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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減する方法
であって、
ワイヤレス通信デバイスにおいて、ネットワークサービスプロバイダから、前記ワイヤ
レス通信システム内のサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービ
スの各々についての特性を示す第１のメッセージを受信することと、
前記特性に基づいて、前記ワイヤレス通信デバイスにおいて、前記１つまたは複数のネ
ットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサービスを選択することと、
前記ワイヤレス通信デバイスにおいて、前記ネットワークサービスを取得するための情
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報を要求するための要求メッセージを、送信用にキューに入れることと、
前記要求メッセージの送信の前に、前記情報を備える第２のメッセージを前記ワイヤレ
ス通信デバイスにおいて受信することと、
前記第２のメッセージが前記情報を備えるとき、前記要求メッセージを前記キューから
削除することとを備え、
前記第２のメッセージは、前記要求メッセージをキューに入れた前記ワイヤレス通信デ
バイスとは異なるデバイスからの要求に応答して送られたブロードキャストメッセージで
ある、方法。
【請求項２】
前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、前記１つま
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たは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
前記第１のメッセージがビーコンを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記第１のメッセージが、前記ネットワークサービスとの新規関連付けが受容されてい
ないことを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減するよう
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に構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
ネットワークサービスプロバイダから、前記ワイヤレス通信システム内のサービスを取
得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての特性を示す第１
のメッセージを受信するように構成された受信機と、
前記特性に基づいて、前記１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべ
きネットワークサービスを選択し、
前記ネットワークサービスを取得するための情報を要求するための要求メッセージを、
送信用にキューに入れ、
前記要求メッセージの送信の前に、前記情報を備える第２のメッセージを前記ワイヤレ
ス通信デバイスにおいて受信し、
前記第２のメッセージが前記情報を備えるとき、前記要求メッセージを前記キューから
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削除するように構成された１つまたは複数のプロセッサとを備え、
前記第２のメッセージは、前記要求メッセージをキューに入れた前記ワイヤレス通信デ
バイスとは異なるデバイスからの要求に応答して送られたブロードキャストメッセージで
ある、デバイス。
【請求項６】
前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、前記１つま
たは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、請求項５に記載のデ
バイス。
【請求項７】
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前記第１のメッセージがビーコンを備える、請求項５に記載のデバイス。
【請求項８】
前記第１のメッセージが、前記ネットワークサービスとの新規関連付けが受容されてい
ないことを示す、請求項５に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本出願は、参照によってその全体が組み込まれている、２０１１年１０月２８日に出願
した、「Ｓｙｓｔｅｍｓ
Ｎｅｔｗｏｒｋ

ａｎｄ

Ｌｉｎｋ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒ

Ｆａｓｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｓｅｔｕｐ」と題する米国仮特許出願第６１／５５２，９
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９５号の利益を主張する。本出願は、参照によってその全体が組み込まれている、２０１
１年１１月４日に出願した、「Ｓｙｓｔｅｍｓ
ｓｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｎｅｔｗｏｒｋ

ａｎｄ

Ｌｉｎｋ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒ

Ｆａ

Ｓｅｔｕｐ」と題する米国仮特許出

願第６１／５５６，０４４号の利益も主張する。本出願は、参照によってその全体が組み
込まれている、２０１２年１月１３日に出願した、「Ｓｙｓｔｅｍｓ
ｏｄｓ

ｆｏｒ

Ｆａｓｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｎｅｔｗｏｒｋ

ａｎｄ

Ｌｉｎｋ

Ｍｅｔｈ

Ｓｅｔｕｐ」

と題する米国仮特許出願第６１／５８６，６００号の利益も主張する。本出願は、参照に
よってその全体が組み込まれている、２０１２年４月１０日に出願した、「Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ

ａｎｄ

ｉｎｋ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒ

Ｆａｓｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｎｅｔｗｏｒｋ

Ｌ

Ｓｅｔｕｐ」と題する米国仮特許出願第６１／６２２，３２４号の利益も主張す
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る。本出願は、参照によってその全体が組み込まれている、２０１２年４月３０日に出願
した、「Ｓｙｓｔｅｍｓ
Ｎｅｔｗｏｒｋ

ａｎｄ

Ｌｉｎｋ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒ

Ｆａｓｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｓｅｔｕｐ」と題する米国仮特許出願第６１／６４０，５

４５号の利益も主張する。
【０００２】
本出願は概して、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信シス
テム内での高速初期ネットワークリンクセットアップのためのシステム、方法、およびデ
バイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
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多くの電気通信システムでは、通信ネットワークは、いくつかの対話している空間的に
分離されたデバイスの間でメッセージを交換するために使用される。ネットワークは、た
とえば、メトロポリタンエリア、ローカルエリア、またはパーソナルエリアであり得る地
理的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークはそれぞれ、ワイドエリアネッ
トワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）、またはパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）に指定されるで
あろう。ネットワークはまた、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続するた
めに使用されるスイッチング／ルーティング技法（たとえば、回線交換対パケット交換）
、送信のために採用される物理媒体のタイプ（たとえば、ワイヤード対ワイヤレス）、お
よび使用される通信プロトコルのセット（たとえば、インターネットプロトコルスイート

20

、ＳＯＮＥＴ（同期光ネットワーキング：Synchronous Optical Networking）、イーサネ
ット（登録商標）など）によって異なる。
【０００４】
ワイヤレスネットワークは、しばしば、ネットワーク要素がモバイルであり、そのため
動的接続性の必要があるとき、またはネットワークアーキテクチャが、固定ではなくアド
ホックなトポロジーで形成されるときに好適である。ワイヤレスステーション（ＳＴＡ）
およびアクセスポイント（ＡＰ）などのモバイルネットワーク要素は、ネットワークを使
用するためのリンクセットアップのプロセスを通して、メッセージを交換することができ
る。いくつかの条件下では、多くのＳＴＡが、短期間にネットワークを使うことを試みる
場合がある。たとえば、いくつかのＳＴＡが新規ネットワークの付近に動くとき、ネット
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ワークは、リンクセットアップにおける望ましくない待ち時間を生じるリンクセットアッ
ププロセス衝突の割合の増加を受ける場合がある。したがって、ワイヤレス通信ネットワ
ークにおける高速初期リンクセットアップが必要である。
【発明の概要】
【０００５】
本発明のシステム、方法、およびデバイスは、それぞれいくつかの態様を有し、それら
のうちの単一の態様が単独で本発明の望ましい属性を担当するわけではない。次に、以下
の特許請求の範囲によって表される本発明の範囲を限定することなしに、いくつかの特徴
について手短に説明する。この説明を考察すれば、特に「発明を実施するための形態」と
題するセクションを読めば、本発明の特徴が、アクセスポイントおよびデバイスのための
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高速初期ネットワークリンクセットアップワイヤレス通信システムを含む利点をどのよう
に提供するかが理解されよう。
【０００６】
本開示で説明する主題の一態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアッ
プ中のシグナリングを削減する方法を提供する。この方法は、アクセスポイントから、少
なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を送信することを含み、ネットワ
ークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられ、ネット
ワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。この方法は、第１のデバイスから、
ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに関連付けられたネットワークサー
ビスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信することをさらに含み、アクセス要
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求メッセージは、複数のネットワークサービスに関連付けられた第３のネットワークドメ
イン識別子を含み、第３のネットワークドメイン識別子は、第１または第２の識別子に基
づくビットシーケンスを含み、ビットシーケンスのビット長は、第１のビット数未満であ
る。この方法は、アクセス要求メッセージを受信したことに応答して、アクセスポイント
から、第１のデバイスを備える複数のデバイスに、第１のデバイスとのリンクを確立する
とともに第１の識別子を含むアクセス応答メッセージをブロードキャストすることをさら
に含む。
【０００７】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された装置を提供する。この装置は、少なく
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とも第１および第２のネットワークドメイン識別子を送信するように構成された送信機を
含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付
けられ、ネットワークドメイン識別子は、第１の数のビットを有する。この装置は、第１
のデバイスから、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに関連付けられた
ネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信するように構成さ
れた受信機をさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービスに関
連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワークドメイン識
別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシーケンスの
ビット長は、第１のビット数未満である。送信機は、アクセス要求メッセージを受信した
ことに応答して、第１のデバイスを備える複数のデバイスに、第１のデバイスとのリンク
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を確立するとともに第１の識別子を含むアクセス応答メッセージをブロードキャストする
ようにさらに構成される。
【０００８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、アクセスポイ
ントから、少なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を送信するための手
段を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関
連付けられ、ネットワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。この装置は、第
１のデバイスから、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに関連付けられ
たネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信するための手段
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をさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービスに関連付けられ
た第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワークドメイン識別子は、第
１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシーケンスのビット長は
、第１のビット数未満である。この装置は、アクセス要求メッセージを受信したことに応
答して、アクセスポイントから、第１のデバイスを備える複数のデバイスに、第１のデバ
イスとのリンクを確立するとともに第１の識別子を含むアクセス応答メッセージをブロー
ドキャストするための手段をさらに含む。
【０００９】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備えるコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は装置に、ア
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クセスポイントから、少なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を送信さ
せ、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付け
られ、ネットワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。媒体は、実行されると
、装置に、第１のデバイスから、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに
関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信さ
せるコードをさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービスに関
連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワークドメイン識
別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシーケンスの
ビット長は、第１のビット数未満である。媒体は、実行されると、アクセス要求メッセー
ジを受信したことに応答して、装置に、アクセスポイントから、第１のデバイスを備える
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複数のデバイスへ、第１のデバイスとのリンクを確立するとともに第１の識別子を含むア
クセス応答メッセージをブロードキャストさせるコードをさらに含む。
【００１０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、ワイヤレス通信デバ
イスにおいて、少なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を受信すること
を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連
付けられ、ネットワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。この方法は、第１
のアクセスポイントに、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに関連付け
られたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送信することを
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さらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービスに関連付けられた
第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワークドメイン識別子は、第１
または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシーケンスのビット長は、
送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連付けられたネットワ
ークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージの第１のビット数未満である。こ
の方法は、第２のアクセスポイントから、ネットワークサービスを確立するとともに第２
のネットワークドメイン識別子を含むブロードキャストアクセス応答メッセージを受信す
ることを含み、第２のネットワークドメイン識別子は、追加識別子と組み合わされた第３
のネットワークドメイン識別子を含む。
【００１１】
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本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別の装置を提供する。この装置は、少
なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を受信するように構成された受信
機を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関
連付けられ、ネットワークドメイン識別子は、第１の数のビットを有する。この装置は、
第１のアクセスポイントに、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つに関連
付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送信するよ
うに構成された送信機をさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサ
ービスに関連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワーク
ドメイン識別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシ
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ーケンスのビット長は、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに
関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージの第１の
ビット数未満である。この受信機は、第２のアクセスポイントから、ネットワークサービ
スを確立するとともに第２のネットワークドメイン識別子を含むブロードキャストアクセ
ス応答メッセージを受信するようにさらに構成され、第２のネットワークドメイン識別子
は、追加識別子と組み合わされた第３のネットワークドメイン識別子を含む。
【００１２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、ワイヤレス通
信デバイスにおいて、少なくとも第１および第２のネットワークドメイン識別子を受信す
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るための手段を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサ
ービスに関連付けられ、ネットワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。この
装置は、第１のアクセスポイントに、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１
つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送
信するための手段をさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービ
スに関連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３のネットワークドメ
イン識別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み、ビットシーケ
ンスのビット長は、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連
付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージの第１のビッ
ト数未満である。この装置は、第２のアクセスポイントから、ネットワークサービスを確
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立するとともに第２のネットワークドメイン識別子を含むブロードキャストアクセス応答
メッセージを受信するための手段をさらに含み、第２のネットワークドメイン識別子は、
追加識別子と組み合わされた第３のネットワークドメイン識別子を含む。
【００１３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、ワイヤレス通信デバイスにおいて、少なくとも第１および第２のネットワークドメイ
ン識別子を受信させ、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサ
ービスに関連付けられ、ネットワークドメイン識別子は第１の数のビットを有する。媒体
は、実行されると、装置に、第１のアクセスポイントに、ネットワークドメイン識別子の
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うちの少なくとも１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス
要求メッセージを送信させるコードをさらに含み、アクセス要求メッセージは、複数のネ
ットワークサービスに関連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み、第３の
ネットワークドメイン識別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含
み、ビットシーケンスのビット長は、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少な
くとも１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセ
ージの第１のビット数未満である。媒体は、実行されると、装置に、第２のアクセスポイ
ントから、ネットワークサービスを確立するとともに第２のネットワークドメイン識別子
を含むブロードキャストアクセス応答メッセージを受信させるコードをさらに含み、第２
のネットワークドメイン識別子は、追加識別子と組み合わされた第３のネットワークドメ
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イン識別子を含む。
【００１４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、２つ以上のネットワ
ークドメイン識別子をアクセスポイントから送信することを含み、ネットワークドメイン
識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。この方法は、送信
されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連付けられたネットワーク
サービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信することをさらに含む。
【００１５】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
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ップ中のシグナリングを削減するように構成されたデバイスを提供する。デバイスは、２
つ以上のネットワークドメイン識別子をアクセスポイントから送信するように構成された
送信機を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービス
に関連付けられる。デバイスは、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくと
も１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージ
を受信するように構成された受信機をさらに含む。
【００１６】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、２つ以上のネットワークドメイン識別子をアクセスポイントから送信させ、ネットワ
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ークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。媒体
は、実行されると、装置に、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１
つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受
信させるコードをさらに含む。
【００１７】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、２つ以上のネ
ットワークドメイン識別子をアクセスポイントから送信するための手段を含み、ネットワ
ークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。この
装置は、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連付けられた
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ネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを受信するための手段を
さらに含む。
【００１８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、２つ以上のネットワ
ークドメイン識別子をアクセスポイントから受信することを含み、ネットワークドメイン
識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。この方法は、送信
されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連付けられたネットワーク
サービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送信することをさらに含む。
【００１９】
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本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは
、２つ以上のネットワークドメイン識別子をアクセスポイントから受信するように構成さ
れた受信機を含み、ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサー
ビスに関連付けられる。デバイスは、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少な
くとも１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセ
ージを送信するように構成された送信機をさらに含む。
【００２０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、２つ以上のネ
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ットワークドメイン識別子をアクセスポイントから受信するための手段を含み、ネットワ
ークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。この
装置は、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１つに関連付けられた
ネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送信するための手段を
さらに含む。
【００２１】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、２つ以上のネットワークドメイン識別子をアクセスポイントから受信させ、ネットワ
ークドメイン識別子の各々は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。媒体
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は、実行されると、装置に、送信されたネットワークドメイン識別子のうち少なくとも１
つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージを送
信させるコードをさらに含む。
【００２２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、第１のデバイスにお
いて、アクセスポイントとのリンクを確立するための情報を要求するための第１のメッセ
ージを、送信用にキューイングすることを含み、第１のメッセージは、アクセスポイント
についてのネットワーク識別子を含む。この方法は、メッセージの送信の前に、情報を含
む第２のメッセージを受信することをさらに含む。この方法は、第２のメッセージが情報
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を含むとき、メッセージをキューから削除することをさらに含む。
【００２３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは
、アクセスポイントとのリンクを確立するための情報を要求するためのメッセージを記憶
するように構成されたキューを含み、第１のメッセージは、アクセスポイントについての
ネットワーク識別子を含む。デバイスは、第１のメッセージの送信の前に、情報を含む別
のメッセージを受信するように構成された受信機をさらに含む。デバイスは、第２のメッ
セージが情報を含むとき、第１のメッセージをキューから削除するように構成されたプロ
セッサをさらに含む。
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【００２４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、アクセスポイ
ントとのリンクを確立するための情報を要求するためのメッセージをキューイングするた
めの手段を含み、第１のメッセージは、アクセスポイントについてのネットワーク識別子
を含む。装置は、第１のメッセージの送信の前に、第１の情報を含む別のメッセージを受
信するための手段をさらに含む。装置は、第２のメッセージが情報を含むとき、第１のメ
ッセージをキューから削除するための手段をさらに含む。
【００２５】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
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よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、アクセスポイントとのリンクを確立するための情報を要求するためのメッセージを、
送信用にキューイングさせ、第１のメッセージは、アクセスポイントについてのネットワ
ーク識別子を含む。媒体は、実行されると、装置に、第１のメッセージの送信の前に、第
１の情報を含む別のメッセージを受信させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると
、装置に、第２のメッセージが情報を含むとき、第１のメッセージをキューから削除させ
るコードをさらに含む。
【００２６】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、ワイヤレス通信を広
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告するメッセージをアクセスポイントから送信することを含む。この方法は、複数のデバ
イスから複数のアクセス要求を受信することをさらに含む。この方法は、複数のアクセス
要求に基づいて、ワイヤレス通信の需要を判断することをさらに含む。この方法は、判断
された需要に基づいて、ワイヤレス通信を広告するメッセージのブロードキャストを修正
することをさらに含む。
【００２７】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは
、ワイヤレス通信を広告するメッセージを送信するように構成された送信機を含む。デバ
イスは、複数のデバイスから、ワイヤレス通信についての複数のアクセス要求を受信する
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ように構成された受信機をさらに含む。デバイスは、複数のアクセス要求に基づいて、ワ
イヤレス通信の需要を判断するように構成されたプロセッサをさらに含む。プロセッサは
、判断された需要に基づいて、ワイヤレス通信を広告するメッセージのブロードキャスト
を修正するようにさらに構成される。
【００２８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、ワイヤレス通
信を広告するメッセージを送信するための手段を含む。装置は、複数のデバイスから、ワ
イヤレス通信についての複数のアクセス要求を受信するための手段をさらに含む。装置は
、複数のアクセス要求に基づいて、ワイヤレス通信の需要を判断するための手段をさらに
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含む。装置は、判断された需要に基づいて、ワイヤレス通信を広告するメッセージのブロ
ードキャストを修正するための手段をさらに含む。
【００２９】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内のデバイスのプロセッ
サによって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、
デバイスに、ワイヤレス通信を広告するメッセージを送信させる。媒体は、実行されると
、装置に、複数のデバイスから、ワイヤレス通信についての複数のアクセス要求を受信さ
せるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、ワイヤレス通信の需要を判断
させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、判断された需要に部分的に基づいて
、装置に、ワイヤレス通信を広告するメッセージのブロードキャストを修正させるコード

50

(9)

