複数の局（ＳＴＡ）を持ったワイヤレスネッ
トワークにおいて、同時送信は、アップリンクおよびダウンリンクの方向の両方で異なる
局に多重チャネルに生じ得る。多くのチャレンジがそのようなシステムにおいて示される
。例えば、アクセスポイントは、ＩＥＥＥ８０２．１１、ｎ／ａ／ｂ／ｇまたはＩＥＥＥ
８０２．１１ａｃ規格のような異なる規格を使用する信号を送信し得る。受信機は、パケ
ットのプリアンブルに含まれた情報に基づいて信号の送信モードを検出することができる
べきである。
【発明の概要】
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【０００６】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、概して、ワイ
ヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマ
ルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可
能な第２の部分を含むフレーム構造を生成することと、複数のデバイスにフレーム構造を
送信することとを含む。
【０００７】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、概して、フレ
ーム構造を備える信号を受信することと、ここにおいて、フレーム構造は、ワイヤレスノ
ードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマルチユー
ザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第２
の部分を含む、受信信号の情報に基づいて信号の送信モードを検出することとを含む。
【０００８】
　本開示のある態様はワイヤレス通信のために装置を提供する。装置は、概して、ワイヤ
レスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマル
チユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能
な第２の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路と、複数のデバイスに
フレーム構造を送信するように構成された送信機とを含む。
【０００９】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、概して、フレ
ーム構造を備える信号を受信するように構成された受信機と、ここにおいて、フレーム構
造は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時
に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによっ
て復号化可能な第２の部分を含む、受信信号の情報に基づいて信号の送信モードを検出す
るように構成された回路とを含む。
【００１０】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、概して、ワイ
ヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマ
ルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可
能な第２の部分を含むフレーム構造を生成するための手段と、複数のデバイスにフレーム
構造を送信するための手段とを含む。
【００１１】
　本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、概して、フレ
ーム構造を備える信号を受信するための手段と、ここにおいて、フレーム構造は、ワイヤ
レスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマル
チユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能
な第２の部分を含む、受信信号の情報に基づいて信号の送信モードを検出するための手段
とを含む。
【００１２】
　本開示のある態様はワイヤレス通信のためにコンピュータプログラム製品を提供する。
コンピュータプログラム製品は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能
な第１の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノー
ドの第２のグループによって復号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成すること
と、複数のデバイスにフレーム構造を送信することとを実行可能な命令を備えるコンピュ
ータ可読媒体を含む。
【００１３】
　本開示のある態様はワイヤレス通信のためにコンピュータプログラム製品を提供する。
コンピュータプログラム製品は、フレーム構造を備える信号を受信することと、ここにお
いて、フレーム構造は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の
部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２
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のグループによって復号化可能な第２の部分を含む、受信信号の情報に基づいて信号の送
信モードを検出することとを実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体を含む。
【００１４】
　本開示のある態様はアクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、概して、複数
のアンテナと、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、お
よび同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグルー
プによって復号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路
と、複数のアンテナを介して、複数のデバイスにフレーム構造を送信するように構成され
た送信機とを含む。
【００１５】
　本開示のある態様は、ワイヤレスノードを提供する。ワイヤレスノードは、概して、少
なくとも１本のアンテナと、少なくとも１本のアンテナを介して、フレーム構造を備える
信号を受信するように構成された受信機と、ここにおいて、フレーム構造は、ワイヤレス
ノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマルチユ
ーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第
２の部分を含む、受信信号の情報に基づいて信号の送信モードを検出するように構成され
た回路とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本開示の上記に列挙された特徴における手法が理解することができるように、上で簡潔
に要約されたよりも多くの詳細な説明は、態様への言及を有し得る。その態様のうちのい
くつかは、添付の図面で説明される。しかしながら、この記載は、その他の等しく有効な
態様に対しても当てはまるので、添付図面は、本開示のある典型的な態様のみを示してお
り、この範囲を限定するものとして考慮されないことが注目されるべきである。
【図１】図１は、本開示のある態様に従うワイヤレス通信ネットワークの図を説明する。
【図２】図２は、本開示のある態様に従う例示のアクセスポイントおよびユーザ端末のブ
ロック図を説明する。
【図３】図３は、本開示のある態様に従う例示のワイヤレスデバイスのブロック図を説明
する。
【図４】図４は、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ｎ規格に従う混合モードのプリ
アンブル構造を説明する。
【図５】図５は、２相位相変調（ＢＰＳＫ）およびπ／２－ＢＰＳＫ変調で送信される、
プリアンブルのレガシ信号（Ｌ－ＳＩＧ）および高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ
）領域における例示のデータを説明する。
【図６】図６は、本開示のある対応に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇに加え
て極めて高いスループットの（ＶＨＴ）ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃをサポートする提案さ
れたプリアンブル構造を説明する。
【図７】図７は、本開示のある対応に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇに加え
て極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ８０２．１１ａｃをサポートする第２の
提案されたプリアンブル構造を説明する。
【図８Ａ】図８Ａは、本開示のある態様に従う、異なる変調スキームを同時に使用するＨ
Ｔ－ＳＩＧおよびＶＨＴ－ＳＩＧシンボルを送信する例を説明する。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本開示のある態様に従う、異なる変調スキームを同時に使用するＨ
Ｔ－ＳＩＧおよびＶＨＴ－ＳＩＧシンボルを送信する例を説明する。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本開示のある態様に従う、異なる変調スキームを同時に使用するＨ
Ｔ－ＳＩＧおよびＶＨＴ－ＳＩＧシンボルを送信する例を説明する。
【図９】図９は、本開示のある対応に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇに加え
て極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ８０２．１１ａｃをサポートする第３の
提案されたプリアンブル構造を説明する。
【図１０】図１０は、本開示のある対応に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇに
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加えて極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ８０２．１１ａｃをサポートする第
４の提案されたプリアンブル構造を説明する。
【図１１】図１１は、本開示のある態様に従う、複数の規格をサポートするプリアンブル
構造を生成するための例示の動作を説明する。
【図１１Ａ】図１１Ａは、図１１に示された動作を実行することができる例示のコンポー
ネントを説明する。
【図１２】図１２は、本開示のある態様に従うプリアンブル構造の情報に基づいて信号の
送信モードを検出するための例示の動作を説明する。
【図１２Ａ】図１２Ａは、図１２に示される動作を実行することができる例示のコンポー
ネントを説明する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示のある態様のさまざまな態様は、後述される。本明細書における教示は、さまざ
