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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方法であって、
　第１のデバイスが、ワイヤレスネットワークのアクティブスキャンの一部としてプロー
ブ要求を送信すること、前記プローブ要求は、サービスおよびデバイスの近隣エリアネッ
トワーク（ＮａＮ）クラスタに対応するＮａＮ情報要素を備え、サービスおよびデバイス
の前記ＮａＮクラスタは、前記アクティブスキャンを通じて接続されるデバイスと異なる
デバイスに関連する、と、
　前記第１のデバイスが、ＮａＮ発見情報を受信すること、ここにおいて、前記ＮａＮ発
見情報は、ＮａＮクラスタ情報を備え、前記プローブ要求に応じて受信される、と、
　サービスおよびデバイスの前記ＮａＮクラスタにおける第２のデバイスに接続する際に
使用するための前記ＮａＮ発見情報のサブセットを識別することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、前記第２のデバイスによって前記プローブ要求
を受信することに応じたものである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答
パブリックアクションフレームから成るグループからの少なくとも１つのメッセージにお
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いて前記ＮａＮ発見情報を受信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＮａＮ発見情報は、前記第２のデバイスとのワイヤレス接続を確立するための前記
第２のデバイスに関する詳細を示す多数の情報要素をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＮａＮ発見情報の前記サブセットは、同期ビーコンタイミング、発見タイミング、
および前記第２のデバイスのアイデンティティから成るグループからの少なくとも１つの
パラメータを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラク
チャのためのアクティブスキャンの一部として送信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＮａＮデバイス以外の前記ワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、ピアツー
ピア（Ｐ２Ｐ）デバイス、ソフトアクセスポイントデバイス、独立基本サービスセット（
ＩＢＳＳ）デバイス、メッシュデバイス、および局（ＳＴＡ）デバイスから成るグループ
からの少なくとも１つのデバイスを備える、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のデバイスは、Ｐ２Ｐデバイス、ソフトアクセスポイントデバイス、ＩＢＳＳ
デバイス、メッシュデバイス、およびＳＴＡデバイスから成るグループからのものである
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、前記ワイヤレスネットワークの前記第２のデバ
イスおよび第３のデバイスから成るグループからの少なくとも１つのデバイスから前記Ｎ
ａＮ発見情報を受信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信のための第１のデバイスであって、
　ワイヤレスネットワークのアクティブスキャンの一部としてプローブ要求を送信する送
信機、前記プローブ要求は、サービスおよびデバイスの近隣エリアネットワーク（ＮａＮ
）クラスタに対応するＮａＮ情報要素を備え、サービスおよびデバイスの前記ＮａＮクラ
スタは、アクティブスキャンを通じて接続されるデバイスと異なるデバイスに関連する、
と、
　ＮａＮ発見情報を受信する受信機、ここにおいて、前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラ
スタ情報を備え、前記プローブ要求に応じて受信される、と、
　サービスおよびデバイスの前記ＮａＮクラスタにおける第２のデバイスに接続する際に
使用するための前記ＮａＮ発見情報のサブセットを識別するプロセッサと
　を備える、第１のデバイス。
【請求項１１】
　前記受信機は、前記第２のデバイスによって前記プローブ要求を受信することに応じて
前記ＮａＮ発見情報を受信する、
　請求項１０に記載の第１のデバイス。
【請求項１２】
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答
パブリックアクションフレームから成るグループからの少なくとも１つのメッセージにお
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いて前記ＮａＮ発見情報を受信することを備える、
　請求項１０に記載の第１のデバイス。
【請求項１３】
　前記ＮａＮ発見情報は、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとの間のワイヤレス
接続を確立するための前記第２のデバイスに関する詳細を示す多数の情報要素をさらに備
える、
　請求項１０に記載の第１のデバイス。
【請求項１４】
　前記プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラク
チャのためのアクティブスキャンの一部として送信される、
　請求項１０に記載の第１のデバイス。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　第２のデバイスで第１のデバイスからアクティブスキャンの一部としてプローブ要求を
受信すること、ここにおいて、前記プローブ要求は、サービスおよびデバイスの近隣エリ
アネットワーク（ＮａＮ）クラスタに対応するＮａＮ情報要素を備え、サービスおよびデ
バイスの前記ＮａＮクラスタは、アクティブスキャンを通じて接続されるデバイスと異な
るデバイスに関連する、と、
　ＮａＮ発見情報が前記プローブ要求に応じて送信されるかどうかを決定すること、ここ
において、前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報を備える、と、
　前記決定に応じて前記ＮａＮ発見情報を送信することと
　を備える、方法。
【請求項１６】
　前記ＮａＮ発見情報を送信することは、前記プローブ要求を受信することに応じたもの
である、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
　ＮａＮ発見情報を備えるビーコン信号の次のスケジュールされた送信がいつ生じるかを
決定することと、
　前記次のスケジュールされた送信までの時間がしきい値時間期間を超えるとき、前記Ｎ
ａＮ発見情報が送信されると決定することと
　を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
　ＮａＮ発見情報が送信された後の経過時間を決定することと、
　前記経過時間がしきい値経過時間期間を超えるとき、前記ＮａＮ発見情報が送信される
と決定することと
　を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＮａＮ発見情報は、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答パブリックアク
ションフレームから成るグループからの少なくとも１つのメッセージにおいて送信される
、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＮａＮ発見情報は、ワイヤレス接続を確立するための前記第２のデバイスに関する
詳細を示す多数の情報要素をさらに備える、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
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　別のＮａＮデバイスが前記プローブ要求に応じてＮａＮ発見情報を送信したとき、前記
ＮａＮ発見情報を送信することがスキップされると決定することを備える、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信のための第２のデバイスであって、
　第１のデバイスからアクティブスキャンの一部としてプローブ要求を受信する受信機、
ここにおいて、前記プローブ要求は、サービスおよびデバイスの近隣エリアネットワーク
（ＮａＮ）クラスタに対応するＮａＮ情報要素を備え、サービスおよびデバイスの前記Ｎ
ａＮクラスタは、アクティブスキャンを通じて接続されるデバイスと異なるデバイスに関
連する、と、
　ＮａＮ発見情報が前記プローブ要求に応じて送信されるかどうかを決定するプロセッサ
と、ここにおいて、前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報を備え、
　前記決定に応じて前記ＮａＮ発見情報を送信する送信機と
　を備える、第２のデバイス。
【請求項２３】
　前記送信機は、前記プローブ要求を受信することに応じて前記ＮａＮ発見情報を送信す
る、
　請求項２２に記載の第２のデバイス。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、
　ＮａＮ発見情報を備えるビーコン信号の次のスケジュールされた送信がいつ生じるかを
決定することと、
　前記次のスケジュールされた送信までの時間がしきい値時間期間を超えるとき、前記Ｎ
ａＮ発見情報が送信されると決定することと
　をさらに行う、請求項２２に記載の第２のデバイス。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、
　ＮａＮ発見情報が送信された後の経過時間を決定することと、
　前記経過時間がしきい値経過時間期間を超えるとき、前記ＮａＮ発見情報が送信される
と決定することと
　をさらに行う、請求項２２に記載の第２のデバイス。
【請求項２６】
　前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮデバイス情報をさらに備える、
　請求項２２に記載の第２のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【相互残照】
【０００１】
　[0001]本願は、Shukla等によって、２０１４年１０月１７日に出願される「Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ ａｎｄ Ａｐｐａｒａｔｕｓ ｆｏｒ Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ」と題された米国特許出願第１４／５１７，６５４号およびS
hukla等によって、２０１３年１２月２日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ Ａｐｐ
ａｒａｔｕｓ ｆｏｒ Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｄｅｔｅｃ
ｔｉｏｎ」と題される米国特許仮出願第６１／９１０，８１３号に対する優先権を主張し
、それぞれが譲受人に譲渡される。
【０００２】
　[0002]本特許出願は、以下の同時係属のアメリカ特許出願に関連する：それぞれが譲受
人に譲渡される、Abrahamによって、２０１３年１月４日に出願された「Ｓｙｓｔｅｍｓ 
ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｆｏｒ Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ Ｔｉｍｅ Ｓｏｕｒｃｅ Ｕｓ
ａｇｅ ｉｎ Ｎｅａｒ－Ｍｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ａｎｄ Ｓｙｎｃｈｒ
ｏｎｉｚａｔｉｏｎ」と題される米国特許仮出願番号第６１／７４９，２０７号およびAb
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rahamによって、２０１３年１２月１６日に出願された「Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ ｆｏｒ Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ Ｔｉｍｅ Ｓｏｕｒｃｅ Ｕｓａｇｅ ｉｎ 
Ｎｅａｒ－Ｍｅ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ａｎｄ Ｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｉｚａｔｉｏｎ」と題される米国特許願番号第１４／１０８，０１４号。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]以下は、概して、ワイヤレス通信に関し、より具体的に、通信デバイスの近隣エ
リアネットワーク（ＮａＮ）検出技術に関する。ワイヤレス通信システムは、音声、ビデ
オ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト、等のような、様々なタイプの
通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、（例えば、
時間、周波数、および電力のような）利用可能なシステムリソースを共有することによっ
て複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムであり得る。Ｗｉ
－Ｆｉ（ＩＥＥＥ　８０２．１１）ネットワークのようなワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）は、広く展開され使用される。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス多元接続性通信システムは、多数のアクセスポイントを含み得、各々
同時に、複数のデバイスのため通信をサポートする。アクセスポイントは、ダウンストリ
ームリンクおよびアップストリームリンク上のデバイスと通信し得る。各アクセスポイン