JP 6073344 B2 2017.2.1

をさらに含む。
【００３０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、デバイスにおいて、
各々がデバイスとのリンクを確立するためのものである少なくとも２つの異なるアクセス
要求メッセージを受信することを含む。この方法は、受信したアクセス要求メッセージに
応答して、アクセス応答メッセージを送信する期間を判断することをさらに含む。この方
法は、リンクを確立するためのアクセス応答メッセージを送信するための送信時間期間を
、チャネル上で予約することをさらに含み、予約は、判断された期間に少なくとも部分的
に基づく。この方法は、予約期間中にアクセス応答メッセージを送信することをさらに含
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む。
【００３１】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信におけるリンクセットアップ中の
シグナリングを削減するように構成された別の装置を提供する。この装置は、各々が装置
とのリンクを確立するためのものである、少なくとも２つの異なるアクセス要求メッセー
ジを受信するように構成された受信機を含む。装置は、アクセス応答メッセージを送信す
る期間を判断するように構成されたプロセッサをさらに含み、プロセッサは、リンクを確
立するためのアクセス応答メッセージを送信するための期間を、チャネル上で予約するよ
うにさらに構成され、予約は、判断された期間に少なくとも部分的に基づく。装置は、予
約期間中にアクセス応答メッセージを送信するように構成された送信機をさらに含む。
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【００３２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信におけるリンクセットアップ中の
シグナリングを削減するための別の装置を提供し、この装置は、各々が、装置とのリンク
を確立するためのものである、少なくとも２つの異なるアクセス要求メッセージを受信す
るための手段を含む。この装置は、受信したアクセス要求メッセージに応答して、アクセ
ス応答メッセージを送信する期間を判断するための手段をさらに含む。この装置は、リン
クを確立するためのアクセス応答メッセージを送信するための送信時間期間を、チャネル
上で予約するための手段をさらに含み、予約は、判断された期間に少なくとも部分的に基
づく。この装置は、予約期間中にアクセス応答メッセージを送信するための手段をさらに
含む。
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【００３３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、各々が装置とのリンクを確立するためのものである、少なくとも２つの異なるアクセ
ス要求メッセージを受信させる。媒体は、実行されると、装置に、受信したアクセス要求
メッセージに応答して、アクセス応答メッセージを送信する期間を判断させるコードをさ
らに含む。媒体は、実行されると、装置に、リンクを確立するためのアクセス応答メッセ
ージを送信するための送信時間期間を、チャネル上で予約させるコードをさらに含み、予
約は、判断された期間に少なくとも部分的に基づく。媒体は、実行されると、装置に、予
約期間中にアクセス応答メッセージを送信させるコードをさらに含む。
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【００３４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減する別の方法を提供する。この方法は、複数のチャネルを介して通信するように構成
されたネットワークサービスを提供することを含む。この方法は、複数のチャネルの各々
についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断することをさらに含む。
この方法は、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得するための、ネッ
トワークサービスの特性の識別子を送信することをさらに含む。
【００３５】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減するように構成された別のデバイスを提供する。このデバイスは、複数のチャネルを
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介して通信するように構成されたネットワークサービスを含む。デバイスは、複数のチャ
ネルの各々についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断するように構
成されたサービスモニタをさらに含む。デバイスは、ワイヤレス通信システム内のネット
ワークサービスを取得するための、ネットワークサービスの特性の識別子を送信するよう
に構成された送信機をさらに含む。
【００３６】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減するための別の装置を提供する。この装置は、複数のチャネルを介して通信するよう
に構成されたネットワークサービスを提供するための手段を含む。この装置は、複数のチ
ャネルの各々についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断するための
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手段をさらに含む。装置は、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得す
るための、ネットワークサービスの特性の識別子を送信するための手段をさらに含む。
【００３７】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、複数のチャネルを介して通信するように構成されたネットワークサービスを提供させ
る。媒体は、実行されると、装置に、複数のチャネルの各々についての負荷値を備える、
ネットワークサービスの特性を判断させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、
装置に、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得するための、ネットワ
ークサービスの特性の識別子を送信させるコードをさらに含む。
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【００３８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減する別の方法を提供する。この方法は、ワイヤレス通信デバイスにおいて、ネットワ
ークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得
するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての特性の識別子を受
信することを含む。この方法は、受信された特性に基づいて、ワイヤレス通信デバイスに
おいて、１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサー
ビスを選択することをさらに含む。この方法は、ワイヤレス通信デバイスから、選択され
たネットワークサービスのプロバイダに、選択されたネットワークサービスと関連付くた
めのメッセージを送信することをさらに含む。
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【００３９】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは、ネットワークサービス
プロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得するための、
１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての特性の識別子を受信するように
構成された受信機を含む。デバイスは、受信された特性に基づいて、１つまたは複数のネ
ットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサービスを選択するように構成さ
れたサービス選択回路をさらに含む。デバイスは、デバイスから、選択されたネットワー
クサービスのプロバイダに、選択されたネットワークサービスと関連付くためのメッセー
ジを送信するように構成された送信機をさらに含む。
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【００４０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、ネットワーク
サービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネットワークサービスを取得する
ための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての特性の識別子を受信す
るための手段を含む。装置は、受信された特性に基づいて、１つまたは複数のネットワー
クサービスのうち、関連付くべきネットワークサービスを選択するための手段をさらに含
む。装置は、デバイスから、選択されたネットワークサービスのプロバイダに、選択され
たネットワークサービスと関連付くためのメッセージを送信するための手段をさらに含む
。
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【００４１】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内のデバイスのプロセッ
サによって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、
デバイスに、ネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネット
ワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々につい
ての特性の識別子を受信させる。媒体は、実行されると、装置に、受信された特性に基づ
いて、１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサービ
スを選択させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、デバイスから、選
択されたネットワークサービスのプロバイダへ、選択されたネットワークサービスと関連
付くためのメッセージを送信させるコードをさらに含む。
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【００４２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、第１のアクセスポイ
ントにおいて第１の識別子を割り当てることを含み、第１の識別子は、第１のアクセスポ
イントとのリンクを確立するためのものであり、第１の数のビットを有する。この方法は
、リンクを確立するためのアクセス要求メッセージをデバイスから受信することをさらに
含み、アクセス要求メッセージは、リンクを提供するように構成された複数のアクセスポ
イントに関連付けられた第２の識別子を含み、複数のアクセスポイントは第１のアクセス
ポイントを含み、第２の識別子は一定のビット長を有するビットシーケンスを含み、ビッ
トシーケンスは第１の識別子に基づき、ビットシーケンスのビット長は、第１のビット数
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未満である。この方法は、デバイスとのリンクを確立するとともに第１の識別子を含むア
クセス応答メッセージを送信することをさらに含む。
【００４３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別の装置を提供する。この装置は、装
置についての第１の識別子を記憶するように構成されたメモリを含み、第１の識別子は、
装置とのリンクを確立するためのものであり、第１の数のビットを有する。装置は、リン
クを確立するためのアクセス要求メッセージをデバイスから受信するように構成された受
信機をさらに含み、アクセス要求メッセージは、リンクを提供するように構成された複数
のアクセスポイントに関連付けられた第２の識別子を含み、複数のアクセスポイントは装
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置を含み、第２の識別子は、一定のビット長を有するビットシーケンスを含み、ビットシ
ーケンスは第１の識別子に基づき、ビットシーケンスのビット長は、第１のビット数未満
である。装置は、デバイスとのリンクを確立するとともに第１の識別子を含むアクセス応
答メッセージを送信するように構成された送信機をさらに含む。
【００４４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、装置について
の第１の識別子を記憶するための手段を含み、第１の識別子は、装置とのリンクを確立す
るためのものであり、第１の数のビットを有する。装置は、リンクを確立するためのアク
セス要求メッセージをデバイスから受信するための手段をさらに含み、アクセス要求メッ
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セージは、リンクを提供するように構成された複数のアクセスポイントに関連付けられた
第２の識別子を含み、複数のアクセスポイントは装置を含み、第２の識別子は、一定のビ
ット長を有するビットシーケンスを含み、ビットシーケンスは第１の識別子に基づき、ビ
ットシーケンスのビット長は、第１のビット数未満である。装置は、デバイスとのリンク
を確立するとともに第１の識別子を含むアクセス応答メッセージを送信するための手段を
さらに含む。
【００４５】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、装置についての第１の識別子を記憶させ、第１の識別子は、装置とのリンクを確立す
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るためのものであり、第１の数のビットを有する。媒体は、実行されると、装置に、リン
クを確立するためのアクセス要求メッセージをデバイスから受信させるコードをさらに含
み、アクセス要求メッセージは、リンクを提供するように構成された複数のアクセスポイ
ントに関連付けられた第２の識別子を含み、複数のアクセスポイントは装置を含み、第２
の識別子は、一定のビット長を有するビットシーケンスを含み、ビットシーケンスは第１
の識別子に基づき、ビットシーケンスのビット長は、第１のビット数未満である。媒体は
、実行されると、装置に、デバイスとのリンクを確立するとともに第１の識別子を含むア
クセス応答メッセージを送信させるコードをさらに含む。
【００４６】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
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ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、第１のアクセスポイ
ントに第１の識別子を割り当てることを含み、第１の識別子は、第１のアクセスポイント
とのリンクを確立するためのものであり、第１の数のビットを有する。この方法は、リン
クを提供するように構成された１つまたは複数のアクセスポイントにアクセス要求メッセ
ージを送信することをさらに含み、アクセス要求メッセージは第１の識別子を含む。この
方法は、１つまたは複数のアクセスポイントのうち第２のアクセスポイントから、リンク
を確立するとともに第２のアクセスポイントに関連付けられた第２の識別子を含むアクセ
ス応答メッセージを受信することをさらに含み、第２の識別子は、追加識別子と組み合わ
された第１の識別子を含む。
【００４７】
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本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは
、第１のアクセスポイントとのリンクを確立するためであるとともに第１の数のビットを
有する第１の識別子を記憶するように構成されたメモリを含む。デバイスは、リンクを提
供するように構成された１つまたは複数のアクセスポイントにアクセス要求メッセージを
送信するように構成された送信機をさらに含み、アクセス要求メッセージは第１の識別子
を含む。このデバイスは、１つまたは複数のアクセスポイントのうち第２のアクセスポイ
ントから、リンクを確立するとともに第２のアクセスポイントに関連付けられた第２の識
別子を含むアクセス応答メッセージを受信するように構成された受信機をさらに含み、第
２の識別子は、追加識別子と組み合わされた第１の識別子を含む。
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【００４８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、装置について
の第１の識別子を記憶するための手段を含み、第１の識別子は、装置とのリンクを確立す
るためのものであり、第１の数のビットを有する。この装置は、リンクを提供するように
構成された１つまたは複数のアクセスポイントにアクセス要求メッセージを送信するため
の手段をさらに含み、アクセス要求メッセージは第１の識別子を含む。この装置は、１つ
または複数のアクセスポイントのうち第２のアクセスポイントから、リンクを確立すると
ともに第１のアクセスポイントに関連付けられた第２の識別子を含むアクセス応答メッセ
ージを受信するための手段をさらに含み、第２の識別子は、追加識別子と組み合わされた
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第１の識別子を含む。
【００４９】
本開示で説明する主題の別の態様は、装置のプロセッサによって実行可能な命令を備え
る別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置に、装置についての第１の識
別子を記憶させ、第１の識別子は、装置とのリンクを確立するためのものであり、第１の
数のビットを有する。媒体は、実行されると、装置に、リンクを提供するように構成され
た１つまたは複数のアクセスポイントにアクセス要求メッセージを送信させるコードをさ
らに含み、アクセス要求メッセージは第１の識別子を含む。媒体は、実行されると、装置
に、１つまたは複数のアクセスポイントのうち第２のアクセスポイントから、リンクを確
立するとともに第１のアクセスポイントに関連付けられた第２の識別子を含むアクセス応
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答メッセージを受信させるコードをさらに含み、第２の識別子は、追加識別子と組み合わ
された第１の識別子を含む。
【００５０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、ワイヤレス通信デバ
イスにおいてネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネット
ワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々につい
ての特性を示す第１のメッセージを受信することを含む。この方法は、特性に基づいて、
ワイヤレス通信デバイスにおいて、１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連
付くべきネットワークサービスを選択することをさらに含む。この方法は、ワイヤレス通
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信デバイスにおいて、ネットワークサービスを取得するための情報を要求するための第１
のメッセージを、送信用にキューイングすることをさらに含む。この方法は、メッセージ
の送信の前に、情報を備える第２のメッセージを受信することをさらに含む。この方法は
、第２のメッセージが情報を備えるとき、メッセージをキューから削除することをさらに
含む。
【００５１】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のワイヤレス通信デバイスを提供す
る。デバイスは、ネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネ
ットワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々に
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ついての特性を示す第１のメッセージを受信するように構成された受信機を含む。デバイ
スは、特性に基づいて、１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべきネ
ットワークサービスを選択するように構成された１つまたは複数のプロセッサをさらに含
む。プロセッサは、ネットワークサービスを取得するための情報を要求するための第１の
メッセージを、送信用にキューイングするようにさらに構成される。プロセッサは、メッ
セージの送信の前に、情報を備える第２のメッセージを受信するようにさらに構成される
。プロセッサは、第２のメッセージが情報を備えるとき、メッセージをキューから削除す
るようにさらに構成される。
【００５２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
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ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、ワイヤレス通
信デバイスにおいてネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内の
ネットワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々
についての特性を示す第１のメッセージを受信するための手段を含む。この装置は、特性
に基づいて、ワイヤレス通信デバイスにおいて、１つまたは複数のネットワークサービス
のうち、関連付くべきネットワークサービスを選択するための手段をさらに含む。この装
置は、ワイヤレス通信デバイスにおいて、ネットワークサービスを取得するための情報を
要求するための第１のメッセージを、送信用にキューイングするための手段をさらに含む
。装置は、メッセージの送信の前に、情報を備える第２のメッセージを受信するための手
段をさらに含む。装置は、第２のメッセージが情報を備えるとき、メッセージをキューか
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ら削除するための手段をさらに含む。
【００５３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、ワイヤレス通信デバイスにおいてネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス
通信システム内のネットワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワー
クサービスの各々についての特性を示す第１のメッセージを受信させる。媒体は、実行さ
れると、装置に、ワイヤレス通信デバイスにおいて、特性に基づいて、１つまたは複数の
ネットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサービスを選択させるコードを
さらに含む。媒体は、実行されると、装置に、ワイヤレス通信デバイスにおいて、ネット
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ワークサービスを取得するための情報を要求するための第１のメッセージを、送信用にキ
ューイングさせるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、メッセージの送
信の前に、情報を備える第２のメッセージを受信させるコードをさらに含む。媒体は、実
行されると、装置に、第２のメッセージが情報を備えるとき、メッセージをキューから削
除させるコードをさらに含む。
【００５４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを
削減する別の方法を提供する。この方法は、アクセスポイントにおいて、複数のチャネル
を介して通信するように構成されたネットワークサービスを提供することを含む。この方
法は、アクセスポイントにおいて、複数のチャネルの各々についての負荷値を備える、ネ
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ットワークサービスの特性を判断することをさらに含む。この方法は、アクセスポイント
から、ネットワークサービスを広告するとともにネットワークサービスの特性を示すメッ
セージを送信することをさらに含む。この方法は、アクセスポイントにおいて、複数のデ
バイスから複数のアクセス要求を受信することをさらに含む。この方法は、複数のアクセ
ス要求に基づいて、ワイヤレス通信の需要を判断することをさらに含む。この方法は、判
断された需要に基づいて、ネットワークサービスを広告するメッセージのブロードキャス
トを修正することをさらに含む。
【００５５】
本開示で説明する主題の別の態様は、複数のチャネルを介して通信するように構成され
たアクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、複数のチャネルの各々についての
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負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断するように構成されたプロセッサを
さらに含む。アクセスポイントは、ネットワークサービスを広告するとともにネットワー
クサービスの特性を示すメッセージを送信するように構成された送信機をさらに含む。ア
クセスポイントは、複数のデバイスから複数のアクセス要求を受信するように構成された
受信機をさらに含む。プロセッサは、複数のアクセス要求に基づいてワイヤレス通信の需
要を判断するようにさらに構成される。プロセッサは、判断された需要に基づいて、サー
ビスネットワークを広告するメッセージのブロードキャストを修正するようにさらに構成
される。
【００５６】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
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ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、アクセスポイ
ントにおいて、複数のチャネルを介して通信するように構成されたネットワークサービス
を提供するための手段を含む。この装置は、アクセスポイントにおいて、複数のチャネル
の各々についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断するための手段を
さらに含む。この装置は、アクセスポイントから、ネットワークサービスを広告するとと
もにネットワークサービスの特性を示すメッセージを送信するための手段をさらに含む。
この装置は、アクセスポイントにおいて、複数のデバイスから複数のアクセス要求を受信
するための手段をさらに含む。装置は、複数のアクセス要求に基づいて、ワイヤレス通信
の需要を判断するための手段をさらに含む。装置は、判断された需要に基づいて、ネット
ワークサービスを広告するメッセージのブロードキャストを修正するための手段をさらに
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含む。
【００５７】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、アクセスポイントにおいて、複数のチャネルを介して通信するように構成されたネッ
トワークサービスを提供させる。媒体は、実行されると、装置に、アクセスポイントにお
いて、複数のチャネルの各々についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を
判断させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、アクセスポイントから
、ネットワークサービスを広告するとともにネットワークサービスの特性を示すメッセー
ジを送信させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、アクセスポイント
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において、複数のデバイスから複数のアクセス要求を受信させるコードをさらに含む。媒
体は、実行されると、装置に、複数のアクセス要求に基づいてワイヤレス通信の需要を判
断させるコードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、判断された需要に基づい
て、ネットワークサービスを広告するメッセージのブロードキャストを修正させるコード
をさらに含む。
【００５８】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、端末において、ワイ
ヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッセージを受
信することを含む。この方法は、端末において、受信メッセージに含まれる値に基づいて
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、タイムスロットと識別されたタイムスロット内でのバックオフ量とを識別することをさ
らに含む。この方法は、識別されたタイムスロットおよび識別されたバックオフ量に基づ
いて媒体を検知するのを控えることをさらに含む。この方法は、バックオフ量の満了後の
識別されたタイムスロット中に、デバイスとのリンクを確立するための関連付け要求メッ
セージを送信することをさらに含む。
【００５９】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別の装置を提供する。この装置は、ワ
イヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッセージを
受信するように構成された受信機を含む。装置は、受信メッセージに含まれる値に基づい
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て、タイムスロットと識別されたタイムスロット内でのバックオフ量とを識別するように
構成されたプロセッサをさらに含む。プロセッサは、識別されたタイムスロットおよび識
別されたバックオフ量に基づいて媒体を検知するのを控えるようにさらに構成される。装
置は、バックオフ量の満了後のタイムスロット中に、デバイスとのリンクを確立するため
の関連付け要求メッセージを送信するように構成された送信機をさらに含む。
【００６０】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別の装置を提供する。この装置は、ワイヤレス通
信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッセージを受信するた
めの手段を含む。装置は、受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロットとバ
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ックオフ量とを識別するための手段をさらに含む。装置は、デバイスとのリンクを確立す
るための手段をさらに含み、この手段は、識別されたタイムスロットおよび識別されたバ
ックオフ量に基づいて媒体を検知するのを控えるように構成される。プロセッサは、バッ
クオフ量の満了後の識別されたタイムスロット中に、デバイスとのリンクを確立するため
の関連付け要求メッセージを送信するようにさらに構成される。
【００６１】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサに
よって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、装置
に、ワイヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッセ
ージを受信させる。媒体は、実行されると、装置に、受信メッセージに含まれる値に基づ

40

いて、タイムスロットと識別されたタイムスロット内でのバックオフ量とを識別させるコ
ードをさらに含む。媒体は、実行されると、装置に、識別されたタイムスロットおよび識
別されたバックオフ量に基づいて媒体を検知するのを控えさせるコードをさらに含む。媒
体は、実行されると、装置に、バックオフ量の満了後の識別されたタイムスロット中に、
デバイスとのリンクを確立するための関連付け要求メッセージを送信させるコードをさら
に含む。
【００６２】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減する別の方法を提供する。この方法は、デバイスにおいて、
複数の端末が関連付け要求メッセージを送信するための期間を識別する値を生成すること
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を含み、関連付け要求メッセージはデバイスとのリンクを要求する。この方法は、値を含
むメッセージを端末に送信することをさらに含む。この方法は、識別された期間中に、リ
ンクを確立するための関連付け要求メッセージを端末のうちの１つから受信することをさ
らに含む。
【００６３】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するように構成された別のデバイスを提供する。デバイスは
、複数の端末が関連付け要求メッセージをデバイスに送信するための期間を識別する値を
生成するように構成されたプロセッサを含み、関連付け要求メッセージは、デバイスとの
リンクを確立するためのものである。デバイスは、値を含むメッセージを端末に送信する
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ように構成された送信機をさらに含む。デバイスは、識別された期間中に、リンクを確立
するための関連付け要求メッセージを端末のうちの１つから受信するように構成された受
信機をさらに含む。
【００６４】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットア
ップ中のシグナリングを削減するための別のデバイスを提供する。デバイスは、デバイス
とのリンクを確立するための関連付け要求メッセージを端末が送信するための期間を識別
する値を生成するための手段を含む。デバイスは、値を含むメッセージを端末に送信する
ための手段をさらに含む。デバイスは、識別された期間中に、デバイスと端末との間のリ
ンクを確立するための、リンクを確立するための関連付け要求メッセージを、端末から受
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信するための手段をさらに含む。
【００６５】
本開示で説明する主題の別の態様は、ワイヤレス通信システム内のデバイスのプロセッ
サによって実行可能な命令を備える別のコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、
デバイスに、デバイスを介してワイヤレス通信システムとのリンクを確立するための関連
付け要求メッセージを端末が送信するための期間を識別する値を生成させる。媒体は、実
行されると、装置に、値を含むメッセージを端末に送信させるコードをさらに含む。媒体
は、実行されると、装置に、識別された期間中に、デバイスと端末との間のリンクを確立
するための、リンクを確立するための関連付け要求メッセージを端末から受信させるコー
ドをさらに含む。
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【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本開示の態様が採用され得る例示的なワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】図１のワイヤレス通信システムにおける例示的通信交換を示す図。
【図３】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的な圧縮ビーコンを示す図
。
【図４】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的アクション管理フレーム
を示す図。
【図５】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的ネットワークドメイン識
別子要素を示す図。
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【図６】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的近接ネットワーク要素を
示す図。
【図７】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得る例示的なワイヤレスデバイスの
機能ブロック図。
【図８】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の例示的方法の
フローチャート。
【図９】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的方
法のフローチャート。
【図１０】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
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【図１１】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１２】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１３】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１４】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１５】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
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【図１６】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１７】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【図１８】図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレス通信の別の例示的
方法のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
添付の図面とともに以下に示す詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するも
のであり、本発明を実施できる唯一の実施形態を表すものではない。この明細書全体にわ
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たって使用する「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を
意味し、必ずしも他の例示的な実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈すべきで
はない。詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態の完全な理解を与える目的で具体的な
詳細を含む。本発明の例示的な実施形態はこれらの具体的な詳細なしに実施できることが
当業者には明らかであろう。いくつかの例では、本明細書で提示する例示的な実施形態の
新規性を不明瞭にしないように、よく知られている構造およびデバイスをブロック図の形
式で示す。
【００６８】
図１は、本開示の態様が採用され得る例示的なワイヤレス通信システム１００を示す図
である。ワイヤレス通信システム１００はアクセスポイント（ＡＰ）１０４ａを含み、Ａ
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Ｐ１０４ａは、基本サービスエリア（ＢＳＡ）１０７ａ内の複数のステーション（ＳＴＡ
）１０６ａ〜１０６ｄと通信する。ワイヤレス通信システム１００は、ＢＳＡ１０７ｂ内
で通信することができる第２のＡＰ１０４ｂをさらに含み得る。１つまたは複数のＳＴＡ
１０６は、たとえば、列車１２０により、ＢＳＡ１０７ａ〜１０７ｂに入り、かつ／また
は出ることができる。本明細書に記載する様々な実施形態において、ＳＴＡ１０６および
１０６ａ〜１０６ｄは、特にＢＳＡ１０７ａおよび／または１０７ｂに入るとき、ＡＰ１
０４ａおよび／または１０４ｂとのワイヤレスリンクを素早く確立するように構成され得
る。
【００６９】
本明細書に記載する様々な高速初期リンクセットアップ（「ＦＩＬＳ」）実装形態は、
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様々な使用条件の下で、システム性能を向上させることができる。いくつかの実施形態で
は、多数のＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４ａおよび／または１０４ｂの範囲に入ると、たと
えば、ＡＰ１０４ａとのワイヤレスリンクを確立しようとして、大量のワイヤレストラフ
ィックを生じる場合がある。いくつかの事例では、ＳＴＡ１０６は、毎秒数百の接続試行
を生成し得る。多数のＳＴＡ１０６がアクセスを要求すると、パケット衝突および／また
はパケットのドロップを引き起こす場合があり、そうすることによってネットワーク性能
を低下させる可能性がある。別の例として、ＳＴＡ１０６は、短い時間量だけ、ＡＰ１０
４ａおよび／または１０４ｂの範囲内にあり得る。たとえば、列車１２０は、わずか数秒
、またはミリ秒の間に、ＢＳＡ１０７ａに入り、出る場合がある。したがって、より速い
初期リンクセットアップにより、より大きい時間量にわたるネットワーク接続性を可能に
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することができ、遅延を削減することができる。本明細書でより詳細に説明するように、
デバイス１０６および１０４ａ〜１０６ｂは、シグナリングを削減するための様々な技法
を実装することができ、そうすることによってネットワーク性能を高める。
【００７０】
様々な実施形態において、ワイヤレス通信システム１００は、ワイヤレスローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み得る。ＷＬＡＮは、１つまたは複数のネットワークプ
ロトコルを利用して、近くのデバイスを相互接続するのに使うことができる。本明細書で
説明する様々な態様は、ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスプロトコルなど、任意の通信規
格に適用され得る。たとえば、本明細書に記載する様々な態様は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｎ、および／または８０２．１１ａ

10

ｈプロトコルの一部として使うことができる。８０２．１１プロトコルの実装形態は、セ
ンサ、ホームオートメーション、個人用ヘルスケアネットワーク、監視ネットワーク、計
測、スマートグリッドネットワーク、車両内および車両間通信、緊急調整ネットワーク、
セルラー（たとえば、３Ｇ／４Ｇ）ネットワークオフロード、短距離および／または長距
離インターネットアクセス、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信などに使うことができる。
【００７１】
ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂは、ワイヤレス通信システム１００用のハブまたは基地局とし
て働くことができる。たとえば、ＡＰ１０４ａは、ＢＳＡ１０７ａ内でワイヤレス通信カ
バレージを提供することができ、ＡＰ１０４ｂは、ＢＳＡ１０７ｂ内でワイヤレス通信カ
バレージを提供することができる。ＡＰ１０４ａおよび／または１０４ｂは、ノードＢ、
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無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（ＢＳＣ）
、送受信基地局（ＢＴＳ）、基地局（ＢＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線ルータ、
無線トランシーバ、または何らかの他の用語を含むか、それらのいずれかとして実装され
るか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。
【００７２】
ＳＴＡ１０６および１０６ａ〜１０６ｄ（本明細書ではまとめてＳＴＡ１０６と呼ばれ
る）は、たとえば、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、モバイル電話
などのような様々なデバイスを含み得る。ＳＴＡ１０６は、インターネットまたは他のワ
イドエリアネットワークへの一般的接続性を取得するためにＷｉＦｉ（登録商標）（たと
えば、８０２．１１ａｈなどのＩＥＥＥ８０２．１１プロトコル）準拠ワイヤレスリンク
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を介して、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂに接続し、または関連付くことができる。
【００７３】
様々な実施形態において、ＳＴＡ１０６は、アクセス端末（ＡＴ）、加入者局、加入者
ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末（ＵＴ）、端末、ユーザエージェント
、ユーザデバイス、ユーザ機器（ＵＥ）、または何らかの他の用語を含み、それらとして
実装され、またはそれらとして知られている場合がある。いくつかの実装形態では、ＳＴ
Ａ１０６は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話
、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続能
力を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の好
適な処理デバイスを含むことができる。したがって、本明細書で教示する１つまたは複数
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の態様は、電話（たとえば、セルラー電話またはスマートフォン）、コンピュータ（たと
えば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ヘッドセット、ポータブルコンピュー
ティングデバイス（たとえば、個人情報端末）、エンターテインメントデバイス（たとえ
ば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、ゲームデバイスまたはシステム
、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通信するように構成さ
れた他の好適なデバイスに組み込まれ得る。
【００７４】
ＡＰ１０４ａは、ＡＰ１０４ａに関連し、また通信のためにＡＰ１０４ａを使用するよ
うに構成されたＳＴＡ１０６ａ〜１０６ｄとともに、基本サービスセット（ＢＳＳ）と呼
ばれることがある。いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システム１００は中央ＡＰ
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１０４ａをもたなくてよい。たとえば、いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システ
ム１００は、ＳＴＡ１０６の間のピアツーピアネットワークとして機能し得る。したがっ
て、本明細書で説明するＡＰ１０４ａの機能は、ＳＴＡ１０６のうちの１つまたは複数に
よって代替的に実施され得る。さらに、ＡＰ１０４ａは、いくつかの実施形態では、ＳＴ
Ａ１０６を参照して記載する１つまたは複数の態様を実装することができる。
【００７５】
ＡＰ１０４ａからＳＴＡ１０６のうちの１つまたは複数への送信を可能にする通信リン
クはダウンリンク（ＤＬ）１３０と呼ばれることがあり、ＳＴＡ１０６のうちの１つまた
は複数からＡＰ１０４ａへの送信を可能にする通信リンクはアップリンク（ＵＬ）１４０
と呼ばれることがある。代替的に、ダウンリンク１３０を順方向リンクまたは順方向チャ