まな広範な形態で具体化され、本明細書で開示されているあらゆる具体的な構成、機能、
またはこれら両方は、単に代表例であることが明らかであるべきである。本明細書におけ
る教示に基づいて、当業者であれば、本明細書に開示された態様は、その他任意の態様と
独立して実施され、これら態様のうちの複数は、さまざまな方式で組み合わされうること
を認識すべきである。例えば、本明細書に記載された任意の数の態様を用いて装置が実施
され、方法が実現されうる。さらに、このような装置またはこのような方法は、本明細書
に記載された態様のうちの１または複数に追加されたその他の構成、機能、または、構成
と機能を用いて、あるいは、本明細書に記載されたものとは異なる態様のうちの１または
複数を用いて実現されうる。さらに、態様は、特許請求の範囲のうちの少なくとも１つの
コンポーネントを含みうる。
【００１８】
　用語「典型的」は、「例、事例または例証として役に立つこと」を意味するために本明
細書に使用される。本明細書において「典型的」と記載されるいかなる態様も、他の態様
に対して好適であるとか、有利であると必ずしも解釈される必要はない。さらに、本明細
書に使用されるように、用語「レガシ局」は、概して電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．
１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１規格の旧バージョンをサポートするワイヤレスネット
ワークノードを指す。
【００１９】
　本明細書に説明されたマルチアンテナ送信技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、直
交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）、空間分割多元接続（Ｓ
ＤＭＡ）などのような様々なワイヤレス技法と結合して使用されうる。複数のユーザ端末
は、異なる、（１）ＣＤＭＡのための直交符号チャネル、（２）ＴＤＭＡのためのタイム
スロット、または（３）ＯＦＤＭのためのサブバンド、を介してデータを同時に送信／受
信することができる。ＣＤＭＡシステムは、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、ＩＳ－８５６
、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）または他のいくつかの規格を実施しうる。ＯＦＤＭシ
ステムはＩＥＥＥ８０２．１１または他のいくつかの規格を実施しうる。ＴＤＭＡシステ
ムは、ＧＳＭ（登録商標）または他のいくつかの規格を実施しうる。これらの様々な規格
は、当業者に既知である。
【００２０】
　　　　　　例示のＭＩＭＯシステム　
　図１は、アクセスポイントおよびユーザ端末を有する多元接続ＭＩＭＯシステム１００
を説明する。簡潔さのために、１つのアクセスポイント１１０だけが図１に示される。ア
クセスポイント（ＡＰ）は、概して、ユーザ端末と通信し、基地局または他のある用語と
して称される固定局である。ユーザ端末は、固定式か可動式であり、移動局、局（ＳＴＡ
）、クライアント、ワイヤレスデバイス、または他のある用語で称されうる。ユーザ端末
は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラ
ップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータなどのようなワイヤレスデバイスであ
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りうる。
【００２１】
　アクセスポイント１１０は、ダウンリンクおよびアップリンク上の所与の瞬間で１つま
たは複数のユーザ端末１２０と通信しうる。ダウンリンク（つまり、フォワードリンク）
は、アクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、アップリンク（つまり、リ
バースリンク）は、ユーザ端末からアクセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末
は、さらに別のユーザ端末とピアツーピア通信しうる。システム制御器１３０は、アクセ
スポイントに連結され、アクセスポイントのために調整および制御を提供する。
【００２２】
　システム１００は、ダウンリンクおよびアップリンク上のデータ送信のために複数の送
信および複数の受信アンテナを用いる。アクセスポイント１１０は、Ｎａｐ個のアンテナ
を備えており、アップリンク送信のための多入力（ＭＩ）とダウンリンク送信のための多
出力（ＭＯ）を表わす。選択されたユーザ端末１２０のうちのＮｕ個のセットは、ダウン
リンク送信のための多出力およびアップリンク伝送のための多入力の合計を表わす。ある
場合において、Ｎｕ個のユーザ端末のためのデータシンボルストリームがある手段によっ
てコード、周波数または時間で多重化されない場合、Ｎａｐ≧Ｎｕ≧１を有することが望
ましくなりうる。データシンボルストリームがＣＤＭＡで異なるコードチャネルを使用し
て多重化される、ＯＦＤＭでサブバンドのばらばらのセットを使用して多重化されるなど
の場合、Ｎｕは、Ｎａｐより大きくなりうる。選択された各ユーザ端末は、アクセスポイ
ントにユーザ特有のデータを送信するおよび／またはアクセスポイントからユーザ特有の
データを受信する。一般に、選択されたユーザ端末それぞれは、１または複数のアンテナ
（つまりＮｕｔ≧１）を備えうる。選択されたＮｕ個のユーザ端末は、同数または異なる
数のアンテナを有することができる。
【００２３】
　ＭＩＭＯシステム１００は、時分割二重（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割二重（Ｆ
ＤＤ）システムでありうる。ＴＤＤシステムに対して、ダウンリンクおよびアップリンク
は、同じ周波数帯域を共有する。ＦＤＤシステムに対して、ダウンリンクおよびアップリ
ンクは、異なる周波数帯域を使用する。ＭＩＭＯシステム１００は、さらに送信のために
単一のキャリアまたは複数のキャリアを利用しうる。各ユーザ端末は、（例えばコストを
抑えるために）単一のアンテナ、または（例えば追加費用をサポートすることができる場
合に）複数のアンテナを備えうる。
【００２４】
　図２は、ＭＩＭＯシステム１００における、アクセスポイント１１０および２つのユー
ザ端末１２０ｍおよび１２０ｘのブロック図を示す。アクセスポイント１１０は２２４ａ
ｐを通じてＮａｐ個のアンテナ２２４ａを装備している。ユーザ端末１２０ｍはＮｕｔ，

ｍ個のアンテナ２５２ｍａから２５２ｘｕを備え、ユーザ端末１２０ｘは、Ｎｕｔ，ｘ個
のアンテナ２５２ｘａから２５２ｘｕを備える。アクセスポイント１１０は、ダウンリン
クのための送信エンティティおよびアップリンクのための受信エンティティである。各ユ
ーザ端末１２０は、アップリンクのための送信エンティティおよびダウンリンクのための
受信エンティティである。本明細書に使用されるように、「送信エンティティ」は、周波
数チャネルを介してデータを送信することができる、独立して動作する装置またはデバイ
スであり、「受信エンティティ」は、周波数チャネルを介してデータを受信することがで
きる、独立して動作する装置またはデバイスである。以下の説明において、下付記号「ｄ
ｎ」は、ダウンリンクを表し、下付記号「ｕｐ」は、アップリンクを表し、Ｎｕｐ個のユ
ーザ端末は、アップリンク上の同時送信のために選択され、Ｎｄｎ個のユーザ端末は、ダ
ウンリンク上の同時送信のために選ばれ、Ｎｕｐは、Ｎｄｎに等しいまたは等しくなく、
ＮｕｐおよびＮｄｎは、静的な値であるか、各スケジューリング間隔で変化することがで
きる。ビームステアリングまたは他のある空間処理技法は、アクセスポイントおよびユー
ザ端末で使用されうる。
【００２５】
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　アップリンクについて、アップリンク送信のために選択された各ユーザ端末１２０では
、ＴＸデータ処理装置２８８は、データ送信装置２８６からトラフィックデータを受信し
、制御器２８０から制御データを受信する。ＴＸデータ処理装置２８８は、ユーザ端末の
ために選択されたレートに関連するコーディングスキームおよび変調スキームに基づいて
ユーザ端末のためのトラフィックデータ｛ｄｕｐ，ｍ｝を処理し（例えば、符号化し、イ
ンターリーブし、変調する）、データシンボルストリーム｛ｓｕｐ，ｍ｝を提供する。Ｔ
Ｘ空間プロセッサ２９０は、データシンボルストリーム｛ｓｕｐ，ｍ｝上で空間処理を実
行し、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナのためにＮｕｔ，ｍ個の送信シンボルを提供する。各送信
機ユニット（ＴＭＴＲ）２５４は、アップリンク信号を生成するために、それぞれの送信
シンボルストリームを受信し処理する（例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタに
掛け、周波数アップコンバートする）。Ｎｕｔ，ｍ個の送信機ユニット２５４は、Ｎｕｔ

，ｍ個のアンテナ２５２からアクセスポイント１１０への送信のためにＮｕｔ，ｍ個のア
ップリンク信号を提供する。
【００２６】
　Ｎｕｐ個のユーザ端末は、アップリンク上の同時送信のためにスケジュールされうる。
これらのユーザ端末の各々は、そのデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、ア
クセスポイントへのアップリンク上の送信シンボルストリームのそのセットを送信する。
【００２７】
　アクセスポイント１１０で、Ｎａｐ個のアンテナ２２４ａから２２４ａｐは、アップリ
ンク上で送信するすべてのＮｕｐ個のユーザ端末からのアップリンク信号を受信する。各
アンテナ２２４は、それぞれの受信ユニット（ＲＣＶＲ）２２２に受信信号を提供する。
各受信ユニット２２２は、送信機ユニット２５４によって実行されたのと相補的な処理を
実行し、受信シンボルストリームを提供する。ＲＸ空間プロセッサ２４０は、Ｎａｐ個の
受信ユニット２２２からのＮａｐ個の受信シンボルストリーム上で受信機空間処理を実行
し、Ｎｕｐ個の復元されたアップリンクデータシンボルストリームを提供する。受信機空
間処理は、チャネル相関行列反転（ＣＣＭＩ：channel correlation matrix inversion）
、最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ）、逐次干渉キャンセラ（ＳＩＣ：successive interfere
nce cancellation）または他のある技法に従って実行される。復元されたアップリンクデ
ータシンボルストリーム｛ｓｕｐ，ｍ｝各々は、それぞれのユーザ端末によって送信され
たデータシンボルストリーム｛ｓｕｐ，ｍ｝の推定値である。ＲＸデータ処理装置２４２
は、復号化データを取得するために、そのストリームに使用されたレートに従って復元さ
れたアップリンクデータシンボルストリーム｛ｓｕｐ，ｍ｝各々を処理する（例えば、復
調し、デインターリブし、復号化する）。各ユーザ端末のための復号化データは、記憶の
ためのデータシンク２４４および／またはさらなる処理のための制御器２３０が提供され