ト（ＡＰ）は、ＡＰのカバレージエリアと称され得る、カバレージ範囲を有する。ＷＬＡ
Ｎでは、基本サービスセット（ＢＳＳ）は、ＷＬＡＮの基本要素（building-block）を提
供し得る。簡単なＢＳＳは、関連するすべてのデバイス、しばしば局（ＳＴＡ）と称され
る、と一緒に単一のＡＰを含み得る。これらのアクセスポイントは、そのＢＳＳ内の局を
制御するために、マスタとして働き得る。
【０００５】
　[0005]同様に、ＮａＮは、ＷＬＡＮの基本要素を提供し、ＮａＮに関連するある局との
ネットワーク通信、またはＮＡＮと接続するためのアプリケーションを走らせ得る局との
ネットワーク通信を提供し得る。ＮａＮは、関連するデバイスと一緒に１つまたは複数の
ＡＰを含み得る。ＮａＮはまた、１つまたは複数のマスタを含み得、それは、例えば（Ｐ
２Ｐとして知られている）Ｗｉ－Ｆｉダイレクトのような、専用ＡＰを通じて接続せずに
、他の局との直接接続を通じてマスタデバイスとして働く局を含み得る。いくつかの展開
では、ＮａＮは、アンカーマスタデバイスと、１つまたは複数の他のマスタデバイスとを
含み得る。アンカーマスタデバイスは、固定されたロケーションに位置し、１つまたは複
数の他のマスタデバイスは、例えば、ポータブルであり、バッテリー駆動式のデバイスで
あり得る。
【０００６】
　[0006]例えば、ＮａＮ　ＡＰまたはマスタデバイスとの接続を確立するのに使用される
情報は、例えば、ＮａＮクラスタのための同期およびタイミング情報を含み得る。新規デ
バイスがＮａＮのエリア内に来るにつれて、この情報の通信は、比較的頻繁に利用され得
る。比較的に早くそして効率的に、接続情報の通信を提供することが望まれ得ると同時に
、ＮａＮのデバイスにわたる接続情報の通信に関して比較的に低消費電力を有することも
望まれ得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]記述された例は、ＮａＮ情報が比較的早くそして効率的なやり方で要求され提供
され得る、ＮａＮにおける通信のためのシステム、方法、および装置に対して向けられる
。いくつかの態様に従って、ワイヤレス通信ネットワークにおける局のような、ワイヤレ
ス通信デバイスは、ＮａＮに関する情報を求める、アクティブプローブ要求を送信し得る
。アクティブプローブ要求は、ＮａＮ特有のプローブ要求であり得る、ＮａＮデバイス以
外のワイヤレスネットワーク情報のためのアクティブスキャンの一部として（例えば、Ｂ
ＳＳ中のＡＰのためのスキャンの一部として）局から送信され得る。ＮａＮのマスタデバ
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イスおよびＡＰは、プローブ要求を受信し、ＮａＮ発見応答を生成し得る。それは、要求
デバイスがＮａＮ中のデバイスに結合するために使用し得る情報を含み得る。
【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信のための方法は、近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）発見情報を
受信すること、ＮａＮ発見情報は、求められていないビーコン中で、またはプローブ要求
に応じて受信され得る、と、ワイヤレス通信ネットワークにおけるＮａＮデバイスへの接
続する際に使用するためのＮａＮ発見情報のサブセットを識別することとを含み得る。方
法は、プローブ要求を送信することを含み、ＮａＮ発見情報を受信することは、プローブ
要求を受信することに応じる。プローブ要求は、ＮａＮ発見要素を含み得る。ＮａＮ発見
情報を得ることは、プローブ応答、ビーコン信号、および応答パブリックアクションフレ
ームから成るグループのうちの少なくとも１つにおいてＮａＮ発見情報を受信することを
含み得る。ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報およびＮａＮデバイス情報から成るグ
ループから選択された情報を含み得る。ＮａＮ発見情報のサブセットを識別することは、
ＮａＮクラスタ情報に基づくＮａＮデバイスの発見タイミングまたは同期ビーコンタイミ
ングのうちの１つまたは複数を決定することを含み得る。
【０００９】
　[0009]プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラ
クチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。ワイヤレスネットワーク
インフラストラクチャは、例えば、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）デバイス、ソフトアクセスポ
イントデバイス、独立した基本サービスセット（ＩＢＳＳ）デバイス、メッシュデバイス
、または局（ＳＴＡ）デバイスを含み得る。プローブ要求がこれらのデバイスのうちの１
つによって送られる場合、プローブ要求を送るデバイスは、ＮａＮデバイスと一緒に配置
され、プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る。情報を受信することは、ＮａＮデバ
イス、またはワイヤレス通信ネットワークの別のネットワークエレメントのうちの１つま
たは複数からＮａＮ発見情報受信することを含み得る。
【００１０】
　[0010]ワイヤレス通信のための装置は、近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）発見情報を
受信する受信機、ＮａＮ発見情報は、求められていないビーコン中で、またはプローブ要
求に応じて受信される、と、ワイヤレス通信ネットワークにおけるＮａＮデバイスに接続
する際に使用するためのＮａＮ発見情報のサブセットを識別するプロセッサとを含み得る
。装置は、プローブ要求を送信するために送信機を含み得、受信機は、プローブ要求の受
信することに応じてＮａＮ発見情報を受信する。プロセッサ、受信機、および送信機は、
以上で記述された方法の１つまたは複数の態様を実装し得る。
【００１１】
　[0011]ワイヤレス通信ネットワークにおける近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）デバイ
スでのワイヤレス通信のための方法は、ＮａＮ発見情報がプローブ要求に応答して送信さ
れるかどうかを決定することと、決定に応答してＮａＮ発見情報を送信することとを含み
得る。方法は、局からのプローブ要求を受信することをさらに含み、ＮａＮ発見情報を送
信することは、プローブ要求の受信に応じ得る。プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外の
ワイヤレスネットワークインフラストラクチャのためのアクティブスキャンの一部として
送信され得る。ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、
Ｐ２Ｐデバイス、ソフトアクセスポイントデバイス、ＩＢＳＳデバイス、メッシュデバイ
ス、およびＳＴＡデバイスから成るグループのうちの少なくとも１つを含み得る。プロー
ブ要求がこれらのデバイスのうちの１つによって送られる場合、プローブ要求を送るデバ
イスは、ＮａＮデバイスと一緒に配置され、プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る
。ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報およびＮａＮデバイス情報から成るグループの
うちの１つであり得る。
【００１２】
　[0012]ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、プローブ要求がＮａＮ
発見要素を含むかどうかを決定することと、ＮａＮ発見情報を備えるビーコン信号の次の
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スケジュールされた送信がいつ生じるかを決定することと、次のスケジュールされた送信
までの時間がしきい値時間期間を超過する場合に、ＮａＮ発見情報が送信されると決定す
ることと、ＮａＮ発見情報が送信された後の経過時間を決定することと、または経過時間
がしきい値経過時間期間を超える場合にＮａＮ発見情報が送信されると決定することとを
含み得る。
【００１３】
　[0013]ＮａＮ発見情報は、プローブ応答メッセージ、ビーコン信号メッセージ、および
発見応答パブリケーションアクションフレームから成るグループからのメッセージ中で送
信される。プローブ応答は、たとえば、ＮａＮクラスタ情報を持つパブリックアクション
フレームを含み得る。ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、別のＮａ
Ｎデバイスがプローブ要求に対するＮａＮ発見情報応答を送信した場合に、ＮａＮ発見情
報の送信がスキップされることになると決定することを含み得る。
【００１４】
　[0014]ワイヤレス通信ネットワークにおける近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）デバイ
スでのワイヤレス通信のための装置は、ＮａＮ発見情報がプローブ要求に応答して送信さ
れるかどうかを決定するプロセッサと、決定に応答してＮＡＮ発見情報を送信する送信機
とを含み得る。方法は、プローブ要求を受信する受信機をさらに含み得、送信機は、プロ
ーブ要求を受信することに応答してＮａＮ発見情報を送信する。ＮａＮ発見情報は、Ｎａ
Ｎクラスタ情報またはＮａＮデバイス情報を含み得る。プロセッサ、受信機、または送信
機は、以上記述された対応する方法のうちの１つまたは複数の態様を実装するように構成
され得る。
【００１５】
　[0015]前述のものは、以下の詳細な説明がより良く理解されうるように、本開示による
例の特徴および技術的利点をどちらかといえば広く概説している。追加の特徴および利点
が以下に説明されることになる。開示される概念および特定の例は、本開示と同じ目的を
実行するための他の構造を修正または設計するための基礎として容易に利用され得る。こ
のような均等な構造は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱しない。関連す
る利点と共に、ここに開示される概念の構成および動作の方法の両方に関して、それら概
念の特徴であると考えられる特徴は、添付の図面と関連して考慮されるとき、以下の説明
からより良く理解されるであろう。図の各々は、特許請求の範囲の限定の定義としてでは
なく、例示および説明のみの目的で提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　[0016]本発明の本質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照することによって
十分に理解され得る。添付された図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベル
を有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、ダッシュ記号による参照ラベルと
、同様の構成要素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区別されうる。第
１の参照ラベルのみが明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルに
かかわりなく、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちの任意の１つに適用
可能である。
【図１】様々な例に従うワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の例を説明
する図。
【図２Ａ】様々な例に従うＮＡＮクラスタの例を説明する図。
【図２Ｂ】様々な例に従う別のＮＡＮクラスタの例を説明する図。
【図３】様々な例に従うＮａＮ発見および接続の例を説明するフローチャート。
【図４】様々な例に従うＮａＮ発見プローブ受信および応答の例を説明するフローチャー
ト。
【図５Ａ】様々な例に従うワイヤレス通信におけるＮａＮ実装のためのデバイス（例えば
、局またはアクセスポイント）の例を説明する図。
【図５Ｂ】様々な例に従うワイヤレス通信におけるＮａＮ実装のためのデバイス（例えば
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、局またはアクセスポイント）の例を説明する図。
【図５Ｃ】様々な例に従うワイヤレス通信におけるＮａＮ実装のためのデバイス（例えば
、局またはアクセスポイント）の例を説明する図。
【図６】様々な例に従う局アーキテクチャの例を説明するブロック図。
【図７】様々な例に従うマスタデバイスアーキテクチャの例を説明するブロック図。
【図８】様々な例に従うアクセスポイントアーキテクチャの例を説明するブロック図。
【図９】様々な例に従うＮａＮプローブ要求送信および応答のための方法の例のフローチ
ャート。
【図１０】様々な例に従うＮａＮプローブ要求送信および応答のための方法の例のフロー
チャート。
【図１１】様々な例に従うＮａＮプローブ要求送信および応答のための方法の例のフロー
チャート。
【図１２】様々な例に従うＮａＮプローブ要求送信および応答のための方法の例のフロー
チャート。
【発明の詳細な説明】
【００１７】
　[0027]記述された例は、近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）情報が比較的速くそして効
率的な方法で要求され提供され得る、ワイヤレス通信のための方法、デバイス、および装
置に向けられる。いくつかの態様に従って、ワイヤレス通信ネットワークにおける局のよ
うな、ワイヤレス通信デバイスは、ＮａＮに関連する情報を求めるために、アクティブプ
ローブ要求を送信し得る。アクティブプローブ要求は、ＮａＮ特有のプローブ要求であり
得る、またはＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャの一部
として（例えば、ＢＳＳにおけるＡＰのためのスキャンの一部として）、局から送信され
得る。ＮａＮのマスタデバイスまたはＡＰは、プローブ要求を受信し、ＮａＮ発見応答を
生成し得、要求デバイスがＮａＮにおけるデバイスへの接続のために使用し得る情報を含
