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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスの動作の方法であって、前記方法は、
　　近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）を使用して通信するために、前記モバイルデバイ
スのトランシーバをチューニングすることと、ここで、前記ＮＡＮは、定期的な発見ウィ
ンドウに関連付けられる、
　　前記ＮＡＮを介して前記モバイルデバイスにおいて発見メッセージを受信することと
、ここで、前記発見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられたネットワークパラメータを示し
、ここにおいて、前記ネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたネット
ワークチャネルを含み、前記ネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられた
ターゲットビーコン送信時間（ＴＢＴＴ）をさらに示す、
　　前記ネットワークパラメータに基づいて、前記ＷＬＡＮを使用して前記アクセスポイ
ントと通信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ＮＡＮを介して前記アクセスポイントにクエリを送ることと、
　前記アクセスポイントから前記クエリへの応答を受信することと、ここで、前記応答は
、前記ＷＬＡＮに関連付けられた１つまたは複数の追加のネットワークパラメータを示す
、
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　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記発見メッセージは、前記アクセスポイントのセキュリティドメインまたは前記アク
セスポイントのインターネットプロトコル（ＩＰ）サブネットを示す、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記発見メッセージは、前記セキュリティドメインまたは前記ＩＰサブネットを示す、
米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ
）インジケーション要素を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　複数のアクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセージを前記アクセス
ポイントに送ることをさらに備え、前記ＡＮＱＰメッセージは、前記アクセスポイントへ
のシングルメッセージ内でグループ化される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＡＮＱＰメッセージは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１－２０１２通
信仕様に準拠する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＡＮＱＰメッセージを送ることは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ
ｉ　ＦＩＬＳ　アクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセージを前記ア
クセスポイントに送ることを含み、前記方法は、前記ＷＬＡＮに関連する追加の情報を示
す前記ＩＥＥＥ　８０２．１１　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰメッセージへの応答を受信すること
をさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクセスポイントは、サービスのアドバタイザである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイルデバイスは、前記サービスのサブスクライバである、請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　装置であって、
　　命令を記憶するメモリと、
　　前記メモリに結合されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、動作を実行するた
めに前記命令を実行するように構成され、前記動作は、
　　　　近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）を使用して通信するために、トランシーバを
チューニングすることと、ここで、前記ＮＡＮは、定期的な発見ウィンドウに関連付けら
れる、
　　　　前記ＮＡＮを介して発見メッセージを受信することと、ここで、前記発見メッセ
ージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）に関連付けられたネットワークパラメータを示し、ここにおいて、前記ネッ
トワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたネットワークチャネルを示し、前
記ネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたターゲットビーコン送信時
間（ＴＢＴＴ）をさらに示す、
　　　　前記ネットワークパラメータに基づいて、前記ＷＬＡＮを使用して前記アクセス
ポイントと通信することと
　　を含む、
　装置。
【請求項１１】
　前記発見メッセージは、前記ＷＬＡＮを識別するサービス識別情報（ＩＤ）を含む、請
求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＷＬＡＮは通信プロトコルに準拠し、前記サービスＩＤは、前記通信プロトコルに
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よって指定される特定のサービスＩＤにマッチする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記通信プロトコルは、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ通信プロトコルまたは米国電気
電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１通信プロトコルである、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サービスＩＤは、モバイルデバイスの製造業者によって、または前記モバイルデバ
イスに関連付けられたネットワークのサービスプロバイダによって指定される特定のサー
ビスＩＤにマッチする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　スイッチに関連付けられた選択可能なオプションを表示するように構成されたユーザイ
ンターフェースをさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記トランシーバをさらに備え、前記プロセッサは、前記トランシーバに、前記スイッ
チのアクティブ化に応答して前記発見メッセージを検出するために前記ＮＡＮに関連付け
られた特定のチャネルにチューニングさせるようにさらに構成される、請求項１５に記載
の装置。
【請求項１７】
　装置であって、
　　近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）を介して発見メッセージを受信するための手段と
、ここで、前記発見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられたネットワークパラメータを示し
、前記ＮＡＮは、定期的な発見ウィンドウに関連付けられ、ここにおいて、前記ネットワ
ークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたネットワークチャネルを示し、前記ネ
ットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたターゲットビーコン送信時間（
ＴＢＴＴ）をさらに示す、
　　前記ネットワークパラメータに基づいて、前記ＷＬＡＮを介した前記アクセスポイン
トとの通信を開始するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１８】
　前記ＮＡＮに関連付けられた選択可能なインジケータを表示するための手段をさらに備
える、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　通信のための命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　　近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）を使用して通信するために、モバイルデバイスの
トランシーバをチューニングすることと、ここで、前記ＮＡＮは、定期的な発見ウィンド
ウに関連付けられる、
　　前記ＮＡＮを介して前記モバイルデバイスにおいて発見メッセージを受信することと
、ここで、前記発見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられたネットワークパラメータを示し
、ここにおいて、前記ネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたネット
ワークチャネルを示し、前記ネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられた
ターゲットビーコン送信時間（ＴＢＴＴ）をさらに示す、
　　前記ネットワークパラメータに基づいて、前記ＷＬＡＮを使用した前記アクセスポイ
ントとの通信を開始することと
　を含む動作を実行させる、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記動作は、前記アクセスポイントとの前記通信を開始することに先立って前記アクセ
スポイントとセットアッププロシージャを開始することをさらに含み、前記セットアップ
プロシージャは、認証動作、アソシエーション動作、または両方を含む、請求項１９に記
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載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記動作は、アクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセージを前記ア
クセスポイントに送ることをさらに含む、請求項１９に記載の非一時的なコンピュータ可
読媒体。
【請求項２２】
　前記トランシーバは、前記定期的な発見ウィンドウの発見ウィンドウの間、前記ＮＡＮ
にチューニングされ、前記発見メッセージは、前記発見ウィンドウの間、受信される、請
求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記発見メッセージは、ＮＡＮ　ＷＬＡＮ接続属性を含むＮＡＮフレームを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＮＡＮフレームは、前記アクセスポイントのセキュリティドメインまたは前記アク
セスポイントのインターネットプロトコル（ＩＰ）サブネットのうちの少なくとも１つを
示す米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ高速初期リンクセットアップ（ＦＩ
ＬＳ）インジケーション要素をさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記発見メッセージは、前記アクセスポイントのためのプロキシとして動作する第２の
アクセスポイントから受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記トランシーバは、前記モバイルデバイスの電力レベルが閾値よりも少ないことに応
答して、前記ＮＡＮにチューニングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＮＡＮを介して第２の発見メッセージを受信することと、ここで、前記第２の発見
メッセージは、第２のアクセスポイントに関連付けられた第２のＷＬＡＮに関連付けられ
た１つまたは複数のネットワークパラメータを示す、
　前記アクセスポイントに関連付けられた第１のセキュリティドメインと、前記第２のア
クセスポイントに関連付けられた第２のセキュリティドメインとに基づいて、前記アクセ
スポイントと通信するかどうかを決定することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記発見メッセージは、前記アクセスポイントのセキュリティドメインまたは前記アク
セスポイントのインターネットプロトコル（ＩＰ）サブネットのうちの少なくとも１つを
示す米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ高速初期リンクセットアップ（ＦＩ
ＬＳ）インジケーション要素を含むＮＡＮフレームを備える、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　[0001]
　本願は、本願の譲受人に譲渡された、２０１４年１０月３０日に出願された“POWER-EF
FICIENT NETWORK DISCOVERY”と表題された米国仮出願番号６２／０７２，９１９、およ
び２０１５年１０月２１日に出願された“NETWORK DISCOVERY”（代理人整理番号１５０
０９８）と表題された米国出願番号１４／９１８，９５５に対して優先権を主張し、これ
らの出願各々の内容全体が参照により本明細書に明示的に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]
　本開示は、一般に電子デバイスに関し、より詳細には、電子デバイスのためのネットワ
ーク発見など、電子デバイスのための通信技術に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　[0003]技術における進歩は、より強力で、より小型な電子デバイスをもたらした。電子
デバイスは、ワイヤレス電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡｓ）、およびペ
ージングデバイスなどのモバイルデバイスを含む。モバイルデバイスは、小さくなり、軽
量になり、そしてユーザによって容易に持ち運ばれ得る。セルラ電話などのワイヤレス電
話は、ワイヤレスネットワーク上で、音声およびデータパケットを通信することができる
。さらに、多くのそのようなワイヤレス電話は、その中に組み込まれる他のタイプのデバ
イスを含む。例えば、ワイヤレス電話はまた、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカ
メラ、デジタルレコーダ、およびオーディオファイルプレーヤを含むことができる。さら
に、ワイヤレス電話は、例えばワイヤレスネットワーク内で他のデバイスと通信を開始す
るための、実行可能な命令を処理することが可能である。
【０００４】
　[0004]ワイヤレスネットワーク内で通信するために、モバイルデバイスは、ネットワー
ク発見プロシージャなどのセットアッププロシージャを実行し得る。例えば、モバイルデ
バイスは、１つまたは複数のプローブメッセージを送信し得る。アクセスポイントが、モ
バイルデバイスのレンジ（range）内にある場合、アクセスポイントは、１つまたは複数
のプローブメッセージを受信し、セットアッププロシージャを促進するために情報（例え
ば、ワイヤレスネットワークに関する情報）をモバイルデバイスに送り得る。場合によっ
ては、モバイルデバイスは、アクセスポイントにアクセスネットワーククエリプロトコル
（ＡＮＱＰ）メッセージを送るなどによって、ネットワークに関する追加の情報（例えば
、ネットワークのバックエンドに関する）を取得するために、追加のメッセージをアクセ
スポイントに送り得る。セットアッププロシージャ中にメッセージを交換することは、電
力（例えば、モバイルデバイスのバッテリ電力）を消費し、エアータイム（データ送信に
使用され得る）を使用し、ネットワークリソース（例えば、ワイヤレスネットワークの１
つまたは複数のチャネル）を使用する。さらに、そのようなマネジメント／セットアップ
メッセージは、低データレートを使用して送られ得、その結果、高エアータイム占有期間
を有し得、それはデータフレーム（大抵、はるかに高いレート）を送るために利用可能な
エアータイムを減少させ、従って、全体的なシステムスループットに影響を及ぼし得る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]モバイルデバイスは、メッセージの受信に応答して、アクセスポイントとのセッ
トアッププロシージャを開始する。メッセージは、例えば、近隣エリアネットワーク（Ｎ
ＡＮ）を介し、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワーク（Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＧ）
，Ｉｎｃ．の登録商標である）を使用して、低電力ネットワークを介して受信され得る。