る。
【００２８】
　ダウンリンクについて、アクセスポイント１１０では、ＴＸデータ処理装置２１０は、
ダウンリンク送信のためにスケジュールされたＮｄｎ個のユーザ端末のためのデータソー
ス２０８からのトラフィックデータ、制御器からの制御データ、およびことによるとスケ
ジューラ２３４からの他のデータを受信する。様々なタイプのデータは、異なるトランス
ポートチャネル上で送信されうる。ＴＸデータプロセッサは、ユーザ端末のために選択さ
れたレートに基づいて各ユーザ端末のためのトラフィックデータを処理する（例えば、符
号化し、インターリーブし、変調する）。ＴＸデータプロセッサ２１０は、Ｎｄｎ個のユ
ーザ端末のためにＮｄｎ個のダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。ＴＸ空
間プロセッサ２２０は、Ｎｄｎ個のダウンリンクデータシンボルストリーム上で空間処理
を実行し、Ｎａｐ個のアンテナのためのＮａｐ個の送信シンボルを送信する。各送信機ユ
ニット（ＴＭＴＲ）２２２は、ダウンリンク信号を生成するためにそれぞれの送信シンボ
ルストリームを受信し処理する。Ｎａｐ個の送信機ユニット２２２は、Ｎａｐ個のアンテ
ナ２２４からユーザ端末への送信のためにＮａｐ個のダウンリンク信号を提供する。
【００２９】
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　各ユーザ端末１２０では、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナ２５２は、アクセスポイント１１０
からＮａｐ個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２５４は、
関連するアンテナ２５２からの受信信号を処理し、受信シンボルストリームを提供する。
ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎｕｔ，ｍ受信機ユニット２５４からのＮｕｔ，ｍ個の受
信シンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末のための復元されたダウ
ンリンクデータシンボルストリーム｛ｓｄｎ，ｍ｝を提供する。受信機空間処理は、ＣＣ
ＭＩ、ＭＭＳＥまたは他のある技法に従って実行される。ＲＸデータプロセッサ２７０は
、ユーザ端末のための復号化データを取得するために、復元されたダウンリンクデータシ
ンボルストリームを処理する（例えば、復調し、デインターリブし、復号化する）。
【００３０】
　各ユーザ端末１２０で、Ｎｕｔ，ｍ個のアンテナ２５２は、アクセスポイント１１０か
らのＮａｐ個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２５４は、
関連するアンテナ２５２からの受信信号を処理し、受信シンボルストリームを提供する。
ＲＸ空間プロセッサ２６０は、Ｎｕｔ，ｍ個の受信ユニット２５４からのＮｕｔ，ｍ個の
受信シンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末のために復元されたダ
ウンリンクデータシンボルストリーム｛ｓｄｎ，ｍ｝を提供する。受信機空間処理は、Ｃ
ＣＭＩ、ＭＭＳＥまたは他のある技法に従って実行される。ＲＸデータプロセッサ２７０
は、ユーザ端末のための復号化データを取得するために、復元されたダウンリンクデータ
シンボルストリームを処理する（例えば、復調し、デインターリブし、復号化する）。
【００３１】
　図３は、システム１００内で用いられるワイヤレスデバイス３０２に利用されうる様々
なコンポーネントを説明する。ワイヤレスデバイス３０２は、本明細書で説明されるさま
ざまな方法を実施するために構成され得るデバイスの例である。ワイヤレスデバイス３０
２は、アクセスポイント１１０またはユーザ端末１２０でありうる。
【００３２】
　ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプロセッサ
３０４を含みうる。このプロセッサ３０４は、中央制御装置（ＣＰＵ）とも称されうる。
読取専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）との両方を含むことがで
きるメモリ３０６は、プロセッサ３０４に命令およびデータを提供する。メモリ３０６の
一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含むこともできる。プロセッ
サ３０４は、通常、メモリ３０６に格納されたプログラム命令に基づいて、ロジック演算
および算術演算を実行する。本明細書で説明される方法を実施するために、メモリ３０６
内の命令を実行可能とすることができる。
【００３３】
　ワイヤレスデバイス３０２は、さらにワイヤレスデバイス３０２と遠隔地との間のデー
タの送信および受信を許容するために送信機３１０および受信機３１２を含んでもよいハ
ウジング３０８を含みうる。送信機３１０および受信機３１２は、トランシーバ３１４に
組み込みこまれうる。複数の送信アンテナ３１６は、ハウジング３０８に取り付けられ、
トランシーバ３１４と電気的に接続されうる。無線デバイス３０２は、また（図示しない
）複数の送信機、複数の受信機、および複数のトランシーバを含みうる。
【００３４】
　ワイヤレスデバイス３０２は、さらにトランシーバ３１４によって受信された信号のレ
ベルを検出し定量化する目的で使用される信号検出器３１８を含みうる。信号検出器３１
８は、合計エネルギー、シンボル毎サブキャリア毎のエネルギー、電力スペクトル密度、
およびその他の信号のような信号を検出しうる。無線デバイス３０２は、さらに信号を処
理する際に使用されるデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３２０を含むことができる。
【００３５】
　ワイヤレスデバイス３０２の様々なコンポーネントは、バスシステム３２２によって連
結される。バスシステム３２２は、データバスに加えて電力バス、制御信号バス、および
状態信号バスを含みうる。
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【００３６】
　当業者は、本明細書に説明された技法がＳＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＳＤＭＡお
よびそれらの組み合わせのような任意のタイプの多元接続スキームを利用するシステムに
一般に適用されうることを認識することになる。
【００３７】
　　　　　　ＭＩＭＯおよびＭＵ－ＭＩＭＯ　ＯＦＤＭプリアンブル　
　本開示のある態様は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ規格における既存のワイヤ
レスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の機能性を越える追加の機能性をサポート
する新規なプリアンブル構造を提供する。追加の機能性は、８０ＭＨｚのようなより広い
帯域幅のためのサポートと、２５６ＱＡＭ（直交振幅変調）のようなより高次の変調と、
ダウンリンク－空間分割多元接続（ＤＬ－ＳＤＭＡ）およびアップリンク（ＵＬ）－ＳＤ
ＭＡのようなマルチユーザ空間処理とを含みうる。
【００３８】
　ＳＤＭＡにおいて、データフレームは、並列に複数の受信機に送信されうる。受信機は
、同時に起こるマルチユーザ通信をサポートする新規のデバイスと単にＩＥＥＥ８０２．
１１ｎ／ａ／ｇ規格をサポートするレガシデバイスを含みうる。レガシデバイスは、ＳＤ
ＭＡおよび／またはマルチユーザ多入力多出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）のような同時に起こる
マルチユーザ通信をサポートできない。本明細書で取り組まれた１つのチャレンジは、レ
ガシデバイスとの後方互換性を残す一方で物理層における新規の特徴をサポートするデー
タフレームの初めにプリアンブルをどのように生成し送るかである。
【００３９】
　新規の物理層（ＰＨＹ）プリアンブルは、基地局と（例えば、時間、受信（ＲＸ）利得
および周波数に関して）同期し、チャネル応答を決定し、送信の長さを決定し、変調およ
び帯域幅の特性を決定する情報を受信機に提供しうる。
【００４０】
　新規のデバイスとレガシデバイスとの両方をサポートするために、プリアンブル構造は
、以下の特性の組み合わせを含みうる：　ｉ）シングルユーザＭＩＭＯ、送信ビームフォ
ーミング、ＤＬ－ＳＤＭＡおよびＵＬ－ＳＤＭＡのような、すべての重要なＰＨＹモード
のための統合された、単一のプリアンブルフォーマットを有すること。　ｉｉ）ロバスト
なキャリアセンスおよびチャネル推定性能を有すること。　ｉｉｉ）レガシデバイスが指
定された時間の間それらの送信を遅らせることを許容する情報を提供すること。　ｉｖ）
４０ＭＨｚより大きな帯域幅をサポートすること。　ｖ）４つ以上の時空間ストリームを
サポートすること。　ｖｉ）ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ従う受信機にできるだけ近い受信機
設計をサポートすること。　ｖｉｉ）ＩＥＥＥ８０２．１１ａと、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｎ（混合モード（ＭＭ）およびグリーンフィールド（ＧＦ）モードの両方）と、新規のプ
リアンブルとの間の自動検出をサポートすること。　ｖｉｉｉ）　サブチャネルで検出お
よび延期（detection and deferral）をサポートすること。　ｉｘ）小さな全長を有する
こと。
【００４１】
　図４は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格における混合モードプリアンブル構造を説明する
。説明されるように、プリアンブルは、ショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）
４０２、ロングトレーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）４０４および信号（Ｌ－ＳＩＧ）
フィールド４０６を含む、レガシ信号部分を有する。信号部分は、同期、チャネル応答を
決定し、Ｌ－ＳＩＧフィールドのデータを復号化するためにＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇ
規格に従うレガシデバイスを許容する。
【００４２】
　Ｌ－ＳＩＧフィールド４０６におけるデータは２相位相変調（ＢＰＳＫ）変調を使用す
ることがシグナルされ、パケットのデータ部分およびペイロードのバイト数のために使用
されたデータレートに関する情報を含む。受信機は、Ｌ－ＳＩＧフィールドに含まれた情
報に基づいて媒体への任意の送信を遅らせるためのパケットの長さを計算しうる。ＩＥＥ
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Ｅ　８０２．１１ａ／ｇ受信機は、ＢＰＳＫ、４相位相変調（ＱＰＳＫ）、１６ＱＡＭま
たは６４ＱＡＭ変調のうちの１つを含む、Ｌ－ＳＩＧフィールド４０６の後で直接データ
シンボルを見ることを期待しうる。
【００４３】
　さらに、混合モードＩＥＥＥ８０２．１１ｎプリアンブルは、高いスループット（ＨＴ