み得る。
【００１８】
　[0028]ＮａＮにおけるワイヤレス通信のために本明細書に記述される様々な技術は、Ｗ
ＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークに関連して記述され、それらのうちのいくつかは、
ピアツーピア構成において動作し得る。ＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークは、様々
なＩＥＥＥ８０２．１１規格（例えば、８０２．１１ａ／ｇ、８０２．１１ｎ、８０２．
１１ａｃ、８０２．１１ａｈ、等）において記述されるプロトコルに基づくネットワーク
を指し得る。しかしながら、同じまたは同様の技法はまた、任意のワイヤレスネットワー
ク（例えば、セルラネットワーク）中で使用され得る。例えば、同じまたは同様の技法は
、セルラワイヤレスシステム、ピアツーピアワイヤレス通信、アドホックネットワーク、
衛星通信システム、およびその他のシステムのような、様々な他のワイヤレス通信システ
ムのために使用され得る。用語「システム」および「ネットワーク」は、しばしば交換可
能に使用される。これらワイヤレス通信システムは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭ
Ａ）、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）のような様々なワイヤレス通信技術、お
よび／または他の無線技術を用い得る。概して、ワイヤレス通信は、無線アクセス技術（
ＲＡＴ）と呼ばれる１つまたは複数の無線通信技術の標準化された実装に従って実施され
る。無線アクセス技術を実装するワイヤレス通信システムまたはネットワークは、無線ア
クセスネットワーク（ＲＡＮ）と呼ばれ得る。
【００１９】
　[0029]ＣＤＭＡ技術を用いる無線アクセス技術の例えば、ＣＤＭＡ２０００、ユニバー
サルテレストリアルラジオアクセス（ＵＴＲＡ）等、を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ
－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリー
ス０およびＡは、一般的に、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ、１Ｘ等と称される。ＩＳ－８５６
（ＴＩＡ－８５６）は、一般的に、ＣＤＭＡ２０００ １ｘＥＶ－ＤＯや、高速パケット
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データ（ＨＲＰＤ）等と称される。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標
））およびＣＤＭＡの他の変形を含む。ＴＤＭＡシステムの例は、グローバルシステムフ
ォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））の様々な実装を含む。ＯＦＤＭ
またはＯＦＤＭＡを用いる無線アクセス技術の例は、ウルトラモバイルブロードバンド（
ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、
ＩＥＥＥ ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭＡ、等を含む。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴ
ＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部であ
る。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））および
ＬＴＥ－アドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリ
ースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）という名称の団体からの文書
内において記述される。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名称の団体からの文書内において記述される。本
明細書に記述される技法は、他のシステムおよび無線技術と同様に、上述されたシステム
および無線技術のために使用され得る。
【００２０】
　[0030]したがって、以下の記述は、例を提供するものであり、請求項において説明され
る範囲、適用性、あるいは構成を限定するものではない。本開示の精神および範囲から逸
脱することなく、説明される要素の機能および配置において変更がなされ得る。様々な例
は、必要に応じて、様々なプロシージャまたは構成要素を省略、代用、または追加し得る
。例えば、記述される方法は、記述されるものとは異なる順序で実行され得、様々なステ
ップが追加、省略、または組み合わされ得る。さらに、特定の例に関連して説明される特
徴は、他の例において結合されうる。
【００２１】
　[0031]図１は、ＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークの例を含む図１００を示す。ア
クセスポイント（ＡＰ）１０５（つまり、ネットワークデバイス）は、クライアントデバ
イス１１５と共に、ＩＥＥＥ　８０２．１１ネットワークのような、ワイヤレスローカル
エリアネットワークを生成し得る。ワイヤレス局、局、またはＳＴＡとも称されるクライ
アントデバイス１１５は、ＷＬＡＮのカバレージエリア１２０内に分散される、または展
開され得る。局１１５の各々は、ＡＰ１０５のうちの１つと（通信リンク１２５を使用し
て）結合し、通信し得る。各ＡＰ１０５は、そのエリア内の局１１５が典型的にＡＰ１０
５と通信することができるような、カバレージエリア１２０を有する。図１中に示される
ように、局１１５は、１つのＡＰ１０５より多くのＡＰによってカバーされ、したがって
、どれがより適切な接続を提供するかによって、異なる時間で異なるＡＰと結合すること
ができる。互いと通信する局１１５のセットは基本サービスセット（ＢＳＳ）と称され得
る。拡張サービスセット（ＥＳＳ）は、接続されたＢＳＳのセットであり、分散システム
（ＤＳ）（図示せず）は、拡張サービスセット中の接続アクセスポイントに利用され得る
。
【００２２】
　[0032]いくつかの実例では、ＡＰ１０５のサブセットまたは局１１５のうちのいくつか
は、近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）を確立するために、互いに接続し得る。例えば、
ＮａＮは、比較的小さな地理的エリアにおけるネットワーク通信のために確立され得る。
いくつかの展開では、ＮａＮは、あるデバイス、またはあるアプリケーションを走らせて
いるデバイスに向けられた通信を提供し得る。デバイス、またはアプリケーションは、局
１１５にＮａＮへと接続しようとさせ得る。いくつかの場合では、いくつかの局１１５は
、ピアツーピアネットワーク（例えばＷｉ－Ｆｉダイレクトマルチクライアントネットワ
ーク）の確立を通じて、ＡＰ１０５を含まないＮａＮを形成し得る。このタイプのネット
ワークまたはグループでは、局（クライアント）のうちの１つは、グループのためのアク
セスポイントとして動作し、典型的にマスタと称され得る。局のうちの１つは、アンカー
マスタとして動作し、１つまたは複数の他の局は、マスタとして動作し得る。以下に記述
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される図２－図１１は、ＮａＮの様々な態様に追加の詳細な説明を提供し、１つまたは複
数のＮａＮデバイスと局１１５を接続する際に使用するためのＮａＮ情報を要求／提供す
る。
【００２３】
　[0033]図２Ａを参照して、ＮａＮクラスタと称され得る、ワイヤレス通信システム２０
０は、通信リンク２２５を使用してＡＰ１０５－ａと通信する、ＮａＮ内に構成される複
数の局１１５ａを説明することが示される。この例では、要求デバイス１１５－ｂは、Ｎ
ａＮクラスタ２００中のデバイスと接続することを望み、通信リンク２２５－ａを使用し
て、ＮａＮプローブ要求を送信し得る。局１１５－ａおよび局１１５－ｂは、図１の局１
１５の例であり得る。同様に、ＡＰ１０５－ａは、図１のＡＰ１０５の例であり得る。
【００２４】
　[0034]ＡＰ１０５－ａ（または他のＮａＮデバイス１１５－ａ）と接続するためのＮａ
Ｎ情報は、ＡＰ１０５－ａからＮＡＮ発見ビーコン中に周期的に送信され得る。このタイ
プの展開では、ＮａＮスキャンは、受動であり、要求デバイス１１５－ｂは、ＮａＮ発見
ビーコンのためのチャネルをモニタする。ＡＰ１０５－ａは、例えば確立されたＷｉ－Ｆ
ｉシステムにおけるチャネル６のような、ワイヤレス通信システム２００によって使用さ
れる無線周波数スペクトル中の事前定義されたチャネルを使用して、２００ミリセカンド
（ｍｓ）毎に一度、ＮａＮ発見ビーコンを送信し得る。そのような展開では、要求デバイ
ス１１５－ｂは、ＮａＮ発見ビーコンを受信するために、２００ｍｓの間、識別されたチ
ャネルをモニタしなければならない。更に、例えばノイジーな環境中のような、いくつか
の場合における要求デバイス１１５－ｂは、ビーコン送信を確実に受信できず、これは、
ビーコン信号を検出するよう試みるために追加でモニタする結果となる。要求デバイス１
１５－ｂがポータブルであるような、バッテリー駆動式の、デバイスは、追加でモニタす
ることのために使用される時間期間を低減することが望ましい。更に、いくつかの場合で
は、要求デバイス１１５－ｂは、複数のＮａＮのためにモニタし、従って、複数のＮａＮ
のためにモニタすることに関連するさらなる遅延および電力消費を追加することになる。
【００２５】
　[0035]ＮａＮ発見ビーコンに加えて、アクティブスキャンは、１つまたは複数のＮａＮ
デバイスを検出しこれらに接続するために使用され得る。アクティブスキャンは、通信リ
ンク２２５－ａを使用して、要求デバイス１１５－ｂによるＮａＮプローブ要求の送信を
含み得る。ＡＰ１０５－ａは、要求デバイス１１５－ｂからのＮａＮプローブ要求を受信
することに応じてＮａＮ発見応答を送信し得る。以下に詳細に記述されることになるよう
な、ＮａＮ発見応答は、ＮａＮクラスタ中の１つまたは複数のＮａＮデバイス１１５－ａ
またはＡＰ１０５－ａと接続するための情報を含み得る。
【００２６】
　[0036]ワイヤレス通信システム２００は、ソフトＡＰ、ＩＢＳＳ、またはメッシュベー
スのネットワークと一緒にコンカレントＮａＮを提供し、従って、ＡＰ１０５－ａにアク
セスしようとする、要求デバイス１１５－ｂのような、要求デバイスは、他のネットワー
クにアクセスを獲得するためにプローブ要求を使用してアクティブスキャンを試みる必要
があるだろう。したがって、ＮａＮアクセスを求める要求デバイス１１５－ｂは、ソフト
ＡＰ、Ｐ２Ｐ、ＩＢＳＳ、またはメッシュベースのネットワークへのアクセスのための既
存のプローブ要求を持つＮａＮ能力情報を含み得る。他の例では、スタンドアロンＮａＮ
プローブ要求は、ソフトＡＰ、Ｐ２Ｐ、ＩＢＳＳ、またはメッシュベースのネットワーク
の既存のプローブ要求として、同様の構造および情報を有する要求デバイス１１５－ｂか
ら送信され得る。述べられたように、ＡＰ１０５－ａは、ＮａＮプローブ要求を受信し、
ＮａＮプローブ要求を受信することに応じて、ＮａＮ発見応答を送信し得る。要求デバイ
ス１１５－ｂに加えて、他のデバイス１１５－ａ（またはＮａＮアクセスを望む、示され
ていない他のデバイス）は、ＮａＮ発見応答を受信するので、他のやり方でＡＰ１０５－
ａからのＮａＮ発見ビーコンを検出しなければならない、全時間期間の間、識別されたチ
ャネルをモニタする必要がなく、したがって、ＮａＮプローブ要求への周期的な応答は、
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全体として、システム２００の電力消費を低減するのを支援し得る。
【００２７】
　[0037]ＮａＮ発見応答は、ワイヤレス接続を確立するためのＡＰ１－５－ａに関する詳
細（例えば、同期情報、デバイス名、ＭＡＣアドレス、グループ性能、動作チャネル、お
よびリッスンチャネル）を、要求デバイス１１５－ｂ（または関連するＮａＮデバイス１
１５－ａ）に示す多数の情報要素を含み得る。いくつかの事例では、ＡＰ１０５－ａは、
スキャン時間／ＮａＮ再開時間を低減するためにリッスンチャネルとして使用されるチャ
ネル６（ＣＨ６）を示し得る。
【００２８】
　[0038]図２Ｂを参照して、ＮａＮクラスタと称され得る、別のワイヤレス通信システム
２５０は、ＮａＮにおいて構成され、通信リンク２２５を使用してＮａＮマスタ１１５－
ｄと通信する複数の局１１５ｃを説明することが示される。この例では、要求デバイス１
１５－ｅは、ＮａＮクラスタ２５０へのアクセスを求め、通信リンク２２５－ｂを使用し
てＮａＮプローブ要求を送信し得る。局１１５－ｃ、局１１５－ｄ、および局１１５－ｅ
は、図１または図２Ａの局１１５の例であり得る。
【００２９】
　[0039]図２Ｂの例では、ＮａＮマスタ１１５－ｄは、図２ＡにおけるＡＰ１０５－ａに
関連して以上で記述されるような同様の機能を実行し得る。より具体的には、ＮａＮマス
タ１１５－ｄ（または他のＮａＮデバイス１１５ｃ）は、ＮａＮ発見ビーコンを周期的に
送信し得る。例えば、発見ビーコンは、通信リンク２３０を使用して、別のマスタデバイ
ス１１５－ｓから送信され得る。以上で議論されるのと同様に、要求デバイス１１５－ｅ
は、１つまたは複数のＮａＮデバイスを検出しそれらに接続するために、アクティブスキ
ャンを使用し得る。アクティブスキャンは、通信リンク２２５－ｂまたは通信リンク２３
０を使用する、要求デバイス１１５－ｅによるＮａＮプローブ要求の送信を含みうる。以
上で議論されるように、ＮａＮマスタ１１５－ｄ（または他のマスタデバイス）は、Ｎａ
Ｎプローブ要求を受信することに応じてＮａＮ発見応答を送信し得る。ＮａＮマスタ１１
５－ｄ（または他のマスタデバイス）がバッテリー駆動式であり得る状況では、デバイス
１１５－ｄは、別のデバイスが、ＮａＮ発見応答を送信する前に、ＮａＮプローブ要求に
応答しないと決定し得る。以下でより詳細に記述されることになるように、ＮａＮ発見応
答は、ＮａＮクラスタ２５０における１つまたは複数の他のＮａＮデバイスまたはＮａＮ