この場合、モバイルデバイスは、例えば、アクセスポイントに関連付けられているワイヤ
レスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）など、アクセスポイントに関連付けられて
いるネットワークを「アドバタイズ」するメッセージ（低電力ネットワークを介して）を
受信し得る。メッセージは、例示的な実施例として、ネットワークチャネル、ターゲット
ビーコン送信時間（ＴＢＴＴ）、またはサービスセット識別情報（ＳＳＩＤ）を示し得る
。メッセージは、例示的な実施例として、アクセスポイントから、または他のモバイルデ
バイスから受信され得る。
【０００６】
　[0006]低電力ネットワークを介するメッセージの受信に応答して、モバイルデバイスは
、メッセージに基づいてアクセスポイントと通信し得る。例えば、モバイルデバイスは、
アクセスポイントへメッセージを送るために、および／またはアクセスポイントからメッ
セージを受信するために、トランシーバをチューニングすることによるなど、メッセージ
によって示されるネットワークチャネルを使用して、アクセスポイントと通信し得る。代
替的に、または追加的に、モバイルデバイスは、受信されたアドバタイジングメッセージ
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の１つまたは複数のネットワークパラメータによって示されるＴＢＴＴに基づいて動作し
得る。例えば、モバイルデバイスは、アクセスポイントからビーコンを受信するためにＴ
ＢＴＴの間、動作のスリープモードからウェイクアップし得る。ビーコンは、ＷＬＡＮの
１つまたは複数の特性（例えば、ネットワークチャネル）を示し得、モバイルデバイスは
、１つまたは複数の特性に基づいて、アクセスポイントと通信し得る（例えば、ネットワ
ークチャネルを使用して）。場合によっては、アドバタイジングメッセージは、モバイル
デバイスによって、アクセスポイントから直接受信され得る。代替的に、または追加的に
、ＮＡＮなどの低電力ネットワークのモバイルデバイスは、（例えば、低電力ネットワー
クのデバイスにアクセスポイントをアドバタイズするために、アクセスポイントについて
のメッセージを「再パブリッシュする」ために）低電力ネットワークの他のモバイルデバ
イスにアドバタイジングメッセージを送信し得る。
【０００７】
　[0007]ネットワークを「アドバタイズ」するために低電力ネットワークを使用すること
は、プローブメッセージおよびモバイルデバイスとアクセスポイントとの間のアクセスネ
ットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセージなどの他のメッセージの通信と比較
してアクセスポイントおよびモバイルデバイスの電力消費を低減し得、従って、ネットワ
ークデバイスのパフォーマンスを改善し得る。さらに、プローブメッセージおよびＡＮＱ
Ｐメッセージは低データレートを使用して送られ得るので、プローブメッセージおよびＡ
ＮＱＰメッセージの通信を低減するまたは避けることは、データ通信についてのＷＬＡＮ
のエアータイムを解放し得る（それは、プローブメッセージおよびＡＮＱＰメッセージよ
りも高データレートを使用して送られ得る）。従って、ネットワーク動作は、より高いデ
ータレート通信（例えば、データ通信）に利用可能なエアータイムを増加させるために、
マネジメントおよびセットアップオーバーヘッド（例えば、プローブメッセージおよびＡ
ＮＱＰメッセージなどの低データレートメッセージ）を低減することによって、改善され
得る。
【０００８】
　[0008]従って、アクセスポイントは、低電力技術（例えば、ＮＡＮに関連付けられてい
るチャネルを使用する）を使用するネットワーク（例えば、ＷＬＡＮ）に関連付けられて
いる１つまたは複数のネットワークパラメータを「アドバタイズ」し得る。モバイルデバ
イスは、アクセスポイントからパラメータを含むメッセージを取得するためにＮＡＮをス
キャンするように構成され得る。例えば、モバイルデバイスのレンジ内のアクセスポイン
トを識別するために、モバイルデバイスは、ＮＡＮを使用して情報を受信するためにＮＡ
Ｎチャネル（例えば、ＮＡＮに関連付けられている受信周波数）へトランシーバをチュー
ニングし得る。
【０００９】
　[0009]いくつかの実施形態において、モバイルデバイスは、アクセスポイントを見つけ
るためにモバイルデバイスがその間に各チャネルにプローブ要求を送るプロービング動作
、および／またはモバイルデバイスがそのチャネル上で動作するアクセスポイントからビ
ーコンをキャッチするために各チャネルを強調（dwells on）するパッシブネットワーク
発見動作など、ＷＬＡＮネットワーク発見動作を無効にし得る。ＮＡＮの実施形態におい
て、モバイルデバイスは、ＮＡＮに関連付けられている発見ウィンドウ（ＤＷ）の期間、
ＮＡＮチャネル（例えば、２．４ギガヘルツＮＡＮの実施のチャネル６）のみをモニタす
る必要がある。従って、ＮＡＮの使用は、ＤＷ期間中のみ、チャネルスイッチングおよび
トランシーバ動作を利用し得る。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの実施形態では、モバイルデバイス
は、Ｗｉ－Ｆｉ無線を完全にオフにすることができ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線（それは、
より短いレンジという代償で、Ｗｉ－Ｆｉと比較して、低電力である）を利用することが
できる。
【００１０】
　[0010]ＮＡＮに参加しているデバイスは、ネットワークパラメータをアドバタイズする
１つまたは複数のメッセージを検出するために、ＮＡＮに関連付けられている発見ウィン
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ドウの期間中に、定期的に、または時折（occasionally）、ウェイクアップ（眠っている
場合）し得る。例えば、ＮＡＮにおける時間間隔は、タイマユニット（ＴＵ）へと分割さ
れ得、ＮＡＮに参加しているデバイスは、５００ＴＵ毎（または、おおよそ０．５秒毎）
に現れる１６ＴＵ発見ウィンドウの期間中にウェイクアップし得る。アクセスポイントは
、ＷＬＡＮに関連付けられているネットワークチャネル、ＷＬＡＮに関連付けられている
ＴＢＴＴ、またはＷＬＡＮに関連付けられているＳＳＩＤをアドバタイズするためにＮＡ
Ｎを使用し得る。
【００１１】
　[0011]特定の実施例において、アクセスポイントは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ高速
初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）情報要素を使用するなど、米国電気電子学会（ＩＥ
ＥＥ）８０２．１１通信規格に関連付けられている情報要素を使用するサービスをアドバ
タイズし得る。ＩＥＥＥ ８０２．１１　ＦＩＬＳ情報要素は、例示的な実施例として、
アクセスポイントのインターネットプロトコル（ＩＰ）サブネット、またはアクセスポイ
ントのセキュリティドメインに関する情報を含み得る。他の例では、アクセスポイントは
、ＷＬＡＮに関する情報を提供するために、ＮＡＮ　ＷＬＡＮ接続属性（connectivity a
ttribute）を利用し得る。ＮＡＮ　ＷＬＡＮ接続属性は、アクセスポイントに関する、よ
り多くの情報を提供するために、追加のフィールドを支援し得る。
【００１２】
　[0012]したがって、ホットスポットネットワークにローミングするまたは加入すること
に関心を持っているクライアントデバイスは、周囲のアクセスポイントを発見するために
、ＮＡＮチャネルのみをスキャンする必要がある。ＮＡＮを使用して送られたアドバタイ
ズメントは、モバイルデバイスがネットワーク選択（例えば、モバイルデバイスに関連付
けられている特定のサービスプロバイダによってサポートされるアクセスポイントを選択
するために）に関する情報に基づく決断をすることを可能にし得る。例えば、ＩＥＥＥ　
８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、アクセスポイントおよびモバイルデバイスが共
通セキュリティドメインおよび／または共通ＩＰサブネットに関連付けられているという
ことを示し得る。この場合において、８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、同じセキ
ュリティドメインおよび／またはＩＰサブネット内のアクセスポイントを選択することに
おいて、モバイルデバイスをアシストし得る。
【００１３】
　[0013]アクセスポイントは、追加のＡＮＱＰパラメータをモバイルデバイスに供給する
ために、ＮＡＮを使用し得る。いくつかの実施形態において、これは、サービスに関する
追加の情報をパブリッシャ（publisher）及びサブスクライバ（subscriber）がそれらに
よって交換する、ＮＡＮフォローアップメッセージを使用して実行され得る。いくつかの
実施形態において、ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素（例えば、Ｑｕｅｒｙ　ＡＰ－Ｌｉｓｔ、Ａ
Ｐ－Ｌｉｓｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、等）は、ＮＡＮメッセージ上に「ピギーバック」され
得る。ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素は、単一の情報要素で、複数のＡＮＱＰパラメータを問い
合わせるために効果的な手段を提供し得、従って、ＡＮＱＰメッセージの数を低減し得る
。
【００１４】
　[0014]レガシースキャニング技術と比較して、ＮＡＮベースのネットワーク発見は、ほ
んのわずかなメッセージングオーバーヘッド、より少ないチャネルスイッチングオーバー
ヘッド、および低電力モードでの動作を伴う。例えば、モバイルデバイスは、５００ＴＵ
毎に現れる各発見ウィンドウ期間中にＮＡＮチャネルのみをモニタし得る。該スキームは
、ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）デプロイメントが広く流通（または展開）され
得る、というシナリオにおいて有益である。そのようなシナリオにおいて、クライアント
デバイスは、クライアントがＷｉ－Ｆｉカバレッジの範囲外にある間にレガシースキャニ
ングのためにチャネルをスイッチングする、および起動状態のままでいるバッテリを消費
し得る。ＮＡＮを使用すると、発見に費やされる時間は、発見ウィンドウ（５００ＴＵ毎
）の期間中のＮＡＮチャネルのみに限られ、そしてとても短い（１６ＴＵ）。
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【００１５】
　[0015]特定の態様において、モバイルデバイスの動作方法は、低電力ネットワークを介
する発見メッセージの受信および低電力ネットワークを使用して通信するために、モバイ
ルデバイスのトランシーバをチューニングすることを含む。発見メッセージは、アクセス
ポイントに関連付けられているワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関
連付けられている１つまたは複数のネットワークパラメータを示す。方法はさらに１つま
たは複数のネットワークパラメータに基づくＷＬＡＮを使用するアクセスポイントと通信
することを含む。
【００１６】
　[0016]他の実施例において、装置は、命令を記憶するメモリ、およびメモリに結合され
たプロセッサを含む。プロセッサは、動作を開始または制御するために命令を実行するよ
うに構成される。動作は、低電力ネットワークを使用して通信するためにトランシーバを
チューニングすることと、低電力ネットワークを介して発見メッセージを受信することと
を含む。発見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられている１つまたは複数のネットワークパ
ラメータを示す。動作はさらに１つまたは複数のネットワークパラメータに基づいてＷＬ
ＡＮを使用してアクセスポイントと通信することを含む。
【００１７】
　[0017]他の実施例において、アクセスポイントの動作方法は、低電力ネットワークを介
してメッセージを送信することを含む。メッセージは、アクセスポイントに関連付けられ
ているワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられている１つま
たは複数のネットワークパラメータを示す。方法はさらに、１つまたは複数のネットワー
クパラメータに基づいてモバイルデバイスとセットアッププロシージャを実行することと
、モバイルデバイスとセットアッププロシージャを実行した後、ＷＬＡＮを使用してモバ
イルデバイスと１または複数のデータ通信を実行することを含み得る。
【００１８】
　[0018]他の実施例において、装置は、命令を記憶するメモリ、およびメモリに結合され
たプロセッサを含む。プロセッサは、動作を開始または制御するために、命令を実行する
ように構成される。動作は、低電力ネットワークを介してメッセージを送信することを含
む。メッセージは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられ
ている１つまたは複数のネットワークパラメータを示す。動作はさらに、１つまたは複数
のネットワークパラメータに基づいてモバイルデバイスとセットアッププロシージャを実
行することと、モバイルデバイスとセットアッププロシージャを実行した後、ＷＬＡＮを
使用してモバイルデバイスと１または複数のデータ通信を実行することを含み得る。
【００１９】
　[0019]開示された実施例のうちの少なくとも１つによって提供される１つの特定の利点
は、モバイルデバイスは、ネットワークパラメータおよび他の発見情報をモバイルデバイ
スが「アクティブに」スキャンする他の技術と比較して、低電力ネットワーク（例えば、
ネットワーク情報に関して低電力ネットワークを受動的にスキャニングすることによって
）を使用して、より少なく電力を消費するということである。本開示の他の態様、利点、
および特徴は、以下のセクション、すなわち、図面の簡単な説明、発明を実施するための
形態、および特許請求の範囲を含む、本明細書全体を検討すれば明らかとなるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】[0020]図１は、通信システムの特定の例示的な実施例のブロック図である。
【図２】[0021]図２は、モバイルデバイスの動作方法の特定の例示的な実施例のブロック
図である。
【図３】[0022]図３は、アクセスポイントの動作方法の特定の例示的な実施例のブロック
図である。
【図４】[0023]図４は、モバイルデバイスの特定の例示的な実施例のブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　[0024]例示的な実施例が、これから図面を参照して説明される。説明および図面では、
便宜上、共通の特徴は、共通の参照番号によって指定される。
【００２２】
　[0025]図１を参照すると、通信システムの特定の例示的な実施例が描かれ、全体的に１
００で指定されている。通信システム１００は、アクセスポイント１０２およびアクセス
ポイント１３０など、１つまたは複数のアクセスポイントを含み得る。通信システム１０
０は、さらに、モバイルデバイス１１０およびモバイルデバイス１４０など、１つまたは
複数のモバイルデバイスを含み得る。通信システム１００は、１つまたは複数の米国電気
電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｕ
通信プロトコル）など、通信プロトコルに従って動作し得る。代替的に、または追加的に
、通信システム１００は、ホットスポット２．０通信プロトコル（ＨＳ２およびＷｉ－Ｆ
ｉ　Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ　Ｐａｓｓｐｏｉｎｔとも呼ばれる）など、１つまたは複数のＷ
ｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ通信プロトコルに従って動作し得る。
【００２３】
　[0026]アクセスポイント１０２は、プロセッサ１０４、メモリ１０６、およびトランシ
ーバ１０８（または送信機および受信機）を含み得る。メモリ１０６は、プロセッサ１０
４によって実行可能な命令を記憶し得る。アクセスポイント１０２は、「ホットスポット
」ネットワークなどの第１ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付
けられ得る。第１ＷＬＡＮは、第１カバレッジエリア１２２に関連付けられ得る。
【００２４】
　[0027]モバイルデバイス１１０は、プロセッサ１１２、メモリ１１４、およびトランシ
ーバ１１６（または送信機および受信機）を含み得る。メモリ１１４は、プロセッサ１１
２によって実行可能な命令を記憶し得る。
【００２５】
　[0028]アクセスポイント１３０は、プロセッサ１３２、メモリ１３４、およびトランシ
ーバ１３６（または送信機および受信機）を含み得る。メモリ１３４は、プロセッサ１３
２によって実行可能な命令を記憶し得る。アクセスポイント１３０は、第２「ホットスポ
ット」ネットワークなどの第２ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関
連付けられ得る。第２ＷＬＡＮは、第２カバレッジエリア１２４に関連付けられ得る。
【００２６】
　[0029]動作において、モバイルデバイス１１０は、通信すべき（例えば、インターネッ