10

ネルと呼び、アップリンク１４０を逆方向リンクまたは逆方向チャネルと呼ぶことができ
る。
【００７６】
様々なプロセスおよび方法は、ＡＰ１０４ａとＳＴＡ１０６との間の、ワイヤレス通信
システム１００における送信のために使用され得る。いくつかの態様では、ワイヤレス信
号は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、直接シーケンススペクトル拡散（ＤＳＳＳ：di
rect‑sequence spread spectrum）通信、ＯＦＤＭとＤＳＳＳ通信との組合せ、または他
の方式を使用して送信され得る。たとえば、信号は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡプロセスに従
って、ＡＰ１０４ａとＳＴＡ１０６との間で送信および受信され得る。したがって、ワイ
ヤレス通信システム１００はＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムと呼ぶことができる。別の例
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として、信号は、ＣＤＭＡプロセスに従って、ＡＰ１０４ａとＳＴＡ１０６との間で送信
および受信され得る。したがって、ワイヤレス通信システム１００はＣＤＭＡシステムと
呼ぶことができる。
【００７７】
そのようなプロトコルを実装するいくつかのデバイス（ＡＰ１０４ａおよびＳＴＡ１０
６など）の態様は、他のワイヤレスプロトコルを実装するデバイスよりも少ない電力を消
費し得る。これらのデバイスは、比較的長距離、たとえば約１キロメートルまたはそれ以
上にわたってワイヤレス信号を送信するのに使うことができる。本明細書でより詳細に説
明するように、いくつかの実施形態では、デバイスは、他のワイヤレスプロトコルを実装
するデバイスよりも速くワイヤレスリンクを確立するように構成されてよい。
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【００７８】
図２は、図１のワイヤレス通信システム１００における例示的通信交換２００を示す。
様々な実施形態による、関連付け中の、１つまたは複数のＳＴＡ１０６とＡＰ１０４との
間のシグナリングが示されている。図２に示すＳＴＡ１０６は、図１を参照して上述した
ＳＴＡ１０６および１０６ａ〜１０６ｄのうちの１つまたは複数を含み得る。同様に、Ａ
Ｐ１０４は、図１を参照して上述したＡＰ１０４ａ〜１０４ｂのうちの１つまたは複数を
含み得る。
【００７９】
具体的な詳細は、後で説明する様々な実施形態によって変わり得るが、ＡＰ１０４は概
して、ビーコン２０５をブロードキャストし、ＡＰ１０４によって管理されるワイヤレス
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ネットワークを広告する。ＡＰ１０４はビーコン２０５を定期的に送信することができ、
ビーコン２０５は、ＳＴＡ１０６がＡＰ１０４とどのように通信することができるかと、
ＡＰ１０４の能力とについての情報を含み得る。いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は
、たとえば、１００ｍｓのビーコン間隔でビーコン２０５を送信するように構成されてよ
い。したがって、ＳＴＡ１０６が急速に動いているケースでは、ＳＴＡ１０６がＡＰ１０
４の範囲内にある時間の大部分は、ビーコン２０５を待つのに費やされ得る。たとえば、
ＳＴＡ１０６が列車１２０（図１）上にある場合、ＳＴＡ１０６は、１秒未満だけ、ＡＰ
１０４の範囲内にあり得る。
【００８０】
ＳＴＡ１０６は、探査要求２１０を送信することによって、ＡＰ１０４によって管理さ
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れるワイヤレスネットワークについての情報も要求し得る。ＳＴＡ１０６は、たとえば、
ビーコン２０５をまだ見ていないとき、１つまたは複数の探査要求２１０を送信して、Ａ
Ｐ１０４についての追加情報を入手し、かつ／またはどのＡＰが範囲内にあるか判断する
ことができる。本明細書に記載する様々な実施形態において、探査要求２１０は概して、
アクセス要求と呼ばれ得る。
【００８１】
ＡＰ１０４は、１つまたは複数の探査要求２１０に１つまたは複数の探査応答２１５で
応答することができる。探査応答２１５は、たとえば、ＳＴＡ１０６がＡＰ１０４とどの
ように通信することができるかと、ＡＰ１０４の能力とについての情報を含み得る。本明
細書に記載する様々な実施形態において、探査応答２１５は概して、アクセス応答と呼ば
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れ得る。
【００８２】
いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６は、間欠ビーコン２０５を受信するよりも頻繁
に探査応答２１５を要求し、受信し得るので、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４についてより
素早く学習することができる。したがって、ワイヤレスリンクセットアップ時間および遅
延が削減され得る。ただし、いくつかのケースでは、多数の探査要求２１０があり得る。
たとえば、多数のＳＴＡ１０６がＡＰ１０４の範囲内に入る場合、ＡＰ１０４は、毎秒数
百の探査要求２１０を受信することができる。いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、
各探査要求２１０に応答して、探査応答２１５を送信することができる。したがって、ワ
イヤレス媒体は輻輳し、最終的にはリンクセットアップ時間および遅延が増大し、ネット
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ワーク性能が低下し得る。
【００８３】
動的探査応答
いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、探査要求２１０のトラフィックの増大を検出
するように、および頻度を増して探査応答２１５を予測的に送信するように構成されてよ
い。たとえば、ＡＰ１０４は、要求２１０の数、要求２１０のレート、探査要求２１０に
関連付けられた信号強度などのような、探査要求２１０の１つまたは複数のプロパティを
モニタリングすることができる。モニタリングされる探査要求２１０が閾を超えると、Ａ
Ｐ１０４は、各探査要求２１０に個別に応答するのではなく、探査応答２１５をブロード
キャストし始めることができる。したがって、ネットワークアクセスに対する需要の増加
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が検出されると、ＡＰ１０４は、探査応答２１５のユニキャストから、探査応答２１５の
ブロードキャストに移行してよい。ＡＰ１０４が探査要求２１０の数のさらなる増加を検
出すると、ＡＰ１０４は、探査応答２１５をブロードキャストするレートを増してよい。
【００８４】
ＳＴＡ１０６は、探査要求２２０を送信したかどうかにかかわらず、ブロードキャスト
探査応答２１５を受信することができる。したがって、いくつかのＳＴＡ１０６は、ＡＰ
１０４についての情報をブロードキャスト探査応答２１５からすでに受信しているので、
探査要求２１０を送信するのを慎む場合がある。いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６
は、探査要求２２０を送信用にキューイングしてよい。ＳＴＡ１０６が、探査要求２２０
の送信に先立ってブロードキャスト探査応答２１５を検出した場合、ＳＴＡ１０６は、た
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とえば、送信キューから探査要求２２０を削除することによって、探査要求２２０を破棄
してよい。いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６は、後で図１４を参照してより詳細に
説明するように、探査要求２２０をデキューすることができる。したがって、ＳＴＡ１０
６は、探査要求２１０および探査応答２１５の追加交換を避けることによって、より速い
リンクセットアップを遂行することができる。
【００８５】
探査要求２１０のメッセージのレートが低下すると、ＡＰ１０４は、探査応答２１５に
対するより低いブロードキャストレートに切り替えればよい。いくつかの事例では、ＡＰ
１０４は、探査応答２１５のブロードキャストを停止してよく、個々の探査要求２１０に
応答して個々の探査応答２１５が個々のＳＴＡ１０６に直接送られるユニキャストモード
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に戻ってよい。様々な実施形態において、ＡＰ１０４は、後で図８を参照してより詳細に
説明するように、探査応答２１５を修正することができる。
【００８６】
圧縮ビーコン
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、上述したブロードキャスト探査応答２１
５の代わりに、またはそれに加えて、検出された探査要求２１０のトラフィックに応答し
てビーコン２０５を修正することができる。たとえば、高トラフィック期間中、ＡＰ１０
４は、ビーコン２０５を短縮および／または圧縮することができ、これにより送信時間を
削減することができる。様々な実施形態において、ＡＰ１０４は、後で図８を参照してよ
り詳細に説明するように、圧縮ビーコン２２５を送信することができる。得られる短縮ま
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たは圧縮ビーコン２２５は、信号を復号するのに必要とされる処理の量を削減することも
できる。したがって、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４とのワイヤレスリンクを、より少ない
時間で確立することができる。
【００８７】
圧縮ビーコン２２５は、非圧縮ビーコン２０５よりも短い長さであり得る。圧縮ビーコ
ンの例が図３に示され、後でさらに詳しく説明される。いくつかの実施形態では、圧縮ビ
ーコン２２５は、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間の安全な関連付けのための認証チャレ
ンジ値（たとえば、ａｎｏｎｃｅ）を含み得る。認証チャレンジ値は、ビーコン２２５の
情報要素（たとえば、任意の情報要素）中に含まれ得る。いくつかの実装形態において、
ＳＴＡ１０６は、探査応答２１５を使うのではなく、圧縮ビーコン２２５を、ＡＰ１０４
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と関連付けるのに使うことができる。
【００８８】
ターゲット化探査要求
いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６は、ターゲットネットワーク識別子を含む探査
要求２１０を送信するように構成され得る。たとえば、ＳＴＡ１０６は、図４を参照して
後で論じるように、ネットワーク識別子情報要素（ＩＥ）を含む探査要求２１０を送信す
ることができる。ネットワーク識別子は、たとえば、ＡＰ１０４に対応するサービスセッ
ト識別（ＳＳＩＤ）であってよい。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４のＳＳＩＤを含む探査要求
２１０にのみ応答するように構成されてよい。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４のＳＳＩＤを含
まない探査要求２１０に応答するのは慎んでよい。したがって、探査応答２１５の数が削
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減され、ネットワーク性能が向上され得る。
【００８９】
いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６は、１組のターゲットネットワークを識別する
探査要求２１０を送信するように構成されてよい。たとえば、探査要求２１０は、ＡＰ１
０４のＳＳＩＤのビットサブセットを含む短縮ＳＳＩＤを含み得る。いくつかの実施形態
では、特定のワイヤレスプロバイダのＡＰ１０４はすべて、１つまたは複数の共通ビット
をもつネットワーク識別子を有し得る。たとえば、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂ（図１）は、
同じビットで始まるＳＳＩＤを有し得る。共通ビットは、本明細書では「部分的ＳＳＩＤ
」と呼ばれ得る。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４の部分的ＳＳＩＤを含む探査要求２１０にの
み応答するように構成されてよい。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４の部分的ＳＳＩＤを含まな
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い探査要求２１０に応答するのは慎んでよい。したがって、探査応答２１５の数が削減さ
れ、ネットワーク性能が向上され得る。同時に、ＳＴＡ１０６は、単一の探査要求２１０
を送ることによって、複数のターゲット化ＡＰ１０４から探査応答２１５を受信すること
ができる。
【００９０】
いくつかの実施形態では、探査要求２１０は、１つまたは複数の関連ＡＰに対応し得る
「仮想」識別子を含み得る。たとえば、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４の物理ＭＡＣアドレ
スとは異なり得る「仮想」メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスに、探査要求２１０
をアドレッシングすることができる。ＡＰ１０４は、１つまたは複数の仮想ＭＡＣアドレ
スにアドレッシングされた探査要求２１０に応答するように構成されてよい。同様に、Ａ
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Ｐ１０４ａまたは１０４ｂ（図１）など、別のＡＰが、同じ仮想ＭＡＣアドレスにアドレ
ッシングされた探査要求２１０に応答するように構成されてよい。したがって、ＳＴＡ１
０６は、探査要求２１０をブロードキャストすることなく、仮想識別子に対応するＡＰす
べてについての情報を受信することができる。したがって、探査応答２１５の数が削減さ
れ、ネットワーク性能が向上され得る。
【００９１】
ＡＰ１０４が、ＡＰ１０４に対応する短縮、仮想、または部分的識別子を含む探査要求
２１０に応答するとき、探査要求２１０は、完全ＳＳＩＤおよび／または実ＭＡＣアドレ
スを探査応答２１５に含めてよい。短縮識別子は完全識別子よりも短くてよいので、ＳＴ
Ａ１０６はより少ないビットを送信すればよく、そうすることによって、送信をスピード
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アップし、リンクセットアップ時間を削減する。さらに、ＡＰ１０４は、より少ないビッ
トを受信し、これにより処理速度を増すことができる。様々な実施形態において、ＳＴＡ
１０６は、後で図１０を参照してより詳細に説明するように、探査要求２１０を送信する
ことができる。探査ＡＰ１０４は、後で図９を参照してより詳細に説明するように、探査
応答２１５を送信することができる。１つまたは複数のメッセージは、後で図４を参照し
てより詳細に説明するように、アクション管理フレームを含み得る。
【００９２】
関連付け競合
概して、ＳＴＡ１０６が、（たとえば、ビーコン２０５、探査応答２１５、および／ま
たは圧縮ビーコン２２５により）ＡＰ１０４とのリンクを確立するための情報を受信した
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後、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４とリンクを確立し、または「関連付く」。たとえば、Ｓ
ＴＡ１０６は、ＡＰ１０４に関連付け要求２３０を送ればよい。本明細書に記載する様々
な実施形態において、関連付け要求２３０は概して、アクセス要求と呼ばれ得る。ＡＰ１
０４は、関連付け応答２４０で応答すればよい。本明細書に記載する様々な実施形態にお
いて、関連付け応答２４０は概して、アクセス応答と呼ばれ得る。
【００９３】
探査要求２１０と同様、多数の関連付け要求２３０があり得る。たとえば、多数のＳＴ
Ａ１０６がＡＰ１０４の範囲内に入る場合、ＡＰ１０４は、数百の関連付け要求２３０を
短時間量の間に受信する可能性がある。いくつかの実施形態では、重複する関連付けメッ
セージが衝突する場合があり、最終的にはリンクセットアップ時間および遅延を増大させ
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、ネットワーク性能を低下させる。
【００９４】
いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６は、関連付け要求２３５の送信を遅延させ
るように構成されてよく、そうすることによって、衝突レートを低減させる。たとえば、
ＳＴＡ１０６は、送信タイムスロットと、識別されたタイムスロット内のバックオフ量と
を識別するように構成され得る。遅延された関連付け要求２３５を送信するべきであるタ
イムスロットを識別することによって、要求２３５が、複数のタイムスロットにわたって
拡散され得る。ＳＴＡ１０６の数が、使用可能タイムスロットの数よりも大きい場合、同
じタイムスロットに割り当てられた各デバイスが送信するときを制御することにより、効
率を高めることができる。様々な実施形態において、ＳＴＡ１０６は、後で図１２を参照
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してより詳細に説明するように、関連付け要求２３５の送信を遅延させるように構成され
得る。
【００９５】
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６が関連付け要求２３５を送
信するべき時間ウィンドウを指示するように構成され得る。したがって、ＡＰ１０４は、
あらかじめ関連付けられたデバイスについてのデータの処理など、他のタスクを、指示さ
れた時間ウィンドウ外に実施することができる。したがって、関連付け要求２３５の処理
をこのようにスケジューリングすることにより、効率を高めることができる。様々な実施
形態において、ＡＰ１０４は、後で図１３を参照してより詳細に説明するように、関連付
け要求送信ウィンドウを指示するように構成され得る。
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【００９６】
アクセス応答ウィンドウ
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、アクセス応答ウィンドウ２５０中に、ア
クセス応答（たとえば、探査応答２１５および／または関連付け応答２４０）の送信をス
ケジュールすることができる。たとえば、ＡＰ１０４は、指定された送信ウィンドウ中に
アクセス応答メッセージを送信するように構成されてよい。アクセス応答ウィンドウ２５
０は、たとえば保留応答の数に基づいて、動的であってよい。いくつかの実装形態におい
て、ＡＰ１０４は、アクセス応答メッセージを送信する前に、競合フリー期間（たとえば
、送信可）を要求するように構成されてもよい。したがって、信号衝突が削減され得る。
様々な実施形態において、ＡＰ１０４は、後で図１１を参照してより詳細に説明するよう
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に、アクセス応答ウィンドウ２５０をスケジュールすることができる。
【００９７】
サービス負荷情報
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６にチャネル負荷情報２４５
を送信することができる。ＳＴＡ１０６は、チャネル負荷情報１０６に基づいて通信チャ
ネルを判断することができる。いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６と
の通信用に、１つまたは複数のチャネルを提供することができる。いくつかの実装形態に
おいて、各チャネルは、異なる周波数に対応する。各チャネルが異なる信号負荷を受け得
るので、いくつかのチャネルは、他のチャネルよりもビジーであり得る。したがって、い
くつかのケースでは、ＳＴＡ１０６は、トラフィックを未活用（たとえば、より低い負荷
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）のチャネルに迂回させることによって、ネットワーク性能を向上させることができる。
【００９８】
いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、少なくとも１つの他のＡＰについての負荷情
報を含むチャネル負荷情報２４５を送信することができる。たとえば、ＡＰ１０４は、別
の近くのＡＰ（図示せず）に論理的に関連し得る。ＡＰ１０４は、たとえば、迂回中継接
続により、または別のＡＰからチャネル負荷情報２４５を受信することによって、その別
のＡＰの負荷情報を判断することができる。いくつかのケースでは、ＳＴＡ１０６は、チ
ャネル負荷情報２４５に基づいて関連付くべきＡＰを選ぶことによって、ネットワーク性
能を向上させることができる。たとえば、ＡＰ１０４が重い負荷を負わされている場合、
ＳＴＡ１０６は、別のＡＰにアクセスするように構成されてよい。別のＡＰは比較的負荷
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をかけられていないので、関連付け時間が削減され得る。
【００９９】
いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、図１５を参照して後でより詳細に論じるよう
に、チャネル負荷情報２４５を送信することができる。ＳＴＡ１０６は、図１６を参照し
て後でより詳細に論じるように、チャネル負荷情報２４５を受信することができる。チャ
ネル負荷情報２４５は、図６を参照して後でさらに詳しく説明するように、近接ネットワ
ーク要素を含む探査応答を含み得る。
【０１００】
ネットワークドメイン
ネットワークオペレータは、１つまたは複数のＡＰを論理グルーピングに関連付けるこ
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とができる。いくつかの実装形態において、この論理グルーピングは、ネットワークドメ
インと呼ばれ得る。１つのＡＰが、２つ以上のネットワークドメインに含まれてよい。た
とえば、ＡＰ１０４は、マルチメディア通信用に構成された第１のネットワークドメイン
グルーピングＡＰと、ビデオチャット通信用に構成された第２のネットワークドメイング
ルーピングＡＰとに関連付けられ得る。各ネットワークドメインは、ネットワークドメイ
ン識別子に関連付けられ得る。例示的なネットワークドメイン識別子要素５００は、図５
を参照してさらに詳しく示され、記載される。
【０１０１】
ＳＴＡ１０６は、識別されたネットワークドメインに属すどのＡＰ１０４にアクセスす
るのにも、ネットワークドメイン識別子５００（図５）を使うことができる。ネットワー
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クドメイン識別子５００は、特定のネットワークオペレータおよび／または電気通信サー
ビスプロバイダを識別する値、アプリケーションを識別する値、アプリケーションのクラ
ス（たとえば、チャット、テキスト、ビデオ、マルチメディア）を識別する値、ならびに
ユニバーサルリソースロケーション（たとえば、ウェブサイトアドレス）のうちの１つま
たは複数を含み得る。ネットワークドメイン識別子の例が、パブリックランドモバイルネ
ットワーク識別子である。いくつかの実装形態において、パブリックランドモバイルネッ
トワーク識別子は、ネットワークオペレータおよび／または電気通信サービスプロバイダ
に関連付けられたモバイル国コードとモバイルネットワークコードとを含み得る。
【０１０２】
ネットワークドメイン識別子は、たとえば国際モバイル加入者アイデンティティ（ＩＭ
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ＳＩ）、追跡エリアコード（ＴＡＩ）、グローバル一意一時ＵＥアイデンティティ（ＧＵ
ＴＩ）、発展型ユニバーサルモバイル電気通信システム地上無線アクセスネットワーク（
Ｅ−ＵＴＲＡＮ）セル識別子（ＥＣＧＩ）など、他のネットワーク識別子に含まれ、かつ
／またはそれらから導出され得る。ネットワークドメイン識別子が導出される実装形態で
は、導出は、与えられた値の部分（たとえば、いくつかの最上位ビット、指定された場所
におけるビット）を使って、与えられた値に基づいて識別子を算出すること、ルックアッ
プサービス（たとえば、データベース、遠隔ディレクトリなど）を通してネットワークド
メイン識別子を取得すること、または２つ以上の与えられた値の部分（たとえば、いくつ
かの最上位ビット、指定された場所におけるビット）を組み合わせることを含み得る。し
たがって、ＳＴＡ１０６は、アクセスするべき特定のＡＰ１０４を具体的に識別する必要
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はないが、関連付くべきＡＰのドメインを識別することはできる。したがって、ＳＴＡ１
０６は、関連付くべきＡＰ１０４を明示的に識別するのではなく、ＡＰの汎用グループを
識別することによって、ＡＰ１０４とのリンクをより素早く確立することができる。
【０１０３】
いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、図１７を参照して後でより詳細に論じるよう
に、ネットワークドメイン識別子を送信することができる。いくつかの実施形態では、Ｓ
ＴＡ１０６は、図１８を参照して後でより詳細に論じるように、ネットワークドメイン識
別子を受信することができる。たとえば、ＡＰ１０４は、ネットワークドメイン識別子を
、ビーコン２０５、探査応答２１５、および／または圧縮ビーコン２２４のうちの１つま
たは複数に含めればよい。ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４のネットワークドメイン識別子に
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基づいて、関連付け要求２３０により、ＡＰ１０４と関連付けばよい。
【０１０４】
図３は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る例示的な圧縮ビーコン
３００を示す。図３に示す圧縮ビーコン３００は、ビーコンに基づいてメッセージ通信を
改善するための、本明細書に記載する実装形態のうち１つまたは複数に含まれ得る。たと
えば、圧縮ビーコン３００は、圧縮ビーコン２２５（図２）を含み得る。ＡＰ１０４（図
２）などの送信デバイスは、圧縮ビーコン２２５（図２）を送信することができ、そうす
ることによって、フルサイズビーコン２０５（図２）を送信するために消耗されるよりも
少ないリソース（たとえば、電力、処理、メモリ、放送時間、帯域幅）を消耗する。ＳＴ
Ａ１０６（図２）などの受信デバイスは、同様に、ビーコン３００を受信し処理するのに
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、より少ないリソースを消費し得る。いずれのデバイスにおいても、結果として、迅速な
メッセージ処理、たとえば迅速な初期リンクセットアップを行うことができる。
【０１０５】
図示の実施形態では、圧縮ビーコン３００は、フレーム制御（ＦＣ）フィールド３０２
と、ソースアドレス（ＳＡ）フィールド３０４と、圧縮ＳＳＩＤ３０６と、タイムスタン
プ３０８と、変更シーケンスフィールド３１０と、情報フィールド３１２と、１つまたは
複数の情報要素（ＩＥ）と、巡回冗長チェック３１６とを含む。圧縮ビーコン３００は追
加フィールドを含んでよく、フィールドは並べ替えられ、削除され、かつ／またはサイズ
変更され得ることが当業者には諒解されよう。
【０１０６】
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図示の例では、フレーム制御フィールド３０２は２オクテットである。いくつかの実装
形態において、フレーム制御フィールド３０２は、１、４、または１０オクテットであり
得る。いくつかの実装形態において、フレーム制御フィールド３０２は、信号によって可
変長であり得る。フレーム制御フィールド３０２は、受信デバイスが圧縮ビーコン３００
をそのようなものとして識別するのを助ける特性を示す値を含み得る。たとえば、フレー
ム制御フィールド３０２は、フレームタイプ（たとえば、管理、制御、データ）の識別子
またはフレームについてのプロトコルバージョンなどの情報を含み得る。
【０１０７】
図示の例では、ソースアドレスフィールド３０４は６オクテットである。いくつかの実
装形態において、ソースアドレスフィールド３０４は、１、４、または１０オクテットで
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あり得る。いくつかの実装形態において、ソースアドレスフィールド３０４は、信号によ
って可変長であり得る。ソースアドレスフィールド３０４は、たとえばＭＡＣアドレス、
仮想識別子（たとえば、上述したような）、短縮ＳＳＩＤ（たとえば、上述したような）
など、ビーコン３００のソースを受信デバイスが識別するのを助けるための情報を含み得
る。
【０１０８】
図示の例では、圧縮ＳＳＩＤフィールド３０６は可変長である。圧縮ＳＳＩＤフィール
ド３０６の長さは、信号によって、および／またはサービスプロバイダによって変わり得
る。いくつかの実装形態において、圧縮ＳＳＩＤフィールド３０６は、１、４、または１
０オクテットなど、固定長であり得る。圧縮ＳＳＩＤフィールド３０６は、上述したよう
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な識別子を含み得る。
【０１０９】
図示の例では、タイムスタンプフィールド３０８は４オクテットである。いくつかの実
装形態において、タイムスタンプフィールド３０８は、３、６、または１０オクテットで
あり得る。いくつかの実装形態において、タイムスタンプフィールド３０８は、信号によ
って、および／またはサービスプロバイダによって可変長であり得る。タイムスタンプフ
ィールド３０８は、圧縮ビーコン３００が生成された時間についての情報を含む。
【０１１０】
図示の例では、変更シーケンスフィールド３１０は１オクテットである。いくつかの実
装形態において、変更シーケンスフィールド３１０は、４、６、または１０オクテットで
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あり得る。いくつかの実装形態において、変更シーケンスフィールド３１０は、信号によ
って、および／またはサービスプロバイダによって可変長であり得る。変更シーケンスフ
ィールド３１０により、信号を受信したデバイスは、ＡＰに対する変更を追跡することが
できる。一実装形態では、ＡＰの構成が変わったとき、ＡＰは、変更シーケンスフィール
ド３１０の値を減分し、変更シーケンスフィールド３１０をランダムまたは疑似乱数に変
更し、または場合によっては、変更シーケンスフィールド３１０を修正することができる
。圧縮ビーコン３００を受信する、ＳＴＡ１０６（図１）などのデバイスは、変更シーケ
ンスフィールド３１０における変更を検出し、それに従って応答するように構成され得る
。様々な実施形態において、変更シーケンスフィールド３１０は、ビーコン番号フィール
ドまたはビーコン索引フィールドと呼ばれ得る。
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【０１１１】
図３に示す情報フィールド３１２は、可変長である。情報フィールド３１２の長さは、
信号によって、および／またはサービスプロバイダによって変わり得る。いくつかの実装
形態において、情報フィールド３１２は、１、４、または１０オクテットなど、固定長で
あり得る。情報フィールド３１２は、送信デバイスについての様々な情報（たとえば、上
述した負荷情報）、サービスプロバイダ、データ、構成情報などを含み得る。
【０１１２】
図示する任意のＩＥフィールド３１４は、１つまたは複数の情報要素を含み得る。各情
報要素は、長さが１または複数オクテットであり得る。任意の情報要素の例が、認証チャ
レンジ値（たとえば、ａｎｏｎｃｅ）である。
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【０１１３】
図示するように、ＣＲＣフィールド３１６は４オクテットフィールドである。いくつか
の実装形態において、ＣＲＣフィールド３１６は、２、６、または１０オクテットであり
得る。いくつかの実装形態において、ＣＲＣフィールド３１６は、信号によって、および
／またはサービスプロバイダによって可変長であり得る。ＣＲＣフィールド３１６は、圧
縮ビーコン３００の送信元または受信元によってエラー検出に使うことができる。
【０１１４】
圧縮ビーコン３００は、部分的にはその短い性質により、いくつかの望ましい態様を提
供し得る。第１に、圧縮ビーコン３００は、送信するべきより少ないリソースを必要とす
る。たとえば、より短いビーコンは、より少ないデータを含めばよく、したがって、準備
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および送信するのに、より少ないプロセッササイクルを必要とする。このことは、信号を
送信するのに必要とされる電力を削減するという追加効果を有する。より短い信号が、よ
り長い信号よりも素早く送信され得るので、送信機向けの全体的トラフィックが削減され
得る。受信端において、同じ利益が達成され得る。信号はより短くてよいので、受信機は
、より少ないデータビットを処理し、そうすることによって、より長いビーコンと比較し
て、信号を受信し処理するのに必要とされるリソースを削減する。ビーコン３００のコン
テキストにおいて、正味の効果は、ＡＰ１０４（図１）とＳＴＡ１０６（図１）との間で
初期リンクを確立するための全体的時間を削減することであり得る。
【０１１５】
図４は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る例示的アクション管理
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フレーム４００を示す。このアクション管理フレーム４００は、本明細書に記載する実装
形態においてネットワークリンクセットアップを可能にするための関連付け情報を含み得
る。図示のように、アクション管理フレーム４００は、カテゴリフィールド４０２と、ア
クションフィールド４０４と、部分的ＳＳＩＤ４０６と、ａｎｏｎｃｅフィールド４０８
とを含む。アクション管理フレーム４００は追加フィールドを含んでよく、フィールドは
並べ替えられ、削除され、かつ／またはサイズ変更され得ることが当業者には諒解されよ
う。
【０１１６】
図示するカテゴリフィールド４０２は、１オクテットである。いくつかの実装形態にお
いて、カテゴリフィールド４０２は２、４、または１２オクテットであり得る。いくつか
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の実装形態において、カテゴリフィールド４０２は、たとえば信号によって、および／ま
たはサービスプロバイダの間で可変長であってよい。カテゴリフィールド４０２は、送信
される管理フレームのタイプを識別する情報を提供する。この場合、カテゴリは「アクシ
ョン」であり得る。
【０１１７】
図４に示すアクションフィールド４０４は１オクテットフィールドである。いくつかの
実装形態において、アクションフィールド４０４は２、４、または１２オクテットであり
得る。いくつかの実装形態において、アクションフィールド４０４は、たとえば信号によ
って、および／またはサービスプロバイダの間で可変長であってよい。アクションフィー
ルド４０４は、カテゴリフィールド４０２中で指定されるカテゴリに関連付けられたアク
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ションを識別することができる。
【０１１８】
部分的ＳＳＩＤは、上述したように生成することができる。図示する部分的ＳＳＩＤフ
ィールド４０６は１６オクテットである。いくつかの実装形態において、部分的ＳＳＩＤ
フィールド４０６は、２、１２、または２１オクテットであり得る。いくつかの実装形態
において、部分的ＳＳＩＤフィールド４０６は、たとえば信号によって、および／または
サービスプロバイダの間で可変長であってよい。部分的ＳＳＩＤフィールド４０６は、受
信デバイスによって、送信デバイスと関連付くのに使うことができる部分的識別子を示す
値を含み得る。
【０１１９】
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図４に示すａｎｏｎｃｅフィールド４０８は４オクテットである。いくつかの実装形態
において、ａｎｏｎｃｅフィールド４０８は、２、７、または１２オクテットを含み得る
。いくつかの実装形態において、ａｎｏｎｃｅフィールド４０８は可変長を有してよく、
それによってａｎｏｎｃｅフィールド４０８の長さは、信号によって、および／またはサ
ービスプロバイダの間で変わる。ａｎｏｎｃｅフィールド４０８は、上述したように、Ｓ
ＴＡ１０６（図１）とＡＰ１０４（図１）との間の初期リンクを作成するのに使うことが
できる認証チャレンジ値を表す値を含み得る。
【０１２０】
図５は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る例示的ネットワークド
メイン識別子要素５００を示す。ネットワークドメイン識別子要素５００は、ネットワー
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クドメインのアイデンティティを示し得る。図示のように、ネットワークドメイン識別子
要素５００は、要素識別子フィールド５０２と、長さフィールド５０４と、ネットワーク
ドメイン識別子フィールド５０６とを含む。ネットワークドメイン識別子要素５００は追
加フィールドを含んでよく、フィールドは並べ替えられ、削除され、かつ／またはサイズ
変更され得ることが当業者には諒解されよう。
【０１２１】
図２を参照して上述したように、ネットワークドメイン識別子要素５００は、探査要求
２１０中で、ＳＴＡ１０６が探査応答２１５をそれに対して要求するネットワークドメイ
ンを示すのに使うことができる。ネットワークドメイン識別子要素５００は、探査応答２
１５またはビーコンフレーム２０５もしくは２２５中で、アクセスポイント１０４（図２
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）に関連付けられたネットワークドメイン識別子を示すのに使うことができる。ＡＰ１０
４が複数のネットワークドメインに属す場合、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５または探査
応答２１５に２つ以上のネットワークドメイン識別子要素５００を含めてよい。
【０１２２】
図示する要素識別子フィールド５０２は１オクテット長である。いくつかの実装形態に
おいて、要素識別子フィールド５０２は、２、５、または１２オクテット長であり得る。
いくつかの実装形態において、要素識別子フィールド５０２は、信号によって、および／
またはサービスプロバイダの間で変わる長さなど、可変長であってよい。要素識別子フィ
ールド５０２は、要素をネットワークドメイン識別子要素５００として識別する値を含み
得る。
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【０１２３】
長さフィールド５０４は、ネットワークドメイン識別子要素５００に含まれるネットワ
ークドメイン識別子の長さを示すのに使うことができる。図５に示す長さフィールド５０
４は１オクテット長である。いくつかの実装形態において、長さフィールド５０４は、２
、５、または１２オクテット長であり得る。いくつかの実装形態において、長さフィール
ド５０４は、信号によって、および／またはサービスプロバイダの間で変わる長さなど、
可変長であってよい。
【０１２４】
ネットワークドメイン識別子フィールド５０６は、ネットワークドメインを識別する値
を示すように構成され得る。上述したように、ネットワークドメイン識別子は、特定のネ