マスタ１１５－ｄと接続するための情報を含み得る。
【００３０】
　[0040]ワイヤレス通信システム２５０は、ソフトＡＰ、Ｐ２Ｐ、ＩＢＳＳ、またはメッ
シュベースのネットワークと一緒にコンカレントＮａＮを提供し、従って、要求デバイス
１１５－ｅのような、要求デバイスは、他のネットワークタイプへのアクセスのためのプ
ローブ要求を使用してアクティブスキャンを試みることになるだろう。したがって、Ｎａ
Ｎアクセスを求める要求デバイス１１５－ｅは、ソフトＡＰ、Ｐ２Ｐ、ＩＢＳＳ、または
メッシュベースのネットワークへのアクセスのための既存のプローブ要求を持つＮａＮ能
力情報を含み得る。他の例では、スタンドアロンＮａＮプローブ要求は、ソフトＡＰ、Ｐ
２Ｐ、ＩＢＳＳ、またはメッシュベースのネットワークのための既存のプローブ要求と同
様の構造および情報を有する、要求デバイス１１５－ｅから送信され得る。述べられるよ
うに、ＮａＮマスタ１１５－ｄは、ＮａＮプローブ要求を受信し、ＮａＮプローブ要求を
受信することに応じてＮａＮ発見応答を送信し得る。同様に、以上で記述されるように、
要求デバイス１１５－ｅに加えて、他のデバイス１１５－ｃ（またはＮａＮアクセスを望
む、示されていない他のワイヤレスアクセス）は、ＮａＮ発見応答を受信し、従って、さ
もなければＮａＮマスタ１１５－ｄからのＮａＮ発見ビーコンを検出しなければならない
、完全な時間期間の間、識別されたチャネルをモニタする必要がなく、ＮａＮプローブ要
求への周期的な応答が全体としてシステム２５０の電力消費を低減するのを支援し得る。
例えば、ＮａＮ発見応答は、以上で記述されるように、多数の情報要素を含み得る。
【００３１】
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　[0041]図３は、様々な例にしたがう、ＮａＮにおけるワイヤレス通信のための方法３０
０の例を説明するフローチャートである。明瞭さのために、方法３００は、図１、図２Ａ
、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図６、図７、または図８において示される、局、デ
バイス、ＡＰ１０５、ＡＰ１１５、またはＡＰ５０５のうちの１つに関して記述される。
１つの例では、局のうちの１つは、以下で記述される機能を実行するために、局の機能要
素を制御する１つまたは複数のコードのセットを実行し得る。
【００３２】
　[0042]ブロック３０５で、デバイス（例えば、ＷＬＡＮ中で動作する局）は、ＮａＮデ
バイス発見を開始し得る。例えば、デバイスは、ＷＬＡＮのカバレージエリアに入ること
と、１つのＮａＮ、または複数のＮａＮの利用可能性を決定しようとすることとに応じて
ＮａＮデバイス発見を開始する。デバイスは、関連するＮａＮの利用可能性を決定しよう
とし得る、１つまたは複数のＮａＮに関連したアプリケーションを走らせ得る。例えば、
デバイスのユーザは、様々な異なるＮａＮを通じてエンハンストネットワーク接続または
特有のコンテンツを提供し得るサービスに加入され得、デバイスは、１つまたは複数のＮ
ａＮが利用可能であるかどうかを決定しようとし得る。
【００３３】
　[0043]ブロック３１０で、デバイスは、ＮａＮプローブ要求を送信する。いくつかの例
にしたがって、例えば、プローブ要求は、要求デバイスに関連する情報およびデバイスの
ＮａＮ能力を提供し得る、ＮａＮ発見要素を含み得る。この場合では、プローブ要求を受
信するＮａＮデバイスはまた、プローブ要求を送信するデバイスのＮａＮ能力を決定し得
る。
【００３４】
　[0044]プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラ
クチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。例えば、ワイヤレスネッ
トワークインフラストラクチャは、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）デバイス、ソフトアクセスポ
イントデバイス、独立した基本サービスセット（ＩＢＳＳ）デバイス、またはメッシュデ
バイスのうちの１つまたは複数を含みうる。他のワイヤレスネットワークインフラストラ
クチャデバイスは、これらのデバイスのために確立されたプローブ要求を含む、アクティ
ブスキャン通じて接続され得る。他のワイヤレスネットワークインフラストラクチャデバ
イスのための既存のプローブ要求は、プローブ要求を送るデバイスのＮａＮ属性を含み得
る、１つまたは複数の情報要素を含むように修正され得る。
【００３５】
　[0045]ＮａＮ属性を含むプローブ要求の受信の後で、ＮａＮデバイスは、プローブ要求
に応答し、ＮａＮ情報、または他のワイヤレスネットワークインフラストラクチャデバイ
スに関連する情報を含み得る。例えば、ＮａＮアンカーマスタは、第１の事前決定された
持続期間（例えば、２０ｍｓ）の間、発見ビーコンを送信せず、第２の事前決定された持
続期間（例えば、２０ｍｓ）の間、発見ビーコンを送信するようにはスケジュールされて
いない場合に、発見ビーコンを送信することによって返答し得る。同様に、ＮａＮマスタ
デバイスは、同様のやり方で返答し得る。多くの展開では、ＮａＮクラスタにおいて比較
的少ない数のマスタがあり、マスタデバイスでないすべてのデバイスは、追加の発見ビー
コンの利益を得るので、全システムにおける電力を節約する。ＮａＮ属性を含んでいない
プローブ要求は、ＮａＮデバイスによって無視され得る。いくつかの例にしたがって、Ｎ
ａＮ属性は、プローブ要求中に埋め込まれた１つまたは複数のベンダー特有の要素として
含まれ得る。他の例では、ＮａＮ特有の情報要素は、プローブ要求中に含まれ得る。
【００３６】
　[0046]ブロック３１５で、デバイスは、ＮａＮ発見応答が受信されるかどうかを決定す
るために、応答チャネルをモニタし得る。特有のチャネルは、ＮａＮ発見応答のためにモ
ニタするために使用され得る。例えば、Ｗｉ－Ｆｉチャネル６は、応答のためにモニタさ
れ、このチャネルはまた、周期的にＮａＮビーコン送信のために使用され得るチャネルに
対応し得る。従って、プローブ要求を受信するデバイスは、例えば、ＮａＮビーコン送信
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に対して、応答し得る。他の例では、ＮａＮビーコン送信のためのタイミング情報または
同期情報を含み得る、またはＮａＮデバイスとの接続を確立するための他の情報を含み得
る、別個のＮａＮ発見応答が送信され得る。
【００３７】
　[0047]ブロック３２０で、応答が受信されるかどうかが決定される。応答が受信されな
い場合、ブロック３１０の動作は、プローブ要求を再び送信するように実行される。タイ
ムアウト期間が終了するまで、または応答が受信されるまで、これらの動作は、継続し得
る。
【００３８】
　[0048]ブロック３２０で応答が受信される場合、ブロック３２５で示されるように、デ
バイスは、ＮａＮクラスタのＮａＮデバイスに接続する際に使用するための情報を決定し
得る。情報は、例えば、ＮａＮビーコン送信のための発見タイミング情報または同期ビー
コンタイミング情報を含み得る、またはＮａＮデバイスと接続を確立するための他の情報
を含み得る、ＮａＮクラスタ情報を含み得る。
【００３９】
　[0049]ブロック３３０で、デバイスは、ＮａＮデバイスとの接続を開始する。接続は、
ＮａＮ関連情報を通信する、またはＮａＮを通じてデバイスにネットワーク接続を提供す
るために使用され得る。
【００４０】
　[0050]図４は、様々な例に従う、ＮａＮにおけるワイヤレス通信のための方法４００の
例を説明するフローチャートである。明瞭さのために、方法４００は、ＡＰ、局、デバイ
ス、または図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図６、図７、あるいは図８
において示されるＡＰ１０５、ＡＰ１１５、またはＡＰ５０５のうちの１つに関連して記
述される。１つの例では、局またはＡＰのうちの１つは、以下に記述される機能を実行す
る局またはＡＰの機能要素を制御する１つまたは複数のコードのセットを実行し得る。
【００４１】
　[0051]ブロック４０５で、ＮａＮプローブ要求が受信される。プローブ要求は、ＮａＮ
デバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャのためのアクティブスキャ
ンの一部として送信され得る。ワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、例えば
、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）デバイス、ソフトアクセスポイントデバイス、独立基本サービ
スセット（ＩＢＳＳ）デバイス、またはメッシュデバイスのうちの１つまたは複数を含み
得る。他の非ＮａＮデバイスの既存のプローブ要求は、プローブ要求を送るデバイスのＮ
ａＮ属性を含み得る、１つまたは複数の情報要素を含むように修正され得る。
【００４２】
　[0052]ブロック４１０で、ＮａＮ発見応答がプローブ要求に応答して送信されるかどう
かが決定される。発見応答が送信されない場合、プロセスは、ブロック４２０に進み、終
了し、そうでなければ、プロセスは、ブロック４１５に進む。ＮａＮ発見応答が送信され
るかどうかを決定することは、プローブ要求がＮａＮ発見要素を含むかどうかを決定する
ことを含み得る。決定は、ＮａＮ発見情報を含むビーコン信号の次のスケジュールされた
送信がいつ生じるかを決定することと、次のスケジュールされた送信までの時間がしきい
値時間期間（例えば、２０ｍｓ）を超える場合にＮａＮ発見応答が送信されると決定する
ことを通じて行われ得る。他の例では、決定は、ＮａＮ発見情報が最後に送信されるまで
の経過時間を決定することと、経過時間がしきい値経過時間期間（例えば、２０ｍｓ）を
超える場合にＮａＮ発見応答が送信されるかどうかを決定することとを通じて行われ得る
。
【００４３】
　[0053]ブロック４１５で、ＮａＮ発見応答は、プローブ要求に応答して送信される。Ｎ
ａＮ発見応答は、以上で記述されるのと同様に、スタンドアロン応答またはＮａＮビーコ
ン信号であり得る。以上で述べられるように、２つ以上のＮａＮマスタデバイスがＮａＮ
クラスタ中に存在し得る。この場合では、ＮａＮデバイスは、別のＮａＮデバイスがプロ
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ーブ要求に応答してＮａＮ発見応答を送信したと決定し得、この場合、さらなる送信が生
じない。
【００４４】
　[0054]ＮａＮ発見応答は、「ＮａＮ発見応答」と称されるパブリックアクションフレー
ムを含み、ほとんどまたは完全にＮａＮクラスタ情報を有するとして定義され得る。応答
は、９バイトおよび１３バイトの情報要素中のＮａＮクラスタ情報に続いて、例えば、２
６バイトの８０２．１１ヘッダを含み得る。ＮａＮクラスタ情報は、例えば、同期ビーコ
ンおよび発見タイミングを識別するために、要求デバイスによって使用され得る情報を含
み得る。ブロック４１５に続いて、動作は、ブロック４２０で示されるように、完了する
。
【００４５】
　[0055]図５Ａは、ＮａＮプローブ要求または応答をサポートするワイヤレス通信におけ
る使用のためのデバイス５０５を有する図５００を示す。デバイス５０５は、図１、図２
Ａ、図２Ｂ、図６、図７、または図８に関連して記述される局１１５またはＡＰ１０５の
うちの１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。デバイス５０５、またはその一部
はまた、プロセッサであり得る。デバイス５０５は、受信機５１０、ＮａＮ接続マネージ
ャ５２０、または送信機５３０を含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに通信し得
る。
【００４６】
　[0056]受信機５１０はまた、ＲＦ受信機である、またはＲＦ受信機を含み得る。ＲＦ受
信機は、異なる帯域のための別個の受信機を含み得る。例えば、ＲＦ受信機は、１つまた
は複数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）における送信を受信するよう
に動作可能な受信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。受信機５１０は、
図１、図２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワー
クの１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の
通信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つまり送信）を受信するよう
に使用され得る。
【００４７】
　[0057]送信機５３０は、ＲＦ送信機である、またはＲＦ送信機を含み得る。ＲＦ送信機
は、異なる帯域のための別個の送信機を含み得る。例えば、ＲＦ送信機は、１つまたは複
数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば、２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）において送信するように動作可
能な送信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。送信機５３０は、図１、図
２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークの１つ
または複数の通信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つまり、送信）
を送信するように使用され得る。
【００４８】
　[0058]ＮａＮ接続マネージャ５２０は、ＮａＮプローブ要求を送信する、または受信機
５１０通じてＮａＮ発見応答を送信するように構成される、または図１－４に関連して以
上で議論されるのと同様に、または図６－１０に関連して以下で議論されるような技術に
したがってＮａＮプローブ要求またはＮａＮ発見応答を実行するように構成され得る。
【００４９】
　[0059]デバイス５０５のこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機能の