ト通信などのデータ通信を可能にする）アクセスポイントを識別し（または識別しようと
試み）得る。例えば、モバイルデバイス１１０が現時点でいずれのアクセスポイントにも
関連付けられていない場合、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイントからの１つま
たは複数の発見メッセージについて「リッスン」し得る。本開示によれば、モバイルデバ
イス１１０は、メッセージ１０９を検出するために低電力ネットワークを使用し得る。メ
ッセージ１０９は、第１ＷＬＡＮに関連付けられている１つまたは複数のネットワークパ
ラメータ１１１を示し得る。
【００２７】
　[0030]低電力ネットワークを使用してメッセージを受信するために、モバイルデバイス
１１０は、低電力ネットワークを使用してメッセージを受信するように（例えば、１つま
たは複数のアクセスポイントをアドバタイズする１つまたは複数のメッセージをスキャン
するように）、トランシーバ１１６（または、トランシーバ１１６の受信機）をチューニ
ングし得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、トランシーバ１１６の受信周波数を、
ＷＬＡＮ受信周波数からＮＡＮ受信周波数へ、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩ
Ｇ），Ｉｎｃ．の登録商標である）受信周波数へ、調整し得る。例示的な実施例として、
モバイルデバイス１１０は、２．４ギガヘルツ（ＧＨｚ）ＮＡＮネットワークのチャネル
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６、または５ＧＨＺ　ＮＡＮネットワークのチャネル４４または１４９（ローカルレギュ
レーションによって決まる）など、通信プロトコルによって指定されるチャネルを使用し
てメッセージを受信するように、トランシーバ１１６をチューニングし得る。他の実施形
態では、モバイルデバイス１１０は、単一のトランシーバの代わりに複数のトランシーバ
を使用し得るということに留意する。このケースにおいて、モバイルデバイス１１０の他
のトランシーバ（トランシーバ１１６以外）は、低電力ネットワークを使用してメッセー
ジを受信するようにチューニングされ得る。
【００２８】
　[0031]モバイルデバイス１１０は、低電力ネットワークを使用してアクセスポイント１
０２から送られるメッセージ１０９を受信し得る。メッセージ１０９は、第１ＷＬＡＮに
関連付けられている１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１を示し得る。詳しく
説明するように、アクセスポイント１０２は、モバイルデバイス１１０などのモバイルデ
バイスに第１ＷＬＡＮを「アドバタイズ（advertise）」するために、メッセージ１０９
をブロードキャスト（または「パブリッシュ」）し得る。アクセスポイント１０２は、サ
ービス（例えば、第１ＷＬＡＮ）のプロバイダ（または「アドバタイザ」）に対応し得、
モバイルデバイスは、サービスのサブスクライバに対応し得る。１つまたは複数のネット
ワークパラメータ１１１は、例示的な実施例として、第１ＷＬＡＮに関連付けられている
ネットワークチャネル（例えば、アップリンク周波数、および／またはダウンリンク周波
数）、第１ＷＬＡＮに関連付けられているターゲットビーコン送信時間（ＴＢＴＴ）、第
１ＷＬＡＮに関連付けられているサービスセット識別情報（ＳＳＩＤ）、またはそれらの
組み合わせを含み得る。
【００２９】
　[0032]いくつかの実施形態において、モバイルデバイス１１０は、メッセージ１０９な
どのメッセージの受信を選択的に有効にする。例えば、入力は、モバイルデバイス１１０
のユーザからモバイルデバイス１１０にて受信され得、該入力は、モバイルデバイス１１
０がメッセージ１０９などのメッセージを受信（えば例えば、サーチ）すべきであること
を示している。特定の実施例において、モバイルデバイス１１０の動作システムは、ＮＡ
Ｎまたは「フリー」ネットワーク（例えば、「フリー」Ｗｉ－Ｆｉネットワーク）などの
ネットワークをサーチするオプション（例えば、ネットワークセッティング、またはグラ
フィカルユーザインタフェースを介して提示される「スイッチ」）をユーザに提示し得る
。例えば「スイッチ」は、グラフィカルユーザインタフェースを介して提示されるチェッ
クボックスを含み得る。スイッチは、１つまたは複数のＷｉ－Ｆｉネットワークに関する
情報について１つまたは複数の低電力ネットワーク（例えば、ＮＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈネットワーク、または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ低電力ネットワーク）を「サーチすること
」によって、１つまたは複数のＷｉ－Ｆｉネットワークの識別を有効にするために、ユー
ザによってアクティブ化（または有効化）され得る。「スイッチ」がアクティブ化される
と、モバイルデバイス１１０は、例えば、ＮＡＮチャネルをスキャニングすることによっ
て、近くのＮＡＮクラスタ（もし存在する場合）に加わることによって、またはモバイル
デバイス１１０のレンジ内であるＷｉ－Ｆｉネットワークを示す１つまたは複数のサービ
ス発見メッセージを受信することによって、Ｗｉ－Ｆｉネットワークを見つけようと試み
るために低電力ネットワークを使用し得る。
【００３０】
　[0033]場合によっては、モバイルデバイス１１０は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークについて
の低電力サーチを行ない得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、低電力の動作モード
に従って、低電力ネットワークを使用してＷｉ－Ｆｉネットワークについてのサーチを実
行し得る（例えば、Ｗｉ－Ｆｉネットワークを検出するためにＷｉ－Ｆｉチャネルをサー
チする代わりに）。例示的な実施例では、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス
１１０のバッテリチャージが閾値よりも少ないことに応答して、低電力モードに従って（
Ｗｉ－ＦｉネットワークをサーチするためにＷｉ－Ｆｉネットワークの代わりに低電力ネ
ットワークを使用して）動作し得る。モバイルデバイス１１０は、バッテリチャージが閾
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値以上であることに応答して（または、モバイルデバイス１１０が、コンセントやコンピ
ューティングデバイスなどの外部パワーサプライに接続されていることに応答して）、Ｗ
ｉ－Ｆｉベースのサーチを使用する「スタンダード」モードに従って動作し得る。「スタ
ンダード」モードで動作する間、低電力ネットワークを使用するサーチの代わりに、また
はそれに加えて、Ｗｉ－Ｆｉベースのサーチが行われ得る。さらに、低電力モードおよび
「スタンダード」モードへの／からの移行は、モバイルデバイス１１０のユーザによって
（例えば、モバイルデバイス１１０のグラフィカルユーザインタフェースを介して受信さ
れる入力に基づいて）開始され得、またはモバイルデバイス１１０によって自動的に（例
えば、モバイルデバイス１１０のバッテリチャージに基づいて）開始され得るということ
に留意する。いくつかの実施形態において、移行は、ユーザがデフォルトを「オーバーラ
イド」しない限り（例えば、モバイルデバイス１１０がＷｉ－Ｆｉチャネルのみを使用し
てまたは低電力ネットワークのみを使用してサーチを実行すべきことを指定することによ
って）、デフォルトによって（例えば、モバイルデバイス１１０のバッテリチャージに基
づいて）モバイルデバイス１１０によって自動的に開始され得る。
【００３１】
　[0034]さらに詳しく説明すると、ユーザから受信される入力は、第１モード（モバイル
デバイス１１０がネットワークをサーチする）、または第２モード（モバイルデバイスが
ネットワークをサーチしない）のうちの１つを示し得る。第１モードの選択に応答して、
モバイルデバイス１１０は、第１ＷＬＡＮをアドバタイズするメッセージ１０９など、ネ
ットワークをアドバタイズする１つまたは複数のメッセージを検出するために特定のチャ
ネル（例えば、予め定められたチャネル）をチューニングし得る。場合によっては、ある
特定のネットワーク（またはネットワークタイプ）が、１つまたは複数の他のネットワー
クまたはネットワークタイプに比べて、より高い優先度に関連付けられ得る（または「好
まれ」得る）。例えば、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１１０に関連付け
られているサービスプロバイダによって操作されるネットワークを「好み（prefer）」得
る。
【００３２】
　[0035]いくつかの態様において、アクセスポイントによって送られるメッセージは、Ｎ
ＡＮなどの低電力ネットワークを使用してＷＬＡＮ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク）
をアドバタイズするサービス識別情報（ＩＤ）を含み得る。例えば、メッセージ１０９は
、アクセスポイント１０２に関連付けられているサービスＩＤ（例えば、アクセスポイン
ト１０２のＷｉ－ＦｉネットワークをアドバタイズするサービスＩＤ）を含み得る。サー
ビスＩＤは、デバイスに「よく知られた」ものであり得る。詳しく説明すると、場合によ
っては、ＷＬＡＮは、特定の通信プロトコル（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ通
信プロトコル、またはＩＥＥＥ　８０２．１１通信プロトコル）に準拠し、特定の通信プ
ロトコルは、サービスＩＤ（例えば、特定のアクセスポイントについて、または、Ｗｉ－
Ｆｉ接続性を提供するアクセスポイントのグループなど、アクセスポイントのグループに
ついて）を指定する。
【００３３】
　[0036]特定の実施形態において、メッセージは「よく知られた」サービスＩＤを含むサ
ービスＩＤフィールドを含み得る。「よく知られた」サービスＩＤは、特定のベンダーに
よって定義される値、特定のネットワークプロバイダによって定義される値、または特定
のワイヤレス通信プロトコルによって定義される値など、ネットワークのデバイスに知ら
れている特定の値、または特定の値のハッシュであり得る。特定の実施形態において、サ
ービスＩＤフィールドは、サービス記述子属性（ＳＤＡ：service descriptor attribute
）を含み得る。サービスＩＤフィールドに加えて、メッセージは、１つまたは複数のネッ
トワークパラメータ１１１（例えば、アクセスポイント１０２のセキュリティドメイン、
またはアクセスポイント１０２の特定のＳＳＩＤ）など、１つまたは複数のネットワーク
パラメータを示す追加のフィールドを含み得る。さらに詳しく説明すると、マルチプルな
アクセスポイントは、同じサービスＩＤおよび異なるネットワークパラメータを有するメ
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ッセージを送信し得る。例えば、第１ネットワークを提供する第１アクセスポイントは、
第１ネットワークに関連付けられているネットワークパラメータの第１セットおよび「よ
く知られた」サービスＩＤを含む第１メッセージを送信し得、第２ネットワークを提供す
る第２アクセスポイントは、第２ネットワークに関連付けられているネットワークパラメ
ータの第２セットおよび「よく知られた」サービスＩＤを含む第２メッセージを送信し得
る。特定の実施形態において、アクセスポイントは、ＮＡＮを使用して送られるＮＡＮサ
ービス発見メッセージにおいてサービスＩＤを提供し得る。他の実施形態において、デバ
イスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅ
ｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＧ），Ｉｎｃ．の登録商標である）、ま
たはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ通信で使用されるメッセージなど、異な
るメッセージにおいてサービスＩＤを提供し得る。
【００３４】
　[0037]サブスクライバ（例えば、モバイルデバイス１１０などのモバイルデバイス）は
、（例えば、モバイルデバイス１１０がネットワークをサーチする第１モードに従って動
作する間）サービスＩＤをサーチし得る。サブスクライバは、サービスＩＤに関連付けら
れているアクセスポイントを検出するために、（例えば、ＮＡＮなどの低電力ネットワー
クを使用してよく知られたサービスＩＤを示す１つまたは複数のサービス発見サブスクリ
プションメッセージを送ることによって）サービスＩＤを能動的にサーチし得る。代替的
に、または追加的に、サブスクライバは、メッセージ１０９を受信することなどによって
、サービスＩＤに関連付けられているアクセスポイントを受動的にサーチし得、ここで、
メッセージ１０９はサービスＩＤを示す。
【００３５】
　[0038]場合によっては、モバイルデバイスは、さらに第１ＷＬＡＮをアドバタイズする
ためにメッセージ１０９を「再パブリッシュ」し得る。例えば、モバイルデバイス１４０
がアクセスポイント１０２のレンジ内にある場合、モバイルデバイス１４０は、メッセー
ジ１０９を受信し得、第１ＷＬＡＮをアドバタイズするために（例えば、メッセージ１０
９がより多くのデバイスによって受信されるように、メッセージの１０９の範囲を「拡大
」するために）メッセージ１０９を再パブリッシュし得る。この例では、モバイルデバイ
ス１１０は、モバイルデバイス１４０からメッセージ１０９を受信し得る。従って、低電
力ネットワークは（例えば、送信信号の電力がより低いことに起因して）第１ＷＬＡＮよ
りも狭いカバレッジエリアを有し得るものの、第２カバレッジエリア１２４内にあり且つ
低電力ネットワークカバレッジエリアの外にあるデバイスは、モバイルデバイス１４０か
らメッセージ１０９を受信することによって、第１ＷＬＡＮを検出し得る。
【００３６】
　[0039]他のケースにおいて、通信システム１００におけるメッセージの再パブリッシン
グは、回避される（例えば、抑制される）ことができる。例えば、メッセージ１０９の再
パブリッシュを回避することは、通信システム１００がメッセージ（例えば、サービス発
見メッセージまたは他のアドバタイズメント）で「あふれる」というインスタンスを回避
し得る。この実施例において、アクセスポイント１０２は、メッセージ１０９を送り得、
メッセージ１０９は、メッセージ１０９が再パブリッシュされるべきでないことを示す「
再パブリッシュしない（do not republish）」インジケーションを含み得る。
【００３７】
　[0040]特定の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、通信プロトコルに関連し
た１つまたは複数のインターバル（またはウィンドウ）の期間、メッセージ（例えば、メ
ッセージ１０９）を受信するように構成される。例えば、モバイルデバイス１１０は、通
信プロトコルに関連した発見ウィンドウの期間、メッセージ１０９を受信し得る。詳しく
説明すると、ＮＡＮにおける時間インターバルは、タイマユニット（ＴＵ）へと分割され
得、１つのＴＵが１０２４マイクロ秒に等しい。ＮＡＮに参加しているデバイス（例えば
、モバイルデバイス１１０）は、５００ＴＵ毎（または、おおよそ０．５秒毎）に現れる
１６ＴＵ発見ウィンドウの期間ウェイクアップし得る。この実施例において、モバイルデ
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バイス１１０は、メッセージ１０９などの１つまたは複数のメッセージを受信するために
、ＮＡＮに関連した発見ウィンドウの期間中、定期的に、または時折、（眠っている場合
）ウェイクアップし得る。
【００３８】
　[0041]メッセージ１０９の受信に応答して、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイ
ント１０２と通信するかどうか（例えば、アクセスポイント１０２とのリンクセットアッ
ププロシージャを行うか否か）を決定するために、１つまたは複数のネットワークパラメ
ータ１１１を使用し得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１１０
のサービスプロバイダまたは共通のネットワークで提携されるアクセスポイントなどの特
定のアクセスポイントとのみ通信するように構成され得る。この例において、モバイルデ
バイス１１０は、モバイルデバイス１１０およびアクセスポイント１０２が共通のネット
ワークまたはサービスプロバイダに関連付けられているかどうかを、１つまたは複数のネ
ットワークパラメータ１１１に基づいて決定し得る。例えば、１つまたは複数のネットワ
ークパラメータ１１１は、アクセスポイント１０２に関連付けられているセキュリティド
メインおよび／またはアクセスポイント１０２に関連付けられているＩＰサブネットを示
し得る。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス１１０は、（例えば、セキュリ
ティドメインおよび／またはＩＰサブネットがマッチするかどうかを決定するために）モ
バイルデバイス１１０のＩＰサブネットおよび／またはセキュリティドメインのインジケ
ーションと、ＩＰサブネットおよび／またはセキュリティドメインを比較するように構成
され得る。
【００３９】