40

ットワークオペレータおよび／または電気通信サービスプロバイダを識別する値、アプリ
ケーションを識別する値、アプリケーションのクラス（たとえば、チャット、テキスト、
ビデオ、マルチメディア）を識別する値、ならびにユニバーサルリソースロケーション（
たとえば、ウェブサイトアドレス）のうちの１つまたは複数を含み得る。
【０１２５】
図５に示す例において、ネットワークドメイン識別子フィールド５０６は可変長フィー
ルドである。いくつかの実装形態において、ネットワークドメイン識別子フィールド５０
６は、固定長フィールド（たとえば、５オクテット、６オクテット、１２オクテット）で
あり得る。ネットワークドメイン識別子フィールド５０６の長さは、すべての信号に対し
て共通、ネットワークオペレータ向けのすべての信号に対して共通、またはすべての信号
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に対して変わってよい。したがって、ネットワークドメイン識別子フィールド５０６の長
さは構成可能である。
【０１２６】
図６は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る例示的近接ネットワー
ク要素６００を示す。近接ネットワーク要素６００は、近接ネットワーク要素６００を含
む信号を送信するＡＰの付近にある他のネットワークについての情報を含み得る。図示の
ように、近接ネットワーク要素６００は、近接ネットワークが属す各ネットワークドメイ
ンについての、要素識別子フィールド６０２と、長さフィールド６０４と、基本サービス
セット識別子（ＢＳＳＩＤ）フィールド６０６と、チャネルフィールド６０８と、ローデ
ィングフィールド６１０と、ＳＳＩＤ長フィールド６１２と、ＳＳＩＤフィールド６１４
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と、ａｎｏｎｃｅフィールド６１６と、ネットワークＩＤ数フィールド６１８と、ネット
ワークＩＤ長フィールド６２０と、ネットワークＩＤフィールド６２２とを含む。近接ネ
ットワーク要素６００は追加フィールドを含んでよく、フィールドは並べ替えられ、削除
され、かつ／またはサイズ変更され得ることが当業者には諒解されよう。
【０１２７】
図２を参照して上述したように、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５もしくは２２５または
探査応答２１５に近接ネットワーク要素６００を含めて、関連付けのために別のＡＰが検
討されるべきかどうかをＳＴＡ１０６が判断できるようにすることができる。要素識別子
フィールド６０２は、図５を参照して上述した要素識別子フィールド５０２と同様であり
得る。長さフィールド６０４は、図５を参照して上述した長さフィールド５０４と同様で
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あり得る。
【０１２８】
ＢＳＳＩＤフィールド６０６は、隣接するネットワークのＢＳＳＩＤを含み得る。チャ
ネルフィールド６０８は、隣接するネットワークの動作チャネルを示すことができる。ロ
ーディングフィールド６１０は、動作チャネルについての負荷率を識別することができる
。ＳＳＩＤ長フィールド６１２は、近接ネットワーク要素６００に含まれるＳＳＩＤの長
さを示す値を含み得る。ＳＳＩＤフィールド６１４は、隣接するネットワークのＳＳＩＤ
値を含み得る。
【０１２９】
ａｎｏｎｃｅフィールド６１６は、識別された近接ネットワークとＳＴＡ１０６（図１
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）が関連付くのに使うことができる認証チャレンジ値を含み得る。ネットワークＩＤ数フ
ィールド６１８は、隣接するネットワークが属すネットワークドメインＩＤの数を示し得
る。ネットワークＩＤ長フィールド６２０は、ネットワークＩＤフィールド６２２の長さ
を示すことができ、フィールド６２２は、近接ネットワークが属す各ネットワークドメイ
ンについてのネットワークＩＤを含み得る。図６に示すように、ただ１つのドメインが指
定される。ただし、ネットワークＩＤ長フィールド６２０およびネットワークＩＤフィー
ルド６２２は、各ドメインに対して繰り返してよい。したがって、複数のチャネルおよび
複数のネイバーが識別されるようにするために、上に列挙した各フィールドの２つ以上の
インスタンスが信号に含まれ得る。
【０１３０】

40

近接要素６００に示されるフィールドがオクテット長を識別している可能性があるが、
図示するフィールド長は例示であり、他のオクテット長が使われ得ることが理解されよう
。たとえば、ａｎｏｎｃｅフィールド６１６は、３２オクテットを含むものとして示され
ているが、いくつかの実装形態では、このフィールド用に９オクテットを含むことが望ま
しい場合がある。さらに、フィールドが固定長フィールドとして定義される場合、いくつ
かの実装形態では、フィールドを可変長フィールドとして与えることが望ましい場合があ
ることが理解されよう。結局、例示的なネットワーク近接要素６００は、本開示の範囲か
ら逸脱することなく、いくつかのフィールド（たとえば、ネットワークＩＤ長）を省いて
も、追加フィールド（たとえば、記述）を含んでもよいことが理解されよう。
【０１３１】
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図７は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得る例示的なワイヤレスデ
バイス７０２の機能ブロック図である。ワイヤレスデバイス７０２は、本明細書で説明す
る様々な方法を実装するように構成できるデバイスの一例である。たとえば、ワイヤレス
デバイス７０２は、ＡＰ１０４および／またはＳＴＡ１０６を含み得る。
【０１３２】
ワイヤレスデバイス７０２は、ワイヤレスデバイス７０２の動作を制御するように構成
される１つまたは複数のプロセッサユニット７０４を含み得る。プロセッサユニット７０
４の１つまたは複数は、中央処理装置（ＣＰＵ）と集合的に呼ばれ得る。読取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含むことができるメモリ７０
６は、命令とデータとをプロセッサユニット７０４に与える。メモリ７０６の一部は不揮
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発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含むことができる。プロセッサユニット７
０４は、メモリ７０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて、論理および算術演算を
実施するように構成され得る。プロセッサ７０４は、たとえばメモリ７０６中の実行可能
命令とともに、本明細書に記載する１つまたは複数の方法を実装するように構成され得る
。
【０１３３】
ワイヤレスデバイス７０２が実装され、またはＡＰとして使われるとき、プロセッサ７
０４は、ＳＴＡによるＡＰの発見と、ＳＴＡとのリンクの作成とを促進するように構成さ
れ得る。プロセッサ７０４は、ＡＰリソースについての競合を削減するようにさらに構成
され得る。たとえば、アクセスを要求する大量のＳＴＡは、パケット衝突またはパケット
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のドロップを引き起こし得る。接続を促進し、リソース使用を改善するための様々なプロ
セスが、本明細書においてさらに詳しく記載される。
【０１３４】
ワイヤレスデバイス７０２が実装され、またはＳＴＡとして使われるとき、プロセッサ
ユニット７０４は、ＡＰの発見と、ＡＰとのリンクの作成とを促進するように構成され得
る。プロセッサユニット７０４は、ＡＰリソースについての競合を削減するようにさらに
構成され得る。たとえば、受動リッスンを通して、ＳＴＡは、ＡＰに対して情報を直接要
求することなく、ＡＰとのリンクを確立するのに必要とされる情報を獲得することができ
る。接続を促進し、リソース使用を改善するための、このおよび様々な他のプロセスが、
後でさらに詳しく記載される。
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【０１３５】
プロセッサユニット７０４は、汎用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、
プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、コントローラ、状態機械、ゲート論理、個別ハ
ードウェア構成要素、専用ハードウェア有限状態機械、あるいは情報の計算または他の操
作を実施することができる任意の他の好適なエンティティの任意の組合せを用いて実装さ
れ得る。プロセッサユニット７０４がＤＳＰを含む実装形態において、ＤＳＰは、送信用
のパケット（たとえば、データパケット）を生成するように構成され得る。いくつかの態
様では、パケットは物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ）を含み得る。
【０１３６】

40

ワイヤレスデバイス７０２は、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体も含み得る
。処理ユニット７０４は、ソフトウェアを記憶するための１つまたは複数の機械可読媒体
を含むことができる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、
マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、任意のタイプの命令を
意味すると広く解釈されたい。命令は、（たとえば、ソースコード形式、バイナリコード
形式、実行コード形式、または他の適切なコード形式の）コードを含むことができる。命
令は、プロセッサユニット７０４によって実行されたとき、本明細書で説明する様々な機
能をワイヤレスデバイス７０２に実施させる。
【０１３７】
ワイヤレスデバイス７０２は、ワイヤレスデバイス７０２と遠隔ロケーションとの間の
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データの送信および受信をそれぞれ可能にするための送信機７１０および／または受信機
７１２を含み得る。送信機７１０と受信機７１２とを組み合わせてトランシーバ７１４を
形成することができる。アンテナ７１６は、ハウジング７０８に取り付けられ、トランシ
ーバ７１４と電気的に結合される。ワイヤレスデバイス７０２は、複数の送信機、複数の
受信機、複数のトランシーバ、および／または複数のアンテナ（図示せず）も含むことが
できる。
【０１３８】
送信機７１０は、パケットおよび／または信号をワイヤレスに送信するように構成され
得る。たとえば、送信機７１０は、上記で説明した、プロセッサユニット７０４によって
生成された異なるタイプのパケットを送信するように構成され得る。パケットは、送信機

10

７０１に対して使用可能にされる。たとえば、プロセッサユニット７０４は、メモリ７０
６にパケットを記憶することができ、送信機７０１は、パケットを取り出すように構成さ
れ得る。送信機がパケットを取り出すと、送信機７０１は、パケットを、アンテナ７１６
を介してＳＴＡ１０６のワイヤレスデバイス７０２に送信する。
【０１３９】
ＳＴＡ１０６のワイヤレスデバイス７０２上のアンテナ７１６は、ワイヤレスに送信さ
れたパケット／信号を検出する。ＳＴＡ１０６の受信機７１２は、検出されたパケット／
信号を処理し、それらをプロセッサユニット７０４にとって使用可能にするように構成さ
れ得る。たとえば、ＳＴＡ１０６の受信機７１２は、パケットをメモリ７０６に記憶する
ことができ、プロセッサユニット７０４は、パケットを取り出すように構成され得る。
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【０１４０】
ワイヤレスデバイス７０２は、トランシーバ７１４によって受信された信号のレベルを
検出および定量化するために使用できる信号検出器７１８をも含むことができる。信号検
出器７１８は、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力ス
ペクトル密度および他の信号などの信号を検出し得る。ワイヤレスデバイス７０２は、信
号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）７２０を含むことも
できる。ＤＳＰ７２０は、送信のためにパケットを生成するように構成され得る。いくつ
かの態様では、パケットは物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ）を含み得る。
【０１４１】
ワイヤレスデバイス７０２は、いくつかの態様ではユーザインターフェース７２２をさ
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らに含み得る。ユーザインターフェース７２２は、キーパッド、マイクロフォン、スピー
カー、および／またはディスプレイを含み得る。ユーザインターフェース７２２は、ワイ
ヤレスデバイス７０２のユーザに情報を伝達し、および／またはユーザからの入力を受信
する、任意の要素または構成要素を含み得る。ワイヤレスデバイス７０２は、ワイヤレス
デバイス７０２に含まれる構成要素のうち１つまたは複数を囲むハウジング７０８も含み
得る。
【０１４２】
ワイヤレスデバイス７０２の様々な構成要素は、バスシステム７２６によって互いに結
合され得る。バスシステム７２６は、データバス、ならびに、たとえば電力バス、制御信
号バス、および状況信号バスを、データバスに加えて含み得る。ワイヤレスデバイス７０
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２の構成要素は、何らかの他の機構を使って、互いに結合され、または互いへの入力を受
容し、もしくは与え得ることが、当業者には諒解されよう。
【０１４３】
図７には、いくつかの別個の構成要素が示されているが、構成要素のうちの１つまたは
複数が組み合わされ得るかまたは共通に実装され得ることを当業者は認識されよう。たと
えば、プロセッサユニット７０４は、プロセッサユニット７０４に関して上記で説明した
機能を実装するためだけでなく、信号検出器７１８に関して上記で説明した機能を実装す
るためにも使用され得る。さらに、図７に示す構成要素の各々は、複数の別個の要素を使
用して実装され得る。
【０１４４】
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図８は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の例示
的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけるリン
クセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示すワイ
ヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部分的に
実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイヤレス
通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参照して
上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、本明細
書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得ること
が当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説明して
いるが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されても、ま
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たは省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０１４５】
最初に、ブロック８０２で、ＡＰ１０４は、ワイヤレス通信を広告するメッセージを送
信する。ＡＰ１０４は、特定のデバイス、特定のデバイスグループ、または信号を受信す
るように構成されたどのデバイスにメッセージを送信してもよい。たとえば、図２を参照
して上述したように、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５をブロードキャストすることができ
る。別の例として、ＡＰ１０４は、１つまたは複数の探査応答２１５を送信することがで
きる。
【０１４６】
次いで、ブロック８０４で、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６から複数のアクセス要求を受
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信する。たとえば、ＡＰ１０４は、探査要求２１０を受信することができる。
【０１４７】
次に、ブロック８０６で、ＡＰ１０４は、ネットワーク輻輳における変化を判断するよ
うに、一定期間におけるアクセス要求の数の変化を検出する。たとえば図２を参照して上
述したように、ＳＴＡ１０６がＡＰ１０４の範囲に入るときは、ＳＴＡ１０６が範囲内に
ないときよりも多くの探査要求２１０が受信され得る。したがって、アクセス要求の数は
、アクセスポイントと関連付くことを試みるＳＴＡ１０６の数の増加を示し得る。変化検
出は、要求の数、要求のレート、要求メッセージ信号強度、要求メッセージタイプなどの
うち１つまたは複数に基づき得る。
【０１４８】
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続いて、ブロック８０８で、ＡＰ１０４は、検出された変化に基づいて、需要の変化を
満足するように、ワイヤレス通信を広告するメッセージのブロードキャストを修正する。
たとえば、列車到着が、探査要求２１０などのアクセス要求の数におけるスパイクを伴う
場合、ＡＰ１０４は、各探査要求２１０に個別に応答するのではなく、規則的な間隔で、
探査応答２１５などの広告メッセージをブロードキャストし始めてよい。ＳＴＡ１０６は
、ブロードキャスト探査応答２１５を受信することができ、その中に含まれる情報を使う
ことができる。
【０１４９】
ネットワークアクセスに対する需要の増加が検出されると、ＡＰ１０４ａは、探査応答
２１５メッセージのユニキャストから、探査応答２１５のブロードキャストに切り替えて
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よい。さらなる増加が検出された場合、ＡＰ１０４は、探査応答２１５がブロードキャス
トされるレートを増してよい。反対に、アクセス要求メッセージのレートが低下すると、
ＡＰ１０４は、アクセス探査応答２１５に対するより低いブロードキャストレートに切り
替えればよい。いくつかの事例では、ＡＰ１０４は、探査応答２１５のブロードキャスト
を停止してよく、探査応答２１５のためのユニキャストモードに戻ってよい。
【０１５０】
いくつかの実装形態において、アクセス応答のブロードキャストの変更は、アクセス応
答メッセージ中で識別される変調符号化方式（ＭＣＳ）レートの増大を含む。概して、Ｓ
ＴＡ１０６は、低ＭＣＳレートでの、ＡＰ１０４とのリンクの交渉を始めることができる
。リンクが確立されると、ＳＴＡ１０６およびＡＰ１０４ａはＭＣＳレートを増すことが
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できる。より高いＭＣＳレートへゆっくりと増やすのではなく、高トラフィックの期間中
に、ＡＰ１０４ａは、アクセス応答メッセージ中で識別されるＭＣＳレートを増すことが
できる。こうすることにより、ＳＴＡ１０６は、より長い期間、より速いアクセスが可能
になる。一例では、トラフィックの増加を判断すると、プロセッサ２０４は、送信機７１
０に、ワイヤレス通信デバイスによって送信されるアクセス応答メッセージに対してより
高いＭＣＳレート値を使うよう命令することができる。
【０１５１】
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５のブロードキャストを修
正することができる。たとえば、高トラフィック期間中、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５
を短縮または圧縮して、ビーコン２０５の送信を促進することができる。短縮または圧縮
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ビーコン２２５は、信号を復号するのに必要とされる処理の量を削減することもできる。
これらの各々は、ＳＴＡ１０６とＡＰ１０４との間のリンクを確立するのにかかる時間量
を削減することができる。圧縮ビーコン２２５は、ＡＰ１０４ａとＳＴＡ１０６との間の
安全な関連付けのための認証チャレンジ値（たとえば、ａｎｏｎｃｅ）を含み得る。認証
チャレンジ値は、ビーコン２２５の情報要素（たとえば、任意の情報要素）中に含まれ得
る。いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６は、ブロードキャスト探査応答２１５な
どのアクセス応答メッセージの代わりに、ＡＰ１０４と関連付くのに、圧縮ビーコン２２
５を使うことができる。圧縮ビーコン２２５は、非圧縮ビーコン２０５と比較してビーコ
ンの長さを短縮することによって圧縮され得る。圧縮ビーコンの例は、図３に示されてい
る。
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【０１５２】
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、完全ビーコン２０５を送信することがで
き、またはＳＴＡによってＡＰ１０４と関連付くのに使うことができる要素を含むビーコ
ンが送信され得る。例示的なビーコン２０５は、高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ
）ビーコンを含み得る。送信は、スケジュールに従って、たとえば目標ビーコン送信時間
（ＴＢＴＴ）内に複数回実施することができる。いくつかの実装形態において、媒体占有
率を削減するために、これらのビーコン２０５は、より高い送信レートで送信され（たと
えば、変調および符号化方式（ＭＣＳ）に従って送信され）得る。したがって、より高い
ＭＣＳビーコン２０５を復号することが可能なＳＴＡ１０６は、追加関連付け情報を待た
ずに、アクセスポイントとの関連付けを始めることができる。たとえば、ＡＰ１０４のよ
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り近くに置かれたＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４からより離れて置かれた別のＳＴＡ１０６
よりも、より高いＭＣＳビーコンを受信し復号する見込みが高い。したがって、より近い
ＳＴＡ１０６は、より高いＭＣＳビーコンに基づいて、ＡＰ１０４と関連付くことができ
る。ＡＰ１０４のより近くにあるＳＴＡ１０６の早期関連付けを可能にすることによって
、デバイス関連付けのレートは遅くなる可能性があり、それによりネットワーク内ならび
にＡＰ１０４における輻輳を削減することができる。
【０１５３】
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、ビーコン頻度についての新規クラスを実
装することができる。このクラスは、７つのスロットを伴う短いフレーム間スペースなど
、大規模アービトレーションフレーム間スペース（ＡＩＦＳ）を含み得る。本記述の精神
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から逸脱することなく、２、３、または１２など、他のスロット数が指定されてもよい。
このクラスは、たとえば、１０２３など、大規模コンテンションウィンドウサイズをさら
に含み得る。したがって、ＡＰ１０４が追加ネットワークトラフィックを検出しなかった
場合、ＡＰ１０４は、ビーコン２０５をほぼ毎ミリ秒送信してよい。いくつかの実装形態
において、ＡＰ１０４は、あらかじめ送信されたビーコンよりも低い電力および／または
低い優先度で、ビーコン２０５を送信してよい。
【０１５４】
ある実施形態では、図８に示す方法は、ブロードキャスト回路と、受信回路と、検出回
路と、修正回路とを含み得るワイヤレスデバイス内で実装され得る。ワイヤレスデバイス
は、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得
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ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請
求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみ
を含む。
【０１５５】
ブロードキャスト回路は、ワイヤレス通信システムのワイヤレス通信を広告するメッセ
ージをブロードキャストするように構成され得る。ブロードキャスト回路は、アンテナ７
１６（図７）、信号発生器、電力源、増幅器、送信機７１０（図７）、およびメモリ７０
６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態において、ブロードキ
ャストするための手段は、ブロードキャスト回路を含み得る。
【０１５６】
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受信回路は、複数のデバイスから複数の要求メッセージを受信するように構成され得る
。受信回路は、受信機７１２（図７）、アンテナ７１６（図７）、プロセッサ７０４（図
７）、およびメモリ７０６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形
態では、受信するための手段が、受信回路を含む。
【０１５７】
検出回路は、通信サービスに対する需要の変化を判断するように、ある期間における通
信サービスについての要求メッセージの数の変化を検出するように構成され得る。検出回
路は、プロセッサ７０４（図７）、メモリ７０６（図７）、クロック、カウンタ、算術ユ
ニット、および比較器のうち１つまたは複数を含み得る。検出するための手段が、たとえ
ば、検出回路を含み得る。
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【０１５８】
修正回路は、検出された変化に部分的に基づいて、需要の変化を満足するように、ワイ
ヤレス通信を広告するメッセージのブロードキャストを修正するように構成され得る。修
正回路は、プロセッサ７０４（図７）、比較器、ＤＳＰ７２０（図７）、メモリ７０６（
図７）、および周波数発生器のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態では
、信号のブロードキャストを修正するための手段が、修正回路を含む。
【０１５９】
図９は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別の
例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおける
リンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示す
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ワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部分
的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイヤ
レス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参照
して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、本
明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得る
ことが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説明
しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されても
、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０１６０】
最初に、ブロック９０２で、第１の識別子が、ＡＰ１０４などのアクセスポイントに割

40

り当てられる。第１の識別子は、ＡＰ１０４とのリンクを確立するために割り当てられ、
第１の数のビットを含む。第１の識別子は、メモリ（たとえば、プリロードされた、ＳＩ
Ｍカード、ＵＳＢドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク）内などで、静的に割り当
てられ得る。第１の識別子は、サービスプロバイダによって、デバイス購入時に割り当て
られ得る。第１の識別子は、たとえばワイヤードまたはワイヤレスシグナリングにより識
別子を受信することによって、動的に割り当てられ得る。識別子を割り当てる他の方法も
適用され得る。識別子は特定のビット長を有する。たとえば、識別子は、ＡＰ１０４に割
り当てられたＳＳＩＤであってよい。
【０１６１】
ある実施形態では、特定のプロバイダのＡＰ１０４ａ〜１０４ｂはすべて、１つまたは
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複数の共通ビットをもつ識別子を有し得る。たとえば、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂのＳＳＩ
Ｄは、同じビット列で始まり得る。したがって、ＳＴＡ１０６は、プロバイダに関連付け
られた共通ビットを使う通信をアドレッシングすることによって、所与のプロバイダへの
通信を分離させることができる。たとえば、図１を参照すると、ＡＰ１０４ａおよび１０
４ｂは同じプロバイダに属し得る。したがって、ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂについての
ＳＳＩＤは、テーブル１に示すように割り当てることができる。
【表１】