うちのいくつかまたはすべてを実行するように適合される特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）
と個別にまたは共同で実装され得る。代替として、機能は、１つまたは複数の集積回路上
で、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る。他のタイ
プの集積回路（例えば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ、および他のセミ－カスタムＩＣ）が使用され得、そ
れは、当業者において任意の既知の方法でプログラムされ得る。各ユニットの機能はまた
、全体的にまたは一部分において、メモリ中に組み入れられ、１つまたは複数の汎用また
はアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた命令
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と共に実装され得る。例えば、ＮａＮ接続マネージャは、ハードウェア、ソフトウェア、
または両方の混合物において具現化され得る。図６を簡潔に参照して、図５Ａ－５Ｃにお
けるＮａＮ接続マネージャ５２０は、メモリ６２０中に記憶されたＳＷ６２５中の命令を
実行するプロセッサ６１０において具現化され得る。代替として、または追加として、Ｎ
ａＮ接続マネージャは、局ＮａＮ接続マネージャ６６０（または図７－８を同様に参照す
る）において処理されている別個の命令セット、ファームウェア、またはハードウェアで
あり得る。
【００５０】
　[0060]図５Ｂは、ＮａＮプローブ要求または応答をサポートするワイヤレス通信におけ
る使用のためのデバイス５０５－ａを有する図５００－ａを示す。デバイス５０５は、図
１、図２Ａ、図２Ｂ、または図６に関連して記述される局１１５のうちの１つの、１つま
たは複数の態様の例であり得る。デバイス５０５、またはその一部はまた、プロセッサで
あり得る。デバイス５０５は、ＮａＮ接続マネージャ５２０－ａまたは送信機５３０を含
み得る。これらの構成要素の各々は、互いに通信し得る。
【００５１】
　[0061]受信機５１０は、ＲＦ受信機である、またはＲＦ受信機を含み得る。ＲＦ受信機
は、異なる帯域のための別個の受信機を含み得る。例えば、ＲＦ受信機は、１つまたは複
数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）における送信を受信するように動
作可能な受信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。受信機５１０は、図１
、図２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークの
うちの１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数
の通信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つまり送信）を受信するよ
うに使用され得る。
【００５２】
　[0062]送信機５３０は、ＲＦ送信機である、またはＲＦ送信機を含み得る。ＲＦ送信機
は、異なる帯域のための別個の送信機を含み得る。例えば、ＲＦ送信機は、１つまたは複
数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば、２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）において送信するために動作可
能な送信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。送信機５３０は、図１、図
２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷＬＡＮかＷｉ－Ｆｉネットワ
ークの１つまたは複数の通信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つま
り送信）を送信するように使用され得る。
【００５３】
　[0063]ＮａＮ接続マネージャ５２０－ａは、プローブ要求送信マネージャ５５０および
ＮａＮ識別マネージャ５６０を含み得る。ＮａＮプローブ要求マネージャ５５０は、Ｎａ
Ｎ検出および接続に関連した動作および機能に関して図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図６
、または図９に関連して記述された態様を取り扱うように構成され得る。
【００５４】
　[0064]ＮａＮ識別マネージャ５６０は、ＮａＮ検出および接続に関連する動作および機
能に関する図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図６、または図９に関連して記述されるような
、ＮａＮ発見応答を受信することと、ＮａＮ接続のための情報を決定することとを行うよ
うに構成され得る。
【００５５】
　[0065]デバイス５０５－ａのこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機
能のうちのいくつかまたはすべてを実行するように適合された１つまたは複数の特定用途
向けＩＣ（ＡＳＩＣ）と、別個にまたは共同で実装される。代替として、機能は、１つま
たは複数の集積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実
行され得る。他の例では、他のタイプの集積回路、（例えば、ストラクチャード／プラッ
トフォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他の
セミ－カスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当業者において任意の既知の方法でプロ
グラムされ得る。各ユニットの関数はまた、メモリ中に組み込まれ、１つまたは複数の汎
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用またはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットされ
る命令と、全体的にまたは一部において、実装され得る。
【００５６】
　[0066]図５Ｃは、ＮａＮプローブ要求または応答をサポートするワイヤレス通信におけ
る使用のためのデバイス５０５－ｂを有する図５００－ｂを示す。デバイス５０５は、図
１、図２Ａ、図２Ｂ、図６、図７、または図８に関連して記述される局１１５またはＡＰ
１０５のうちの１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。デバイス５０５、または
その一部はまた、プロセッサであり得る。デバイス５０５は、受信機５１０、ＮａＮ接続
マネージャ５２０－ｂ、または送信機５３０を含み得る。これらの構成要素の各々は、互
いに通信し得る。
【００５７】
　[0067]受信機５１０はまた、ＲＦ受信機である、またＲＦ受信機を含み得る。ＲＦ受信
機は、異なる帯域のための別個の受信機を含み得る。例えば、ＲＦ受信機は、１つまたは
複数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）における送信を受信するように
動作可能な受信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。受信機５１０は、図
１、図２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワーク
の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通
信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つまり送信）を受信するように
使用され得る。
【００５８】
　[0068]送信機５３０は、ＲＦ送信機である、またはＲＦ送信機を含み得る。ＲＦ送信機
は、異なる帯域のための別個の送信機を含み得る。例えば、ＲＦ送信機は、１つまたは複
数のＷｉ－Ｆｉ帯域（例えば、２．４ＧＨｚ、５ＧＨｚ）において送信するように動作可
能な送信機（つまり、無線またはモデムの一部）を含み得る。送信機５３０は、図１、図
２Ａ、または図２Ｂに関連して記述されたＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉネットワークの１つ
または複数の通信リンクにわたる様々なタイプのデータまたは制御信号（つまり、送信）
を送信するように使用され得る。
【００５９】
　[0069]ＮａＮ接続マネージャ５２０－ｂは、プローブ要求受信マネージャ５７０、Ｎａ
Ｎ応答決定マネージャ５８０、およびＮａＮ応答送信マネージャ５９０を含み得る。プロ
ーブ要求受信マネージャ５７０は、プローブ要求の受信に関連した動作および機能に関す
る、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図４、図７、図８、または図１０に関連して記述された態様
を取り扱うように構成され得る。ＮａＮ応答決定マネージャ５８０は、ＮａＮ検出および
接続に関連した動作および機能に関する、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図４、図７、図８、ま
たは図１０に関連して記述されるような、ＮａＮ応答が望まれるかどうかを、受信したプ
ローブ要求に応じて、決定することと、ＮａＮ応答のための情報を決定することとを行う
ように構成され得る。ＮａＮ応答送信マネージャ５９０は、ＮａＮ検出および接続に関連
した動作および機能に関する、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図４、図７、図８、または図１０
に関連して記述されるような、ＮａＮ応答決定マネージャ５８０によって決定されるよう
な１つまたは複数のＮａＮ応答を送信するように構成され得る。
【００６０】
　[0070]デバイス５０５－ｂのこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機
能のうちのいくつかまたはすべてを実行するように適合される特定用途向けＩＣ（ＡＳＩ
Ｃ）と、個別にまたは共同で実装され得る。代替として、機能は、１つまたは複数の集積
回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る。他
の例では、他のタイプの集積回路（例えば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩ
Ｃ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ、および他のセミ－カスタムＩＣ
）が使用され得、それらは、当業者において任意の既知の方法でプログラムされ得る。各
ユニットの機能はまた、全体的にまたは一部分において、メモリ中に組み入れられ、１つ
または複数の汎用またはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフ
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ォーマットされた命令と共に実装され得る。
【００６１】
　[0071]図６を参照して、図６００は、様々な例に従うＮａＮに関する通信のために構成
された通信デバイス、または局、１１５－ｆを説明することが示される。局１１５－ｆは
、様々な他の構成を有し、パーソナルコンピュータ（例えば、ラップトップコンピュータ
、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、等）の一部、携帯電話、ＰＤＡ
、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネット家電、ゲーミングコンソール、ｅ
－リーダ、等を含む、またはこれらであり得る。局１１５－ｆは、モバイル動作を容易に
するために、小さなバッテリーのような、内蔵電源（図示せず）を有し得る。局１１５－
ｆは、通信デバイス１１５またはデバイス５０５の例であり、図１－図５または図９の様
々な動作を実装し得る。
【００６２】
　[0072]デバイス１１５－ｆのこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機
能のうちのいくつかまたはすべてを実行ように適合された、１つまたは複数の特定用途向
けＩＣ（ＡＳＩＣ）と、別個にまたは共同で実装され得る。代替として、機能は、１つま
たは複数の集積回路上で１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行
され得る。他の例では、集積回路の他のタイプ、（例えば、ストラクチャード／プラット
フォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセ
ミ－カスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当業者において任意の既知の方法でプログ
ラムされ得る。各ユニットの機能はまた、メモリ中に組み込まれ、１つまたは複数の汎用
またはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットされる
命令と、全体的にまたは一部において、実装され得る。
【００６３】
　[0073]局１１５－ｆは、プロセッサ６１０、メモリ６２０、通信マネージャ６３０、ト
ランシーバ６４０、アンテナ６５０、および局ＮａＮ接続マネージャ６６０を含み得る。
局ＮａＮ接続マネージャ６６０は、図５Ａまたは図５ＢのＮａＮ接続マネージャ５２０ま
たは５２０－ａの例であり得る。これらの構成要素の各々は、例のために、１つまたは複
数のバス６１５をわたって、直鉄的にまたは間接的に互いに通信し得る。
【００６４】
　[0074]メモリ６２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）を含み得る。メモリ６２０は、実行されると、プロセッサ６１０に、本願明細
書に記述された様々なＮａＮに関する機能を実行させるように構成された命令を含む、コ
ンピュータ可読、コンピュータ実行可能なソフトウェア（ＳＷ）コード６２５を記憶し得