）－ＳＩＧ１　４０８およびＨＴ－ＳＩＧ２　４１０シンボルにおけるＩＥＥＥ８０２．
１１ｎ規格をサポートするデバイスによって使用可能な情報を包含する。ＨＴ－ＳＩＧ１
およびＨＴ－ＳＩＧ２シンボルは、パケットによって使用されるＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
規格の１つまたは複数の特徴に関する情報を包含する。特徴は、変調およびコーディング
スキーム（ＭＣＳ）、ショートＧＩ（ガードインターバル）またはロングＧＩ、２０ＭＨ
ｚまたは４０ＭＨｚの帯域幅、などを含みうる。さらに、ＨＴ－ＳＩＧ１フィールド４０
８およびＨＴ－ＳＩＧ２フィールド４１０は、図５に示されるようなπ／２－ＢＰＳＫで
シグナルされるあるデータを包含する。
【００４４】
　図５は、ＢＰＳＫまたはπ／２－ＢＰＳＫ変調で送信されるフレームのＬ－ＳＩＧおよ
びＨＴ－ＳＩＧフィールドにおける例示のデータを説明する。パケットがＩＥＥＥ８０２
．１１ａ／ｇまたはＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格と互換性を有するかどうか自動検出する
ために、π／２－ＢＰＳＫ変調で送信されたデータは、受信機によって使用される。
【００４５】
　受信信号の送信モード（つまり、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇ／ｎ規格のうちの１つに
従う送信モード）を検出するために、受信機は、ＨＴ－ＳＩＧ１フィールド４０８および
ＨＴ－ＳＩＧ２フィールド４１０が存在する時間のタイムスロットの信号コンステレーシ
ョンをチェックしうる。Ｉ軸５０４と比較してＱ軸５０２上でよりエネルギーがある場合
、フレームは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格と互換性を有しうる。Ｉ軸と比較してＱ軸上
でより少ないエネルギーがある場合、フレームは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇ規格と互
換性を有しうる。
【００４６】
　ＨＴ－ＳＩＧフィールド４０８および４１０におけるデータは、バイトを単位とするフ
レームの長さおよび誤り延期時間の可能性を著しく低減する８ビットの巡回冗長チェック
（ＣＲＣ）コードを含みうる。
【００４７】
　図４に示されるように、ＨＴ－ＳＩＧフィールドの後、受信機は、さらに受信利得をよ
くするためにＩＥＥＥ８０２．１１ｎ受信機によって使用されるＨＴ－ＳＴＦ（高いスル
ープット－ショートトレーニングフィールド）４１２を受信する。受信信号の電力を増大
する送信ビームフォーミングは、フレームの終わりまでＨＴ－ＳＴＦフィールドの送信の
ために使用される。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎプリアンブルは、チャネル推定値を提供する
ための情報を提供する高いスループット－ロングトレーニングフィールド（ＨＴ－ＬＴＦ
）４１４のフルセットを有する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎにおいて、ＨＴ－ＬＴＦ４１４
フィールドが４つまで使用されうる。
【００４８】
　図６は、本開示のある態様に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇ規格に加えて
極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃをサポートする提案さ
れたプリアンブル構造を説明する。説明されるように、提案されたプリアンブル構造は、
Ｌ－ＳＴＦ４０２、Ｌ－ＬＴＦ４０４、Ｌ－ＳＩＧ４０６、ＨＴ－ＳＩＧ１　４０８およ
びＨＴ－ＳＩＧ２　４１０フィールドを含むレガシ部分を包含する。
【００４９】
　レガシ部分は、Ｌ－ＳＩＧフィールド４０６におけるデータに基づいて媒体の送信を遅
らせる適正情報をＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇデバイスに提供しうる。レガシ部分は、さ
らにＣＲＣチェックを含む、ＨＴ－ＳＩＧ１およびＨＴ－ＳＩＧ２フィールドに基づいて
メディアの送信を遅らせるために適正情報でＩＥＥＥ８０２．１１ｎをサポートするデバ
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イスを提供する。
【００５０】
　さらに、図６のプリアンブル構造は、ＶＨＴ－ＳＴＦ６０２、ＶＨＴ－ＬＴＦ１フィー
ルド６０４、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールド６０６および１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦフ
ィールドを含むプレコード化された部分を包含する。ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格をサ
ポートするデバイスのためにプレコード化された部分が提供されるよう意図される。
【００５１】
　ある態様に対して、ＶＨＴデバイス（つまりＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格に従うデバ
イス）は、π／２－ＢＰＳＫ信号の存在有無をＶＨＴ－ＳＩＧフィールド６０６の時間エ
ポック（time epoch）の間にチェックすることによって、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃパケ
ットを検出する。それは、他の方法で、８０２．１１ｎのパケットの場合のＢＰＳＫ、Ｑ
ＰＳＫ、１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭになる。ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドにおけるデータ
は、ＳＤＭＡを使用して、プレコード化され送信されるので、各クライアントは、固有の
ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドを受信する。ＶＨＴ－ＳＩＧフィールド６０６は、ＶＨＴ－Ｌ
ＴＦ１フィールド６０４の後で送信されうる。受信機は、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドにお
けるデータを正確に復調し復号化するためにＶＨＴ－ＬＴＦ１フィールドに含まれた情報
を使用してチャネル（チャネルに加えてプレコーディング）を決定する。図６における示
されたプリアンブル構造は、１６までのＶＨＴ－ＬＴＦフィールドをサポートしうる。
【００５２】
　図６のプリアンブル構造は、ＤＬ－ＳＤＭＡをサポートする；　しかしながら、それは
、ＵＬ－ＳＤＭＡをサポートしない。ＵＬ－ＳＤＭＡにおいて、１つまたは複数のクライ
アントによって送られたＶＨＴ－ＳＩＧフィールド６０６のデータは、各クライアントか
らのチャネル推定値を使用して、基地局で復調および復号化される必要がありうる。した
がって、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールド６０６は、プリアンブルの終わりにくる必要があり、
第１のＶＨＴ－ＬＴＦフィールド６０４の後に直接くる必要はない。
【００５３】
　図７は、本開示のある態様に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇ規格に加えて
極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃをサポートする第２の
提案されたプリアンブル構造を説明する。説明されるように、提案されたプリアンブル構
造は、Ｌ－ＳＴＦ　４０２、Ｌ－ＬＴＦ　４０４、Ｌ－ＳＩＧ　４０６、Ｖ／ＨＴ－ＳＩ
Ｇ１　７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フィールドを含むレガシ部分を含む。さ
らに、プリアンブル構造は、ＶＨＴ－ＳＴＦ　６０２および１つまたは複数のＶＨＴ－Ｌ
ＴＦフィールド６０４とＶＨＴＳＩＧ３フィールド７０６を含むプレコード化された部分
を含む。
【００５４】
　図７に示されたプリアンブルは、２つの重要な特徴を加える一方、図６に示されたプリ
アンブルの特性をすべて保存しうる。第１に、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールド（つまりＶＨＴ
－ＳＩＧ３　７０６）は、プリアンブルの終わりに存在することによって、ＵＬ－ＳＤＭ
Ａをサポートする。第２に、あるＶＨＴ－ＳＩＧ情報は、それぞれＶ／ＨＴ－ＳＩＧ１　
７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フィールドの中にＨＴ－ＳＩＧ１およびＨＴ－
ＳＩＧ２を合わせて伝えられうる。この情報は、オムニ様式で送信されうる。たとえば、
ＶＨＴ－ＳＩＧは、マルチキャストを使用して、すべてのクライアントに送信されうる。
【００５５】
　ある態様に対して、Ｖ／ＨＴ－ＳＩＧ１　７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フ
ィールドのＶＨＴデータは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎの受信機がＩＥＥＥ８０２．１１ａ
／ｇパケットとＩＥＥＥ８０２．１１ｎのパケットとの間の差を検出する能力を維持する
ようにＨＴ－ＳＩＧフィールドのπ／２－ＢＰＳＫ変調と組み合わせて変調される。これ
は、π／２－ＢＰＳＫ受信機によって復調された実際のデータを変更せずに、ＨＴ－ＳＩ
Ｇフィールドに情報を加えることを意味する。ＶＨＴデータは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ
の受信機がπ／２－ＢＰＳＫ変調を認識することができ、ＨＴ－ＳＩＧデータを復号化す
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ることができ、復号化データのＣＲＣチェックをパスすることができる方法に追加される
べきである。
【００５６】
　本開示のある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドの中に送信されたデータは、通
常のＢＰＳＫ、スケールされたＢＰＳＫ、スケールされたπ／２－ＢＰＳＫまたはπ／２
－ＰＡＭ（パルス振幅変調）のような異なる変調スキームを利用して送信されうる。
【００５７】
　ある態様に対して、ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドで送信されたデータは、周波数にわたり
コード化されうる。例えば、ＶＨＴ－ＳＩＧデータは、ＯＦＤＭ周波数のサブセット上の
みで存在しうる。ＶＨＴ－ＳＩＧデータは、さらに反復コーディングを使用して複数のＯ
ＦＤＭ周波数を通じて送信されうる。その上、ＶＨＴ－ＳＩＧデータは、ウォルシュコー
ド、ゴーレイコード、相補的コードキーイングなど（ＣＣＫ：Complementary Code Keyin
g）のようなシーケンスを使用して、１つまたは複数の周波数に分散されうる。
【００５８】
　図８Ａ、８Ｂおよび８Ｃは、本開示のある態様に従う、異なる変調スキームを使用する