10

【０１６２】
次に、ブロック９０４で、ＡＰ１０４は、リンクを確立するためのアクセス要求メッセ
ージをデバイスから受信する。たとえば、ＡＰ１０４は、探査要求２１０または関連付け
要求２３０もしくは２３５をＳＴＡ１０６から受信し得る。アクセス要求メッセージは、
リンクを提供するように構成された複数のデバイスに関連付けられた第２の識別子を含み

20

、複数のデバイスはデバイスを含み、第２の識別子は、ビット長を有するビットシーケン
スを含み、ビットシーケンスは第１の識別子に基づき、ビットシーケンスのビット長は第
１のビット数未満である。テーブル１に示すように、ＡＰ１０４ａと１０４ｂの両方のＳ
ＳＩＤは、同じ２４文字で始まるが、異なる文字で終わる。したがって、ＡＰ１０４ａま
たは１０４ｂのプロバイダと関連付くように構成されたＳＴＡ１０６は、最初の２４文字
を使ってアクセスを要求するだけでよい。ＳＴＡは、第１の識別子からビットシーケンス
をコピーすればよい。いくつかの実装形態において、ビットシーケンスは第１の識別子か
ら導出することができる。たとえば、ハッシュ関数が、第１の識別子からビットシーケン
スを生成するのに適用され得る。
【０１６３】
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次いで、ブロック９０６で、ＡＰ１０４は、第１の識別子を含むアクセス応答メッセー
ジをＳＴＡ１０６に送信する。たとえば、ＡＰ１０４は、探査応答２１５および／または
関連付け応答２４０をＳＴＡ１０６に送信してよい。いくつかの実装形態において、アク
セス応答メッセージは、要求側ＳＴＡ１０６との関連付けの準備ができているＡＰ１０４
についての完全ＳＳＩＤを含み得る。たとえば、図１を参照すると、ＳＴＡ１０６は、Ｓ
ＳＩＤの最初の２４文字のみを含むアクセス要求メッセージ（たとえば、探査要求２１０
）を送信し得る。ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂが同じプロバイダに関連付けられた実装形
態では、両方が、メッセージを受信し、アクセス要求応答（たとえば、探査応答２１５）
を送信することができる。
【０１６４】
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ＡＰ１０４ａが、ＡＰ１０４ｂとは異なるプロバイダに関連付けられた実装形態では、
各々が、異なる初期２４文字ＳＳＩＤを割り当てられ得る。ＡＰ１０４ａまたは１０４ｂ
は、一致する２４文字ＳＳＩＤを含むアクセス要求メッセージを受信した場合、応答を送
信することができる。ＡＰ１０４ａまたは１０４ｂが、ＡＰに割り当てられたものとは異
なる２４文字ＳＳＩＤを含むアクセス要求信号を受信した場合、ＡＰ１０４ａまたは１０
４ｂは、アクセス要求メッセージを無視してよい。したがって、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂ
は、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂに向けられていないアクセス要求メッセージを識別すること
によって、メッセージ処理および送信リソースについての競合を削減することができる。
さらに、ＳＴＡ１０６は、より少ないビットを送信すればよく、そうすることによって、
送信と、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂにおける処理時間と、最終的にはリンクセットアップ時
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間とをスピードアップする。
【０１６５】
ある実施形態では、図９に示す方法は、割当て回路と、受信回路と、送信回路とを含み
得る別の例示的ワイヤレスデバイス内で実装することができる。ワイヤレスデバイスは、
本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得るこ
とが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請求の
範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみを含
む。
【０１６６】
割当て回路は、ワイヤレスデバイスについての第１の識別子を記憶するように構成する
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ことができ、第１の識別子は、デバイスとのリンクを確立するためのものであり、第１の
数のビットを有する。割当て回路は、ストレージ（たとえば、メモリ、ＳＩＭカード）を
含み得る。割当て回路は、トランシーバを含み得る。いくつかの実装形態では、割り当て
るための手段が割当て回路を含む。
【０１６７】
いくつかの実装形態において、受信回路は、リンクを確立するためのアクセス要求メッ
セージをデバイスから受信するように構成することができ、アクセス要求メッセージは、
リンクを提供するように構成された複数のデバイスに関連付けられた第２の識別子を含み
、複数のデバイスは装置を含み、第２の識別子は、一定のビット長を有するビットシーケ
ンスを含み、ビットシーケンスは第１の識別子に基づき、ビットシーケンスのビット長は
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第１のビット数未満である。受信回路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７
）、およびプロセッサ７０４（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装
形態では、受信するための手段が、受信回路を含む。
【０１６８】
一実装形態では、送信回路は、装置とのリンクを確立するとともに第１の識別子を含む
アクセス応答メッセージを送信するように構成され得る。いくつかの実装形態において、
送信回路は、図９を参照して上述したように、ＡＰについての完全識別子よりも少ないビ
ットを含む識別子を含む信号を送信するようにさらに構成され得る。たとえば、信号は、
１つまたは複数のフィールドを含む、アクションフレームなどの管理フレームであってよ
い。フィールドは可変長（たとえば、オクテット）であってよい。たとえば、１つの信号
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が、１オクテットのカテゴリフィールドと、１オクテットのアクションフィールドと、１
６オクテットの識別子フィールドと、４オクテットの認証チャレンジ値（たとえば、ａｎ
ｏｎｃｅ）フィールドとを含むアクションフレームを含み得る。別の実装形態では、識別
子フィールドは、８、４、９、または２０オクテットフィールドであってよい。同様の変
動が、本開示の範囲から逸脱することなく、他のフィールドについて含まれてよい。例示
的なアクション管理フレームが、図４に示され、後でさらに詳しく説明される。送信回路
は、アンテナ７１６（図７）と、送信機７１０（図７）と、プロセッサ７０４（図７）と
を含み得る。いくつかの実装形態では、送信するための手段が送信回路を含む。
【０１６９】
図１０は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
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の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
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【０１７０】
最初に、ブロック１００２で、ＡＰ１０４に第１の識別子が割り当てられる。第１の識
別子は、ＡＰ１０４とのリンクを確立するために割り当てられ、第１の数のビットを含む
。識別子は、特定の数のビットを有する。この方法がＳＴＡ１０６において実装されるケ
ースでは、割り当てられる識別子は、ＳＴＡ１０６のサービスプロバイダに対応するＳＳ
ＩＤまたはＢＳＳＩＤであり得る。第１の識別子は、ワイヤレス通信システム用の典型的
な識別子よりも少ない数のビットを有する。いくつかの実装形態において、第１の識別子
は、複数のアクセスポイントに関連付けられ得る。
【０１７１】
次に、ブロック１００４で、ＳＴＡ１０６は、第１の識別子を含むアクセス要求信号を
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、ワイヤレスリンクを提供するように構成された１つまたは複数のＡＰ１０４ａ〜１０４
ｂに送信する。上でテーブル１に示したように、ＳＴＡ１０６がＡＰ１０４ａおよび１０
４ｂのプロバイダに関連付けられている場合、ＳＴＡ１０６は、ＳＳＩＤの最初の２４文
字のみを送信すればよい。
【０１７２】
次いで、ブロック１００６で、ＳＴＡ１０６は、リンクを確立するとともにＡＰに関連
付けられた第２の識別子を含むアクセス応答メッセージを、１つまたは複数のＡＰ１０４
ａ〜１０４ｂのうち１つから受信する。第２の識別子は、追加識別子と組み合わされた第
１の識別子を含み得る。アクセス応答メッセージは、リンクをセットアップするのに使う
ことができる１つまたは複数のパラメータを含み得る。たとえば、アクセス応答メッセー
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ジは、要求側ＳＴＡ１０６にサービスを提供することが可能なＡＰ１０４の完全ＳＳＩＤ
を含む探査応答２１５であってよい。
【０１７３】
いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６は、多元接続応答メッセージを受信し得る
。たとえば、図１を参照すると、ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂの各々は、共通ＳＳＩＤの
最初の２４文字を含むアクセス要求メッセージを受信することができる。ＡＰ１０４ａと
１０４ｂの両方が、アクセス応答メッセージを送信することができる。ＳＴＡ１０６は次
いで、アクセス応答メッセージに含まれる情報に基づいて、どのＡＰがＳＴＡ１０６を最
も適切に担当することになるかを選択すればよい。たとえば、ＡＰ１０４ａは、ＡＰ１０
４ｂよりも速いデータレートで動作することができる。いくつかの実装形態において、関
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連付けは、１つまたは複数の迂回中継交換メッセージによって実施することができる。し
たがって、この方法は、ＳＴＡ１０６を、初期アクセス要求メッセージに応答する複数の
ＡＰのうち１つと関連付けることを含み得る。いくつかの実装形態において、第１の識別
子と追加の識別子の組合せは、識別子を連結、付加、および／またはインターリーブする
ことを含み得る。
【０１７４】
ある実施形態では、図１０に示す方法は、割当て回路と、送信回路と、受信回路とを含
み得る別の例示的ワイヤレスデバイス内で実装することができる。ワイヤレスデバイスは
、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得る
ことが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請求
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の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみを
含む。
【０１７５】
一実装形態では、割当て回路は、第１の識別子を記憶するように構成することができ、
第１の識別子は、ワイヤレス通信システムとのリンクを確立するためのものであり、第１
の数のビットを有する。割当て回路は、ストレージ（たとえば、メモリ、ＳＩＭカード）
を含み得る。割当て回路は、トランシーバを含み得る。いくつかの実装形態では、割り当
てるための手段が割当て回路を含む。一実装形態では、送信回路は、リンクを提供するよ
うに構成された１つまたは複数のエンティティにアクセス要求メッセージを送信するよう
に構成することができ、アクセス要求メッセージは第１の識別子を含む。送信回路は、ア
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ンテナ７１６（図７）と、送信機７１０（図７）と、プロセッサ７０４（図７）とを含み
得る。いくつかの実装形態では、送信するための手段が送信回路を含む。いくつかの実装
形態において、受信回路は、１つまたは複数のエンティティのうち１つから、リンクを確
立するとともにエンティティに関連付けられた第２の識別子を含むアクセス応答メッセー
ジを受信するように構成することができ、第２の識別子は、追加識別子と組み合わされた
第１の識別子を含む。受信回路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７）、お
よびプロセッサ７０４（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態で
は、受信するための手段が、受信回路を含む。
【０１７６】
いくつかの実装形態において、デバイスに割り当てられた短縮識別子は、「仮想識別子

10

」を含み得る。いくつかの実施形態では、ＳＴＡ１０６は、関連付くべきＡＰを選択する
前に、複数のＡＰ１０４ａ〜１０４ｂを探査することができる。各ＡＰ１０４ａ〜１０４
ｂが、異なる一意の識別子を有し得るので、ＳＴＡ１０６が未知のＡＰと関連付くとき、
通信ネットワーク１００は追加シグナリングを受け得る。
【０１７７】
たとえば、図１を参照すると、乗客ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４ａまたはＡＰ１０４ｂ
いずれかの範囲内にあるが、接続されていない場合がある。いくつかの実施形態では、Ｓ
ＴＡ１０６は、関連付け要求２３５中で特定の目標ＡＰを指定することになる。ただし、
仮想識別子を含む実施形態では、ＳＴＡ１０６は、多くのＡＰの間で共通し得る仮想識別
子を指定することができる。この「略記」を使って、ＳＴＡ１０６は、仮想識別子に関連
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付けられたどのＡＰに対してもサービスを要求することができる。たとえば、ＳＴＡ１０
６は、ＡＰ１０４ｂの仮想識別子または実際の識別子を送信することによって、ＡＰ１０
４ｂとのリンクを確立することができる。ＡＰ１０４ｂについての実際の識別子の判断は
、追加シグナリングを必要とし得るので、リンク確立を遅延させる可能性がある。そうで
はなく、ＳＴＡ１０６は、仮想識別子を指定して、リンクを確立すればよい。
【０１７８】
仮想識別子の割当ては、図１０を参照して上述したのと同様のやり方で実施することが
できる。仮想識別子は、仮想ＭＡＣ識別子であってよい。仮想識別子は、ＳＳＩＤであっ
てもよく、特定のＳＳＩＤにマップされてもよい。いくつかの実装形態において、仮想識
別子はＢＳＳを表す。仮想識別子は、ワイヤレス通信システムに関連付けられたすべての
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デバイスに共通であり得る。たとえば、所与のプロバイダ用のすべてのＡＰは、同じ仮想
識別子を割り当てられ得る。
【０１７９】
一実施形態では、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６にパケットを送信することができる。パ
ケットは、ＡＰ１０４に対応する仮想識別子を含み得る。たとえば、パケットは、パケッ
トのヘッダーフィールド中に仮想識別子を含み得る。いくつかの実施形態では、ＢＳＳＩ
Ｄが、各パケットの、制御ヘッダーなどのヘッダー中で指定され得る。仮想識別子は、Ｂ
ＳＳＩＤよりも少ないビットを含み得る。したがって、より小さいパケットが送信され得
る。より小さいパケットが、より素早く送信および処理され得ることによって、パケット
を処理するための時間が削減される。さらに、仮想識別子が各パケットの制御ヘッダーフ
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ィールド中で送信される場合、この情報は、送信側ＡＰ１０４とのリンクの確立を試みて
いるＳＴＡ１０６にとって使用可能にされる。仮想識別子をヘッダーフィールドに含める
のに加え、認証チャレンジ値（たとえば、ａｎｏｎｃｅ）も、制御ヘッダーなどのヘッダ
ーフィールドに含められてよい。この追加情報は、仮想識別子とともに、ＡＰ１０４との
リンクをセットアップするのに使うことができる。
【０１８０】
ＳＴＡ１０６において、仮想識別子が上述したように割り当てられ得る。仮想識別子は
、ＳＳＩＤであってよい。割り当てられる仮想識別子は、同質の拡張ＳＳＩＤであってよ
い。ＳＴＡ１０６は、仮想識別子を含むパケットを受信すると、仮想識別子に関連付けら
れたアドレスを判断することができる。いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６は、
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パケットを受動的にスキャンすることによって仮想識別子を受信することができる。受信
されたパケットは、ＡＰ１０４によって送信され、ＳＴＡ１０６によって受信され得る。
受信されたパケットは、アップリンクパケットであってもダウンリンクパケットであって
もよい。たとえば、ＳＴＡ１０６は、制御ヘッダー中の、ＤＳへの／ＤＳからの指示を使
って、パケットがアップリンクであるか、それともダウンリンクパケットであるか判断す
ることができる。パケットは、ＳＴＡ１０６にアドレッシングされたパケットであっても
、別のデバイスにアドレッシングされたパケットであってもよい。
【０１８１】
ＳＴＡ１０６は、パケットから仮想識別子を抽出することによって、仮想識別子に基づ
いて物理アドレスを判断することができる。いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６

10

は、仮想識別子に基づいて永久アドレスのルックアップを実施することによって、アドレ
スを判断することができる。たとえば、ＳＴＡ１０６は、情報のテーブルを含み得るメモ
リ７０６（図７）を含み得る。情報のテーブルは、仮想識別子から物理アドレスへのマッ
ピングを含み得る。場所データなどの追加情報は、仮想識別子に関連付けられたアドレス
のルックアップを実施するのに使うこともできる。迂回中継メッセージ交換は、仮想識別
子に関連付けられたアドレスを判断するのに使うこともできる。
【０１８２】
アドレスが判断されると、ＳＴＡ１０６は、判断された物理アドレスにおけるＡＰ１０
４にアドレッシングされた関連付け要求２３０を送信することができる。いくつかの実装
形態において、関連付け要求２３０はＣＳＭＡシグナリングを含み得る。ＳＴＡ１０６は
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、判断されたアドレスをパケットヘッダーに含めることによって、判断されたアドレスに
関連付け要求２３０を送信することができる。ＡＰ１０４は、関連付け要求２３０に、関
連付け応答２４０で応答すればよい。
【０１８３】
図１１は、ワイヤレス通信の別の方法のためのフローチャートを示す。図示する方法は
、ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減すること
ができる。この方法は、図７に示すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載する
デバイスによって全体的または部分的に実装することができる。図示する方法は、ここで
は図１を参照して上で論じたワイヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた
通信交換２００、および図７を参照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して
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記載されるが、図示する方法は、本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適し
たデバイスによっても実装され得ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示
する方法を特定の順序に関して説明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブ
ロックは異なる順序で実施されても、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加
されてもよい。
【０１８４】
最初に、ブロック１１０２で、ＡＰ１０４は、各々がデバイスとのリンクを確立するた
めのものである、少なくとも２つの異なるアクセス要求メッセージを受信する。一実装形
態では、ＡＰ１０４は、アクセス要求メッセージをワイヤレスに、たとえば、受信機７１
２（図７）と結合されたアンテナ７１６（図７）を介して受信する。様々な実施形態にお
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いて、ＡＰ１０４は、アクセス要求メッセージを、メッセージのソースによって、要求さ
れるアクセスのタイプ、またはアクセス要求メッセージに含まれる他の値によって区別す
ることができる。ＡＰ１０４は、各アクセス要求メッセージに、対応するアクセス応答メ
ッセージ送信で返答すればよい。
【０１８５】
たとえば、図２を参照すると、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６から送信されたアクセス要
求メッセージ（たとえば、探査要求２１０）を受信し得る。ＡＰ１０４は、指定された送
信ウィンドウ２５０中にアクセス応答メッセージ（たとえば、探査応答２１５）を送信す
るように構成されてよい。いくつかの実装形態において、送信ウィンドウ２５０は、ただ
１つのアクセス応答メッセージを送信させることができる。したがって、ＡＰ１０４は、
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ＡＰ１０４が各ウィンドウ２５０を待っているとき、アクセス応答メッセージを送るのを
遅延させてよい。いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、アクセス応答メッセージ
を送信する前に、競合フリー期間（たとえば、送信可）を要求するように構成されてもよ
い。こうすることにより、ＡＰ１０４における信号衝突は削減することができるが、この
プロセスは、他のメッセージ（たとえば、他のアクセス要求メッセージ）の処理に遅延を
もたらす可能性がある。
【０１８６】
次に、ブロック１１０４で、ＡＰ１０４は、受信したアクセス要求メッセージに応答し
て、アクセス応答メッセージを送信する期間を判断する。この判断は、ＡＰ１０４につい
ての保留アクセス要求メッセージの数および／または平均送信時間に基づく算出でよい。

10

判断は、送信レート、送信電力、日付、時刻、他のＡＰへの近接度、あるいは送信の速度
および／または信頼性に影響を与える他の係数を検討してもよい。判断は、プロセッサ７
０４（図７）および／または送信機７１０（図７）によって実施することができる。判断
は、動的にトリガされ得る。たとえば、低ボリューム期間中、ウィンドウを判断するリソ
ースコストが、バッチ送信から得られるどの利益も超える場合がある。したがって、ＡＰ
１０４は、非ウィンドウ化送信方式で実装すればよい。
【０１８７】
１つの例示的判断は、受信されたアクセス要求メッセージの数を識別することを含む。
判断は、保留アクセス応答メッセージの数を識別することも含み得る。スペクトルの一端
には、これらいくつかの受信されたアクセス要求メッセージに対して、保留応答がない場
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合がある。このようなシナリオでは、ＡＰ１０４はアクセス要求をまだ処理していない。
スペクトルの他端では、保留応答の数が、受信された要求の数と等しい場合がある。この
ようなシナリオでは、すべての受信要求が保留応答を有する。したがって、期間は、受信
されたアクセス要求メッセージおよび保留アクセス応答の識別された数に基づいて生成す
ればよい。たとえば、生成された期間が最大期間よりも大きい場合、期間は最大期間とし
て識別され得る。これは、送信デバイスが上限までバッチを含みたい実装形態において望
ましい場合がある。
【０１８８】
保留応答の数は、期間を算出するのに使われ得る。たとえば、保留応答の数は、平均送
信時間で乗算されて、応答を送る期間を判断することができる。平均は、静的値（たとえ
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ば、メモリ７０６（図７）に記憶される）であってよい。平均は、デバイスからの送信に
基づいて判断する（たとえば、デバイスからの送信に基づく時間にわたって算出する）こ
とができる。そのような実装形態において、判断された期間は、デバイスの特定の動作特
性に合わせることができる。
【０１８９】
次いで、ブロック１１０６で、ＡＰ１０４は、リンクを確立するためのアクセス応答メ
ッセージを送信する送信時間期間をチャネル上で予約する。予約は、判断された期間に少
なくとも部分的に基づく。この期間は、単一の送信機会において保留アクセス応答メッセ
ージを送信するのに使われ得る送信時間期間を表す。予約は、送信可メッセージを送信す
ることによって遂行され得る。予約は、デバイス向けのシグナリングを制御するための、
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プロセッサと結合された値を設定することによって遂行され得る。
【０１９０】
続いて、ブロック１１０８で、ＡＰ１０４は、予約期間中に送信されるアクセス応答メ
ッセージを送信する。ＡＰ１０４は、アクセス応答メッセージをワイヤレスに送信すれば
よい。ＡＰ１０４は、アクセス応答メッセージを探査応答２１５中に含めればよい。いく
つかの実装形態において、送信は、各アクセス応答メッセージの間にフレーム間スペース
を含めるように構成されてよい。フレーム間スペースは、各アクセス応答メッセージが別
個ではあるが、送信における不要な遅延が回避されるように、可能な限り短くなるように
構成され得る。フレーム間スペースは、たとえば、１６マイクロ秒以下（たとえば、１２
マイクロ秒、１１マイクロ秒、５マイクロ秒、または２マイクロ秒）であり得る。いくつ
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かの実装形態において、送信されるアクセス応答メッセージは、多元接続応答を含み、複
数のデバイスにブロードキャストされ得る。
【０１９１】
いくつかの実装形態において、送信は、後続アクセス応答メッセージの送信に先立って
、第１のアクセス応答メッセージの肯定応答を待つことを含み得る。本開示の範囲から逸
脱することなく、フェイルオーバおよび再試行送信方法が組み込まれてよい。アクセス応
答メッセージは、受信デバイスが送信デバイスとのリンクを確立するのに使うことができ
るパラメータを含み得る。送信は、初期リンクセットアップをさらに促進するために、本
明細書に記載する方法のうち１つまたは複数を組み込んでもよい。
【０１９２】

10

ある実施形態では、図１１に示す方法は、受信回路と、判断回路と、予約回路と、送信
回路とを含み得る別の例示的ワイヤレス通信デバイス内で実装され得る。ワイヤレスデバ
イスは、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有
し得ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特
許請求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素
のみを含む。
【０１９３】
受信回路は、各々がワイヤレス通信デバイスとのリンクを確立するためのものである、
少なくとも２つの異なるアクセス要求メッセージを受信するように構成され得る。受信回
路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）の
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うち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態では、受信するための手段が、受信
回路を含み得る。
【０１９４】
判断回路は、受信したアクセス要求メッセージに応答して、アクセス応答メッセージを
送信する期間を判断するように構成され得る。判断回路は、メモリ７０６（図７）、プロ
セッサ７０４（図７）、およびスイッチのうち１つまたは複数を含み得る。判断するため
の手段が、いくつかの実装形態では、判断回路を含み得る。
【０１９５】
予約回路は、リンクを確立するためのアクセス応答メッセージを送信する送信時間期間
を、チャネル上で予約するように構成されてよく、予約は、判断された期間に少なくとも
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部分的に基づく。予約回路は、メモリ７０６（図７）、プロセッサ７０４（図７）、送信
機７１０（図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。予約
するための手段が、いくつかの実装形態では、予約回路を含み得る。
【０１９６】
送信回路は、予約期間中にアクセス応答メッセージを送信するように構成され得る。送
信回路は、送信機７１０（図７）、アンテナ７１６（図７）、周波数発生器、増幅器、プ
ロセッサ７０４（図７）、および電力源のうち１つまたは複数を含み得る。送信するため
の手段が、いくつかの実装形態では、送信回路を含み得る。
【０１９７】
図１２は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
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の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するＳＴＡ１０６によって全体的また
は部分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じた
ワイヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７
を参照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法
は、本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装さ
れ得ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関し
て説明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施さ
れても、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
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【０１９８】
最初に、ブロック１２０２で、端末が、アクセスポイントとのリンクを確立するための
情報を含むメッセージを受信する。たとえば、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４からビーコン
２０５を受信することができる。いくつかの実装形態において、受信メッセージは探査応
答２１５であり得る。受信は、受信メッセージの内容を識別するための追加メッセージ処
理を含み得る。
【０１９９】
たとえば、図１を参照すると、列車１２０が到着したとき、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０
４ａからビーコン２０５を受信し得る。各ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４ａが適していると
判断してよく、関連付け要求メッセージ２３０でビーコン２０５に直ちに応答してよい。

10

こうすることにより、ＡＰ１０４ａ向けのトラフィックの急騰が起こり得る。トラフィッ
ク急騰は衝突を起こす場合があり、それによって初期リンクセットアップを遅延させる。
【０２００】
次に、ブロック１２０４で、ＳＴＡ１０６は、タイムスロットと、識別されたタイムス
ロット中のバックオフ量とを識別する。識別は、受信メッセージに含まれる値に基づき得
る。たとえば、受信メッセージ中の値は、タイムスロットおよび／またはバックオフ量を
示し得る。いくつかの実装形態において、この値は、タイムスロットおよび／またはバッ
クオフ量を生成するのに使うことができる。たとえば、値は、ランダムタイムスロットお
よび／またはバックオフ量を生成するのに使うことができるランダムシード値であってよ
い。
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【０２０１】
送信を行うべきタイムスロットを識別することによって、すべてのＳＴＡ１０６が、送
信用の１つのタイムスロットを選択する。こうすることにより、複数のタイムスロットに
送信を拡散することができるが、ＳＴＡ１０６の数が、使用可能タイムスロットの数より
も大きいとき、同じタイムスロットに割り当てられた各ＳＴＡ１０６が送信するときを制
御することにより、効率を上げることができる。たとえば、第１および第２のＳＴＡ１０
６が１つのタイムスロットを割り当てられる実装形態について検討する。タイムスロット
内にバックオフがないので、タイムスロットに達するとすぐに、複数のＳＴＡ１０６が送
信を試み得る。同時送信により、ＡＰ１０４において追加処理要件がもたらされ得る。次
いで、第１のＳＴＡ１０６がバックオフをもたず、第２のＳＴＡ１０６が２ミリ秒のバッ
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クオフを有するケースについて検討する。この場合、ＡＰ１０４は、第１の送信を受信し
、次いで、２ミリ秒後に第２の送信を受信することになる。この遅延は、２つの要求の衝
突を避けるのに十分であり得るので、そうすることによって各送信を処理するための時間
量が削減される。
【０２０２】
いくつかの実装形態において、値は、ＡＰ１０４によってアクセス要求メッセージが受
信されることになる時間ウィンドウを示し得る。これにより、ＡＰ１０４ａは、制御され
る期間中の、あらかじめ付属したＳＴＡ１０６についてのデータの処理など、他の処理に
リソースを向けることができる。これにより、ＡＰ１０４ａは、指定された期間中のアク
セス要求にリソースを集中させることもできる。