る。代替として、ソフトウェアコード６２５は、プロセッサ６１０によって直接的に実行
可能ではないが、（例えば、コンパイルされ、実行されると）コンピュータに、本願明細
書に記述された機能を実行させるように構成され得る。
【００６５】
　[0075]プロセッサ６１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えばＣＰＵ、
マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含み得る。プロセッサ６１０は、トランシーバ６
４０を通じて受信された情報を処理し、アンテナ６５０を通じた送信のためにトランシー
バ６４０に送られ得る。プロセッサ６１０は、単独でまたは通信マネージャ６３０あるい
は局ＮａＮ接続マネージャ６６０に接続されて、本願明細書に記述されるようなＮａＮプ
ローブ要求またはＮａＮ発見応答通信のための様々な態様を取り扱い得る。
【００６６】
　[0076]トランシーバ６４０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、または図８におけるＡＰ１０５
と二方向に通信するように構成され得る。トランシーバ６４０は、１つまたは複数の送信
機および１つまたは複数の別個の受信機として実装され得る。トランシーバ６４０は、パ
ケットを変調することと、アンテナ６５０に変調されたパケットを提供することとを行う
ように構成され、さらにアンテナ６５０から受信されたパケットを復調するように構成さ
れたモデムを含み得る。局１１５－ｆが単一のアンテナを含み得る一方、局１１５－ｆが
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複数のアンテナ６５０を含み得る例も存在し得る。
【００６７】
　[0077]局１１５－ｆの構成要素は、図１－図５、または図９に関連して本明細書に議論
された態様を実装するように構成され、それらの態様は、簡潔さのために本願明細書で繰
り返され得ない。
【００６８】
　[0078]図７を参照して、図７００は、様々な例に従うＮａＮに関する通信のために構成
された通信デバイス、または局、１１５－ｇを説明することが示される。局１１５－ｇは
、様々な他の構成を有し、パーソナルコンピュータ（例えば、ラップトップコンピュータ
、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、等）の一部、携帯電話、ＰＤＡ
、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネット家電、ゲーミングコンソール、ｅ
－リーダ、等を含む、またはこれらであり得る。局１１５－ｇは、モバイル動作を容易に
するために、小さなバッテリーのような、内蔵電源（図示せず）を有し得る。局１１５－
ｇは、通信デバイス１１５またはデバイス５０５の例であり、図１－図５または図９の様
々な動作を実装し得る。例では、局１１５－ｇは、ＮａＮマスタデバイスとして構成さ得
る。
【００６９】
　[0079]デバイス１１５－ｇのこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機
能のうちのいくつかまたはすべてを実行ように適合された、１つまたは複数の特定用途向
けＩＣ（ＡＳＩＣ）と、別個にまたは共同で実装され得る。代替として、機能は、１つま
たは複数の集積回路上で１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行
され得る。他の例では、集積回路の他のタイプ、（例えば、ストラクチャード／プラット
フォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセ
ミ－カスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当業者において任意の既知の方法でプログ
ラムされ得る。各ユニットの機能はまた、メモリ中に組み込まれ、１つまたは複数の汎用
またはアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットされる
命令と、全体的にまたは一部において、実装され得る。
【００７０】
　[0080]局１１５－ｇは、プロセッサ７１０、メモリ７２０、通信マネージャ７３０、ト
ランシーバ７４０、アンテナ７５０、および局ＮａＮ接続マネージャ７６０を含み得る。
局ＮａＮ接続マネージャ７６０は、図５Ａまたは図５ＢのＮａＮ接続マネージャ５２０ま
たは５２０－ｂの例であり得る。これらの構成要素の各々は、例のために、１つまたは複
数のバス７１５をわたって、直鉄的にまたは間接的に互いに通信し得る。
【００７１】
　[0081]メモリ７２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）を含み得る。メモリ７２０は、実行されると、プロセッサ７１０に、本願明細
書に記述された様々なＮａＮに関する機能を実行させるように構成された命令を含む、コ
ンピュータ可読、コンピュータ実行可能なソフトウェア（ＳＷ）コード７２５を記憶し得
る。代替として、ソフトウェアコード７２５は、プロセッサ７１０によって直接的に実行
可能ではないが、（例えば、コンパイルされ、実行されると）コンピュータに、本願明細
書に記述された機能を実行させるように構成され得る。
【００７２】
　[0082]プロセッサ７１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えばＣＰＵ、
マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含み得る。プロセッサ７１０は、トランシーバ７
４０を通じて受信された情報を処理し、アンテナ７５０を通じた送信のためにトランシー
バ７４０に送られ得る。プロセッサ７１０は、単独でまたは通信マネージャ７３０あるい
は局ＮａＮ接続マネージャ７６０に接続されて、本願明細書に記述されるようなＮａＮプ
ローブ要求またはＮａＮ発見応答通信のための様々な態様を取り扱い得る。
【００７３】
　[0083]トランシーバ７４０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、または図８におけるＡＰ１０５
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と二方向に通信するように構成され得る。トランシーバ７４０は、１つまたは複数の送信
機および１つまたは複数の別個の受信機として実装され得る。トランシーバ７４０は、パ
ケットを変調することと、アンテナ７５０に変調されたパケットを提供することとを行う
ように構成され、さらにアンテナ７５０から受信されたパケットを復調するように構成さ
れたモデムを含み得る。局１１５－ｇが単一のアンテナを含み得る一方、局１１５－ｇが
複数のアンテナ７５０を含み得る例も存在し得る。
【００７４】
　[0084]局１１５－ｇの構成要素は、図１－図５、または図９に関連して本明細書に議論
された態様を実装するように構成され、それらの態様は、簡潔さのために本願明細書で繰
り返され得ない。
【００７５】
　[0085]図８を参照して、図８００は、様々な例に従うＮａＮプローブおよびＮａＮ発見
応答通信のために構成されたアクセスポイントまたはＡＰ１０５－ｂを説明することが示
される。ＡＰ１０５－ｂは、図１または図２ＡのＡＰ１０５の例であり得る。ＡＰ１０５
－ｂは、プロセッサ８１０、メモリ８２０、トランシーバ８３０、アンテナ８４０、およ
びＡＰ　ＮａＮマネージャ８４５を含み得る。ＡＰ　ＮａＮマネージャ８４５は、図５Ａ
または図５ＣのＮａＮ接続マネージャ５２０または５２０－ｂの例であり得る。ＡＰ１０
５－ｂはまた、ＡＰ通信マネージャ８８０およびネットワーク通信マネージャ８８５のう
ちの１つまたは両方を含み得る。これらの構成要素の各々は、例のために、１つまたは複
数のバス８１５をわたって、直鉄的にまたは間接的に互いに通信し得る。
【００７６】
　[0086]ＡＰ１０５－ｂのこれらの構成要素は、ハードウェアにおける適用可能な機能の
うちのいくつかまたはすべてを実行ように適合された、１つまたは複数の特定用途向けＩ
Ｃ（ＡＳＩＣ）と、別個にまたは共同で実装され得る。代替として、機能は、１つまたは
複数の集積回路上で１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され
得る。他の例では、集積回路の他のタイプ、（例えば、ストラクチャード／プラットフォ
ームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミ－
カスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当業者において任意の既知の方法でプログラム
され得る。各ユニットの機能はまた、メモリ中に組み込まれ、１つまたは複数の汎用また
はアプリケーション特有のプロセッサによって実行されるようにフォーマットされる命令
と、全体的にまたは一部において、実装され得る。
【００７７】
　[0087]メモリ８２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）を含み得る。メモリ８２０はまた、実行されると、プロセッサ８１０に、Ｎａ
Ｎプローブおよび発見応答通信のために、本願明細書に記述された機能を実行させるよう
に構成された命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能なソフトウェア（Ｓ
Ｗ）コード８２５を記憶し得る。代替として、ソフトウェアコード８２５は、プロセッサ
８１０によって直接的に実行可能ではないが、例えば、コンパイルされ、実行されると、
コンピュータに、本願明細書に記述された機能を実行させるように構成され得る。
【００７８】
　[0088]プロセッサ８１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えば、中央処
理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、等を含
み得る。プロセッサ８１０は、トランシーバ８３０、ＡＰ通信マネージャ８８０、または
ネットワーク通信マネージャ８８５を通じて受信された情報を処理し得る。プロセッサ８
１０はまた、アンテナ８４０を通じた送信のためにトランシーバ８３０に、ＡＰ通信マネ
ージャ８８０に、またはネットワーク通信マネージャ８８５に送られるべき情報を処理し
得る。プロセッサ８１０は、単独でまたはＡＰ　ＮａＮマネージャ８４５に接続されて、
以上で議論したようなプローブ要求およびＮａＮ発見応答通信に関する様々な態様を取り
扱い得る。
【００７９】
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　[0089]トランシーバ８３０は、パケットを変調することと、アンテナ８４０に変調され
たパケットを提供することとを行うように構成され、さらにアンテナ８４０から受信され
たパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。トランシーバ８３０は、１つ
または複数の送信機および１つまたは複数の別個の受信機として実装され得る。トランシ
ーバ８３０は、例えば、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図６または図７において説明されるよう
に、１つまたは複数の局１１５と、アンテナ８４０を介して、二方向に通信するように構
成され得る。ＡＰ１０５－ｂは、複数のアンテナ８４０（例えば、アンテナアレイ）を典
型的に含み得る。ＡＰ１０５－ｂは、ネットワーク通信マネージャ８８５を通じてコアネ
ットワーク８０５と通信し得る。ＡＰ１０５－ｂは、ＡＰ通信マネージャ８８０を使用し
て、ＡＰ１０５－ｉおよびＡＰ１０５－ｊのような、他のＡＰと通信し得る。
【００８０】
　[0090]図８のアーキテクチャに従って、ＡＰ１０５－ｂは、通信マネージャ８５０をさ
らに含み得る。通信マネージャ８５０は、例えば、図１、図２Ａ、または図２Ｂのシステ
ム１００または２００において説明されるような局または他のデバイスとの通信を管理し
得る。通信マネージャ８５０は、バスまたは複数のバス８１５を介してＡＰ１０５－ｂの
他の構成要素のうちのいくつかまたはすべてと通信し得る。代替として、通信マネージャ
８５０の機能は、トランシーバ８３０の構成要素として、コンピュータプログラム製品と
して、またはプロセッサ８１０の１つまたは複数の制御器要素として、実装され得る。
【００８１】
　[0091]ＡＰ１０５－ｂの構成要素は、図１－図５、または図１０に関連して本願明細書
に議論された態様を実装するように構成され、それらの態様は、簡潔さのために本願明細
書で繰り返され得ない。
【００８２】
　[0092]図９は、ワイヤレス通信のための方法９００の例を説明するフローチャートであ
る。明瞭さのために、方法９００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ、図６、ま
たは図７において示される、局またはデバイス１１５あるいはデバイス５０５のうちの１
つに関連して以下に記述される。１つの例では、局のうちの１つは、以下で記述される機
能を実行するために、局の機能要素を制御する１つまたは複数のコードのセットを実行し
得る。
【００８３】
　[0093]ブロック９０５で、デバイスは、ＮａＮ発見情報を受信する。いくつかの実施形
態では、ＮａＮ発見情報は、デバイスから送信されたプローブ要求に応答して、求められ
ていないビーコン信号、プローブ応答、または発見応答パブリックアクションフレーム中
で受信され得る。プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフ
ラストラクチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。ＮａＮデバイス
以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）デバイ
ス、ソフトアクセスポイントデバイス、独立した基本サービスセット（ＩＢＳＳ）デバイ
ス、メッシュデバイス、および局（ＳＴＡ）デバイスから成るグループのうちの少なくと
も１つを含み得る。プローブ要求がこれらのデバイスのうちの１つによって送られる場合