　[0042]特定の実施例において、メッセージ１０９は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ技術
に従って、低電力ネットワークを介して送られる。例えば、１つまたは複数のネットワー
クパラメータ１１１は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素（ＩＥ）を含み
得る。ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、アクセスポイント１０２に関
連付けられているセキュリティドメイン、アクセスポイント１０２に関連付けられている
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスタイプ、またはアクセスポイント１０２に関
連付けられているＩＰサブネットを示し得る。特定の実施形態に応じて、ＩＥＥＥ　８０
２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、複数のセキュリティドメイン（例えば、６個のセキ
ュリティドメイン、または他の数のセキュリティドメイン）を示し得る。特定の実施形態
において、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、２バイトハッシュのセキ
ュリティドメインを含む。この例において、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報
要素は、ＷＬＡＮを使用する代わりに（例えば、アクセスポイント１０２に関連付けられ
ている第１ＷＬＡＮを使用して送られるプローブ応答の中またはビーコンの中にＩＥＥＥ
　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素を含む代わりに）、低電力ネットワーク（例えば
、ＮＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃ
ｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＧ），Ｉｎｃ．の登録商標である）ネット
ワーク、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）ネットワーク）を
介して送られ得る、ということに留意する。
【００４０】
　[0043]特定の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、複数のアクセスポイント
のうちのどれと通信すべきかを決定するために１つまたは複数のネットワークパラメータ
１１１に含まれるＩＰサブネットのインジケーション、または１つまたは複数のネットワ
ークパラメータ１１１に含まれるセキュリティドメインのインジケーションを使用し得る
。詳しく説明すると、モバイルデバイス１１０が、メッセージ１０９の受信に加え、他の
アクセスポイント（図１に不図示）に関する情報を含む他の発見メッセージを受信する場
合、モバイルデバイス１１０は、メッセージ１０９および他のメッセージによって示され
るＩＰサブネットと、アクセスポイント１０２に関連付けられているＩＰサブネットとを
比較し得る。この例において、アクセスポイント１０２のＩＰサブネットがアクセスポイ
ント１０２のＩＰサブネットにマッチする場合、例えばモバイルデバイス１１０が共通Ｉ
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Ｐサブネットのケースで新しいインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得するこ
とを避けることができ得るので（例えば、他のアクセスポイントを選択する代わりに、通
信のためにアクセスポイント１０２を選択することによって）、モバイルデバイス１１０
は、他のアクセスポイントの代わりにアクセスポイント１０２と通信することを「好み」
得る。
【００４１】
　[0044]いくつかの実施形態において、低電力ネットワークは、ＮＡＮであり、メッセー
ジ１０９は、ＮＡＮフォーマットを有している。例えば、メッセージ１０９は、ＮＡＮフ
レームフォーマット（例えば、指定された数のフィールド、フィールドのタイプ、および
フィールドの長さ）を有しているＮＡＮフレームであり得る。特定の実施形態において、
メッセージ１０９は、接続性情報（ＮＡＮフレームによって通常アドバタイズされるサー
ビス情報に加えて）を含むＮＡＮフレームである。この例において、メッセージ１０９は
、１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１を示すＮＡＮ　ＷＬＡＮ接続属性を含
み得る。ＮＡＮフレームは、デバイスロールフィールドを含み得る。デバイスロールフィ
ールドは、メッセージ１０９を送っているデバイスがメッセージ１０９のパブリッシャで
あるかどうかを指定し得る。例えば、デバイスロールフィールドは、メッセージ１０９を
送っているデバイスがメッセージ１０９のパブリッシャである場合（例えば、アクセスポ
イント１０２がメッセージ１０９を送る場合）、第１の値（例えば、「１」）を含み得る
。デバイスロールフィールドは、他のデバイスがメッセージ１０９を送る場合（例えば、
モバイルデバイス１４０が、メッセージ１０９を再パブリッシュする場合、または他のア
クセスポイントがメッセージ１０９を再パブリッシュする場合）、第２の値（例えば、「
０」）を含み得る。
【００４２】
　[0045]いくつかの実施形態において、メッセージ１０９は、サービス発見フレームなど
のパブリックアクションフレームである。パブリックアクションフレームは、デバイス間
のアソシエーションプロシージャに先立ってデバイス間で送られ得、または共通のベーシ
ックサービスセット（ＢＳＳ）に関連付けられていないデバイス間で送られ得る。メッセ
ージ１０９がパブリックアクションフレームである場合、１つまたは複数のネットワーク
パラメータ１１１は、パブリックアクションフレームのさら追加発見属性フィールド（fu
rther discovery attribute field）内など、パブリックアクションフレームに含める、
または付加し得る。
【００４３】
　[0046]１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１は、１つまたは複数のアクセス
ネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）パラメータを含み得る。ＡＮＱＰパラメータ
は通常はモバイルデバイスからのクエリに応答して送信されるが、アクセスポイント１０
２は、メッセージ１０９を使用して１つまたは複数のＡＮＱＰパラメータをアドバタイズ
（またはブロードキャスト）し得、これは、モバイルデバイス１１０が１つまたは複数の
ＡＮＱＰパラメータについての要求を送ることを回避できるようにし得る。典型的なＮＡ
Ｎ内の動作の例示的なシーケンスは、説明およびコンテキストのために提供される。いく
つかのＮＡＮシナリオにおいて、アクセスポイントは、発見ウィンドウ（ＤＷ）の間、情
報をパブリッシュすることによって（例えば、ＮＡＮを介してＤＷの間発見メッセージを
送ることによって）、ＮＡＮを使用してサービスをアドバタイズし得る。クライアントデ
バイスは、発見メッセージを検出することによってアクセスポイントを発見し得る。クラ
イアントデバイスは、アクセスポイントと通信するかどうかを決定するために（例えば、
アクセスポイントの１つまたは複数のサービスに「サブスクライブ（subscribe）」する
かどうかを決定するために）発見メッセージの情報を使用し得る。クライアントデバイス
がアクセスポイントと通信することを決定する場合、クライアントデバイスは、アクセス
ポイントにサブスクライブメッセージを送り得る。１つまたは複数の追加のフォローアッ
プメッセージが、アクセスポイントとクライアントデバイスとの間で追加の情報を通信す
るために、アクセスポイントとクライアントデバイスとの間で交換され得る（例えば、ク
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エリおよび応答メッセージ）。詳しく説明すると、クライアントデバイスは、ＡＮＱＰク
エリリスト要素（ＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２　セクション　８．４．４．２で指
定される）をアクセスポイントに送り得、アクセスポイントは、ケイパビリティリストＡ
ＮＱＰ要素（Capabilities List ANQP element）（ＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２　
セクション　８．４．４．３で指定される）によって応答し得る。他の実施形態において
、クライアントデバイスは、クエリＡＰ－リストＡＮＱＰ要素（ＩＥＥＥ　８０２．１１
ａｉで指定される）を送り得、アクセスポイントは、ＡＰ－リスト応答ＡＮＱＰ要素（Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１１ａｉで指定される）によって応答し得る。
【００４４】
　[0047]本開示と関係して、１つまたは複数のＡＮＱＰパラメータが、モバイルデバイス
１１０からクエリを受信することに応答してアクセスポイント１０２によってアドバタイ
ズされ得る（モバイルデバイス１１０がメッセージ１０９を受信した後）。例えば、モバ
イルデバイス１１０は、第１ＷＬＡＮに関係する追加の情報を取得するために、メッセー
ジ１０９を受信することに応答してアクセスポイント１０２にＮＡＮフォローアップメッ
セージを送り得る。ＮＡＮフォローアップメッセージの一例は、サービス発見メッセージ
を受信することに応答して（例えば、メッセージ１０９の受信に応答して）、サービスの
「サブスクライバ」からサービスの「パブリッシャ」へ（例えば、モバイルデバイス１１
０からアクセスポイント１０２へ）送られる追加のサービス情報についての要求である。
アクセスポイント１０２は、モバイルデバイス１１０にＮＡＮフォローアップ応答を送る
ことによって、ＮＡＮフォローアップメッセージに応答し得る。ＮＡＮフォローアップ応
答は、ＮＡＮフォローアップメッセージによって識別される情報を示し得る。
【００４５】
　[0048]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　
ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素は、ＮＡＮメッセージ（例えば、ＮＡＮパブリッシュメッセージ
、ＮＡＮサブスクライブメッセージ、またはＮＡＮフォローアップメッセージ）に“ピギ
ーバック”され得る。例えば、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ
　ＡＮＱＰクエリ要素は、モバイルデバイス１１０からアクセスポイント１０２へと送ら
れたＮＡＮフォローアップメッセージへピギーバックされ得る。他の例として、１つまた
は複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ応答要素は、ＮＡＮフォロー
アップメッセージに応答してアクセスポイント１０２からモバイルデバイス１１０へと送
られるＮＡＮフォローアップ応答へとピギーバックされ得る。場合によっては、メッセー
ジ１０９はＮＡＮメッセージであり、１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１は
、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素を含む。
【００４６】
　[0049]特定の実施例はＮＡＮに関して記載されているが、他のネットワークまたは通信
技術がメッセージ１０９の送信のために選択され得るということに留意する。例えば、ア
クセスポイント１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈチャネル（例えば、通信周波数）、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信技術に関連付けられているフレームフォーマット、および／またはＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｙ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ）通信技術など、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎ
ｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＧ），Ｉｎｃ．の登録商標である）ネットワークを使用
して、メッセージ１０９を送り得る。このケースの場合、メッセージ１０９は、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈパケットであり得る。さらに、そのような実施形態では、モバイルデバイス１
１０およびアクセスポイント１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を可能にするために、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバを含み得るということに留意する。この例では、モバイル
デバイス１１０がＢｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバを使用してメッセージをスキャンする
間、モバイルデバイス１１０は、トランシーバ１１６を無効に（または、トランシーバ１
１６を低電力状態に）し得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、第１カバレッジエリ
ア１２２を離れることに応答して、トランシーバ１１６を無効に（または、トランシーバ
１１６を低電力状態に）し得る。
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【００４７】
　[0050]モバイルデバイス１１０は、１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１に
基づいてアクセスポイント１０２と通信するかどうかを決定し得る。モバイルデバイス１
１０がアクセスポイント１０２と通信しないことを決定する場合、モバイルデバイス１１
０は、１つまたは複数の他のアクセスポイントをスキャンし得る。例えば、モバイルデバ
イス１１０は、モバイルデバイス１１０のレンジの中で１つまたは複数の他のアクセスポ
イントを識別しようと試みるためにＮＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークのどち
らか一方に関連付けられている受信周波数を使用して、トランシーバ１１６を操作し続け
得る。
【００４８】
　[0051]モバイルデバイス１１０がアクセスポイント１０２と通信することを決定する場
合、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイント１０２とセットアッププロシージャを
開始し得る。例えば、セットアッププロシージャは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩ
ＬＳセットアッププロシージャであり得る。セットアッププロシージャは、認証動作およ
び／またはアソシエーション動作を含み得る。セットアッププロシージャは、モバイルデ
バイス１１０とアクセスポイント１０２との間のデータ接続性を確立し得る。例えば、セ
ットアッププロシージャを完了した後、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１
１０が第１カバレッジエリア１２２の中にいる間、インターネットにアクセスするために
（データをアップロードまたはダウンドロードするために）第１ＷＬＡＮを使用し得る。
特定の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイント１０２に関係す
る情報を記憶（例えば、キャッシュ）し得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、アク
セスポイント１０２に関する他の情報、またはアクセスポイント１０２に関連付けられて
いるＩＰサブネットの指示を記憶し得る。
【００４９】
　[0052]場合によっては、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１１０がアクセ
スポイント（例えば、アクセスポイント１０２）と通信し、モバイルデバイス１１０が他
のアクセスポイント（例えば、アクセスポイント１３０）をスキャンする、「ローミング
」モードを開始し得る。このケースにおいて、モバイルデバイス１１０は、通信の品質を
改善するために（例えば、信号強度を改善するために）、他のアクセスポイントをスキャ
ンし得る。場合によっては、ローミングモードは、モバイルデバイス１１０のユーザが第
１カバレッジエリア１２２から離れるのに応答して開始され得る。モバイルデバイス１１
０が第１カバレッジエリア１２２から離れる場合、モバイルデバイス１１０は、第１ＷＬ
ＡＮのレンジの外になり得る。例えば、モバイルデバイス１１０のユーザが第１カバレッ
ジエリア１２２から離れる場合、モバイルデバイス１１０はアクセスポイント１０２との
通信を終了し得る。一例として、モバイルデバイス１１０のユーザは、ロケーション１１