40

【０２０３】
次いで、ブロック１２０６で、ＳＴＡ１０６は、識別されたタイムスロットおよび識別
されたバックオフ量に基づいて、一定期間、媒体を検知するのを控える。たとえば、図２
を参照すると、ＳＴＡ１０６は、関連付け要求２３０を直ちに送信するわけではない。そ
うではなく、各ＳＴＡ１０６は、遅延された関連付け要求２３５を送信する前に、待つべ
きランダム間隔を選択する。したがって、ＳＴＡ１０６とＡＰ１０４との間のシグナリン
グは時間的に拡散されてよく、そうすることによってＡＰ１０４および通信ネットワーク
に対する負荷が削減される。
【０２０４】
いくつかの実施形態では、ランダム間隔は、効率の利得をもたらす間隔の範囲から選択
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されてよい。たとえば、すべてのＳＴＡ１０６が媒体を同時に検知した場合に予想される
待機時間を間隔が超える場合、利益は限定され得る。ＳＴＡ１０６は、受信信号に含まれ
る情報に基づいて、ランダム間隔を選択することができる。たとえば、ＡＰ１０４は、信
号のフィールド中で最大値を指定することができる。ＳＴＡ１０６は、この値を抽出し、
選択の際に使うように構成され得る。選択は、ゼロと指定された最大値との間の値を選ぶ
ことを含み得る。
【０２０５】
続いて、ブロック１２０８で、ＳＴＡ１０６は、バックオフ量の満了後、識別されたタ
イムスロット中に関連付け要求メッセージ２３５を送信する。ある実施形態では、ＳＴＡ
１０６は、キャリア検知多元接続（ＣＳＭＡ）を使うことができる。

10

【０２０６】
ある実施形態では、図１２に示す方法は、受信回路と、選択回路と、関連付け回路とを
含み得る別のワイヤレス通信デバイスにおいて実装することができる。ワイヤレスデバイ
スは、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し
得ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許
請求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素の
みを含む。
【０２０７】
いくつかの実装形態において、受信回路は、リンクを提供するように構成されたデバイ
スから、ワイヤレス通信システムとのリンクを確立するための情報を含むメッセージを受
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信するように構成され得る。受信回路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７
）、およびＤＳＰ７２０（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかのワイヤレ
ス通信ＳＴＡ１０６では、受信するための手段が受信回路を含み得る。
【０２０８】
選択回路は、受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロットと、識別された
タイムスロット内でのバックオフ量とを識別するように構成され得る。選択回路は、プロ
セッサ７０４（図７）およびメモリ７０６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。い
くつかの実装形態では、選択するための手段が選択回路を含み得る。
【０２０９】
関連付け回路は、識別されたタイムスロットおよび識別されたバックオフ量に基づいて
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、デバイス用の媒体を検知するのを控えるように構成され得る。関連付け回路は、バック
オフ量の満了後の識別されたタイムスロット中に、デバイスとのリンクを確立するための
関連付け要求メッセージを送信するように構成され得る。関連付け回路は、アンテナ７１
６（図７）と、送信機７１０（図７）と、タイマーと、プロセッサ７０４（図７）とを含
み得る。いくつかのワイヤレス通信ＳＴＡ１０６は、関連付け回路を含み得る、リンクを
確立するための手段を含み得る。
【０２１０】
図１３は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
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すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２１１】
最初に、ブロック１３０２で、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６が関連付け要求２３５を送
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信するべきである期間を識別する値を生成する。この値は、図１２を参照して上述したよ
うに、タイムスロットと、識別されたタイムスロット内でのバックオフ量とを識別するの
に、ＳＴＡ１０６が使うことができるランダムシード値を含み得る。値は、デバイスにお
いて関連付け要求２３５を受信するためのコンテンションウィンドウを識別し得る。コン
テンションウィンドウは、関連付け要求２３０が受信され得る絶対ウィンドウであってよ
い。コンテンションウィンドウは、関連付け要求が受信され得る相対ウィンドウであって
よい。一実装形態では、ＡＰ１０４は、関連付け要求２３５を受容するためのコンテンシ
ョンウィンドウを判断する。したがって、ＡＰ１０４は、制御される期間中の、付属デバ
イスについてのデータの処理など、他の処理にリソースを向けることができる。いくつか
の実装形態において、ＡＰ１０４は、識別された時間外に受信される関連付け要求２３０

10

を無視してよい。
【０２１２】
期間の識別は、様々な係数に基づき得る。いくつかの実装形態において、値がランダム
シード値を含む場合、値は、たとえば、ＡＰ１０４に関連付けられた識別子（たとえば、
ＭＡＣ識別子、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、機器識別子など）に基づいて生成することがで
きる。
【０２１３】
値がコンテンションウィンドウを識別する実装形態において、ＡＰ１０４は、既存また
は予測される係数に基づいてコンテンションウィンドウを判断することができる。検討さ
れ得る係数は、ネットワークのサイズ、ネットワークまたはＡＰにアクセスするデバイス
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の数、ネットワークまたはＡＰの負荷、ＳＴＡ１０６に関連付けられた特定のサービスレ
ベルなどのうち１つまたは複数を含む。予測は時刻に基づき得る。たとえば、真夜中より
も多くのＳＴＡ１０６が、通勤ラッシュ時にＢＳＡ１０７ａを通って移動する場合がある
。したがって、ＡＰ１０４は、コンテンションウィンドウを動的に調整すればよい。予測
される係数は、ネットワークについての、または特定のＡＰについての履歴値に基づき得
る。たとえば、係数はメモリ７０６（図７）に記憶されてよく、プロセッサ７０４（図７
）は、記憶された係数値（たとえば、回帰、導出、平均、平均値、移動平均）に基づいて
コンテンションウィンドウを算出することができる。
【０２１４】
次に、ブロック１３０４で、ＡＰ１０４は、生成された値を含むメッセージをＳＴＡ１
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０６に送信する。メッセージは探査応答２１５を含み得る。メッセージはビーコン２０５
を含み得る。値は、メッセージのヘッダー中に符号化されてよい。値は、メッセージの本
文中に符号化されてもよい。送信は、特定のＳＴＡ１０６へのメッセージのワイヤレス送
信、またはメッセージのワイヤレスブロードキャストを含み得る。いくつかの実装形態に
おいて、メッセージを送信することは、期間を識別するためのタイマーを設定または開始
することを含み得る。タイマーは、識別された期間の開始まで、別の期間を識別するのに
使うことができる。いくつかの実装形態において、タイマーは、期間を直接識別するのに
使うことができる。
【０２１５】
次いで、ブロック１３０６で、ＡＰ１０４は、識別された期間中に、ＳＴＡ１０６から
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関連付け要求２３５を受信する。上述したように、ＡＰ１０４は、コンテンションウィン
ドウ外に受信される関連付け要求２３５を無視してよい。いくつかの実装形態において、
ＡＰ１０４は、コンテンションウィンドウの外で受信されたが、他のメッセージよりも低
い優先度をもつ関連付け要求２３５を受容してよい。したがって、ＡＰ１０４ａは、利用
可能リソースを有する場合、関連付け要求２３５を処理することができる。いくつかの実
装形態において、ＡＰ１０４ａは、識別された期間外に関連付け要求２３５が送信された
ことを示すメッセージを送信することができる。
【０２１６】
ある実施形態では、図１３に示す方法は、判断回路と、送信回路と、受信回路とを含み
得る別の例示的ワイヤレス通信デバイス内で実装することができる。ワイヤレスデバイス
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は、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得
ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請
求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみ
を含む。
【０２１７】
判断回路は、ワイヤレス通信デバイスを介してワイヤレス通信システムとのリンクを確
立するための関連付け要求をＳＴＡ１０６が送信するための期間を識別する値を生成する
ように構成され得る。判断回路は、プロセッサ７０４（図７）およびメモリ７０６（図７
）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態では、判断するための手段が判
断回路を含み得る。

10

【０２１８】
送信回路は、ＳＴＡ１０６に、値を含むメッセージを送信するように構成され得る。送
信回路は、アンテナ７１６（図７）、送信機７１０（図７）、タイマー、およびプロセッ
サ７０４（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態では、送信する
ための手段が送信回路を含み得る。
【０２１９】
受信回路は、識別された期間中に、リンクを確立するための関連付け要求２３５をＳＴ
Ａ１０６から受信して、ＳＴＡ１０６とのリンクを確立するように構成され得る。受信回
路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）の
うち１つまたは複数を含み得る。受信するための手段が、いくつかの実装形態では、受信
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回路を含み得る。
【０２２０】
図１４は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
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ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２２１】
図２を参照して上述したように、ＳＴＡ１０６は、たとえば、探査要求２１０や関連付
け要求２３０などのアクセス要求を送信することができる。アクセス要求を送信するプロ
セスの一部として、ＳＴＡ１０６は最初に、メッセージを生成すればよい。いくつかの実
装形態において、ＳＴＡ１０６は、メッセージを直ちに送信するわけではない。そうでは
なく、ＳＴＡ１０６は、送信用にメッセージを、たとえばメモリ７０６（図７）にキュー
イングしても、バッファを送信してもよい。メッセージがキューの中にある間、ＳＴＡ１
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０６は、キューイングされたメッセージに応答して予想される情報を含むメッセージ、た
とえば、別のＳＴＡ１０６またはビーコン２０５に送られる探査応答２１５を受信する場
合がある。この場合、ＳＴＡ１０６は、アクセス要求メッセージを送信し、応答を待ち、
次いで、関連付け手順を始めるのではなく、検出されたメッセージを使うことによって、
より速いリンクセットアップを遂行することができる。
【０２２２】
逆に、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６からの探査要求２１０またはアクセスネットワーク
照会プロトコル要求への応答を生成し、キューイングしてもよい。応答がキューイングさ
れている間、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４と関連付くための情報を受動的に識別すること
ができる。たとえば、ＳＴＡ１０６は、ビーコン２０６、他のＳＴＡ１０６に送られる探
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査応答２１５などを受動的にスキャンすることができる。いくつかのケースでは、探査応
答２１５またはアクセスネットワーク照会プロトコル応答が依然としてキューの中にある
間、ＳＴＡは、ＡＰ１０４に関連付け要求２３０を送信することができる。したがって、
ＡＰ１０４は、応答をキューから削除してよい。この応答をキューから削除することによ
って、ＡＰ１０４は、必要とされない応答送信を削減することができる。
【０２２３】
最初に、ブロック１４０２で、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４とのリンクを確立するため
の情報を要求するためのメッセージをキューイングする。メッセージは、第２のデバイス
についてのネットワーク識別子を含む。メッセージは、たとえば、方法がＳＴＡ１０６に
おいて実装されるとき、探査要求２１０またはアクセスネットワーク照会プロトコル要求

10

であってよい。方法がＡＰ１０６において実装されるとき、メッセージは、たとえば、探
査応答２１５またはアクセスネットワーク照会プロトコル応答であってよい。メッセージ
は、第１のデバイスがそれとのリンクを確立しようとしている第２のデバイスのネットワ
ーク識別子（たとえば、ＳＳＩＤ、ＢＳＳＩＤ、仮想ＩＤ、ネットワークドメインＩＤ）
を含み得る。ネットワークドメインＩＤは、アクセスポイントが属すネットワークドメイ
ンを示す識別子であり得る。ＡＰ１０４は、複数のネットワークドメインに属し得る。Ｓ
ＴＡ１０６は、関連付くことを望むＡＰに関連付けられたネットワークドメインＩＤを指
定することができる。したがって、ネットワーク識別子は、関連付けのための特定のＡＰ
（たとえば、ＳＳＩＤ）またはジェネリッククラスＡＰ（たとえば、仮想ＩＤ、ネットワ
ークドメインＩＤ）を識別するのに使うことができる。
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【０２２４】
次に、ブロック１４０４で、要求された情報を含む別のメッセージが、メッセージの送
信の前に受信される。受信されたメッセージは受動的に検出され得る。メッセージの送信
は、異なるデバイスから送信されたアクセス要求メッセージによって引き起こされている
場合がある。メッセージは、ＳＴＡ１０６にアドレッシングされ、または別のデバイスに
アドレッシングされている場合がある。受信メッセージ中のネットワーク識別子は、キュ
ーイングされたメッセージのネットワーク識別子と同じであってよい。ネットワーク識別
子は、受信メッセージから抽出され、本明細書に記載するさらなる処理のためにメモリ７
０６（図７）に記憶されてよい。
【０２２５】
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次いで、ブロック１４０６で、メッセージは、受信メッセージに基づいてキューから削
除される。たとえば、送信機７１０（図７）は、メモリ７０６（図７）にある受信メッセ
ージからネットワーク識別子を取得するチェック回路を含み得る。チェック回路は、たと
えば、アクセス要求メッセージを送信キューから削除することによって、アクセスメッセ
ージの送信を変えることができる。いくつかの実装形態において、チェック回路は、各メ
ッセージが送信されそうなときにチェックを実施する。いくつかの実装形態において、チ
ェック回路は、キューの中のすべての項目の連続チェックを実施することができる。メッ
セージの送信を避けることによって、実装側デバイスは、初期リンクのセットアップを促
進することができる。さらに、送信を避けることにより、ＡＰ１０４に送信されるメッセ
ージの数が削減される。上述したように、これにより、ＡＰ１０４に対する負荷を削減す

40

るのが助けられ、そうすることによって、初期リンクセットアッププロセスならびに対応
するリソース（たとえば、電力、処理、帯域幅、メモリ）使用削減に対するいくつかの追
加向上がもたらされる。
【０２２６】
さらなる一例として、図１を参照すると、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、探査要求
２１０またはアクセスネットワーク照会プロトコル要求をブロードキャストメッセージと
して送るように構成され得る。ブロードキャストメッセージは、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂ
など、多くのＡＰにおいて受信され得る。ブロードキャストメッセージを受信したＡＰは
すべて、個々の探査応答２１５またはアクセスネットワーク照会プロトコル応答を送るこ
とによって応答することができる。応答するすべてのＡＰが、ネットワーク輻輳を引き起
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こし得る。ネットワーク輻輳を避けるために、ＳＴＡ１０６ａは、要求を準備するとき、
要求メッセージをキューイングすればよい。ＳＴＡ１０６ａが要求を送信するのを待って
いる間、ＳＴＡ１０６ｂは、ＡＰ１０４ａから送信される探査応答２１５、アクセスネッ
トワーク照会プロトコル応答、またはビーコン２０５フレームを受信し得る。ＳＴＡ１０
６ａは、ＳＴＡ１０６ｂに送られたメッセージを受動的に検出することができる。メッセ
ージ中の情報が、ＡＰ１０４ａとの関連付けを許可するのに十分である場合、ＳＴＡ１０
６ａは、保留要求を取り消し、したがって無関係な送信からのエア媒体と、送信に影響を
与えるのに使用することができる電力と、送信に関連付けられた処理時間とを節約するよ
うに構成され得る。
【０２２７】

10

別の例として、図１を参照すると、ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂは、ＳＴＡ１０６ａに
よって送られる要求（たとえば、探査要求２１０またはアクセスネットワーク照会プロト
コル要求）への応答（たとえば、探査応答２１５またはアクセスネットワーク照会プロト
コル応答）をキューイングすることができる。ＡＰ１０４ａは応答を送信することができ
、この応答をＳＴＡ１０６ａは受信することができる。ＳＴＡ１０６ａは、ＡＰ１０４ａ
に関連付け要求２３０を送信してよい。この段階で、ＳＴＡ１０６ａはすでにＡＰ１０４
ａと関連付いているので、他のＡＰ１０４ｂにおけるキューイングされた応答は、ＳＴＡ
１０６ａにとって有用でない場合がある。他のＡＰ１０４ｂがキューイングされた応答を
不必要に送信するのを、したがってワイヤレスネットワークに負荷をかけるのを防止する
ために、ＡＰ１０４ｂは、ＳＴＡ１０６からのアクセス要求メッセージを受動的にリッス
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ンするように構成され得る。ＡＰ１０４ｂは、キューイングされた応答がもはや適切でな
いことを検出すると、送信を取り消してよい。
【０２２８】
ある実施形態では、図１４に示す方法は、キューイング回路と、受信回路と、削除回路
とを含み得る別の例示的ワイヤレス通信デバイス内で実装することができる。ワイヤレス
デバイスは、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素
を有し得ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは
、特許請求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成
要素のみを含む。
【０２２９】
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キューイング回路は、第２のデバイスとのリンクを確立するための情報を要求するため
のメッセージを送信用にキューイングするように構成されてよく、メッセージは、第２の
デバイスについてのネットワーク識別子を含む。キューイング回路は、メモリ７０６（図
７）、送信機７１０（図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）のうち１つまたは複数を含み
得る。キューイングするための手段が、いくつかの実装形態では、キューイング回路を含
み得る。
【０２３０】
受信回路は、メッセージの送信の前に、要求された情報を含む別のメッセージを受信す
るように構成され得る。受信回路は、アンテナ７１６（図７）、受信機７１２（図７）、
メモリ７０６（図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。
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いくつかの実装形態では、受信するための手段が、受信回路を含む。
【０２３１】
削除回路は、受信メッセージに基づいて、キューからメッセージを削除するように構成
され得る。削除回路は、チェッキング回路、プロセッサ７０４（図７）、メモリ７０６（
図７）、および送信機７１０（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装
形態では、削除するための手段が削除回路を含み得る。
【０２３２】
図１５は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示

50

(47)

JP 6073344 B2 2017.2.1

すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２３３】
様々な実施形態において、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６との通信用に、１つまたは複数

10

のチャネルを提供することができる。いくつかの実装形態において、各チャネルは、異な
る周波数に対応する。各チャネルが異なる信号負荷を受け得るので、いくつかのチャネル
は、他のチャネルよりもビジーであり得る。したがって、各チャネルに対する負荷を平衡
させることにより、たとえばトラフィックを使用中（たとえば、より低い負荷）チャネル
に迂回させることによって、処理速度を増すことができる。
【０２３４】
最初に、ブロック１５０２で、ＡＰ１０４は、複数のチャネルを介して通信するように
構成されたネットワークサービスを提供する。次に、ブロック１５０４で、ＡＰ１０４は
、複数のチャネルの各々についての負荷値を含むネットワークサービスの特性を判断する
。負荷値は、チャネル用の接続の数、チャネルを介した活動（たとえば、チャット用シグ
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ナリング、長時間ダウンロード、データのストリーミング）などのうち１つまたは複数に
基づき得る。
【０２３５】
ある実施形態では、ＡＰ１０４は、３０ミリ秒ごとなどの間隔で特性を評価することが
できる。負荷判断のための間隔を確立するために、タイマーが含まれ得る。ＡＰ１０４は
、判断された負荷値をメモリ７０６（図７）に記憶すればよい。いくつかの実施形態では
、ＡＰ１０４は、各チャネルについての絶対負荷値を識別することができる。いくつかの
実施形態では、ＡＰ１０４は、各チャネルについての平均負荷値を識別することができる
。
【０２３６】
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次いで、ブロック１５０４で、ＡＰ１０４は、ワイヤレス通信システム内のネットワー
クサービスを取得するための、ネットワークサービスの特性の識別子を送信する。識別子
は、ビーコン２０５中に含まれ得る。いくつかの実装形態において、識別子は、メッセー
ジのヘッダーフィールド中に含まれ得る。いくつかの実装形態において、識別子は、メッ
セージの本文中に含まれ得る。
【０２３７】
ある実施形態では、ＡＰ１０４は、ネットワークサービスとのさらなる関連付けが受容
されていないことを示す第２の値を送信することができる。第２の値は、チャネル単位で
の、またはネットワークサービス全体に対しての関連付け可用性を示し得る。第２の値は
、単一のビットであってよい。いくつかの実装形態において、第２の値は複数のビットを
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含み得る。送信することは、判断を実施したプロセッサ７０４（図７）から情報を受信す
ることを含み得る。送信することは、情報を符号化することを含み得る。送信することは
、送信機７１０（図７）に関連付けられたアンテナ７１６（図７）を介して、情報をワイ
ヤレス送信することをさらに含み得る。
【０２３８】
いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６によるＡＰの選択を円滑に
するために、他の情報を送信することができる。追加情報は、上述した負荷情報とともに
、または負荷情報の代わりに送られ得る。追加情報の一例は、１つまたは複数の他のＡＰ
の識別子である。図１を参照すると、ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂは、同じサービスプロ
バイダによって操作され得る。ある実施形態では、ＡＰ１０４ａは、ＡＰ１０４ｂの、基
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本サービスセット識別子やＭＡＣアドレスなどの識別子を送信することができる。ＡＰ１
０４ａまたはＡＰ１０４ｂに関連付けられた直近の認証チャレンジ値も送信されてよい。
ＡＰ１０４ａは、迂回中継によりＡＰ１０４ｂと通信して、識別子と、認証チャレンジ値
（たとえば、ａｎｏｎｃｅ）と、他の情報とを交換することができる。受信側ＳＴＡ１０
６は、１組の識別されたＡＰのうち、選択されたＡＰと関連付くことができる。
【０２３９】
これまで記載したように、送信デバイスによって提供されるネットワークサービスに関
する特性情報が提供される。ただし、いくつかの実装形態では、別のサービスについての
特性情報を提供することが望ましい場合がある。
【０２４０】

10

再度図１を参照すると、第１のＡＰ１０４ａは、近くまたは隣接ＡＰ１０４ｂを有し得
る。ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂは、たとえばネットワークオペレータによって提供され
る所定の構成により、互いに知られてよい。この構成は、製造時またはインストール時に
提供され得る。構成は、ＡＰ１０４ａ〜１０４ｂに関連付けられたメモリ７０６（図７）
に記憶することができる。ＡＰ１０４ａおよび１０４ｂは、ワイヤレス通信を通して互い
を発見することもできる。たとえば、いくつかの実装形態では、ＡＰ１０４ａへのアクセ
スを試みるＳＴＡ１０６が、他の、近くのＡＰも知っていることが望ましい場合がある。
ＳＴＡ１０６は、どのＡＰと関連付くべきか判断することができる。たとえば、ＡＰ１０
４ａが重い負荷をかけられている場合、ＳＴＡ１０６は、ＡＰ１０４ｂなど、近くの異な
るＡＰにアクセスするように構成され得る。したがって、ＳＴＡ１０６は、どのＡＰにア
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クセスするべきかをより制御することができ、負荷が重いＡＰと関連付くことによって招
かれ得る遅延を避けることができ、そうではなく、よりビジーでない隣接ＡＰと関連付く
ことを好む。このように、ＡＰと関連付くための時間が削減され得る。
【０２４１】
この方法は、別のネットワークサービスの別の特性を取得することを含み得る。上述し
たように、ネットワークサービスのアイデンティティは、ＡＰ１０４ａおよび／またはＡ
Ｐ１０４ｂにおいて構成され得る（たとえば、静的構成値）。ＡＰ１０４ａおよび／また
はＡＰ１０４ｂは、他のネットワークサービスとネットワークサービスの特性の両方を識
別するために、シグナリングを使うこともできる。特性は、ネットワーク識別子と、ネッ
トワークドメイン識別子と、ネットワークによって提供されるチャネルと、提供されるチ
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ャネルについての負荷とを含み得る。識別は、ネットワークと、ネットワークオペレータ
のシステムと、隣接するネットワークとの間の迂回中継メッセージ交換を含み得る。識別
は、スケジュールに従って（たとえば、毎分、毎時、毎日）実施することができる。識別
は、隣接するネットワークからの通知（たとえば、プッシュまたは加入通知）を通して実
施することができる。
【０２４２】
この方法は、隣接するネットワークの特性を送信することも含み得る。いくつかの実装
形態では、２つ以上の特性が送信され得る。たとえば、識別子、チャネルおよびチャネル
負荷が、関連付けられたデータ要素として送信され得る。いくつかの実装形態では、ビー
コン２０５の情報要素が、特性情報を送信するのに使われ得る。探査応答２１５中の情報
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要素も、特性情報を送信するのに使われ得る。例示的近接ネットワーク要素が、図６を参
照して示され、後でさらに詳しく説明される。上述したように、ＡＰ１０４ａおよび／ま
たはＡＰ１０４ｂは、ＡＰ１０４ａおよび／またはＡＰ１０４ｂによって提供されるチャ
ネルと、関連付けられた負荷値とに関する情報を送信することもできる。いくつかの実装
形態では、２つ以上の隣接するネットワークについての特性が送信され得る。複数の隣接
するネットワークサービスについての特性が送信される場合、識別子を含むメッセージは
、メッセージに含まれる、ネイバーの数を示す値を含み得る。
【０２４３】
一例として、送信は、近接ネットワーク要素を含み得る。近接ネットワーク要素は、メ
ッセージを送信するＡＰの付近にある他のネットワークについての情報を含み得る。近接
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ネットワーク要素は、別のＡＰが検討されるべきかどうかをＳＴＡが判断するのを可能に
するために、ビーコン２０５または探査応答２１５に含めることができる。近接ネットワ
ーク要素は、隣接するネットワークのＢＳＳＩＤを載せるＢＳＳＩＤ、隣接するネットワ
ークの動作チャネルを載せるチャネル、動作チャネルについての負荷率を載せるローディ
ング、隣接するネットワークのＳＳＩＤを載せるＳＳＩＤ、隣接するネットワークが属す
ネットワークドメインＩＤの数を載せるネットワークＩＤの数、ならびに隣接するネット
ワークのネットワークＩＤおよび／またはネットワークドメイン識別子を載せるネットワ
ークＩＤのフィールドのうち１つまたは複数を含み得る。上に列挙した各フィールドの２
つ以上のインスタンスが、複数のチャネルおよび複数のネイバーが識別されるようにする
ためにメッセージに含まれ得る。