、プローブ要求を送るデバイスは、１つまたは複数のＮａＮデバイスと一所に配置され、
プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る。これらの動作は、例えば、デバイス５０５
またはデバイス５０５－ａの１つまたは複数の他の要素デバイスと連結する図５Ａまたは
図５Ｂの受信機５１０のうちの１つまたは複数、または局１１５－ｆの１つまたは複数の
他の要素と連結する図６のトランシーバ６４０およびアンテナ６５０によって実行され得
る。
【００８４】
　[0094]ブロック９１０で、ＮａＮ発見情報のサブセットは、ワイヤレス通信ネットワー
ク中のＮａＮデバイスに接続する際に使用するために識別される。これらの動作は、たと
えば、デバイス５０５またはデバイス５０５－ａの他の要素デバイスと連結する図５Ａま
たは図５ＢのＮａＮ接続マネージャ５２０またはＮａＮ接続マネージャ５２０－ａのうち
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の１つまたは複数、または局１１５－ｆのうちの１つまたは複数の他の要素と連結する図
６のＮａＮ接続マネージャ６６０によって実行され得る。
【００８５】
　[0095]図１０は、ワイヤレス通信のための方法１０００の別の例を説明するフローチャ
ートである。明瞭さのために、方法１０００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｂ
、図６、または図７において示される、局またはデバイス１１５あるいはデバイス５０５
のうちの１つに関連して以下に記述される。１つの例では、局のうちの１つは、以下に記
述される機能を実行するために、局の機能要素を制御する１つまたは複数のコードのセッ
トを実行し得る。
【００８６】
　[0096]ブロック１００５で、デバイスは、ワイヤレス通信ネットワークにおける１つま
たは複数の近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）デバイスを発見するために、プローブ要求
を送信し得る。プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラ
ストラクチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。ＮａＮデバイス以
外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、Ｐ２Ｐデバイス、ソフトアクセス
ポイントデバイス、ＩＢＳＳデバイス、メッシュデバイス、およびＳＴＡデバイスから成
るグループのうちの少なくとも１つを含み得る。プローブ要求がデバイスのうちの１つに
よって送られる場合、プローブ要求を送るデバイスは、１つまたは複数のＮａＮデバイス
と一所に配置され、プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る。例えば、プローブ要求
の送信は、デバイス５０５またはデバイス５０５－ａのうちの１つまたは複数の他の要素
と連結する、図５Ａまたは図５Ｂの送信機５３０のうちの１つまたは複数、または局１１
５－ｆのうちの１つまたは複数の他の要素と連結する図６のトランシーバ６４０およびア
ンテナ６５０によって実行され得る。
【００８７】
　[0097]ブロック１０１０で、デバイスは、プローブ要求を受信することに応じて送信さ
れるＮａＮ発見情報を受信し得る。例えば、これらの動作は、デバイス５０５またはデバ
イス５０５－ａのうちの１つまたは複数の他の要素と連結する、図５Ａまたは図５Ｂの受
信機５１０のうちの１つまたは複数、または局１１５－ｆのうちの１つまたは複数の他の
要素と連結する図６のトランシーバ６４０およびアンテナ６５０によって実行され得る。
【００８８】
　[0098]ブロック１０１５で、ＮａＮ発見情報のサブセットは、ワイヤレス通信ネットワ
ークにおけるＮａＮデバイスに接続する際に使用するために識別される。例えば、これら
の動作は、デバイス５０５またはデバイス５０５－ａのうちの１つまたは複数の他の要素
と連結する、図５Ａまたは図５ＢのＮａＮ接続マネージャ５２０のうちの１つまたは複数
、または局１１５－ｆのうちの１つまたは複数の他の要素と連結する図６の局ＮａＮ接続
マネージャ６６０によって実行され得る。
【００８９】
　[0099]図１１は、ワイヤレス通信のための方法１１００の例を説明するフローチャート
である。明瞭さのために、方法１１００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｃ、図
７、または図８において示される、ＡＰ、局、またはデバイス１０５、デバイス１１５、
あるいはデバイス５０５のうちの１つに関連して以下に記述される。１つ例では、ＡＰま
たは局のうちの１つは、以下に記述される機能を実行するために、ＡＰまたは局の機能要
素を制御する１つまたは複数のコードのセットを実行し得る。
【００９０】
　[0100]ブロック１１０５で、ＮａＮ発見情報がプローブ要求に応答して送信されるかど
うかを決定する。プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフ
ラストラクチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。ＮａＮデバイス
以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、Ｐ２Ｐデバイス、ソフトアクセ
スポイントデバイス、ＩＢＳＳデバイス、メッシュデバイス、およびＳＴＡデバイスから
成るグループのうちの少なくとも１つを含み得る。プローブ要求がデバイスのうちの１つ
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によって送られる場合、プローブ要求を送るデバイスは、１つまたは複数のＮａＮデバイ
スと一所に配置され、プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る。例えば、これらの動
作は、デバイス５０５またはデバイス５０５－ｂの他の要素と連結する、図５Ａまたは図
５ＣのＮａＮ接続マネージャ５２０またはＮａＮ接続マネージャ５２０－ｂのうちの１つ
または複数、局１１５－ｇの１つまたは複数の他の要素と連結する、図７のマスタＮａＮ
接続マネージャ７６０、またはＡＰ１０５－ｂの１つまたは複数の他の要素と連結する、
図８のＡＰ　ＮａＮマネージャ８４５によって実行され得る。
【００９１】
　[0101]ブロック１１１０で、ＮａＮ発見情報は、決定に応じて送信され得る。ＮａＮ発
見情報は、プローブ応答、ビーコン信号、または発見応答パブリックアクションフレーム
中で送信され得る。例えば、そのような動作は、デバイス５０５またはデバイス５０５－
ｂの１つまたは複数の他の要素と連結する、図５Ａまたは図５Ｃの送信機５３０のうちの
１つまたは複数、局１１５－ｇの１つまたは複数の他の要素と連結する、図７のトランシ
ーバ７４０およびアンテナ７５０、またはＡＰ１０５－ｂの１つまたは複数の他の要素と
連結する、図８のトランシーバ８３０およびアンテナ８４０によって実行され得る。
【００９２】
　[0102]図１２は、ワイヤレス通信のための方法１２００の例を説明するフローチャート
である。明瞭さのために、方法１１００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５Ａ、図５Ｃ、図
７、または図８において示される、ＡＰ、局、またはデバイス１０５、デバイス１１５、
あるいはデバイス５０５のうちの１つに関連して下記に記述される。１つの例では、ＡＰ
または局のうちの１つは、以下に記述される機能を実行するために、ＡＰまたは局の機能
要素を制御する１つまたは複数のコードのセットを実行し得る。
【００９３】
　[0103]ブロック１２０５で、プローブ要求は、ワイヤレス通信ネットワークにおける局
から受信され得る。プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークイン
フラストラクチャのためのアクティブスキャンの一部として送信され得る。ＮａＮデバイ
ス以外のワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、Ｐ２Ｐデバイス、ソフトアク
セスポイントデバイス、ＩＢＳＳデバイス、メッシュデバイス、およびＳＴＡデバイスか
ら成るグループのうちの少なくとも１つを含み得る。プローブ要求がデバイスのうちの１
つによって送られる場合、プローブ要求を送るデバイスは、１つまたは複数のＮａＮデバ
イスと一所に配置され、プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報を含み得る。例えば、プローブ
要求の受信は、デバイス５０５またはデバイス５０５－ｂの１つまたは複数の他の要素と
連結する、図５Ａまたは図５Ｃの受信機５１０のうちの１つまたは複数、局１１５－ｇの
１つまたは複数の他の要素と連結する、図７のトランシーバ７４０およびアンテナ７５０
、またはＡＰ１０５－ｂの１つまたは複数の他の要素と連結する、図８のトランシーバ８
３０およびアンテナ８４０によって実行され得る。
【００９４】
　[0104]ブロック１２１０で、ＮａＮ発見情報がプローブ要求に応じて送信されるかどう
かを決定する。例えば、そのような動作は、デバイス５０５またはデバイス５０５－ｂの
他の要素と連結する、図５Ａまたは図５ＣのＮａＮ接続マネージャ５２０またはＮａＮ接
続マネージャ５２０－ｂのうちの１つまたは複数、局１１５－ｇの１つまたは複数の他の
要素と連結する、図７のマスタＮａＮ接続マネージャ７６０、またはＡＰ１０５－ｂの１
つまたは複数の他の要素と連結する、図８のＡＰ　ＮａＮマネージャ８４５によって実行
され得る。
【００９５】
　[0105]ブロック１２１５で、ＮａＮ発見情報は、プローブ要求の受信に応答して送信さ
れ得る。ＮａＮ発見情報は、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答ピュビックア
クションフレーム（discovery response pubic action frame）から成るグループのうち
の少なくとも１つにおいて送信され得る。例えば、そのような動作は、デバイス５０５ま
たはデバイス５０５－ｂの１つまたは複数の他の要素と連結する、図５Ａまたは図５Ｃの
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送信機５３０のうちの１つまたは複数、局１１５－ｇの１つまたは複数の他の要素と連結
する、図７のトランシーバ７４０およびアンテナ７５０、またはＡＰ１０５－ｂの１つま
たは複数の他の要素と連結する、図８のトランシーバ８３０およびアンテナ８４０によっ
て実行され得る。
【００９６】
　[0106]したがって、方法９００、１０００、１１００、および１２００は、ワイヤレス
通信を提供し得る。方法９００、１０００、１１００および１２００の各々が、単に１つ
の実装に過ぎず、方法９００、１０００、１１００および１２００の動作は、他の実装が
可能なように、再配置またはそうでなければ修正され得ることは認識されるべきである。
いくつかの例示では、方法９００、１０００、１１００、および１２００の動作は、他の
実装を作り出すように組み合わせられ得る。
【００９７】
　[0107]添付された図面に関連して以上の詳細な説明は、例示的な例を記述するものであ
り、実施され得る、あるいは特許請求の範囲内にある例のみを表すものではない。本明細
書全体にわたって使用される用語「例示的（exemplary）」は、「好ましい」あるいは「
他の例よりも有利である」ということではなく、「例、実例、あるいは説明として役立つ
こと」を意味する。詳細な説明は、記述された技法の理解を提供する目的で、特定の詳細
を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの特定の詳細なしで実施されうる。いく
つかの実例では、周知の構造およびデバイスは、記述された例の概念を曖昧にしないよう
に、ブロック図形式で示される。
【００９８】
　[0108]情報と信号は、様々な異なる技術および技法の任意のものを使用して表され得る
。例えば、以上の記述を通して参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビ
ット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場あるいは磁気粒子、光学場
または光学粒子、あるいはそれら任意の組み合わせによって表わされうる。
【００９９】
　[0109]本明細書における開示に関連付けて説明された様々な例示的なブロックおよびモ
ジュールは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、あるいは他
のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートまたはトランジスタロジック、離散ハー
ドウェアコンポーネント、あるいは本明細書において説明された機能を実行するために設
計された、それら任意の組合せで実現あるいは実行され得る。汎用プロセッサは、マイク
ロプロセッサであり得るが、代替例として、このプロセッサは、任意の従来型のプロセッ
サ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシンであり得る。プロセ
ッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、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コアと併用しての１つ以上のマイ
クロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成のもの、として実現され得る。
【０１００】
　[0110]本明細書において説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらのいずれの組み合わせにおいて実装さ
れ得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つま
たは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体で記憶され、送信され得る。他