、ＨＴ－ＳＩＧフィールドおよびＶＨＴ－ＳＩＧフィールドの（例えば、Ｖ／ＨＴ－ＳＩ
Ｇフィールド７０２の）データを送信する例を説明する。
【００５９】
　図８Ａで説明されるように、ＢＰＳＫは、ＶＨＴ－ＳＩＧデータのために使用され、π
／２－ＢＰＳＫで変調するＨＴ－ＳＩＧデータに直接加えられうる。ＯＦＤＭ周波数のう
ちのいくつかのみがＶＨＴ－ＳＩＧデータを有する限り、Ｖ／ＨＴ－ＳＩＧフィールドの
主なエネルギーは、常にπ／２－ＢＰＳＫと一致する。したがって、ＨＴ－ＳＩＧフィー
ルドの情報は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｎ／ｇ規格をサポートする受信機によって
常に検出できうる。
【００６０】
　図８Ｂで説明されるように、スケールされたＢＰＳＫは、π／２－ＢＰＳＫで変調され
るＨＴ－ＳＩＧに追加される、ＶＨＴ－ＳＩＧデータを変調するために使用されうる。Ｂ
ＰＳＫデータ上のスケーリングファクタが１未満である限り、Ｖ／ＨＴ－ＳＩＧフィール
ドの主なエネルギーは、常にπ／２－ＢＰＳＫと一致しうる。したがって、ＨＴ－ＳＩＧ
フィールドの情報は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｎ／ｇ規格をサポートする受信機に
よって常に検出できうる。
【００６１】
　図８Ｃは、ＶＨＴ－ＳＩＧデータを変調するためにスケールされたπ／２－ＢＰＳＫを
利用し、π／２－ＢＰＳＫで変調されるＨＴ－ＳＩＧフィールドにそれを追加することを
説明する。ＶＨＴデータ上のスケーリングファクタが０．５未満である限り、組み合わさ
れたπ／２－ＢＰＳＫ（またはπ／２－ＰＡＭ）は、Ｑ＝０境界に沿ってスライスされた
場合に常にオリジナルのＨＴ－ＳＩＧデータを生成する。明白に、全エネルギーは、π／
２－ＢＰＳＫと一致する；　したがって、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎのパケットの検出は維
持される。
【００６２】
　図９は、本開示のある態様に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇ規格に加えて
極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃをサポートする第３の
提案されたプリアンブル構造を説明する。説明されるように、提案されたプリアンブル構
造は、Ｌ－ＳＴＦ４０２、Ｌ－ＬＴＦ４０４、Ｌ－ＳＩＧ４０６、Ｖ／ＨＴ－ＳＩＧ１　
７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フィールドを含むレガシ部分を含む。その上、
プリアンブル構造は、ＶＨＴ－ＳＴＦ６０２および１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦフィ
ールド６０４を含むプレコード化された部分を含む。このプリアンブル構造において、Ｖ
／ＨＴ－ＳＩＧ１　７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フィールドのすべてのクラ
イアントにオムニ様式でＶＨＴ－ＳＩＧデータが単に送られること以外、図６および７の
プリアンブルの特性はすべて満たされる。
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【００６３】
　図１０は、本開示のある態様に従う、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ａ／ｂ／ｇ規格に加え
て極めて高いスループット（ＶＨＴ）のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃ規格をサポートする
第４の提案されたプリアンブル構造を説明する。説明されるように、提案されたプリアン
ブル構造は、Ｌ－ＳＴＦ４０２、Ｌ－ＬＴＦ４０４、Ｌ－ＳＩＧ４０６、Ｖ／ＨＴ－ＳＩ
Ｇ１　７０２およびＶ／ＨＴ－ＳＩＧ２　７０４フィールドを含むレガシ部分を含む。そ
の上、プリアンブル構造は、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦフィールド６０４を含む別
の部分を含む。ショートトレーニングフィールド（つまりＶＨＴ－ＳＴＦ）がこの構造で
利用可能ではないので、このプリアンブル構造は、プレコード化、ＳＤＭＡまたはビーム
フォーミングをサポートしない。しかしながら、前のプリアンブルと比較して、このプリ
アンブルは、かなり短く効率的である。Ｖ／ＨＴ－ＳＩＧフィールド７０２および７０４
は、ＶＨＴ特徴がこのフレームでサポートされるか／利用されるか理解するために受信機
によって必要とされる情報を伝えることに注意するべきである。
【００６４】
　図１１は、本開示のある態様に従う、複数の規格をサポートするプリアンブル構造を生
成するための例示の動作１１００を説明する。１１０２で、ワイヤレスノードの第１のグ
ループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をするこ
とができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第２の部分を含むフ
レーム構造を生成する。１１０４で、フレーム構造は、複数のデバイスに送信される。
【００６５】
　図１２は、本開示のある態様に従う、プリアンブル構造で受信された情報に基づいて信
号の送信モードの検出のための例示動作１２００を説明する。１２０２で、信号は、フレ
ーム構造を備え、フレーム構造は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可
能な第１の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノ
ードの第２のグループによって復号化可能な第２の部分を備える。１２０４で、信号の送
信モードは、受信信号の情報に基づいて検出される。
【００６６】
　以上で説明された方法の各種動作は、対応する機能を実行することができる任意の適切
な手段によって実行されうる。これら手段は、限定される訳ではないが、回路、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェア構成要素お
よび／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含みうる。一般に、図面
に例示された動作が存在する場合、これら動作は、同じ符番を付された対応するミーンズ
プラスファンクション（means-plus-function）コンポーネントを有しうる。例えば、図
１１のブロック１１０２－１１０４は、図１１Ａで説明された回路ブロック１１０２Ａ－
１１０４Ａに対応する。その上、図１２のブロック１２０２－１２０４は、図１２Ａで説
明された回路ブロック１２０２Ａ－１２０４Ａに対応する。
【００６７】
　本明細書に使用されたように、用語「決定」は種々様々な動作を包含する。例えば、「
決定すること」は、計算、コンピューティング、処理、導出、調査、ルックアップ（例え
ば、テーブル、データベース、または他のデータ構造内のルックアップ）、確認等を含む
ことができる。また、「決定すること」は、受信（例えば、情報の受信）、アクセス（例
えば、メモリ内のデータへのアクセス）等を含むことができる。また、「決定すること」
は、解決、選択、選定、確立等を含むことができる。
【００６８】
　以上で説明された方法の各種動作は、様々なハードウェアおよび／またはソフトウエア
コンポーネント、回路、および／またはモジュール（複数可）のような、動作を実行する
ことができる、任意の適切な手段によって実行されうる。概して、本願の図で説明された
任意の動作は、さらに動作を実行することができる対応する機能の手段によって実行され
うる。
【００６９】
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　本開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路を、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（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくはその他のプ
ログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジ
ック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明される機能を
実行するように設計されたその任意の組み合わせを用いて実施または実行することができ
る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替案では、プロセ
ッサを、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステー
トマシンとすることができる。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組
み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイクロプ
ロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティングデバイスの組み
合わせとして実現されうる。
【００７０】
　本開示に関連して記載される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直
接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、これらの
組み合わせで具体化されうる。ソフトウェアモジュールは、当該技術分野において周知の
すべての形式の記憶媒体に常駐することができる。使用できる記憶媒体のいくつかの例は
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または複数の命
令を備えることができ、複数の異なるコードセグメント上で、異なるプログラムの間で、
および複数の記憶媒体にまたがって分散させることができる。記憶媒体を、プロセッサが
記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込めるように、プロセッサに結合す
ることができる。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。
【００７１】
　本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための１または複数のステッ
プまたは動作を備える。方法ステップおよび／または動作は、特許請求の範囲のスコープ
から逸脱せずに相互に置換することができる。言い換えると、ステップまたは動作の特定
の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび／または動作の順序および／また
は使用は、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに変更されうる。
【００７２】
　記述された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任