10

【０２４４】
ある実施形態では、図１５に示す方法は、提供回路と、判断回路と、送信回路とを含み
得る別の例示的ワイヤレス通信デバイス内で実装することができる。ワイヤレスデバイス
は、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得
ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請
求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみ
を含む。
【０２４５】
提供回路は、複数のチャネルを介して通信するように構成されたネットワークサービス
を提供するように構成され得る。提供回路は、アンテナ７１６（図７）、ＤＳＰ７２０（
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図７）、およびトランシーバのうち１つまたは複数を含み得る。いくつかの実装形態では
、提供するための手段が提供回路を含み得る。
【０２４６】
判断回路は、複数のチャネルの各々についての負荷値を含むネットワークサービスの特
性を判断するように構成され得る。判断回路は、メモリ７０６（図７）、プロセッサ７０
４（図７）、およびタイマーのうち１つまたは複数を含み得る。判断するための手段が、
いくつかの実装形態では、判断回路を含み得る。
【０２４７】
いくつかのワイヤレス通信デバイスは、ワイヤレス通信システム内のネットワークサー
ビスを取得するための、ネットワークサービスの特性の識別子を送信するように構成され
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た送信回路を含み得る。送信回路は、アンテナ７１６（図７）、送信機７１０（図７）、
およびプロセッサ７０４（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。送信するための手段
が、送信回路を含み得る。
【０２４８】
図１６は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
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照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２４９】
最初に、ブロック１６０２で、ＳＴＡ１０６が、ワイヤレス通信システム内のネットワ
ークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々について
の特性の識別子を受信する。識別子は、図１５を参照して上述したように、ＡＰ１０４に
よって送信され得る。ＳＴＡ１０６は、受信した識別子から、１つまたは複数の負荷値を
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抽出することができる。ＳＴＡ１０６は、抽出した負荷値（１つまたは複数）と関連付け
られたチャネルとをメモリ７０６（図７）に記憶してよい。識別子は、ビーコン２０５に
より受信され得る。
【０２５０】
次に、ブロック１６０４で、ＳＴＡ１０６は、受信した特性に基づいて、１つまたは複
数のネットワークサービスのうち、関連付けのためのネットワークサービスを選択する。
ＳＴＡ１０６は、負荷値が最も低いネットワークサービス（たとえば、チャネル）を選べ
ばよい。ＳＴＡ１０６は、関連付けられたネットワークサービスの負荷値と周波数の組合
せに基づいてネットワークサービスを選べばよい。たとえば、いくつかのアプリケーショ
ンは、いくつかの条件下でより良好に実施し得る。したがって、ＳＴＡ１０６は、ネット
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ワークアクセスを要求するアプリケーションに十分な帯域幅を提供することができないネ
ットワークサービスを拒否してよく、負荷値に基づいて残りのネットワークサービスから
選択すればよい。所与のチャネルが新規関連付けを受容していないことを識別子が示す場
合、ＳＴＡ１０６は、そのチャネルを考慮から排除してよい。受信された特性が、ＡＰが
新規関連付けを受容していないというインジケータを含む場合、ＳＴＡ１０６は、新規発
見シーケンスを開始してよい。たとえば、ＳＴＡ１０６は、異なるビーコン２０５を受信
することができる。いくつかの実装形態において、選択されたネットワークサービスは、
メモリ７０６（図７）に記憶される。
【０２５１】
次いで、ブロック１６０６で、ＳＴＡ１０６は、選択されたネットワークサービスと関
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連付くためのメッセージを送信する。たとえば、送信機７１０（図７）は、選択されたプ
ロバイダ情報を、メモリ７０６（図７）の場所から取得し、関連付け手順を開始すること
ができる。ネットワークサービスは、ネットワークサービスの特性に部分的に基づいて選
択されるので、関連付けデバイスは、関連付くべきアイドルネットワークサービスを選択
することができる。こうすることにより、サービスのプロバイダ（たとえば、ＡＰ）にお
けるデータの全体としての衝突を削減することができる。
【０２５２】
ある実施形態では、図１６に示す方法は、受信回路と、選択回路と、関連付け回路とを
含み得る別の例示的なワイヤレス通信デバイスにおいて実装することができる。ワイヤレ
スデバイスは、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスよりも多くの構成要

30

素を有し得ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイヤレスデバイス
は、特許請求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明するのに有用な構
成要素のみを含む。
【０２５３】
受信回路は、ネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システム内のネッ
トワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々につ
いての特性の識別子を受信するように構成され得る。受信回路は、アンテナ７１６（図７
）、ＤＳＰ７２０（図７）、受信機７１２（図７）、およびメモリ７０６（図７）のうち
１つまたは複数を含み得る。いくつかのワイヤレス通信デバイスでは、受信するための手
段が受信回路を含み得る。

40

【０２５４】
選択回路は、受信された特性に基づいて、１つまたは複数のネットワークサービスのう
ち、関連付くべきネットワークサービスを選択するように構成され得る。選択回路は、プ
ロセッサ７０４（図７）、メモリ７０６（図７）、およびスイッチのうち１つまたは複数
を含み得る。選択するための手段が、いくつかの実装形態では、選択回路を含み得る。
【０２５５】
関連付け回路は、ワイヤレス通信デバイスから、選択されたネットワークサービスのプ
ロバイダに、選択されたネットワークサービスと関連付くためのメッセージを送信するよ
うに構成され得る。関連付け回路は、送信機７１０（図７）と、アンテナ７１６（図７）
と、メモリ７０６（図７）とを含み得る。送信するための手段が、いくつかの実装形態で

50

(51)

JP 6073344 B2 2017.2.1

は、関連付け回路を含み得る。
【０２５６】
図１７は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得

10

ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２５７】
図２に関して上記で説明したように、ネットワークオペレータは、１つまたは複数のＡ
Ｐを論理グルーピングに関連付けることができる。いくつかの実装形態において、この論
理グルーピングは、ネットワークドメインと呼ばれ得る。１つのＡＰが、２つ以上のネッ
トワークドメインに含まれてよい。たとえば、ＡＰは、マルチメディア通信用に構成され
た第１のネットワークドメイングルーピングＡＰと、ビデオチャット通信用に構成された
第２のネットワークドメイングルーピングＡＰとに関連付けられ得る。各ネットワークド

20

メインは、ネットワークドメイン識別子に関連付けられ得る。例示的なネットワークドメ
イン識別子要素は、図５を参照してさらに詳しく示され、記載される。
【０２５８】
最初に、ブロック１７０２で、ＡＰ１０４は、ネットワークサービスを取得するための
２つ以上のネットワークドメイン識別子を、１つまたは複数のＳＴＡ１０６に送信してよ
い。各ネットワークドメイン識別子は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられ
得る。たとえば、ＡＰ１０４は、ネットワークドメイン識別子を含むビーコン２０５を送
信することができる。ビーコン２０５内で、情報要素が、ネットワークドメイン識別子を
与えるのに使われ得る。ある実施形態では、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６から受信された
探査要求２１０信号に応答して、ネットワークドメイン識別子を含む探査応答２１５を送
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信することができる。いくつかの実装形態において、ＡＰ１０４からの送信に含まれるネ
ットワークドメイン識別子は、ＡＰ１０４がメンバーではないネットワークドメインを識
別することができる。そのような実装形態において、ＡＰ１０４は、近くに置かれ得る他
のネットワークドメインについての情報を提供し、したがって、ワイヤレス通信デバイス
が、リンクを確立するために、適切なネットワークドメインを発見する（たとえば、関係
する能力および／またはサービスレベルをワイヤレス通信デバイスに提供する）のを促進
する。
【０２５９】
次に、ブロック１７０４で、ＡＰ１０４は、ネットワークドメイン識別子のうち１つを
含むアクセス要求メッセージを、ＳＴＡ１０６から受信し得る。ＡＰ１０４は、アクセス

40

要求メッセージを、メッセージの送信元と関連付くべきかどうか判断するのに使うことが
できる。たとえば、メッセージが、アクセス要求メッセージ中で識別されるネットワーク
ドメインに関連付けられたＡＰによって受信された場合、ＡＰは、アクセス要求を送信し
たワイヤレス通信デバイスとの関連付けを開始してよい。
【０２６０】
いくつかの実装形態において、１つまたは複数のドメイン識別子が、ＡＰ１０４に割り
当てられ得る。ある実施形態では、ドメイン識別子は、ＡＰ１０４が製造またはインスト
ールされるときに、静的に割り当てられ得る。ある実施形態では、ドメイン識別子は動的
に割り当てられ得る。たとえば、ネットワークオペレータは、ＡＰ１０４についてのネッ
トワークドメイン識別子を識別するメッセージを、ＡＰ１４０に送信してよい。ある実施
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形態では、迂回中継メッセージ通信が、識別子（１つまたは複数）を送信するのに使われ
得る。いくつかの実装形態において、割当ては不揮発性メモリに記憶される。
【０２６１】
ある実施形態では、図１７に示す方法は、送信機７１０（図７）回路と、受信機７１２
（図７）回路とを含み得る別の例示的ワイヤレス通信デバイスにおいて実装することがで
きる。ワイヤレスデバイスは、本明細書に記載する簡略化されたワイヤレスデバイスより
も多くの構成要素を有し得ることが、当業者には諒解されよう。本明細書で説明するワイ
ヤレスデバイスは、特許請求の範囲の範囲内の実装形態のいくつかの顕著な特徴を説明す
るのに有用な構成要素のみを含む。
【０２６２】

10

送信機回路は、ネットワークサービスを取得するための２つ以上のネットワークドメイ
ン識別子を、デバイスからワイヤレス通信デバイスに送信するように構成されてよく、各
ネットワークドメイン識別子は、それぞれのネットワークサービスに関連付けられる。送
信機回路は、送信機７１０（図７）、アンテナ７１６（図７）、およびＤＳＰ７２０（図
７）のうち１つまたは複数を含み得る。たとえば、デジタル信号プロセッサは、メモリ７
０６（図７）からネットワークドメイン識別子を取得し、ネットワークドメイン識別子（
たとえば、ビーコン２０５または探査応答２１５に含まれる）の表現を、アンテナを介し
て、送信のために送信機に与えてよい。いくつかのワイヤレス通信デバイスでは、送信す
るための手段が送信機回路を含み得る。
【０２６３】

20

受信機回路は、受信されたネットワークドメイン識別子に関連付けられたネットワーク
サービスを確立するための、ネットワークドメイン識別子のうち１つを含むアクセス要求
メッセージを、デバイスにおいて、ワイヤレス通信デバイスから受信するように構成され
得る。受信機回路は、アンテナ７１６（図７）、ＤＳＰ７２０（図７）、受信機７１２（
図７）、およびメモリ７０６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。たとえば、アン
テナは、アクセス要求信号を検知し、検知された信号を、デジタル形への変換のために、
受信機を介してデジタル信号プロセッサに与えることができる。変換された信号は、本明
細書に記載するように、デバイスによるさらなる処理のために、メモリ７０６（図７）に
記憶することができる。いくつかのワイヤレス通信デバイスでは、受信するための手段が
受信機回路を含み得る。

30

【０２６４】
図１８は、図１のワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレス通信の別
の例示的方法のフローチャートを示す。図示する方法は、ワイヤレス通信システムにおけ
るリンクセットアップ中のシグナリングを削減することができる。この方法は、図７に示
すワイヤレスデバイス７０２など、本明細書に記載するデバイスによって全体的または部
分的に実装することができる。図示する方法は、ここでは図１を参照して上で論じたワイ
ヤレス通信システム１００、図２を参照して上で論じた通信交換２００、および図７を参
照して上で論じたワイヤレスデバイス７０２を参照して記載されるが、図示する方法は、
本明細書に記載する別のデバイス、または他のどの適したデバイスによっても実装され得
ることが当業者には諒解されよう。本明細書では、例示する方法を特定の順序に関して説
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明しているが、様々な実施形態において、本明細書のブロックは異なる順序で実施されて
も、または省略されてもよく、さらなるブロックが追加されてもよい。
【０２６５】
最初に、ブロック１８０２で、ネットワークサービスを取得するための１つまたは複数
のネットワークドメイン識別子が、ＳＴＡ１０６に割り当てられる。各ネットワークドメ
イン識別子は、ネットワークサービスを提供するように構成された、複数のＡＰのうちそ
れぞれの１つを識別する。いくつかの実装形態において、ネットワークドメイン識別子は
、ＳＴＡ１０６内で事前インストールすることができる。いくつかの実装形態において、
ネットワークドメイン識別子は、オーバージエア（ＯＴＡ）プロビジョニングによりＳＴ
Ａ１０６に与えられ得る。ＳＴＡ１０６は、割り当てられたネットワークドメイン識別子
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を、ＡＰ１０４と関連付くのに使うことができる。
【０２６６】
次に、ブロック１８０４で、ＳＴＡ１０６は、複数のＡＰのうち１つを関連付けのため
に選択する。ＳＴＡ１０６は、無線アクセス技術や予想される帯域幅などの能力に基づい
てＡＰを選択すればよい。いくつかの実装形態において、ＳＴＡ１０６は、２つ以上のネ
ットワークドメイン識別子を含むビーコン２０５を、ＡＰから受信し得る。ＳＴＡ１０６
は、割り当てられるとともに受信されたネットワークドメイン識別子に含まれるネットワ
ークドメイン識別子に関連付けられたＡＰを選択すればよい。
【０２６７】
たとえば、デバイスは、ビデオおよびテキストメッセージングサービスについてのネッ
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トワークドメイン識別子を含み得る。ＳＴＡ１０６は、テキストメッセージを送る準備を
するとき、ビデオ、テキスト、音声、および他のネットワークサービスについてのドメイ
ン識別子を含むビーコン２０５を、ＡＰ１０４から受信し得る。ＳＴＡ１０６は、テキス
トネットワークサービスをビーコン２０５が含むとき、ビーコン２０５に関連付けられた
テキストサービスを、ＡＰ１０４から取得するように構成され得る。いくつかの実装形態
において、ビーコン２０５を送信するＡＰ１０４は、指定されたサービスを提供すること
もできる。いくつかの実装形態において、ビーコン２０５を送信するＡＰ１０４は、識別
されたサービスを提供するＡＰ（たとえば、隣接ＡＰ）の識別子を含み得る。
【０２６８】
次いで、ブロック１８０６で、ＳＴＡ１０６は、ネットワークドメイン識別子のうちの
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少なくとも１つを含むアクセス要求メッセージを、選択されたＡＰに送信する。アクセス
要求メッセージは、ネットワークドメイン識別子を含む探査要求２１０であってよい。た
とえば、探査要求２１０は、情報要素中にネットワークドメイン識別子を含み得る。
【０２６９】
続いて、ブロック１８０８で、ＳＴＡ１０６は、選択されたＡＰからアクセス応答メッ
セージを受信する。たとえば、ＳＴＡ１０６は、探査要求２１０に含まれるネットワーク
ドメイン識別子のうち１つに対応する探査応答２１５を、ＡＰ１０４から受信し得る。探
査応答２１５は、ＳＴＡ１０６が識別されたＡＰ１０４と関連付くのに使うことができる
情報も含み得る。
【０２７０】
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ある実施形態では、図１８に示す方法は、記憶回路と、選択回路と、送信機７１０（図
７）回路と、受信機７１２（図７）回路とを含み得る別の例示的ワイヤレス通信デバイス
において実装することができる。ワイヤレスデバイスは、本明細書に記載する簡略化され
たワイヤレスデバイスよりも多くの構成要素を有し得ることが、当業者には諒解されよう
。本明細書で説明するワイヤレスデバイスは、特許請求の範囲の範囲内の実装形態のいく
つかの顕著な特徴を説明するのに有用な構成要素のみを含む。
【０２７１】
記憶回路は、ネットワークサービスを取得するための１つまたは複数のネットワークド
メイン識別子を記憶するように構成されてよく、各ネットワークドメイン識別子は、ネッ
トワークサービスを提供するように構成された複数のエンティティのうちそれぞれの１つ
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を識別する。各ネットワークドメイン識別子は、ネットワークサービスを提供するように
構成された、複数のエンティティのうちそれぞれのエンティティを識別する。記憶回路は
、ＤＳＰ７２０（図７）およびメモリ７０６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。
いくつかのワイヤレス通信デバイスでは、記憶するための手段が記憶回路を含み得る。
【０２７２】
選択回路は、ネットワークサービスを提供するための、複数のエンティティのうち１つ
を識別するように構成され得る。選択回路は、メモリ７０６（図７）、プロセッサ７０４
（図７）、比較器、および算術ユニットのうち１つまたは複数を含み得る。いくつかのワ
イヤレス通信デバイスでは、エンティティを識別するための手段が選択回路を含み得る。
【０２７３】
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送信機回路は、識別されたエンティティにアクセ要求メッセージを送信するように構成
されてよく、アクセス要求メッセージは、１つまたは複数のネットワークドメイン識別子
のうち少なくとも１つを含む。送信機回路は、送信機７１０（図７）、アンテナ７１６（
図７）、およびＤＳＰ７２０（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかのワイ
ヤレス通信デバイスでは、送信するための手段が送信機回路を含み得る。
【０２７４】
受信機回路は、選択されたエンティティとネットワークサービスを確立するアクセス応
答メッセージを、識別されたエンティティから受信するように構成され得る。受信機回路
は、アンテナ７１６（図７）、ＤＳＰ７２０（図７）、受信機７１２（図７）、およびメ
モリ７０６（図７）のうち１つまたは複数を含み得る。いくつかのワイヤレス通信デバイ

10

スでは、受信するための手段が受信機回路を含み得る。
【０２７５】
例示的組合せ
本明細書に記載するデバイスおよび方法のうち１つまたは複数は、ワイヤレス通信シス
テムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減するように組み合わせることが
できる。したがって、高速リンクセットアッププロセスの実装形態のためのより高いレベ
ルの効率が遂行され得る。様々な例示的組合せについては後で説明されるが、追加組合せ
が可能であり、これらの組合せは並べ替えられてよいことが当業者には諒解されよう。
【０２７６】
一実装形態では、「ターゲット化探査要求、「ネットワークドメイン」、および「アク
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セス応答ウィンドウ」と題するセクションを参照して、ならびに図９、図１０、図１１、
図１７、および図１８を参照して上述した１つまたは複数の実施形態が、組み合わされ得
る。たとえば、アクセスポイントが、少なくとも第１および第２のネットワークドメイン
識別子を送信することができる。ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネッ
トワークサービスに関連付けられ得る。ネットワークドメイン識別子は、第１の数のビッ
トを有し得る。アクセスポイントは、第１のデバイスから、ネットワークドメイン識別子
のうちの少なくとも１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセ
ス要求メッセージを受信し得る。アクセス要求メッセージは、複数のネットワークサービ
スに関連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み得る。第３のネットワーク
ドメイン識別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み得る。ビッ
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トシーケンスのビット長は、第１のビット数未満でよい。アクセスポイントは、第１のデ
バイスを含む複数のデバイスに、アクセス応答メッセージをブロードキャストすることが
できる。アクセス応答メッセージは、第１のデバイスとのリンクを確立することができ、
アクセス要求メッセージを受信したことに応答して、第１の識別子を含めることができる
。
【０２７７】
別の例として、ワイヤレス通信デバイスが、少なくとも第１および第２のネットワーク
ドメイン識別子を受信し得る。ネットワークドメイン識別子の各々は、それぞれのネット
ワークサービスに関連付けられ得る。ネットワークドメイン識別子は、第１の数のビット
を有し得る。デバイスは、第１のアクセスポイントに、ネットワークドメイン識別子のう
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ちの少なくとも１つに関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要
求メッセージを送信することができる。アクセス要求メッセージは、複数のネットワーク
サービスに関連付けられた第３のネットワークドメイン識別子を含み得る。第３のネット
ワークドメイン識別子は、第１または第２の識別子に基づくビットシーケンスを含み得る
。ビットシーケンスのビット長は、ネットワークドメイン識別子のうちの少なくとも１つ
に関連付けられたネットワークサービスを確立するためのアクセス要求メッセージの第１
のビット数未満でよい。デバイスは、第２のアクセスポイントから、ネットワークサービ
スを確立するブロードキャストアクセス応答メッセージを受信し得る。アクセス応答メッ
セージは、第２のネットワークドメイン識別子を含み得る。第２のネットワークドメイン
識別子は、追加識別子と組み合わされた第３のネットワークドメイン識別子を含み得る。
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【０２７８】
一実装形態では、「動的探査応答、「圧縮ビーコン」、および「サービス負荷情報」と
題するセクションを参照して、ならびに図８、図９、図１０、図１４、図１５、および図
１６を参照して上述した１つまたは複数の実施形態が、組み合わされ得る。たとえば、ワ
イヤレス通信デバイスが、ネットワークサービスプロバイダから、ワイヤレス通信システ
ム内のネットワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービス
の各々についての特性を示す第１のメッセージを受信し得る。ワイヤレス通信デバイスは
、特性に基づいて、１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべきネット
ワークサービスを選択することができる。ワイヤレス通信デバイスは、ネットワークサー
ビスを取得するための情報を要求するための第１のメッセージを、送信用にキューイング
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することができる。メッセージの送信の前に、ワイヤレス通信デバイスは、情報を備える
第２のメッセージを受信し得る。ワイヤレス通信デバイスは、第２のメッセージが情報を
備えるとき、キューからメッセージを削除してよい。
【０２７９】
別の例として、アクセスポイントが、複数のチャネルを介して通信するように構成され
たネットワークサービスを提供することができる。アクセスポイントは、複数のチャネル
の各々についての負荷値を備える、ネットワークサービスの特性を判断することができる
。アクセスポイントは、ネットワークサービスを広告するとともにネットワークサービス
の特性を示すメッセージを送信することができる。アクセスポイントは、複数のデバイス
から複数のアクセス要求を受信し得る。アクセスポイントは、複数のアクセス要求に基づ
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いてワイヤレス通信の需要を判断することができる。アクセスポイントは、判断された需
要に基づいて、ネットワークサービスを広告するメッセージのブロードキャストを修正す
ることができる。
【０２８０】
一実装形態では、本出願のプロセスは、関連付けをさらに促進するために、ネットワー
クドメイン識別子の、記載した使用と組み合わせることができる。ネットワークドメイン
識別子は、アクセスポイントなど、複数の物理ネットワークエンティティを識別するのに
使うことができる。ネットワークドメイン識別子は、ネットワークオペレータまたはネッ
トワークサービスプロバイダに関連付けられ得る。ネットワークドメイン識別子は、特定
のネットワークオペレータおよび／または電気通信サービスプロバイダを識別する値、ア
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プリケーションを識別する値、アプリケーションのクラス（たとえば、チャット、テキス
ト、ビデオ、マルチメディア）を識別する値、ならびにユニバーサルリソースロケーショ
ン（たとえば、ウェブサイトアドレス）のうちの１つまたは複数を含み得る。ネットワー
クドメイン識別子の例が、パブリックランドモバイルネットワーク識別子である。
【０２８１】
一実装形態では、モバイルデバイスが、モバイルデバイス用のネットワークオペレータ
に関連付けられたネットワークドメイン識別子を取得することができる。いくつかの実装
形態において、モバイルデバイスは、接続するべき特定のアクセスポイントを識別するこ
とができる。たとえば、アクセスポイントからアクセスポイントまたはビーコン２０５へ
の探査要求２１０は、アクセスポイントについての一意の識別子を含み得る。このプロセ
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スは概して、生成と、送信と、アクセスポイントとモバイルデバイスとの間のいくつかの
メッセージの処理とを含む。駅など、複数のデバイスがアクセスを試みている状況では、
ネットワークトラフィックが増し得る。
【０２８２】
後でさらに詳しく説明するように、モバイルデバイスは、ネットワークドメイン識別子
を、アクセスポイントとのリンクを確立するのに使うことができる。アクセスポイント側
では、要求を担当することができる複数のアクセスポイントがインストールされ得る。ア
クセスポイントは、どのアクセスポイントがモバイルデバイスを担当するかに関して調整
を実施することができる。この調整により、他のやり方で負荷をかけられたアクセスポイ
ントから、比較的使用されないアクセスポイントに、トラフィックをシフトさせることが
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できる。モバイルデバイスにおいて、アクセス要求は、接続するべき特定のアクセスポイ
ントを最初に識別することなく送信され得る。こうすることにより、モバイルデバイスが
ネットワークにアクセスするのに必要とされるシグナリングトラフィックを削減すること
ができる。アクセスポイントとモバイルデバイスの両方から、シグナリングの削減および
多重アクセスポイント負荷管理により、モバイルデバイスのためのネットワークリンクの
確立を促進することができる。
【０２８３】
一実装形態では、本出願のプロセスは、アクセス要求ボリュームに基づいてアクセス応
答メッセージ通信を変えるための、記載したシステムおよび方法と組み合わせることがで
きる。たとえば、ＡＰは、受信デバイスがＡＰと関連付くのに使うことができる関連付け