の例および実装は、本開示および特許請求の主旨および範囲内にある。例えば、ソフトウ
ェアの性質により、上述される機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハ
ードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの組み合わ
せを使用して実装されることができる。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異な
る物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々なポジシ
ョンに物理的に位置しうる。また、本明細書で使用されるように、特許請求の範囲を含む
、「のうちの少なくとも１つ」で始まる項目のリストで使用される「または（or）」は、
例えば「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」のリストが、Ａ、またはＢ、または
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Ｃ、またはＡＢ、またはＡＣ、またはＢＣ、またはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよび
Ｃ）を意味するように離接的なリスト（disjunctive list）を示す。
【０１０１】
　[0111]コンピュータ可読媒体は、１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラム
の転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。
記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができるいずれの
利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶
装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構
造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用されることがで
き、汎用または特殊用途コンピュータ、もしくは汎用または特殊用途プロセッサによって
アクセスされることができる任意の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続は
、適切に、コンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、
無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、ま
たは他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツ
イストペア、ＤＳＬ、またはワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク（disk
）およびディスク（disc）は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク（ＣＤ）
、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ここにおいて、ディ
スク（disk）は通常、磁気的にデータを再生するが、その一方でディスク（disc）は、レ
ーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせはまた、コンピュータ可読
媒体の範囲内に含まれる。
【０１０２】
　[0112]本開示の先の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするよ
うに提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者に容易に理解され、本明細書で定
義された一般的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱せずに、他の変形に適用され
得る。本開示全体にわたって、用語「例」または「例示的」は、例または事例を示すもの
であり、言及された例についてのいかなる選好を暗に示すものでも必要とするものでもな
い。したがって、本開示は、本明細書に記述された例および設計に制限されることを意図
せず、本明細書に開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が認められる
べきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）発見情報を受信すること、ここにおいて、前記Ｎａ
Ｎ発見情報は、求められていないビーコン、またはプローブ要求に応じて受信される、と
、
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるＮａＮデバイスに接続する際に使用するための前
記ＮａＮ発見情報のサブセットを識別することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記プローブ要求を送信することをさらに備え、前記ＮａＮ発見情報を受信することは
、前記プローブ要求を受信することに応じたものである、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記プローブ要求は、ＮａＮ発見要素を備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答
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パブリックアクションフレームから成るグループのうちの少なくとも１つにおいて前記Ｎ
ａＮ発見情報を受信することを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報およびＮａＮデバイス情報から成るグルー
プのうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＮａＮ発見情報の前記サブセットを識別することは、同期ビーコンタイミング、発
見タイミング、および前記ＮａＮデバイスから成るグループのうちの少なくとも１つを決
定することを備え、前記ＮａＮ発見情報の前記サブセットは、前記ＮａＮクラスタ情報に
少なくとも部分的に基づいて識別される、
　Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラク
チャのためのアクティブスキャンの一部として送信される、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　ＮａＮデバイス以外の前記ワイヤレスネットワークインフラストラクチャは、ピアツー
ピア（Ｐ２Ｐ）デバイス、ソフトアクセスポイントデバイス、独立基本サービスセット（
ＩＢＳＳ）デバイス、メッシュデバイス、および局（ＳＴＡ）デバイスから成るグループ
のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記プローブ要求は、前記Ｐ２Ｐデバイス、前記ソフトアクセスポイントデバイス、前
記ＩＢＳＳデバイス、前記メッシュデバイス、および前記ＳＴＡデバイスから成るグルー
プの前記デバイスのうちの１つによって送られ、
　前記プローブ要求を送るデバイスは、前記ＮａＮデバイスと一所に配置され、
　前記プローブ要求は、ＮＡＮ発見情報をさらに備える、
　Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、前記ＮａＮデバイスおよび前記ワイヤレス通信
ネットワークの別のネットワーク要素から成るグループのうちの少なくとも１つから前記
ＮａＮ発見情報を受信することを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）発見情報を受信する受信機、ここにおいて、前記Ｎ
ａＮ発見情報は、求められていないビーコン、またはプローブ要求に応じて受信される、
と、
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるＮａＮデバイスに接続する際に使用するための前
記ＮａＮ発見情報のサブセットを識別するプロセッサと
　を備える、装置。
［Ｃ１２］
　プローブ要求を送信する送信機をさらに備え、前記受信機は、前記プローブ要求を受信
することに応じて前記ＮａＮ発見情報を受信する、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記プローブ要求は、ＮａＮ発見要素を備える、
　Ｃ１１に記載の装置。
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［Ｃ１４］
　前記ＮａＮ発見情報を受信することは、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答
パブリックアクションフレームから成るグループのうちの少なくとも１つにおいて前記Ｎ
ａＮ発見情報を受信することを備える、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報およびＮａＮデバイス情報から成るグルー
プのうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記プローブ要求は、ＮａＮデバイス以外のワイヤレスネットワークインフラストラク
チャのためのアクティブスキャンの一部として送信される、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１７］
　ワイヤレス通信ネットワークにおける近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）デバイスでの
、ワイヤレス通信のための方法であって、
　ＮａＮ発見情報がプローブ要求に対して応じて送信されるかどうかを決定することと、
　前記決定に応じて前記ＮａＮ発見情報を送信することと
　を備える、方法。
［Ｃ１８］
　局からプローブ要求を受信することをさらに備え、前記ＮａＮ発見情報を送信すること
は、前記プローブ要求を受信することに応じたものである、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
　前記プローブ要求がＮａＮ発見要素を含むかどうかを決定することを備える、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
　ＮａＮ発見情報を備えるビーコン信号の次のスケジュールされた送信がいつ生じるかを
決定することと、
　前記次のスケジュールされた送信までの時間がしきい値時間期間を超えるとき、前記Ｎ
ａＮ発見情報が送信されると決定することと
　を備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
　ＮａＮ発見情報が送信された後の経過時間を決定することと、
　前記経過時間がしきい値経過時間期間を超えるとき、前記ＮａＮ発見情報が送信される
と決定することと
　を備える、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記ＮａＮ発見情報は、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答パブリックアク
ションフレームから成るグループの少なくとも１つにおいて送信される、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２３］
前記ＮａＮ発見情報は、ＮａＮクラスタ情報およびＮａＮデバイス情報から成るグループ
のうちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記ＮａＮ発見情報が送信されるかどうかを決定することは、
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　別のＮａＮデバイスが前記プローブ要求に応じてＮａＮ発見情報を送信した場合、前記
ＮａＮ発見情報を送信することがスキップされると決定することを備える、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信ネットワークにおける近隣エリアネットワーク（ＮａＮ）デバイスでの
、ワイヤレス通信のための装置であって、
　ＮａＮ発見情報がプローブ要求に対して応じて送信されるかどうかを決定するプロセッ
サと、
　前記決定に応じて前記ＮａＮ発見情報を送信する送信機と
　を備える、装置。
［Ｃ２６］
　局からプローブ要求を受信する受信機をさらに備え、前記送信機は、前記プローブ要求
を受信することに応じて前記ＮａＮ発見情報を送信する、
　Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記プロセッサは、前記プローブ要求がＮａＮ発見要素を含むかどうかを決定すること
をさらに行う、
　Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記プロセッサは、
　ＮａＮ発見情報を備えるビーコン信号の次のスケジュールされた送信がいつ生じるかを
決定することと、
　前記次のスケジュールされた送信までの時間がしきい値時間期間を超えるとき、前記Ｎ
ａＮ発見情報が送信されると決定することと
　をさらに行う、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記プロセッサは、
　ＮａＮ発見情報が送信された以後の経過時間を決定することと、
　前記経過時間がしきい値経過時間期間を超える場合、前記ＮａＮ発見情報が送信される
と決定することと
　をさらに行う、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記ＮａＮ発見情報は、プローブ応答、ビーコン信号、および発見応答パブリックアク
ションフレームから成るグループの少なくとも１つにおいて送信される、
　Ｃ２５に記載の装置。
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