意の組み合わせで実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピ
ュータ読取可能媒体に、１または複数の命令群として格納される。記憶媒体は、コンピュ
ータによってアクセスされうる利用可能な任意の媒体である。例として、限定することな
く、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶
デバイス、あるいは、所望のプログラムコード手段を命令群またはデータ構造の形式で搬
送または格納するために使用され、しかも、コンピュータによってアクセスされうるその
他任意の媒体を備えうる。本明細書で使用されるディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は
、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）、レーザディスク（ｄｉｓｃ）、光ディスク
（ｄｉｓｃ）、ディジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）、フロッピー（
登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（ｄｉｓｃ）を
含んでいる。ここで、ｄｉｓｋは、通常、データを磁気的に再生する一方、ｄｉｓｃは、
データをレーザを用いて光学的に再生する。
【００７３】
　したがって、ある態様は、本明細書に示された動作を実行するためのコンピュータプロ
グラム製品を備えうる。例えば、そのようなコンピュータプログラム製品は、その上に格
納された（および／または符号化された）命令を有するコンピュータ可読媒体を備える。
この命令は、本明細書に説明された動作を実行する１つまたは複数のプロセッサによって
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実行可能である。ある態様に対して、コンピュータプログラム製品は、パッケージングマ
テリアルを含みうる。
【００７４】
　ソフトウェアまたは命令は、さらに送信媒体を通じて送信されうる。例えば、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例
えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ
、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ
波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。
【００７５】
　さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび／また
は他の適切な手段は、適用可能なようにユーザ端末および／または基地局によってダウン
ロードされるおよび／または他の場合に取得されることができることを諒解すべきである
。例えば、そのようなデバイスを、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送
を容易にするためにサーバに結合することができる。代替案では、本明細書で説明される
さまざまな方法を、記憶手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディスク（ＣＤ）ま
たはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など）を介して提供することができ、ユーザ
端末および／または基地局が、記憶手段をデバイスに結合するか提供するときにさまざま
な方法を入手することができる。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデバイ
スに提供するために、その他任意の適切な技法を利用することができる。
【００７６】
　特許請求の範囲は、以上で説明された正確な構成およびコンポーネントに限定されない
ことが理解されるべきである。さまざまな修正、変更、および変形を、特許請求の範囲の
範囲から逸脱せずに、前述した方法および装置の構成、動作、および詳細において実施す
ることができる。
【００７７】
　本明細書に提供される技法は、様々なアプリケーションで利用されうる。ある態様に対
して、本明細書に示された技法は、アクセスポイント局、アクセス端末、モバイルハンド
セット、または本明細書で提供される技法を実行する処理論理およびエレメントを有する
他のタイプのワイヤレスデバイスに組み入れられうる。
【００７８】
　前述のものは、本発明の実施形態に向けられているが、発明の他のおよびさらなる実施
形態は、基本的なスコープから外れずに考え出され、その範囲は、以下の特許請求の範囲
によって決定される。
【００７９】
　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。
【００８０】
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成することと、
　前記複数のデバイスにフレーム構造を送信することと
を備える、方法。
【００８１】
［Ｃ２］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）およびレガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）を備え
る、
［Ｃ１］に記載の方法。
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【００８２】
［Ｃ３］
　前記第１の部分は、１つまたは複数の極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドまたは１つまたは複数の高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィール
ドをさらに備える、
［Ｃ２］に記載の方法。
【００８３】
［Ｃ４］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、およびＶＨＴ－信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
【００８４】
［Ｃ５］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、
［Ｃ１］に記載の方法。
【００８５】
［Ｃ６］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ１］に記載の方法。
【００８６】
［Ｃ７］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ１］に記載の方法。
【００８７】
［Ｃ８］
　前記ノードの第２のグループは、前記ノードの第１のグループのサブセットである、
［Ｃ１］に記載の方法。
【００８８】
［Ｃ９］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ４］に記載の方法。
【００８９】
［Ｃ１０］
　前記１つまたは複数のＶＨＴ－ＳＩＧフィールドまたは前記１つまたは複数のＨＴ－Ｓ
ＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して送信される、
［Ｃ３］に記載の方法。
【００９０】
［Ｃ１１］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータはプレコード化される、
［Ｃ４］に記載の方法。
【００９１】
［Ｃ１２］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ４］に記載の方法。
【００９２】
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［Ｃ１３］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ
－ＬＴＦ）のうちの１つの後で送信される、
［Ｃ４］に記載の方法。
【００９３】
［Ｃ１４］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に送信される、
［Ｃ２］に記載の方法。
【００９４】
［Ｃ１５］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ１４］に記載の方法。
【００９５】
［Ｃ１６］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で送信される、
［Ｃ１４］に記載の方法。
【００９６】
［Ｃ１７］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ１４］に記載の方法。
【００９７】
［Ｃ１８］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング
（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ１７］に記載の方法。
【００９８】
［Ｃ１９］
　ワイヤレス通信のために方法であって、
　フレーム構造を備える信号を受信することと、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワ
イヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分および同時に起こるマ
ルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第２の
部分を備える、
　前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出することと
を備える、方法。
【００９９】
［Ｃ２０］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）、レガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）、および２
つの高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、
［Ｃ１９］に記載の方法。
【０１００】
［Ｃ２１］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、ＶＨＴ－信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
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［Ｃ１９］に記載の方法。
【０１０１】
［Ｃ２２］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、
［Ｃ１９］に記載の方法。
【０１０２】
［Ｃ２３］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ１９］に記載の方法。
【０１０３】
［Ｃ２４］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ１９］に記載の方法。
【０１０４】
［Ｃ２５］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ２１］に記載の方法。