10

情報を送信するように構成され得る。上述した駅など、いくつかの実装形態において、ど
の程度頻繁に関連付け情報が送信されるかを増やすことが望ましい場合がある。これによ
り、デバイスが関連付け情報を取得する機会を増やすことができる。逆に、低トラフィッ
ク時間においては、どの程度頻繁に関連付け情報が送信されるかを低下させることが望ま
しい場合がある。これにより、非限定的利点として、ＡＰリソース（たとえば、電力、帯
域幅、処理、メモリなど）を節約することができる。
【０２８４】
さらなる実装形態では、本出願のプロセスは、記載した、判断された時間ウィンドウ中
のアクセス応答メッセージの送信と組み合わせることができる。たとえば、短期間にいく
つかの関連付け要求を受信したＡＰについて検討する。このＡＰは、後続要求を担当する
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のに先立って関連付け応答が送信されるように、各々を連続して担当することができる。
これは、ＡＰが、各要求を完了するために送信モードから受信モードに切り替えることを
含む。いくつかの実装形態では、送信用にいくつかの応答を収集し、応答を送信するのに
必要とされる時間を判断し、予約期間中に応答を送信することが望ましい場合がある。こ
うすることにより、ＡＰは、関連付け要求を各々がより効率的に扱うことが可能になり、
その結果、１つの非限定的利点として、より効率的な全体的関連付けプロセスを提供する
。
【０２８５】
さらに別の実装形態において、本出願のプロセスは、記載した、関連付けのためにサー
ビスを選択するためのサービス負荷情報の送信と組み合わせることができる。たとえば、
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アクセスポイントが、そのチャネルおよび／または他の近くのアクセスポイントによって
提供されるチャネルについてのチャネル負荷情報を含み得る。受信端末は、どのチャネル
が、意図された通信に対して最良のサービスを提供するか判断することができる。たとえ
ば、端末が、呼のためのアクセスを要求している場合、無線アクセス要件は、ビデオを見
るためのアクセスを要求する端末とは異なり得る。この情報を、ＡＰと関連付くのに先立
って受信することによって、端末は、関連付けのための適切なＡＰを識別することができ
る。
【０２８６】
ＡＰは、新規関連付けが受容されていないという指示を含むことによって、その負荷レ
ベルを制御することもできる。アクセス要求が受信される前にこの情報を提供することに
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より、ＡＰが新規関連付け要求を受容していないとき、ＡＰが、アクセス要求を担当し、
拒絶するのを防止する。端末は、ＡＰが新規関連付け要求を受信中でないと判断し、そう
でなければ拒絶される関連付け要求を送信するのを避けてよい。その結果、端末とアクセ
スポイントの両方に対して、リソース（たとえば、電力、処理、帯域幅、メモリ）が節約
される。
【０２８７】
さらに別の実装形態において、本出願のプロセスは、記載した、関連付けのためのアク
セスポイントを識別するためのシステムおよび方法と組み合わせることができる。より少
ないビットが送信されるとき、より少ない電力が送信に使われ、信号を送信するのにより
少ない時間が使われ、より少ないビットが、送信／受信のために処理される必要がある。
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いくつかの実装形態では、短縮識別子が、関連付くべきＡＰを示すのに使われ得る。短縮
識別子は、ＡＰについてのより大きい一意の識別子の一部分であり得る。ただし、端末の
視点からは、端末がそのサービスプロバイダのＡＰと関連付くことができる限り、特定の
ＡＰについての知識は必要とされない。したがって、短縮識別子は、ＡＰと関連付くのに
使うことができる。短縮識別子によって複数のＡＰが識別され得るが、ＡＰは、最終的に
どれが要求を担当するか判断することができる。たとえば、ＡＰの間の迂回中継シグナリ
ングは、どのＡＰが関連付け要求に応答するかを裁定することができる。裁定は、最も低
い負荷レベルを特徴とするＡＰに関連付けがそれによって向けられ得る、ＡＰについての
負荷に基づき得る。
【０２８８】
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別の実装形態では、本出願のプロセスは、記載した、デバイス関連付けを開始するため
のバックオフと組み合わせることができる。いくつかのワイヤレス通信システムにおいて
、端末がタイムスロットに関連付けられる。タイムスロットは、端末が情報を送信および
／または受信することができる期間を表す。各システムは、別個の数のタイムスロット（
たとえば、５０）を含む。ある設定では、各スロットが、単一のデバイスに割り当てられ
得る。タイムスロットの数が５０である場合、これは、５０個のデバイスを収容する。５
０人の乗客が到着し、各々がワイヤレスデバイスを携帯している駅について検討する。各
デバイスは、それに関連付けられたタイムスロット中に関連付け要求を送信することがで
きる。この結果、ＡＰは、５０個の関連付け要求を立て続けに受信することになり得る。
いくつかの実装形態において、デバイスの一部が関連付け要求を送信し、後で、残りのデ
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バイスが関連付け要求を送信するように、関連付け要求を送信する際に、さらなる遅延を
もたらすことが望ましい場合がある。ＡＰによって受信されたメッセージを拡散すること
によって、ＡＰは、各要求をより効率的に処理することができる。たとえば、５０個のア
クセス要求が保留中である場合、ＡＰは、各関連付けを確立するためのシグナリングによ
り、２５個の要求が保留されているよりもゆっくりと応答するように構成されてよい。
【０２８９】
さらに、１００人の乗客が到着し、各々がワイヤレスデバイスを携帯している駅につい
て検討する。このようなシナリオにおいて、複数のデバイスが、同じタイムスロットを割
り当てられ得る。タイムスロット内で、端末が、タイムスロットを共有する別のデバイス
との衝突を避けるために、関連付け要求の送信を先送りすることが望ましい場合がある。

30

たとえば、タイムスロットが１００マイクロ秒である場合、タイムスロットを共有する第
１および第２のデバイスが、タイムスロット内の異なる時間に関連付け要求を送信するこ
とが望ましい場合がある。したがって、デバイスは、それぞれの関連付け要求を送信する
のを待つべき期間を判断することができる。こうすることにより、ＡＰに対する処理要件
を簡単にすることができ、その後に、上述したリソース節約を伴う。これにより、他のや
り方では応答を待つのに費やされる、端末におけるリソースを節約し得る関連付け応答時
間を改善することもできる。
【０２９０】
添付の図面を参照しながら、新規のシステム、装置、および方法の様々な態様について
以下でより十分に説明する。ただし、本開示の教示は、多くの異なる形態で実施され得る

40

ものであり、本開示全体にわたって提示する任意の特定の構造または機能に限定されるも
のと解釈すべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が、本開示の範囲を当業者に
十分に伝えるために与えるものである。本明細書の教示に基づいて、本開示の範囲は、開
示される他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本開示の他の態様と組み合わせて実装
されるにせよ、本明細書で開示する新規のシステム、装置、および方法のいかなる態様を
もカバーするものであることを、当業者には諒解されよう。たとえば、本明細書に記載の
態様をいくつ使用しても、装置を実現し、または方法を実施することができる。さらに、
本発明の範囲は、本明細書に記載の本発明の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外
に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置または
方法をカバーするものとする。本明細書で開示する任意の態様が請求項の１つまたは複数
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の要素によって実施され得ることを理解されたい。
【０２９１】
本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形体および置換
は本開示の範囲内に入る。好ましい態様のいくつかの利益および利点について説明するが
、本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、本
開示の態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および送信プロト
コルに広く適用可能であるものとし、そのうちのいくつかを例として図および好ましい態
様についての以下の説明で示す。発明を実施するための形態および図面は、限定的なもの
ではなく本開示を説明するものにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲およびそ
の均等物によって規定される。

10

【０２９２】
本明細書で使用する「判断」という用語は、多種多様なアクションを包含する。たとえ
ば、「判断」は、計算、算出、処理、導出、調査、探索（たとえば、テーブル、データベ
ース、または別のデータ構造での探索）、確認などを含むことができる。また、「判断」
は、受信（たとえば、情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ７０６（図７
）中のデータにアクセスすること）などを含むことができる。また、「判断」は、解決、
選択、選出、確立などを含むことができる。さらに、本明細書で使用する「チャネル幅」
は、いくつかの態様では帯域幅を包含することがあるか、または帯域幅と呼ばれることも
ある。
【０２９３】

20

本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、単一のメ
ンバーを含む、それらのアイテムの任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂまたはｃ
のうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ−ｂ、ａ−ｃ、ｂ−ｃおよびａ−ｂ−ｃを
含むものとする。
【０２９４】
上記で説明した方法の様々な動作は、（１つまたは複数の）様々なハードウェアおよび
／またはソフトウェア構成要素、回路、および／または（１つまたは複数の）モジュール
など、それらの動作を実行することが可能な任意の好適な手段によって実施され得る。一
般に、図に示される任意の動作は、動作を実施することができる対応する機能手段によっ
て実施することができる。

30

【０２９５】
本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、
汎用プロセッサ、ＤＳＰ７２０（図７）（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信号（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論
理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素
、あるいは本明細書で説明した機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを
用いて実装または実施できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができる
が、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコン
トローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサ７０４（図７）はまた、コン
ピューティングデバイスの組合せ、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複
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数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数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として実装できる。
【０２９６】
１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装する場合、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上に記憶するか、あるい
はコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ可読媒体は、ある
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可能にする任意の媒体を含む、コ
ンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータに
よってアクセスできる利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく、例として、そ
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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ストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレ
ージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持ま
たは記憶するために使用でき、コンピュータによってアクセスできる、任意の他の媒体を
含むことができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たと
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、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を
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、または赤外線、無線、および
マイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディス

10

ク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザデ
ィスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フ
ロッピーディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザ
で光学的に再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は非一時
的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形媒体）を含み得る。さらに、いくつかの態様で
は、コンピュータ可読媒体は一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、信号）を含み得る
。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【０２９７】
本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数のステップ

20

またはアクションを含む。本方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の範
囲の範囲から逸脱することなく互いに交換することができる。言い換えれば、ステップま
たはアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクシ
ョンの順序および／または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更できる。
【０２９８】
説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意
の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は１つまたは複数の命令と
してコンピュータ可読媒体上に記憶できる。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス
できる利用可能な媒体とすることができる。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、ＣＤ−ＲＯＭまたは他の光ディスク
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ストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令
またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または記憶するために使用でき
、コンピュータによってアクセスできる、任意の他の媒体を含むことができる。本明細書
で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（
ＣＤ）、レーザディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc
）（ＤＶＤ）、フロッピーディスク（disk）およびＢｌｕ−ｒａｙ（登録商標）ディスク
（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc
）は、データをレーザで光学的に再生する。
【０２９９】
したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示する動作を実施するためのコンピュー

40

タプログラム製品を含み得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、本
明細書で説明する動作を実施するために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能で
ある命令をその上に記憶した（および／または符号化した）コンピュータ可読媒体を含み
得る。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージング材料を含み得
る。
【０３００】
ソフトウェアまたは命令はまた、送信媒体を介して送信できる。たとえば、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（ＤＳ
Ｌ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの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
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イバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの
ワイヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
【０３０１】
さらに、本明細書に記載の方法およびプロセスを実施するためのモジュールおよび／ま
たは他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および／または基地局によってダウ
ンロードおよび／または他の方法で取得できることを諒解されたい。たとえば、本明細書
で説明した方法を実施するための手段の転送を可能にするために、そのようなデバイスを
サーバに結合することができる。代替的に、本明細書で説明される様々な方法は、ユーザ
端末および／または基地局がストレージ手段をデバイスに結合するかまたは与えると様々
な方法を得ることができるように、ストレージ手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパ

10

クトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなど物理記憶媒体など）によって提供で
きる。さらに、本明細書で説明する方法およびプロセスをデバイスに与えるための任意の
他の適切な技法を利用することができる。
【０３０２】
特許請求の範囲は、上で示された厳密な構成およびコンポーネントに限定されないこと
を理解されたい。上記の方法および装置の構成、動作および詳細において、特許請求の範
囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形を行うことができる。
【０３０３】
上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は、その基
本的範囲から逸脱することなく考案され得、その範囲は以下の特許請求の範囲によって判

20

断される。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減

する方法であって、
ワイヤレス通信デバイスにおいて、ネットワークサービスプロバイダから、前記ワイヤ
レス通信システム内の前記ネットワークサービスを取得するための、１つまたは複数のネ
ットワークサービスの各々についての特性を示す第１のメッセージを受信することと、
前記特性に基づいて、前記ワイヤレス通信デバイスにおいて、前記１つまたは複数のネ
ットワークサービスのうち、関連付くべきネットワークサービスを選択することと、
前記ワイヤレス通信デバイスにおいて、前記ネットワークサービスを取得するための情

30

報を要求するための第１のメッセージを、送信用にキューに入れることと、
前記メッセージの送信の前に、前記情報を備える第２のメッセージを受信することと、
前記第２のメッセージが前記情報を備えるとき、前記メッセージを前記キューから削除
することとを備える方法。
［Ｃ２］

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、前

記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ３］

前記第１のメッセージがビーコンを備える、Ｃ１に記載の方法。

［Ｃ４］

前記第１のメッセージが、前記ネットワークサービスとの新規関連付けが受容

されていないことを示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］

40

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削減

するように構成されたワイヤレス通信デバイスであって、
ネットワークサービスプロバイダから、前記ワイヤレス通信システム内の前記ネットワ
ークサービスを取得するための、１つまたは複数のネットワークサービスの各々について
の特性を示す第１のメッセージを受信するように構成された受信機と、
前記特性に基づいて、前記１つまたは複数のネットワークサービスのうち、関連付くべ
きネットワークサービスを選択し、
前記ネットワークサービスを取得するための情報を要求するための第１のメッセージを
、送信用にキューに入れ、
前記メッセージの送信の前に、前記情報を備える第２のメッセージを受信し、
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前記第２のメッセージが前記情報を備えるとき、前記メッセージを前記キューから削除
するように構成された１つまたは複数のプロセッサとを備えるデバイス。
［Ｃ６］

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、前

記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、Ｃ５に記載
のデバイス。
［Ｃ７］

前記第１のメッセージがビーコンを備える、Ｃ５に記載のデバイス。

［Ｃ８］

前記第１のメッセージが、前記ネットワークサービスとの新規関連付けが受容

されていないことを示す、Ｃ５に記載のデバイス。
［Ｃ９］

ワイヤレス通信システムにおけるシグナリングを削減する方法であって、

アクセスポイントにおいて、複数のチャネルを介して通信するように構成されたネット

10

ワークサービスを提供することと、
前記アクセスポイントにおいて、前記複数のチャネルの各々についての負荷値を備える
、前記ネットワークサービスの特性を判断することと、
前記アクセスポイントから、前記ネットワークサービスを広告するとともに前記ネット
ワークサービスの前記特性を示すメッセージを送信することと、
前記アクセスポイントにおいて、複数のデバイスから複数のアクセス要求を受信するこ
とと、
前記複数のアクセス要求に基づいて、ワイヤレス通信の需要を判断することと、
前記判断された需要に基づいて、前記ネットワークサービスを広告する前記メッセージ
のブロードキャストを修正することとを備える方法。
［Ｃ１０］

20

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、Ｃ９に記
載の方法。
［Ｃ１１］

前記ネットワークサービスを広告する前記メッセージがビーコンを備える、

Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］

前記ネットワークを広告する前記メッセージが、前記ネットワークサービス

との新規関連付けが受容されていないことを示す、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１３］

前記ワイヤレス通信の需要を判断することが、一定期間にわたる前記ワイヤ

レス通信についてのアクセス要求の数の変化を検出することを備える、Ｃ９に記載の方法
30

。
［Ｃ１４］

複数のチャネルを介して通信するように構成されたアクセスポイントであっ

て、
前記複数のチャネルの各々についての負荷値を備える、前記ネットワークサービスの特
性を判断するように構成されたプロセッサと、
前記ネットワークサービスを広告するとともに前記ネットワークサービスの前記特性を
示すメッセージを送信するように構成された送信機と、
複数のデバイスから複数のアクセス要求を受信するように構成された受信機とを備え、
前記プロセッサが、
前記複数のアクセス要求に基づいて、ワイヤレス通信の需要を判断し、
前記判断された需要に基づいて、前記ネットワークサービスを広告する前記メッセージ

40

のブロードキャストを修正するようにさらに構成されるアクセスポイント。
［Ｃ１５］

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての前記特性が、

前記１つまたは複数のネットワークサービスの各々についての負荷値を備える、Ｃ１４に
記載のアクセスポイント。
［Ｃ１６］

前記ネットワークサービスを広告する前記メッセージがビーコンを備える、

Ｃ１４に記載のアクセスポイント。
［Ｃ１７］

前記ネットワークを広告する前記メッセージが、前記ネットワークサービス

との新規関連付けが受容されていないことを示す、Ｃ１４に記載のアクセスポイント。
［Ｃ１８］

前記ワイヤレス通信の需要を判断することが、一定期間にわたる前記ワイヤ

レス通信についてのアクセス要求の数の変化を検出することを備える、Ｃ１４に記載のア
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クセスポイント。
［Ｃ１９］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減する方法であって、
端末において、前記ワイヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための
情報を含むメッセージを受信することと、
前記端末において、前記受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロット、お
よび前記識別されたタイムスロット内でのバックオフ量を識別することと、
前記識別されたタイムスロットおよび前記識別されたバックオフ量に基づいて、媒体を
検知するのを控えることと、
前記バックオフ量の満了後の前記識別されたタイムスロット中に、前記デバイスとの前

10

記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを送信することとを備える方法。
［Ｃ２０］

前記デバイスがアクセスポイントを備える、Ｃ１９に記載の方法。

［Ｃ２１］

前記関連付け要求メッセージを送信することが、キャリア検知多元接続メッ

セージを送信することを備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２２］

前記受信されたメッセージがビーコンメッセージを備える、Ｃ１９に記載の

方法。
［Ｃ２３］

前記受信されたメッセージが探査応答を備える、Ｃ１９に記載の方法。

［Ｃ２４］

前記媒体がワイヤレス通信媒体を備える、Ｃ１９に記載の方法。

［Ｃ２５］

前記タイムスロットおよび前記バックオフ量のうち少なくとも１つを識別す

ることが、ランダム値を生成することを備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２６］

20

前記ランダム値を生成することが、前記含まれる値および前記端末について

の識別子に基づく、Ｃ２５に記載の方法。
［Ｃ２７］

前記端末についての前記識別子がメディアアクセス制御識別子を備える、Ｃ

２６に記載の方法。
［Ｃ２８］

前記値がランダムシード値を備える、Ｃ２６に記載の方法。

［Ｃ２９］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減するように構成された装置であって、
前記ワイヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッ
セージを受信するように構成された受信機と、
前記受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロット、および前記識別された

30

タイムスロット内でのバックオフ量を識別し、
前記識別されたタイムスロットおよび前記識別されたバックオフ量に基づいて、媒体を
検知するのを控えるように構成されたプロセッサと、
前記バックオフ量の満了後の前記タイムスロット中に、前記デバイスとの前記リンクを
確立するための関連付け要求メッセージを送信するように構成された送信機とを備える装
置。
［Ｃ３０］

前記装置が端末を備える、Ｃ２９に記載の装置。

［Ｃ３１］

前記デバイスがアクセスポイントを備える、Ｃ２９に記載の装置。

［Ｃ３２］

前記関連付け要求メッセージがキャリア検知多元接続メッセージを備える、

Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３３］

40

前記受信されたメッセージがビーコンメッセージを備える、Ｃ２９に記載の

装置。
［Ｃ３４］

前記受信されたメッセージが探査応答を備える、Ｃ２９に記載の装置。

［Ｃ３５］

前記媒体がワイヤレス通信媒体を備える、Ｃ２９に記載の装置。

［Ｃ３６］

前記タイムスロットおよび前記バックオフ量のうち少なくとも１つを識別す

ることが、ランダム値を生成することを備える、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３７］

前記ランダム値を生成することが、前記含まれる値および前記端末について

の識別子に基づく、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３８］

前記端末についての前記識別子がメディアアクセス制御識別子を備える、Ｃ

３７に記載の装置。
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［Ｃ３９］

前記値がランダムシード値を備える、Ｃ３７に記載の装置。

［Ｃ４０］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減するための装置であって、
前記ワイヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッ
セージを受信するための手段と、
前記受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロットおよびバックオフ量を識
別するための手段と、
前記デバイスとの前記リンクを確立するための手段であって、
前記識別されたタイムスロットおよび前記識別されたバックオフ量に基づいて、媒体を
検知するのを控え、

10

前記バックオフ量の満了後の前記識別されたタイムスロット中に、前記デバイスとの前
記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを送信するように構成された手段とを
備える装置。
［Ｃ４１］

ワイヤレス通信システム内の装置のプロセッサによって実行可能な命令を備

えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、前記装置に、
前記ワイヤレス通信システム内のデバイスとのリンクを確立するための情報を含むメッ
セージを受信させ、
前記受信メッセージに含まれる値に基づいて、タイムスロットと前記識別されたタイム
スロット内でのバックオフ量とを識別させ、
前記識別されたタイムスロットおよび前記識別されたバックオフ量に基づいて、媒体を

20

検知するのを控えさせ、
前記バックオフ量の満了後の前記識別されたタイムスロット中に、前記デバイスとの前
記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを送信させるコンピュータ可読記憶媒
体。
［Ｃ４２］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減する方法であって、
デバイスにおいて、複数の端末が関連付け要求メッセージを送信するための期間を識別
する値を生成することであって、前記関連付け要求メッセージが、前記デバイスとのリン
クを要求することと、
前記値を含むメッセージを前記端末に送信することと、

30

前記識別された期間中に、前記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを前記
端末のうちの１つから受信することとを備える方法。
［Ｃ４３］

前記デバイスがアクセスポイントを備える、Ｃ２４に記載の方法。

［Ｃ４４］

前記値がランダムシード値を備える、Ｃ４２に記載の方法。

［Ｃ４５］

前記ランダムシード値が、前記デバイスについての識別子に基づいて生成さ

れる、Ｃ４４に記載の方法。
［Ｃ４６］

前記値がコンテンションウィンドウを備える、Ｃ４２に記載の方法。

［Ｃ４７］

前記コンテンションウィンドウが、前記ワイヤレス通信システムのサイズ、

前記ワイヤレス通信システムにアクセスする端末の数、前記デバイスにアクセスする端末
の数、前記ワイヤレス通信システムの負荷、前記デバイスの負荷、前記端末に関連付けら

40

れたサービスレベル、時間情報、および日付情報のうち１つまたは複数に基づいて生成さ
れる、Ｃ４６に記載の方法。
［Ｃ４８］

前記コンテンションウィンドウが現在の値に基づいて生成される、Ｃ４７に

記載の方法。
［Ｃ４９］

前記コンテンションウィンドウが、あらかじめ記憶された値の分析に基づい

て生成される、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５０］

前記メッセージがビーコン信号を備える、Ｃ４２に記載の方法。

［Ｃ５１］

前記メッセージが探査応答を備える、Ｃ４２に記載の方法。

［Ｃ５２］

前記値が前記メッセージのヘッダー中に含まれる、Ｃ４２に記載の方法。

［Ｃ５３］

前記値が前記メッセージの本文中に含まれる、Ｃ４２に記載の方法。
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前記識別された期間外に、前記リンクを確立するための情報を含む別の関連

付け要求メッセージを別の端末から受信することと、
前記識別された期間外に前記関連付け要求メッセージが送信されたことを示す別の値を
含む関連付け応答メッセージを、前記別の端末に送信することとをさらに備える、Ｃ４２
に記載の方法。
［Ｃ５５］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減するように構成されたデバイスであって、
複数の端末が関連付け要求メッセージを前記デバイスに送信するための期間を識別する
値を生成するように構成されたプロセッサであって、前記関連付け要求メッセージが、前
記デバイスとのリンクを確立するためのものであるプロセッサと、

10

前記値を含むメッセージを前記端末に送信するように構成された送信機と、
前記識別された期間中に、前記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを前記
端末のうちの１つから受信するように構成された受信機とを備えるデバイス。
［Ｃ５６］

前記デバイスがアクセスポイントを備える、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ５７］

前記値がランダムシード値を備える、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ５８］

前記ランダムシード値が、前記デバイスについての識別子に基づいて生成さ

れる、Ｃ５７に記載のデバイス。
［Ｃ５９］

前記値がコンテンションウィンドウを備える、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ６０］

前記コンテンションウィンドウが、前記ワイヤレス通信システムのサイズ、

前記ワイヤレス通信システムにアクセスする端末の数、前記デバイスにアクセスする端末

20

の数、前記ワイヤレス通信システムの負荷、前記デバイスの負荷、前記端末に関連付けら
れたサービスレベル、時間情報、および日付情報のうち１つまたは複数に基づいて生成さ
れる、Ｃ５９に記載のデバイス。
［Ｃ６１］

前記コンテンションウィンドウが現在の値に基づいて生成される、Ｃ６０に

記載のデバイス。
［Ｃ６２］

前記コンテンションウィンドウが、あらかじめ記憶された値の分析に基づい

て生成される、Ｃ６０に記載のデバイス。
［Ｃ６３］

前記メッセージがビーコン信号を備える、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ６４］

前記メッセージが探査応答を備える、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ６５］

前記値が前記メッセージのヘッダー中に含まれる、Ｃ５５に記載のデバイス

30

。
［Ｃ６６］

前記値が前記メッセージの本文中に含まれる、Ｃ５５に記載のデバイス。

［Ｃ６７］

前記受信機が、前記識別された期間外に、前記リンクを確立するための別の

関連付け要求メッセージを別の端末から受信するようにさらに構成され、前記送信機が、
前記識別された期間外に前記関連付け要求メッセージが送信されたことを示す別の値を含
む関連付け応答メッセージを、前記別の端末に送信するようにさらに構成される、Ｃ５５
に記載のデバイス。
［Ｃ６８］

ワイヤレス通信システムにおけるリンクセットアップ中のシグナリングを削

減するためのデバイスであって、
前記デバイスとのリンクを確立するための関連付け要求メッセージを端末が送信するた

40

めの期間を識別する値を生成するための手段と、
前記値を含むメッセージを前記端末に送信するための手段と、
前記識別された期間中に、前記デバイスと前記端末との間の前記リンクを確立するため
の、前記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを、端末から受信するための手
段とを備えるデバイス。
［Ｃ６９］

ワイヤレス通信システム内のデバイスのプロセッサによって実行可能な命令

を備えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、前記デバイスに、
前記デバイスを介して前記ワイヤレス通信システムとのリンクを確立するための関連付
け要求メッセージを端末が送信するための期間を識別する値を生成させ、
前記値を含むメッセージを前記端末に送信させ、
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前記識別された期間中に、前記デバイスと前記端末との間の前記リンクを確立するため
の、前記リンクを確立するための関連付け要求メッセージを、端末から受信させるコンピ
ュータ可読記憶媒体。
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