８からロケーション１２０へ（そして第１カバレッジエリア１２２から第２カバレッジエ
リア１２４へ）と移動し得る。
【００５０】
　[0053]本開示によれば、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイントを識別（または
「発見」）するために低電力ネットワークを使用し得る。本明細書で使用するとき、「低
電力ネットワーク」は、ＷＬＡＮ（例えば、第１ＷＬＡＮ、または第２ＷＬＡＮ）と比較
して、モバイルデバイス１１０による、より低い電力消費に関連付けられているネットワ
ーク（および／または通信技術）を指し得る。低電力ネットワークの一例は、近隣エリア
ネットワーク（ＮＡＮ：neighborhood area network）（Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ－ａ
ｗａｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ、またはＮｅａｒ－ｍｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋとも呼ば
れる）である。例えば、モバイルデバイス１１０、１４０は、ＮＡＮを使用して通信し得
、それは、ＷＬＡＮを介して通信することに比較して、モバイルデバイス１１０、１４０
による、より低い電力消費に関連付けられ得る。低電力ネットワークの他の例は、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈネットワークである（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信プロトコルによって
定義される通信チャネルを利用する通信スキーム）。例えば、デバイスは、Ｂｌｕｅｔｏ
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ｏｔｈネットワーク（またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信チャネル）を使用して通信し得、そ
れは、ＷＬＡＮを介する通信と比較して、より低い電力消費に関連付けられ得る。
【００５１】
　[0054]低電力ネットワークを使用してメッセージを受信するために、モバイルデバイス
１１０は、低電力ネットワークを使用してメッセージを受信するように（例えば、１つま
たは複数のアクセスポイントをアドバタイズする１つまたは複数のメッセージをスキャン
するように）、トランシーバ１１６（またはトランシーバ１１６の受信機）をチューニン
グし得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、トランシーバ１１６の受信周波数を、Ｗ
ＬＡＮ受信周波数から、ＮＡＮ受信周波数またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ受信周波数に調整し
得る。例示的な実施例として、モバイルデバイス１１０は、２．４ギガヘルツ（ＧＨｚ）
ＮＡＮネットワークのチャネル６、または５ＧＨｚ　ＮＡＮネットワークのチャネル４４
または１４９（ローカルレギュレーションに依存する）など、通信プロトコルによって指
定されるチャネルを使用してメッセージを受信するように、トランシーバ１１６をチュー
ニングし得る。他の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、シングルトランシー
バの代わりに複数のトランシーバを使用し得る、ということに留意する。このケースにお
いて、モバイルデバイス１１０の他のトランシーバ（トランシーバ１１６以外）は、低電
力ネットワークを使用してメッセージを受信するようにチューニングされ得る。
【００５２】
　[0055]モバイルデバイス１１０は、低電力ネットワークを使用して送られるメッセージ
１２６を受信し得る。メッセージ１２６は、第２ＷＬＡＮに関連付けられている１つまた
は複数のネットワークパラメータ１２８を示し得る。詳しく説明すると、アクセスポイン
ト１３０は、モバイルデバイス１１０などのモバイルデバイスに第２ＷＬＡＮを「アドバ
タイズ」するためにメッセージ１２６をブロードキャスト（または「パブリッシュ」）し
得る。１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８は、例として、第２ＷＬＡＮに関
連付けられているネットワークチャネル（例えば、アップリンク周波数および／またはダ
ウンリンク周波数）、第２ＷＬＡＮに関連付けられているターゲットビーコン送信時間（
ＴＢＴＴ）、第２ＷＬＡＮに関連付けられているサービスセット識別情報（ＳＳＩＤ）、
またはそれらの組み合わせを含み得る。場合によっては、モバイルデバイスは、第２ＷＬ
ＡＮをさらにアドバタイズするためにメッセージ１２６を「再パブリッシュ」し得る。例
えば、モバイルデバイス１４０は、メッセージ１２６を受信し得、そして、第２ＷＬＡＮ
をアドバタイズするために（例えば、メッセージ１２６がより多くのデバイスによって受
信されるように、メッセージ１２６の範囲を「拡張」するために）メッセージ１２６を再
パブリッシュし得る。この例では、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１４０
からメッセージ１２６を受信し得る。従って、低電力ネットワークは（例えば、送信信号
の電力がより低いことに起因して）第２ＷＬＡＮよりも小さいカバレッジエリアを有する
ものの、第２カバレッジエリア１２４内にあるが、低電力ネットワークカバレッジエリア
の外にあるデバイスは、モバイルデバイス１４０からメッセージ１２６を受信することに
よって、第２ＷＬＡＮを検出することが可能となり得る。
【００５３】
　[0056]他のケースにおいて、通信システム１００におけるメッセージ１２６の再パブリ
ッシングは、回避される（例えば抑制される）ことができる。例えば、メッセージ１２６
の再パブリッシュを回避することは、通信システム１００がメッセージ（例えば、サービ
ス発見メッセージ、または他のアドバタイズメント）によって「あふれる」というインス
タンスを回避し得る。この実施例において、アクセスポイント１３０は、メッセージ１２
６を送り得、メッセージ１２６は、メッセージ１２６が再パブリッシュされるべきでない
ことを示す「再パブリッシュしない（do not republish）」インジケーションを含み得る
。
【００５４】
　[0057]特定の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、通信プロトコルに関連し
た１つまたは複数のインターバル（またはウィンドウ）の期間、メッセージ（例えばメッ
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セージ１２６）を受信するように構成される。例えば、モバイルデバイス１１０は、通信
プロトコルに関連した発見ウィンドウの期間、メッセージ１２６を受信し得る。詳しく説
明すると、ＮＡＮにおける時間インターバルは、タイマユニット（ＴＵ）へと分割され得
、１つのＴＵが１０２４マイクロ秒に等しい。ＮＡＮに参加しているデバイス（例えばモ
バイルデバイス１１０）は、５００ＴＵ毎（または、おおよそ０．５秒毎）に現れる１６
ＴＵ発見ウィンドウの期間ウェイクアップし得る。この実施例において、モバイルデバイ
ス１１０は、メッセージ１２６などの１つまたは複数のメッセージを受信するために、Ｎ
ＡＮに関連した発見ウィンドウの期間中、定期的に、または時折、（眠っている場合）ウ
ェイクアップし得る。
【００５５】
　[0058]メッセージ１２６の受信に応答して、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイ
ント１３０と通信するかどうか（例えば、アクセスポイント１３０とのリンクセットアッ
ププロシージャを行うか否か）を決定するために、１つまたは複数のネットワークパラメ
ータ１２８を使用し得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１１０
のサービスプロバイダまたは共通ネットワークで提携されるアクセスポイントなど、特定
のアクセスポイントとのみ通信するように構成され得る。この例において、モバイルデバ
イス１１０は、モバイルデバイス１１０およびアクセスポイント１３０が共通ネットワー
クまたはサービスプロバイダと関連付けられているかどうかを、１つまたは複数のネット
ワークパラメータ１２８に基づいて決定し得る。例えば、１つまたは複数のネットワーク
パラメータ１２８は、アクセスポイント１３０に関連付けられているセキュリティドメイ
ンおよび／またはアクセスポイント１３０に関連付けられているＩＰサブネットを示し得
る。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス１１０は、（例えば、ＩＰサブネッ
トおよび／またはセキュリティドメインがマッチするかどうかを決定するために）モバイ
ルデバイス１１０のＩＰサブネットおよび／またはセキュリティドメインのインジケーシ
ョンと、ＩＰサブネットおよび／またはセキュリティドメインを比較するように構成され
得る。
【００５６】
　[0059]特定の実施例において、メッセージ１２６は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ技術
に従って、低電力ネットワークを介して送られる。例えば、１つまたは複数のネットワー
クパラメータ１２８は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素（ＩＥ）を含み
得る。ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、アクセスポイント１３０に関
連付けられているセキュリティドメイン、アクセスポイント１３０に関連付けられている
ＩＰアドレスタイプ、またはアクセスポイント１３０に関連付けられているＩＰサブネッ
トを示し得る。特定の実施形態に応じて、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要
素は、複数のセキュリティドメイン（例えば、６個のセキュリティドメイン、または他の
数のセキュリティドメイン）を示し得る。特定の実施形態において、ＩＥＥＥ　８０２．
１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、２バイトハッシュのセキュリティドメインを含む。この
例において、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ情報要素は、ＷＬＡＮを使用する代
わりに（例えば、アクセスポイント１３０に関連付けられている第２ＷＬＡＮを使用して
送られるプローブ応答の中、またはビーコンの中にＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬ
Ｓ情報要素を含む代わりに）、低電力ネットワーク（例えば、ＮＡＮ、またはＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈネットワーク）を介して送られ得る、ということに留意する。
【００５７】
　[0060]特定の実施形態において、モバイルデバイス１１０は、複数のアクセスポイント
のうちのどれと通信すべきかを決定するために１つまたは複数のネットワークパラメータ
１２８に含まれるＩＰサブネットのインジケーション、または１つまたは複数のネットワ
ークパラメータ１２８に含まれるセキュリティドメインのインジケーションを使用し得る
。詳しく説明すると、モバイルデバイス１１０がメッセージ１２６の受信に加えて他のア
クセスポイント（図１には不図示）に関する情報を含む他の発見メッセージを受信した場
合、モバイルデバイス１１０は、メッセージ１２６および他のメッセージによって示され
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るＩＰサブネットと、アクセスポイント１０２に関連付けられているＩＰサブネットとを
比較し得る。この例において、アクセスポイント１３０のＩＰサブネットがアクセスポイ
ント１０２のＩＰサブネットにマッチする場合、例えばモバイルデバイス１１０が共通Ｉ
Ｐサブネットのケースでは新しいインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得する
ことを避けることができ得るので（例えば、他のアクセスポイントを選択する代わりに、
通信のためにアクセスポイント１３０を選択することによって）、モバイルデバイス１１
０は、他のアクセスポイントの代わりにアクセスポイント１３０と通信することを「好み
」得る。
【００５８】
　[0061]いくつかの実施形態において、低電力ネットワークは、ＮＡＮであり、メッセー
ジ１２６は、ＮＡＮフォーマットを有している。例えば、メッセージ１２６は、ＮＡＮフ
レームフォーマット（例えば、指定された数のフィールド、フィールドのタイプ、および
フィールドの長さ）を有しているＮＡＮフレームであり得る。特定の実施形態において、
メッセージ１２６は、接続性情報（ＮＡＮフレームによって通常アドバタイズされるサー
ビス情報に加えて）を含むＮＡＮフレームである。この例において、メッセージ１２６は
、１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８を示すＮＡＮ　ＷＬＡＮ接続属性を含
み得る。ＮＡＮフレームは、デバイスロールフィールドを含み得る。デバイスロールフィ
ールドは、メッセージ１２６を送るデバイスがメッセージ１２６のパブリッシャであるか
どうかを指定し得る。例えば、デバイスロールフィールドは、メッセージ１２６を送るデ
バイスがメッセージ１２６のパブリッシャである場合（例えば、アクセスポイント１３０
がメッセージ１２６を送る場合）、第１の値（例えば、「１」）を含み得る。デバイスロ
ールフィールドは、他のデバイスがメッセージ１２６を送る場合（例えば、モバイルデバ
イス１４０が、メッセージ１２６を再パブリッシュする場合、または、他のアクセスポイ
ントがメッセージ１２６を再パブリッシュする場合）、第２の値（例えば、「０」）を含
み得る。
【００５９】
　[0062]いくつかの実施形態において、メッセージ１２６は、サービス発見フレームなど
のパブリックアクションフレームである。パブリックアクションフレームは、デバイス間
のアソシエーションプロシージャに先立ってデバイス間で送られ得、または共通のベーシ
ックサービスセット（ＢＳＳ）に関連付けられていないデバイス間で送られ得る。メッセ
ージ１２６がパブリックアクションフレームである場合、１つまたは複数のネットワーク
パラメータ１２８は、パブリックアクションフレームの追加発見属性フィールド内など、
パブリックアクションフレームに含める、または付加し得る。
【００６０】
　[0063]１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８は、１つまたは複数のアクセス
ネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）パラメータを含み得る。ＡＮＱＰパラメータ
は通常はモバイルデバイスからのクエリに応答して送信されるが、アクセスポイント１３
０は、メッセージ１２６を使用して１つまたは複数のＡＮＱＰパラメータをアドバタイズ
（またはブロードキャスト）し得、これは、モバイルデバイス１１０が１つまたは複数の
ＡＮＱＰパラメータについての要求を送ることを回避できるようにし得る。典型的なＮＡ
Ｎ内の動作の例示的なシーケンスは、説明およびコンテキストのために提供される。いく
つかのＮＡＮシナリオにおいて、アクセスポイントは、発見ウィンドウ（ＤＷ）の間、情
報をパブリッシュすることによって（例えば、ＮＡＮを介してＤＷの間発見メッセージを
送ることによって）、ＮＡＮを使用してサービスをアドバタイズし得る。クライアントデ
バイスは、発見メッセージを検出することによってアクセスポイントを発見し得る。クラ
イアントデバイスは、アクセスポイントと通信するかどうかを決定するために（例えば、
アクセスポイントの１つまたは複数のサービスに「サブスクライブ」するかどうかを決定
するために）発見メッセージの情報を使用し得る。クライアントデバイスがアクセスポイ
ントと通信することを決定する場合、クライアントデバイスは、アクセスポイントにサブ
スクライブメッセージを送り得る。１つまたは複数の追加のフォローアップメッセージが
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、アクセスポイントとクライアントデバイスとの間で追加の情報を通信するために、アク
セスポイントとクライアントデバイスとの間で交換され得る（例えば、クエリおよび応答
メッセージ）。詳しく説明すると、クライアントデバイスは、ＡＮＱＰクエリリスト要素
（ＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２　セクション　８．４．４．２で指定される）をア
クセスポイントに送り得、アクセスポイントは、ケイパビリティリストＡＮＱＰ要素（Ca
pabilities List ANQP element）（ＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２　セクション　８
．４．４．３で指定される）によって応答し得る。他の実施形態において、クライアント
デバイスは、クエリＡＰ－リストＡＮＱＰ要素（ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉで指定され