【０１０５】
［Ｃ２６］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータは、プレコード化される、
［Ｃ２１］に記載の方法。
【０１０６】
［Ｃ２７］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ２１］に記載の方法。
【０１０７】
［Ｃ２８］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨ
Ｔ－ＬＴＦ）のうちの１つの後で受信される、
［Ｃ２１］に記載の方法。
【０１０８】
［Ｃ２９］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に受信される、
［Ｃ２０］に記載の方法。
【０１０９】
［Ｃ３０］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）、またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ２９］に記載の方法。
【０１１０】
［Ｃ３１］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で受信される、
［Ｃ３０］に記載の方法。
【０１１１】
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［Ｃ３２］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ３０］に記載の方法。
【０１１２】
［Ｃ３３］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイン
グ（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ３２］に記載の方法。
【０１１３】
［Ｃ３４］
　ワイヤレス通信のための装置であって
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路と、
　前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するように構成された送信機と
を備える装置。
【０１１４】
［Ｃ３５］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）およびレガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）を備え
る、
［Ｃ３４］に記載の装置。
【０１１５】
［Ｃ３６］
　前記第１の部分は、１つまたは複数の極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドまたは１つまたは複数の高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィール
ドをさらに備える、
［Ｃ３５］に記載の装置。
【０１１６】
［Ｃ３７］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、およびＶＨＴ－信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
［Ｃ３４］に記載の装置。
【０１１７】
［Ｃ３８］
　前記フレーム構造の前記第２の部分はプレコード化される、
［Ｃ３４］に記載の装置。
【０１１８】
［Ｃ３９］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ３４］に記載の装置。
【０１１９】
［Ｃ４０］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ３４］に記載の装置。
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【０１２０】
［Ｃ４１］
　前記ノードの第２のグループは、前記ノードの第１のグループのサブセットである、
［Ｃ３４］に記載の装置。
【０１２１】
［Ｃ４２］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ３７］に記載の装置。
【０１２２】
［Ｃ４３］
　前記１つまたは複数のＶＨＴ－ＳＩＧフィールドまたは前記１つまたは複数のＨＴ－Ｓ
ＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して送信される、
［Ｃ３６］に記載の装置。
【０１２３】
［Ｃ４４］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータはプレコード化される、
［Ｃ３７］に記載の装置。
【０１２４】
［Ｃ４５］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ３７］に記載の装置。
【０１２５】
［Ｃ４６］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは前記ＶＨＴロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ－
ＬＴＦ）のうちの１つの後で送信される、
［Ｃ３７］に記載の装置。
【０１２６】
［Ｃ４７］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に送信される、
［Ｃ３５］に記載の装置。
【０１２７】
［Ｃ４８］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ４７］に記載の装置。
【０１２８】
［Ｃ４９］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で送信される、
［Ｃ４８］に記載の装置。
【０１２９】
［Ｃ５０］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ４７］に記載の装置。
【０１３０】
［Ｃ５１］
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　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング
（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ５０］に記載の装置。
【０１３１】
［Ｃ５２］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　フレーム構造を備える信号を受信するように構成された受信機と、ここにおいて、前記
フレーム構造は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分お
よび同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって
復号化可能な第２の部分を備える、
　前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するように構成された回路
と
を備える、装置。
【０１３２】
［Ｃ５３］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）、レガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）、および２
つの高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、
［Ｃ５２］に記載の装置。
【０１３３】
［Ｃ５４］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、ＶＨＴ信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
［Ｃ５２］に記載の装置。
【０１３４】
［Ｃ５５］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、
［Ｃ５２］に記載の装置。
【０１３５】
［Ｃ５６］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ５２］に記載の装置。
【０１３６】
［Ｃ５７］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ５２］に記載の装置。
【０１３７】
［Ｃ５８］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ５４］に記載の装置。
【０１３８】
［Ｃ５９］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータは、プレコード化される、
［Ｃ５４］に記載の装置。
【０１３９】
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［Ｃ６０］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ５４］に記載の装置。
【０１４０】
［Ｃ６１］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨ
Ｔ－ＬＴＦ）のうちの１つの後で受信される、
［Ｃ５４］に記載の装置。
【０１４１】
［Ｃ６２］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に受信される、
［Ｃ５３］に記載の装置。
【０１４２】
［Ｃ６３］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）、またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ６２］に記載の装置。
【０１４３】
［Ｃ６４］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で受信される、
［Ｃ６３］に記載の装置。
【０１４４】
［Ｃ６５］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ６３］に記載の装置。
【０１４５】
［Ｃ６６］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイン
グ（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ６５］に記載の装置。
【０１４６】
［Ｃ６７］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成するための手段と、
　前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するための手段と
を備える、装置。
【０１４７】
［Ｃ６８］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）およびレガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）を備え
る、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１４８】
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［Ｃ６９］
　前記第１の部分は、１つまたは複数の極めて高いスループットの信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ
）フィールドまたは１つまたは複数の高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィール
ドをさらに備える、
［Ｃ６８］に記載の装置。
【０１４９】
［Ｃ７０］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、およびＶＨＴ－信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１５０】
［Ｃ７１］
　前記フレーム構造の前記第２の部分はプレコード化される、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１５１】
［Ｃ７２］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１５２】
［Ｃ７３］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１５３】
［Ｃ７４］
　前記ノードの第２のグループは、前記ノードの第１のグループのサブセットである、
［Ｃ６７］に記載の装置。
【０１５４】
［Ｃ７５］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ７０］に記載の装置。
【０１５５】
［Ｃ７６］
　前記１つまたは複数のＶＨＴ－ＳＩＧフィールドまたは前記１つまたは複数のＨＴ－Ｓ
ＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して送信される、
［Ｃ６９］に記載の装置。
【０１５６】
［Ｃ７７］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータはプレコード化される、
［Ｃ７０］に記載の装置。
【０１５７】
［Ｃ７８］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ７０］に記載の装置。
【０１５８】
［Ｃ７９］
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　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨＴ
－ＬＴＦ）のうちの１つの後で送信される、
［Ｃ７０］に記載の装置。
【０１５９】
［Ｃ８０］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に送信される、
［Ｃ６８］に記載の装置。
【０１６０】
［Ｃ８１］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ８０］に記載の装置。
【０１６１】
［Ｃ８２］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で送信される、
［Ｃ８０］に記載の装置。
【０１６２】
［Ｃ８３］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ８０］に記載の装置。
【０１６３】
［Ｃ８４］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング
（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ８３］に記載の装置。
【０１６４】
［Ｃ８５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　フレーム構造を備える信号を受信するための手段と、ここにおいて、前記フレーム構造
は、ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分および同時に起
こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な
第２の部分を備える、
　前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するための手段と
を備える、装置。
【０１６５】
［Ｃ８６］
　前記第１の部分は、レガシショートトレーニングフィールド（Ｌ－ＳＴＦ）、ロングト
レーニングフィールド（Ｌ－ＬＴＦ）、レガシ信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）、および２
つの高いスループットの信号（ＨＴ－ＳＩＧ）フィールドを備える、
［Ｃ８５］に記載の装置。
【０１６６】
［Ｃ８７］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニン
グフィールド（ＶＨＴ－ＳＴＦ）、少なくとも１つのＶＨＴ－ロングトレーニングフィー
ルド（ＶＨＴ－ＬＴＦ）、ＶＨＴ信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）を備える、
［Ｃ８５］に記載の装置。
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【０１６７】
［Ｃ８８］
　前記フレーム構造の前記第２の部分は、プレコード化される、
［Ｃ８５］に記載の装置。
【０１６８】
［Ｃ８９］
　前記ノードの第１のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ／ｇ、ＩＥ
ＥＥの８０２．１１ｎまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ規格のうちの１つに従う、
［Ｃ８５］に記載の装置。
【０１６９】
［Ｃ９０］
　前記ノードの第２のグループは、電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｃ規格に従
う、
［Ｃ８５］に記載の装置。
【０１７０】
［Ｃ９１］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、π／２－ＢＰＳＫ（２相位相変調）変調を使用して
送信される、
［Ｃ８７］に記載の装置。
【０１７１】
［Ｃ９２］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドのデータは、プレコード化される、
［Ｃ８７］に記載の装置。
【０１７２】
［Ｃ９３］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を使用して送信され
る、
［Ｃ８７］に記載の装置。
【０１７３】
［Ｃ９４］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記ＶＨＴ－ロングトレーニングフィールド（ＶＨ
Ｔ－ＬＴＦ）のうちの１つの後で受信される、
［Ｃ８７］に記載の装置。
【０１７４】
［Ｃ９５］
　少なくとも１つの極めて高いスループットの信号フィールド（ＶＨＴ－ＳＩＧ）は、前
記ＨＴ－ＳＩＧフィールドの少なくとも１つと同時に受信される、
［Ｃ８６］に記載の装置。
【０１７５】
［Ｃ９６］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、２相位相変調（ＢＰＳＫ）、π／２－ＰＡＭ（パル
ス振幅変調）、またはスケールされたＢＰＳＫ変調のうちの１つを利用して送信される、
［Ｃ９５］に記載の装置。
【０１７６】
［Ｃ９７］
　ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のＶＨＴ－ＬＴＦ（ロングトレーニング
フィールド）の後で受信される、
［Ｃ９６］に記載の装置。
【０１７７】
［Ｃ９８］
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　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、１つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される
、
［Ｃ９６］に記載の装置。
【０１７８】
［Ｃ９９］
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され
、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイン
グ（ＣＣＫ）を備える、
［Ｃ９８］に記載の装置。
【０１７９】
［Ｃ１００］
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成することと、
　前記複数のデバイスにフレーム構造を送信することと
　を実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体を備える、
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
【０１８０】
［Ｃ１０１］
　フレーム構造を備える信号を受信することと、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワ
イヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分および同時に起こるマ
ルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第２の
部分を備える、
　前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出することと
　を実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体を備える、
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
【０１８１】
［Ｃ１０２］
複数のアンテナと、
　ワイヤレスノードの第１のグループによって復号化可能な第１の部分、および同時に起
こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第２のグループによって復
号化可能な第２の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路と、
　前記複数のアンテナを介して、前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するように構
成された送信機と
を備えるアクセスポイント。
【０１８２】
［Ｃ１０３］
　少なくとも１本のアンテナと、
　前記少なくとも１本のアンテナを介して、フレーム構造を備える信号を受信するように
構成された受信機と、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第１のグ
ループによって復号化可能な第１の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワ
イヤレスノードの第２のグループによって復号化可能な第２の部分を備える、
　前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するように構成された回路
と
を備える、ワイヤレスノード。
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