る）を送り得、アクセスポイントは、ＡＰ－リスト応答ＡＮＱＰ要素（ＩＥＥＥ　８０２
．１１ａｉで指定される）によって応答し得る。
【００６１】
　[0064]本開示と関係して、１つまたは複数のＡＮＱＰパラメータが、モバイルデバイス
１１０からクエリを受信することに応答してアクセスポイント１３０によってアドバタイ
ズされ得る（モバイルデバイス１１０がメッセージ１２６を受信した後）。例えば、モバ
イルデバイス１１０は、第２ＷＬＡＮに関係する追加の情報を取得するために、メッセー
ジ１２６を受信することに応答してアクセスポイント１３０にＮＡＮフォローアップメッ
セージを送り得る。ＮＡＮフォローアップメッセージの一例は、サービス発見メッセージ
を受信することに応答して（例えば、メッセージ１２６の受信に応答して）、サービスの
「サブスクライバ」からサービスの「パブリッシャ」へ（例えば、モバイルデバイス１１
０からアクセスポイント１３０へ）送られる追加のサービス情報についての要求である。
アクセスポイント１３０は、モバイルデバイス１１０にＮＡＮフォローアップ応答を送る
ことによって、ＮＡＮフォローアップメッセージに応答し得る。ＮＡＮフォローアップ応
答は、ＮＡＮフォローアップメッセージによって識別される情報を示し得る。
【００６２】
　[0065]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　
ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素は、ＮＡＮメッセージ（例えば、ＮＡＮパブリッシュメッセージ
、ＮＡＮサブスクライブメッセージ、またはＮＡＮフォローアップメッセージ）に「ピギ
ーバック」され得る。例えば、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ
　ＡＮＱＰクエリ要素は、モバイルデバイス１１０からアクセスポイント１３０へと送ら
れたＮＡＮフォローアップメッセージへピギーバックされ得る。他の例として、１つまた
は複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ応答要素は、ＮＡＮフォロー
アップメッセージに応答してアクセスポイント１３０からモバイルデバイス１１０へと送
られるＮＡＮフォローアップ応答へとピギーバックされ得る。場合によっては、メッセー
ジ１２６はＮＡＮメッセージであり、１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８は
、１つまたは複数のＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰ要素を含む。
【００６３】
　[0066]特定の実施例はＮＡＮに関して記載されているが、他のネットワークまたは通信
技術がメッセージ１２６の送信のために選択され得るということに留意する。例えば、ア
クセスポイント１３０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈチャネル（例えば、通信周波数）、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信技術に関連付けられているフレームフォーマット、および／またはＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｙ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ）通信技術などのＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークを使用して、メッセージ１２６を送り得る。このケースの
場合、メッセージ１２６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットであり得る。さらに、そのよう
な実施形態では、モバイルデバイス１１０およびアクセスポイント１３０は、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信を可能にするために、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバを含み得るというこ
とに留意する。この例では、モバイルデバイス１１０がＢｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバ
を使用してメッセージをスキャンする間、モバイルデバイス１１０は、トランシーバ１１
６を無効に（または、トランシーバ１１６を低電力状態に）し得る。例えば、モバイルデ
バイス１１０は、第１カバレッジエリア１２２を離れることに応答して、トランシーバ１
１６を無効に（または、トランシーバ１１６を低電力状態に）し得る。
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【００６４】
　[0067]モバイルデバイス１１０は、１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８に
基づいてアクセスポイント１３０と通信するかどうかを決定し得る。モバイルデバイス１
１０がアクセスポイント１３０と通信しないことを決定する場合、モバイルデバイス１１
０は、１つまたは複数の他のアクセスポイントをスキャンし得る。例えば、モバイルデバ
イス１１０は、モバイルデバイス１１０のレンジの中で１つまたは複数の他のアクセスポ
イントを識別しようと試みるためにＮＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークのどち
らか一方に関連付けられている受信周波数を使用して、トランシーバ１１６を操作し続け
得る。
【００６５】
　[0068]モバイルデバイス１１０がアクセスポイント１３０と通信することを決定する場
合、モバイルデバイス１１０は、アクセスポイント１３０とセットアッププロシージャを
開始し得る。例えば、セットアッププロシージャは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩ
ＬＳセットアッププロシージャであり得る。セットアッププロシージャは、認証動作およ
び／またはアソシエーション動作を含み得る。セットアッププロシージャは、モバイルデ
バイス１１０とアクセスポイント１３０との間のデータ接続性を確立し得る。例えば、セ
ットアッププロシージャを完了した後、モバイルデバイスは、アクセスポイント１３０の
インターネット接続を使用してサーバにデータをアップロードし得、アクセスポイント１
３０のインターネット接続を使用してサーバからデータをダウンロードし得、またはそれ
らの組み合わせをし得る。
【００６６】
　[0069]いくつかの実施形態において、複数のアクセスポイントは、「協働（cooperate
）」し得る。例えば、アクセスポイントは、１つまたは複数の他のアクセスポイントにつ
いて「学習する（learn）」ために、１つまたは複数の他のアクセスポイントによって送
られる１つまたは複数のメッセージを受信し得る。例示的な実施例として、アクセスポイ
ント１０２は、１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８を「学習する」ためにメ
ッセージ１２６を受信することなどによって、アクセスポイント１３０によって送られる
１つまたは複数のメッセージを受信し得る。場合によっては、アクセスポイント１０２は
、アクセスポイント１０２に代わって１つまたは複数のネットワークパラメータ１２８を
アドバタイズし得る。さらに説明すると、アクセスポイント１０２、１３０は、ネットワ
ークパラメータ１１１、１２８を「交代」でアドバタイズし得る。このケースにおいて、
アクセスポイント１０２、１３０の１つによって送られるシングルメッセージは、ネット
ワークパラメータ１１１、１２８を示し得る。このケースにおいて、１つのアクセスポイ
ントは、他のアクセスポイントを「アドバタイズ」し得る。
【００６７】
　[0070]他のアクセスポイントをアドバタイズする代わりに、またはそれに加えて、アク
セスポイントは、他のデバイスによって提供される特定のサービスをアドバタイズし得る
。例えば、アクセスポイント１０２は、第１ＷＬＡＮをアドバタイズする代わりに、また
はそれに加えて、サーバまたはデバイスによって提供されるサービス（例えば、アクセス
ポイント１０２に関連付けられているバックホールネットワーク（例えば、インターネッ
トまたはイーサネット（登録商標））に接続されたサーバまたはデバイスによって提供さ
れる音楽ストリーミングサービス）をアドバタイズし得る。この例において、メッセージ
１０９は、他のデバイス（１つまたは複数のネットワークパラメータ１１１の代わりに、
またはそれに加えて）によって提供されるサービスの１つまたは複数の属性を示し得、モ
バイルデバイス１１０は、（例えば、例示的な実施例として、他のデバイスに関連付けら
れているストリーミングレートまたはＩＰアドレスを決定するために）他のデバイスによ
って提供されるサービスに関する追加の情報を受信するためにアクセスポイント１０２に
問い合わせ得る。
【００６８】
　[0071]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のデバイスは、１つまたは複数の
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他のデバイスについての「プロキシ」として動作し得る。例えば、サービスのプロバイダ
は、１つまたは複数の他のデバイスにサービスをアドバタイズすることをプロキシに行わ
せるために、プロキシに「登録」し得る（例えば、１つまたは複数のＮＡＮ通信を使用し
て）。一例として、アクセスポイント１０２は、特定のＮＡＮ動作をプロキシへ「オフロ
ード」するためにプロキシに登録し得る（例えば、アクセスポイント１０２がＮＡＮチャ
ネルを使用してあまり通信せず、第１ＷＬＡＮの動作チャネルを使用してより多く通信す
るように、ここで、これは、スイッチングチャネルに関連した「オーバーヘッド」を低減
し得る）。例えば、ＮＡＮは、特定のチャネル（例えば、２．４ＧＨｚバンドのチャネル
６、または５ＧＨｚバンドのチャネル１４９）を使用し得、アクセスポイント１０２は、
第１ＷＬＡＮを使用して通信するために他のチャネル（例えば、一次チャネル）を使用し
得る。いくつかの実施例において、ＮＡＮを使用してＷＬＡＮをアドバタイズするために
、アクセスポイント１０２は、ＮＡＮに関連した各発見ウィンドウ（例えば、５１２ミリ
秒（ｍｓ）毎）について（例えば、トランシーバ１０８をチューニングすることによって
）ＮＡＮチャネルに切り換え得、１６ｍｓにわたってＮＡＮチャネルにとどまり得る。こ
の例において、アクセスポイント１０２は、５１２ｍｓ毎（１６ｍｓ間）に一次チャネル
を使用する通信について利用できない。従って、プロキシへとＮＡＮ通信を「オフロード
」することは、第１ＷＬＡＮを使用して通信するためにアクセスポイント１０２を解放し
得る。
【００６９】
　[0072]他の例として、アクセスポイント１０２が動作のスリープまたは休止（hibernat
e）モードを開始することになっている場合、アクセスポイント１０２は、プロキシに登
録し得、プロキシは、（例えば、低電力ネットワークを使用して）アクセスポイント１０
２のサービスをアドバタイズし得る。プロキシは、モバイルデバイス１１０、モバイルデ
バイス１４０、アクセスポイント１３０、または他のデバイスに対応し得る。具体的な実
施に応じて、サブスクライバは、サービスに関する追加の情報を得るために（例えば、サ
ービスに関して「フォローアップ」するために）、プロキシまたはアクセスポイント１０
２（アクセスポイント１０２が起動している場合）のいずれかに問い合わせ得る。
【００７０】
　[0073]場合によっては、プロキシデバイスにサービス（およびサービスに関連する属性
）を登録した後、アクセスポイント（例えば、アクセスポイント１０２）は、ＮＡＮに関
連付けられたいくつかの発見ウィンドウ（ただし、全ての発見ウィンドウではない）につ
いてＮＡＮチャネルに切り換え得る。例えば、アクセスポイント１０２は、プロキシがア
クセスポイント１０２に代わってサービスをアドバタイズしていることを確認するために
プロキシを「モニタ」し得る。場合によっては、プロキシがアクセスポイント１０２の通
信範囲を離れる場合、またはプロキシが電源オフである場合など、プロキシは、サービス
をアドバタイズし損ない得る。このケースにおいて、アクセスポイント１０２は、「交換
（replacement）」プロキシをサーチし得る（例えば、ＮＡＮを使用して）。代替的に、
または追加的に、アクセスポイント１０２は、各発見ウィンドウの期間に（例えば、アク
セスポイント１０２が「交換」プロキシの位置を見つけるまで）、アドバタイズのために
ＮＡＮに切り換え得る。
【００７１】
　[0074]図１の実施例は、モバイルデバイスによる電力消費を低減するネットワークへの
アクセスを取得する方法を示している。例えば、モバイルデバイス１１０は、アクセスポ
イント１３０と通信するために低電力ネットワークを使用すると、アクセスポイント１３
０と通信するために第２ＷＬＡＮを使用することと比較して、より少ない電力を消費し得
る。従って、モバイルデバイス１１０のバッテリ寿命は節約され得る。
【００７２】
　[0075]図２は、モバイルデバイスの動作の例示的な方法２００の説明のフローダイアグ
ラムである。モバイルデバイスは、図１のモバイルデバイス１１０に対応し得る。
【００７３】
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　[0076]方法２００は、２０４において、低電力ネットワークを使用して通信するために
、モバイルデバイスのトランシーバをチューニングすることを含む。例えば、トランシー
バは、トランシーバ１１６に対応し得る。例示的な実施例として、低電力ネットワークは
、ＮＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークであり得る。
【００７４】
　[0077]方法２００はさらに、２０６において、低電力ネットワークを介して発見メッセ
ージを受信することを含む。発見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられたＷＬ
ＡＮに関連した１つまたは複数のネットワークパラメータを示す。例えば、発見メッセー
ジは、メッセージ１０９に対応し得、１つまたは複数のネットワークパラメータは、１つ
または複数のネットワークパラメータ１１１に対応し得、ＷＬＡＮは、図１を参照して記
載された第１ＷＬＡＮに対応し得る。他の例として、発見メッセージは、メッセージ１２
６に対応し得、１つまたは複数のネットワークパラメータは、１つまたは複数のネットワ
ークパラメータ１２８に対応し得、ＷＬＡＮは、図１を参照して記載された第２ＷＬＡＮ
に対応し得る。例示的な実施例として、１つまたは複数のネットワークパラメータは、Ｗ
ＬＡＮに関連付けられているネットワークチャネル、ＷＬＡＮに関連付けられているＴＢ
ＴＴ、ＷＬＡＮに関連付けられているＳＳＩＤ、またはそれらの組み合わせを示し得る。
場合によっては、発見メッセージは、図１のアクセスポイント１３０またはアクセスポイ
ント１０２などの、アクセスポイントから受信され得る。他の実施例において、発見メッ
セージは、図１のモバイルデバイス１４０（例えば、モバイルデバイス１４０が、メッセ
ージ１２６を「再パブリッシュ」した後）などの他のモバイルデバイスから受信され得る
。
【００７５】
　[0078]方法２００はさらに、２０８において、１つまたは複数のネットワークパラメー
タに基づいてＷＬＡＮを使用してアクセスポイントと通信することを含む。例えば、モバ
イルデバイスは、セルララジオタワーから（または他のアクセスポイントから）、アクセ
スポイントへ通信を切り換え得、モバイルデバイスは、アクセスポイントのＷＬＡＮを使
用して、データのダウンロードまたはデータのアップロードを行ない得る。
【００７６】
　[0079]いくつかの実施形態において、低電力ネットワークは、近隣エリアネットワーク
（ＮＡＮ）である。このケースにおいて、方法２００はさらに、ＮＡＮを介してアクセス
ポイントへクエリ（例えば、ＮＡＮフォローアップメッセージ）を送ることを含み得る。
方法２００は、また、アクセスポイントからクエリへの応答（例えば、ＮＡＮフォローア
ップ応答）を受信することも含み得る。応答は、ＷＬＡＮに関連付けられた１つまたは複
数の追加のネットワークパラメータを示し得る。詳しく説明すると、クエリは、発見メッ
セージに含まれないＷＬＡＮに関する追加の情報を要求し得る。具体的な実施に応じて、
追加の情報は、ＷＬＡＮのネットワークチャネル、ＷＬＡＮのターゲットビーコン送信時
間（ＴＢＴＴ）、アクセスポイントのサービスセット識別情報（ＳＳＩＤ）、アクセスポ
イントのセキュリティドメイン、アクセスポイントのＩＰサブネット、および／または他
のパラメータを示し得る。応答は、追加の情報を示し得る。
【００７７】
　[0080]いくつかの実施形態において、モバイルデバイスとアクセスポイントとの間の１
つまたは複数の通信は、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ高速初期リンク
セットアップ（ＦＩＬＳ）通信プロトコルに準拠する。例えば、発見メッセージは、アク
セスポイントのセキュリティドメイン、アクセスポイントに関連付けられているＩＰアド
レスタイプ、またはアクセスポイントのＩＰサブネットのうちの１つまたは複数を示すＩ
ＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳインジケーション要素（または、情報要素（ＩＥ）
）を含み得る。
【００７８】
　[0081]いくつかの実施形態において、モバイルデバイスとアクセスポイントとの間の１
つまたは複数の通信は、１つまたは複数のクエリメッセージを利用する。例えば、方法２
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００は、オプションにより、アクセスポイントとＡＮＱＰ情報を受信することおよび送信
することを含み得る。いくつかの実施形態において、ＡＮＱＰメッセージは、シングルメ
ッセージ内でグループ化される（例えば、複数のＡＮＱＰメッセージは、シングルメッセ
ージへと「統合（consolidated）」され得る）。例えば、モバイルデバイス１１０がアク
セスポイント１０２、１３０に問い合わせるべき場合（例えば、メッセージ１０９、１２
６に関して「フォローアップ」するために）、モバイルデバイス１１０は、シングルメッ
セージへと第１クエリ（例えば、アクセスポイント１０２について）、および第２クエリ
（例えば、アクセスポイント１３０について）をグループ化し得、アクセスポイント１０
２などのアクセスポイントの１つにシングルメッセージを送り得る。アクセスポイント１
０２は、アクセスポイント１３０に第２クエリを転送し得る（例えば、インターネットな
どの有線接続を使用して）。
【００７９】
　[0082]ＡＮＱＰメッセージは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１－２０１２
通信仕様（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２通信仕様のセクション８．４．４
および／またはＩＥＥＥ　８０２．１１－２０１２通信仕様の他のセクション）に準拠し
得る。特定の例示的な実施形態において、ＡＮＱＰメッセージは、ＩＥＥＥ　８０２．１
１　ＦＩＬＳ技術を使用して送られる。例えば、ＡＮＱＰメッセージを送信することおよ
び受信することは、ＩＥＥＥ　８０２．１１　ＦＩＬＳアクセスネットワーククエリプロ
トコル（ＡＮＱＰ）メッセージをアクセスポイントに送信することと、ＷＬＡＮに関する
追加の情報（例えば、ＮＡＮフォローアップメッセージに関して上述した追加の情報のう
ちのいずれかなど、発見メッセージ中に含まれない追加の情報）を示すＩＥＥＥ　８０２
．１１　ＦＩＬＳ　ＡＮＱＰメッセージへの応答を受信することと、を含み得る。
【００８０】
　[0083]場合によっては、モバイルデバイスは、モバイルデバイスによるローミング動作
と関係して、トランシーバをチューニングする。さらに詳しく説明すると、モバイルデバ
イス１１０は、アクセスポイント１０２からの通信に関連した信号強度（例えば、信号対
雑音比（ＳＮＲ））が閾値信号強度を満たさないことに応答して、またはアクセスポイン
ト１０２との通信を終了することに応答して、低電力ネットワークを使用して通信するよ
うにトランシーバ１１６をチューニングし得る。アクセスポイント１０２との通信は、モ
バイルデバイス１１０が第１カバレッジエリア１２２などのアクセスポイント１０２に関
連付けられたカバレッジエリアから出ていくことに応答して終了され得る。他のケースに
おいて、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス１１０が第１カバレッジエリア１
２２の範囲内に位置する間、低電力ネットワークを使用して通信するために、トランシー
バ１０８をチューニングし得る。例えば、モバイルデバイス１１０は、モバイルデバイス
１１０が第１カバレッジエリア１２２内に位置する間、モバイルデバイス１１０のサービ
スプロバイダに関連付けられたアクセスポイントなどの他のアクセスポイントと「ローム
」しようと試み得る。代替的に、または追加的に、モバイルデバイス１１０は、特定の時
間において、特定のチャネルにチューニングし得る。例えば、モバイルデバイス１１０は
、特定の時間にＮＡＮを使用して１つまたは複数のメッセージを受信するために、トラン
シーバ１１６をチューニングし得、モバイルデバイス１１０は、ＮＡＮを使用して１つま
たは複数のメッセージを受信した後、他のネットワーク（例えばＷＬＡＮ）を使用して通
信するように、トランシーバ１１６を再チューニングし得る。
【００８１】
　[0084]方法２００は、モバイルデバイスによる電力消費を低減し得る。例えば、低電力
ネットワークを使用して第２アクセスポイントに関する情報を含むメッセージを受信する
と、第２ＷＬＡＮを使用して第２アクセスポイントと通信することと比較して、モバイル
デバイスによる電力消費がより少なくなる。従って、モバイルデバイスのバッテリ寿命は
増加し得る。
【００８２】
　[0085]図３は、アクセスポイントの動作の例示的な方法３００の説明のフローダイアグ
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ラムである。例えば、アクセスポイントは、図１のアクセスポイント１０２またはアクセ
スポイント１３０に対応し得る。
【００８３】
　[0086]方法３００は、３０２において、低電力ネットワークを介してメッセージを送信
することを含む。メッセージは、アクセスポイントに関連付けられたＷＬＡＮに関連した
１つまたは複数のネットワークパラメータを示す。例えば、メッセージは、メッセージ１
２６に対応し得、１つまたは複数のネットワークパラメータは、１つまたは複数のネット
ワークパラメータ１２８に対応し得、ＷＬＡＮは、図１に関して記載された第２ＷＬＡＮ
に対応し得る。例示的な実施例として、１つまたは複数のネットワークパラメータは、第
２ＷＬＡＮに関連付けられているネットワークチャネル、第２ＷＬＡＮに関連付けられて
いるＴＢＴＴ、第２ＷＬＡＮに関連付けられているＳＳＩＤ、またはそれらの組み合わせ
を示し得る。
【００８４】
　[0087]方法３００はさらに、３０４において、１つまたは複数のネットワークパラメー
タに基づいて、モバイルデバイスとセットアッププロシージャを行うことを含む。例えば
、セットアッププロシージャは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｉ　ＦＩＬＳセットアッププ
ロシージャであり得る。モバイルデバイスは、アクセスポイントからのメッセージを受信
することに応答して、セットアッププロシージャを開始し得る。例えば、場合によっては
、図１のモバイルデバイス１１０は、アクセスポイント１３０から直接的にメッセージ１
２６を受信し得る。他のケースにおいて、モバイルデバイスは、（例えばＮＡＮを使用し
て）メッセージを「再パブリッシュ」する他のモバイルデバイスからのメッセージを受信
することに応答して、セットアッププロシージャを開始し得る。例えば、図１のモバイル
デバイス１４０は、メッセージ１２６を再パブリッシュし、モバイルデバイス１１０は、
モバイルデバイス１４０からメッセージ１２６を受信し得る。
【００８５】
　[0088]方法３００はさらに、３０６において、モバイルデバイスとセットアッププロシ
ージャを行った後、ＷＬＡＮを使用してモバイルデバイスとの１または複数のデータ通信
を行うことを含む。詳しく説明すると、１または複数のデータ通信は、データダウンロー
ド動作、データアップロード動作、またはそれらの組み合わせを含み得る。
【００８６】
　[0089]方法３００は、アクセスポイントによる電力消費を低減し得る。例えば、低電力
ネットワークを使用してメッセージを送ると、第２ＷＬＡＮを使用してモバイルデバイス
と通信することと比較して、アクセスポイントによる電力消費がより少なくなる。従って
、アクセスポイントによる電力消費は、減少し得る。
【００８７】
　[0090]図４を参照すると、デバイスの特定の例示的な実施例のブロックダイアグラムが
描かれ、全体的に４００で指定されている。特定の実施形態において、デバイス４００は
、図１のモバイルデバイス１１０などのモバイルデバイスに対応する。代替的に、または
追加的に、デバイス４００に関連して記載される１つまたは複数の態様は、アクセスポイ
ント１０２、アクセスポイント１３０、またはその両方など、アクセスポイントの１つま
たは複数の態様に対応し得る。
【００８８】
　[0091]デバイス４００は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などのプロセッサ４１０
を含む。プロセッサ４１０は、メモリ４３２などのメモリに結合され得る。プロセッサ４
１０は、メモリ４３２において、命令４６２および／またはデータ４６４を記憶し、読み
出し得る。例えば、プロセッサ４１０は、メモリ４３２において命令４６２および／また
はデータ４６４を記憶し得る。他の実施例として、プロセッサ４１０は、メモリ４３２か
ら命令４６２および／またはデータ４６４にアクセスし得る。命令４６２は、本明細書で
記載された１つまたは複数の動作を実行しまたは開始するために、プロセッサ４１０によ
って実行可能であり得る。
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【００８９】
　[0092]例えば、命令４６２は、低電力ネットワークを介して送られるメッセージ４９０
によって示される情報を処理するために、プロセッサ４１０によって実行可能であり得る
。詳しく説明すると、メッセージ４９０は、図１のメッセージ１２６またはメッセージ１
０９に対応し得る。メッセージ４９０は、図１に関連して記載されたサービスＩＤなどの
サービスＩＤ４９１を示し得る。代替的に、または追加的に、メッセージ４９０は、１つ
または複数のネットワークパラメータ４９２（例えば、図１のネットワークパラメータ１
１１、１２８のうちのいずれか）を示し得る。この例において、プロセッサ４１０は、サ
ービスＩＤ４９１および１つまたは複数のネットワークパラメータ４９２を識別するため
に、メッセージ４９０をパースし得る。場合によっては、プロセッサ４１０は、メモリ４
３２において、サービスＩＤ４９１または１つまたは複数のネットワークパラメータ４９
２のいずれかを（例えば、サービスＩＤ４９１または１つまたは複数のネットワークパラ
メータ４９２のいずれかを後で読み出すことができるように）記憶（例えば、キャッシュ
）し得る。他のケースにおいて、サービスＩＤ４９１は、（例えば、メッセージ４９０の
受信に先立って）デバイス４００に「知られている」ことがあり得る。例えば、例示的な
実施例として、サービスＩＤ４９１は、特定の通信プロトコルに関連付けられ得、デバイ
ス４００の製造者によって、またはデバイス４００に関連付けられたネットワークのサー
ビスプロバイダによって、示され（例えば、デバイス４００に供給され）得る。
【００９０】
　[0093]図４はまた、プロセッサ４１０およびディスプレイ４２８に結合されるディスプ
レイコントローラ４２６を示す。コーダ／デコーダ（ＣＯＤＥＣ）４３３はまた、プロセ
ッサ４１０に結合されることができる。スピーカ４３６およびマイクロフォン４３８は、
ＣＯＤＥＣ４３４に結合されることができる。図４はさらに、プロセッサ４１０がさらに
トランシーバ４４０などの１つまたは複数の無線デバイスを介してアンテナ４４２に結合
され得るということを示す。
【００９１】
　[0094]トランシーバ４４０は、送信機４５２および受信機４５４を含み得る。例えば、
送信機４５２および受信機４５４は、アンテナ４４２を使用して信号を送受信するように
構成されるトランシーバ内に一体化され得る。図４の例は、１つの送信機および１つの受
信機を有する１つのトランシーバを描いているが、デバイスは複数のトランシーバ、送信
機、および／または受信機を含み得るということに留意する。例えば、特定の実施形態に
おいて、デバイス４００は、専用のＮＡＮトランシーバおよび／または専用のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ受信機など、専用のＷＬＡＮ（またはＷｉ－Ｆｉ）トランシーバおよび１つまた
は複数の専用の低電力ネットワークトランシーバを含み得る。
【００９２】
　[0095]特定の実施形態において、プロセッサ４１０、ディスプレイコントローラ４２６
、メモリ４３２、ＣＯＤＥＣ４３４、およびトランシーバ４４０は、システムインパッケ
ージ、またはシステムオンチップデバイス４２２に含まれる。特定の実施形態において、
入力デバイス４３０およびパワーサプライ４４４は、システムオンチップデバイス４２２
に結合される。さらに、特定の実施形態において、図４に図示されるように、ディスプレ
イ４２８、入力デバイス４３０、スピーカ４３６、マイクロフォン４３８、アンテナ４４
２、およびパワーサプライ４４４は、システムオンチップデバイス４２２の外にある。し
かしながら、ディスプレイ４２８、入力デバイス４３０、スピーカ４３６、マイクロフォ
ン４３８、アンテナ４４２、およびパワーサプライ４４４は、インタフェースまたはコン
トローラなど、システムオンチップデバイス４２２のコンポーネントに結合されることが
できる。
【００９３】
　[0096]動作中、デバイス４００は、ディスプレイ４２８を使用するグラフィカルユーザ
インタフェース（ＧＵＩ）などのユーザインタフェースを提示し得る。ユーザインタフェ
ースは、スイッチ４９３（例えば、ＧＵＩを介して表示されるチェックボックス）に関連
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付けられている選択可能なオプションを表示するように構成され得る。ユーザインタフェ
ースは、スイッチ４９３を有効にする入力（例えば、テキスト、タッチスクリーン情報、
音、または他の入力）を受信するように構成され得る。スイッチ４９３のアクティブ化（
例えば、チェックボックスの「チェック」）は、デバイス４００がサービスＩＤ４９１に
関連付けられているＷｉ－Ｆｉネットワークなどの低電力ネットワーク（例えば、ＮＡＮ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈネットワーク、またはＢＬＥネットワーク）を使用するＷｉ－Ｆｉ
ネットワークについてサーチすべきことを示し得る。
【００９４】
　[0097]特定の実施例に応じて、（例えば、スイッチ４９３のアクティブ化に応答して）
低電力ネットワークを使用してＷｉ－Ｆｉネットワークについてサーチすることは、Ｗｉ
－Ｆｉチャネルを使用してＷｉ－Ｆｉネットワークについてサーチする代わりに、または
それに加えて、行われ得る。例えば、図１を参照して説明したように、場合によっては「
低電力」サーチが行われ得、場合によっては「スタンダード」サーチが行われ得る（例え
ば、パワーサプライ４４４のバッテリチャージに基づいて）。
【００９５】
　[0098]プロセッサ４１０は、スイッチ４９３のアクティブ化に応答して、トランシーバ
４４０を、特定のチャネル（例えば、低電力ネットワークのチャネル）にチューニングさ
せるように構成され得る。例えば、スイッチ４９３を有効にする入力を受信することに応
答して、プロセッサ４１０は、特定のチャネル（例えば、２．４ＧＨｚバンドのチャネル
６、または５ＧＨｚバンドのチャネル１４９などの、ＮＡＮチャネル）にトランシーバ４
４０をチューニングし得る。デバイス４００は、サービスＩＤ４９１に基づいてＷｉ－Ｆ
ｉネットワークを検出するために（例えば、アクセスポイント１０２がメッセージ４９０
を送る場合、アクセスポイント１０２を検出するために）特定のチャネルをモニタし得る
。他の実施例において、デバイス４００は、スイッチ４９３を示す入力に応答して、サー
ビスＩＤ４９１のインジケーションを送ることによって（特定のチャネルを使用して）、
ネットワークについて能動的に「プローブ」し得る。
【００９６】
　[0099]特定の実施例において、装置（例えば、モバイルデバイス１１０、デバイス４０
０、または両方）は、命令（例えば命令４６２）を記憶するメモリ（例えば、メモリ１１
４、メモリ４３２、または両方）と、メモリに結合されたプロセッサ（例えば、プロセッ
サ１１２、プロセッサ４１０、または両方）とを含む。プロセッサは、動作を開始または
制御する命令を実行するように構成される。動作は、低電力ネットワークを使用して通信
するためにトランシーバ（例えば、トランシーバ１１６、トランシーバ４４０、または両
方）をチューニングすることを含む。動作は、また、低電力ネットワークを介して発見メ
ッセージ（例えば、メッセージ１０９、１２６、および４９０のいずれか）を受信するこ
とも含む。発見メッセージは、アクセスポイント（例えば、アクセスポイント１０２、ア
クセスポイント１３０、または両方）に関連付けられたＷＬＡＮに関連した１つまたは複
数のネットワークパラメータ（例えば、ネットワークパラメータ１１１、１２８、および
４９２のいずれか）を示す。動作は、１つまたは複数のネットワークパラメータに基づい
て、ＷＬＡＮを使用してアクセスポイントと通信することをさらに含む。
【００９７】
　[00100]他の実施例では、装置（例えば、アクセスポイント１０２、アクセスポイント
１３０、または両方）は、命令を記憶するメモリ（例えば、メモリ１０６、メモリ１３４
、または両方）と、メモリに結合されたプロセッサ（例えば、プロセッサ１０４，プロセ
ッサ１３２、または両方）とを含む。プロセッサは、動作を制御または開始するために命
令を実行するように構成される。動作は、低電力ネットワークを介してメッセージ（例え
ば、メッセージ１０９、メッセージ１２６、または両方）を送信することを含む。メッセ
ージは、ＷＬＡＮに関連付けられている１つまたは複数のネットワークパラメータ（例え
ば、ネットワークパラメータ１１１、１２８、および４９２）を示す。動作はさらに、１
つまたは複数のネットワークパラメータに基づいて、モバイルデバイス（例えば、モバイ
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ルデバイス１１０は、デバイス４００、または両方）とセットアッププロシージャを行な
うことと、モバイルデバイスとセットアッププロシージャを行なった後、ＷＬＡＮを使用
してモバイルデバイスと通信すること（例えば、モバイルデバイスと１または複数のデー
タ通信を行うことによって）と、を含む。
【００９８】
　[00101]開示された先のデバイスおよび機能またはそれらの任意の組み合わせは、コン
ピュータ可読媒体に記憶されるコンピュータファイル（例えば、ＲＴＬ、ＧＤＳＩＩ、Ｇ
ＥＲＢＥＲ、等）へと設計および構成され得る。こういったファイルのいくつかまたは全
ては、こういったファイルに基づいてデバイスを製造する製造取扱者に提供される。その
結果もたらされる製品は、次に半導体ダイにカットされかつ半導体チップにパックされる
半導体ウエハースを含む。半導体チップは、上述されたような電子デバイス、に使用され
得る。チップは、次に上述したデバイス（例えば、デバイス４００内）に採用される。
【００９９】
　[00102]当業者はさらにここに開示された実施例に関連して記載された様々な例示的な
論理ブロック、構成、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウ
ェア、プロセッサによって実行されるコンピュータソフトウェア、またはその両方の組み
合わせとして実施され得る。様々な例示的なコンポーネント、ブロック、構成、モジュー
ル、回路、およびステップが、概してそれらの機能性の観点から上記において説明された
。そのような機能性がハードウェアまたはプロセッサ実行可能命令としてインプリメント
されるかどうかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に
依存する。当業者は、各特定のアプリケーションに関して様々な方法で説明された機能を
インプリメントし得るが、そのようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲か
らの逸脱をもたらすと解釈されるべきではない。
【０１００】
　[00103]本明細書で開示された実施形態に関連して説明された方法またはアルゴリズム
のステップは、直接ハードウェア中で、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジ
ュール中で、またはこれら２つの組み合わせで、具現化されうる。ソフトウェアモジュー
ルは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、プログラマブル読み取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読
み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモ
リ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、
コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、または当技術分野において既
知の非一時的な記憶媒体の任意の他の形式で存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッ
サが、記憶媒体から情報を読み取り、および記憶媒体に情報を書き込むことができるよう
にプロセッサに結合される。代替において、記憶媒体は、プロセッサと一体化され得る。
プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）中に存在しうる。ＡＳ
ＩＣは、計算デバイスまたはユーザ端末中に存在しうる。代替において、プロセッサおよ
び記憶媒体は、計算デバイスまたはユーザ端末中にディスクリートコンポーネントとして
存在しうる。
【０１０１】
　[00104]開示された実施形態の上記説明は、当業者が開示された実施形態を作成または
使用できるようにするために提供される。これらの実施形態への様々な修正は、当業者に
は容易に明らかとなり、本明細書で定義された原理は、本開示の範囲から逸脱することな
しに他の実施形態に適用されうる。したがって、本開示は、ここに開示された実施形態に
限定されるようには意図されず、下記の特許請求の範囲によって定義されるような原理お
よび新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
　以下に本願発明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］
　モバイルデバイスの動作の方法であって、前記方法は、
　　低電力ネットワークを使用して通信するために、前記モバイルデバイスのトランシー
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バをチューニングすることと、
　　前記低電力ネットワークを介して発見メッセージを受信することと、ここで、前記発
見メッセージは、アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられた１つまたは複数のネットワークパラメータを示す
、
　　前記１つまたは複数のネットワークパラメータに基づいて、前記ＷＬＡＮを使用して
前記アクセスポイントと通信することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記低電力ネットワークは、近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）である、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ３］
　前記ＮＡＮを介して前記アクセスポイントにクエリを送ることと、
　前記アクセスポイントから前記クエリへの応答を受信することと、前記応答は、前記Ｗ
ＬＡＮに関連付けられた１つまたは複数の追加のネットワークパラメータを示す、
　をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記低電力ネットワークは、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークまたはＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）ネットワークである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記１つまたは複数のネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられたネッ
トワークチャネル、前記ＷＬＡＮに関連付けられたターゲットビーコン送信時間（ＴＢＴ
Ｔ）、および前記ＷＬＡＮに関連付けられたサービスセット識別情報（ＳＳＩＤ）のうち
の少なくとも１つを示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記発見メッセージは、前記アクセスポイントのセキュリティドメイン、前記アクセス
ポイントに関連付けられたインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスタイプ、および前
記アクセスポイントのインターネットプロトコル（ＩＰ）サブネットのうちの少なくとも
１つを示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記発見メッセージは、前記セキュリティドメイン、前記ＩＰアドレスタイプ、および
前記ＩＰサブネットのうちの少なくとも１つを示す、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０
２．１１ａｉ高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）インジケーション要素を含む、Ｃ
６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記アクセスポイントと、アクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセ
ージを送信することおよび受信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記ＡＮＱＰメッセージは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１－２０１２通
信仕様に準拠する、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記ＡＮＱＰメッセージは、単一のメッセージ内にグループ化される、Ｃ８に記載の方
法。
［Ｃ１１］
　前記ＡＮＱＰメッセージを送信することおよび受信することは、
　　米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ高速初期リンクセットアップ（ＦＩ
ＬＳ）アクセスネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）メッセージを前記アクセスポ
イントに送ることと、
　　前記ＷＬＡＮに関連する追加の情報を示す前記ＩＥＥＥ　８０２．１１　ＦＩＬＳ　
ＡＮＱＰメッセージへの応答を受信することと
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　を含む、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記アクセスポイントは、サービスのアドバタイザである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記モバイルデバイスは、前記サービスのサブスクライバである、Ｃ１２に記載の方法
。
［Ｃ１４］
　前記アクセスポイントは、別のアクセスポイントのためのプロキシとして動作する、Ｃ
１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　装置であって、
　　命令を記憶するメモリと、
　　前記メモリに結合されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、動作を開始または
制御するために前記命令を実行するように構成され、前記動作は、低電力ネットワークを
使用して通信するためにトランシーバをチューニングすることと、前記低電力ネットワー
クを介して発見メッセージを受信することであって、前記発見メッセージがアクセスポイ
ントに関連付けられているワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付
けられた１つまたは複数のネットワークパラメータを示す、受信することと、前記１つま
たは複数のネットワークパラメータに基づいて前記ＷＬＡＮを使用して前記アクセスポイ
ントと通信することとを含む、
　装置。
［Ｃ１６］
　前記メッセージは、前記ＷＬＡＮを識別するサービス識別情報（ＩＤ）を含む、Ｃ１５
に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記ＷＬＡＮは通信プロトコルに準拠し、前記通信プロトコルは、前記サービスＩＤを
指定する、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記通信プロトコルは、Ｗｉ－Ｆｉ　ＡｌｌｉａｎＣｅ通信プロトコルまたはＩＥＥＥ
　８０２．１１通信プロトコルである、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記サービスＩＤは、モバイルデバイスの製造業者によって、または前記モバイルデバ
イスに関連付けられたネットワークのサービスプロバイダによって示される、Ｃ１６に記
載の装置。
［Ｃ２０］
　スイッチに関連付けられた選択可能なオプションを表示するように構成されたユーザイ
ンターフェースをさらに備える、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２１］
　トランシーバをさらに備え、
　前記プロセッサは、前記トランシーバに、前記スイッチのアクティブ化に応答して前記
サービスＩＤを検出するために特定のチャネルにチューニングさせるようにさらに構成さ
れる、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記低電力ネットワークは、近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
ネットワーク、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）ネットワー
クである、
　Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記１つまたは複数のネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられている
ネットワークチャネル、前記ＷＬＡＮに関連付けられているターゲットビーコン送信時間
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（ＴＢＴＴ）、および前記ＷＬＡＮに関連付けられているサービスセット識別情報（ＳＳ
ＩＤ）のうちの少なくとも１つを示す、
　Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２４］
　アクセスポイントの動作の方法であって、前記方法は、
　　低電力ネットワークを介してメッセージを送信することと、ここで、前記メッセージ
は、前記アクセスポイントに関連付けられているワイヤレスローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）に関連付けられた１つまたは複数のネットワークパラメータを示す、
　　前記１つまたは複数のネットワークパラメータに基づいて、モバイルデバイスとのセ
ットアッププロシージャを行うことと、
　　前記モバイルデバイスとの前記セットアッププロシージャを行った後で、前記ＷＬＡ
Ｎを使用して前記モバイルデバイスとの１または複数のデータ通信を行うことと
　を備える、方法。
［Ｃ２５］
　前記低電力ネットワークは、近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
ネットワーク、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）ネットワー
クである、
　Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記１つまたは複数のネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられている
ネットワークチャネル、前記ＷＬＡＮに関連付けられているターゲットビーコン送信時間
（ＴＢＴＴ）、および前記ＷＬＡＮに関連付けられているサービスセット識別情報（ＳＳ
ＩＤ）のうちの少なくとも１つを示す、
　Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２７］
　装置であって、
　　命令を記憶するメモリと、
　　前記メモリに結合されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、動作を開始または
制御するために前記命令を実行するように構成され、前記動作は、低電力ネットワークを
介してメッセージを送信することであって、前記メッセージはワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）に関連付けられた１つまたは複数のネットワークパラメータを
示す、送信することと、前記１つまたは複数のネットワークパラメータに基づいてモバイ
ルデバイスとのセットアッププロシージャを行うことと、前記モバイルデバイスとの前記
セットアッププロシージャを行った後で、前記ＷＬＡＮを使用して前記モバイルデバイス
との１または複数のデータ通信を行うこととを含む、
　装置。
［Ｃ２８］
　前記低電力ネットワークは、近隣エリアネットワーク（ＮＡＮ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
ネットワーク、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ－ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）ネットワー
クである、
　Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記１つまたは複数のネットワークパラメータは、前記ＷＬＡＮに関連付けられている
ネットワークチャネル、前記ＷＬＡＮに関連付けられているターゲットビーコン送信時間
（ＴＢＴＴ）、および前記ＷＬＡＮに関連付けられているサービスセット識別情報（ＳＳ
ＩＤ）のうちの少なくとも１つを示す、
　Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記１または複数のデータ通信は、データダウンロード動作およびデータアップロード
動作のうちの少なくとも１つを含む、
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　Ｃ２７に記載の装置。

【図１】 【図２】
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