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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１の周波数帯域内においてデータを通信するように選択可能に動作可能な
モバイルノードを有する無線通信システムのための装置であって、該第１の周波数帯域内
において、ワイヤレスローカルエリアネットワーク群が通信するように動作可能であり、
該装置は、該モバイルノードによる、該データを通信しようと試みられる該ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク群の少なくとも第１の選択されるワイヤレスローカルエリアネ
ットワークの選択を助長し、該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、サービ
スセットＩＤによって識別され、該モバイルノードは、セルラーシステムホームネットワ
ークに関連し、該装置は、
　該モバイルノードにおいて組み入れられる第１の記憶エンティティであって、該第１の
記憶エンティティは、該ワイヤレスローカルエリアネットワーク群のワイヤレスローカル
エリアネットワークの第１のセットを識別するエントリの第１のリストを記憶し、該第１
のセットの該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、関連するサービスセット
ＩＤによって識別され、該第１のセットの該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各
々は、該セルラーシステムホームネットワークと、第１の選択された様式において関係す
る、第１の記憶エンティティと、
　該モバイルノードにおいて組み入れられる少なくとも第２の記憶エンティティであって
、該少なくとも第２の記憶エンティティは、該ワイヤレスローカルエリアネットワーク群
のワイヤレスローカルエリアネットワークの少なくとも第２のセットを識別するエントリ
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の少なくとも第２のリストを記憶し、該第２のセットの該ワイヤレスローカルエリアネッ
トワークの各々は、関連するサービスセットＩＤによって識別され、該第２のセットのワ
イヤレスローカルエリアネットワークの各々は、該セルラーシステムホームネットワーク
と、第２の選択された様式において関係する、少なくとも第２の記憶エンティティと、
　該モバイルノードにおいて組み入れられる利用可能ネットワークリストクリエータであ
って、該利用可能ネットワークリストクリエータは、該ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワークが該モバイルノードの通信範囲内にあ
る場合は、それらを識別するエントリの利用可能ネットワークリストを作成し、該利用可
能ネットワークリストのワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、サービスセッ
トＩＤによって識別される、利用可能ネットワーククリエータと、
　該第１の記憶エンティティにおいて記憶されるエントリの該第１のリストの表示を受信
することと、該少なくとも第２の記憶エンティティにおいて記憶されるエントリの該少な
くとも第２のリストの表示を受信することと、エントリの該利用可能ネットワークリスト
の表示を受信することとを実行するように適合されているセレクタであって、該セレクタ
は、該データを通信しようと試みられる該少なくとも第１の選択されるワイヤレスローカ
ルエリアネットワークになるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在するのであれ
ば、それを選択し、その選択は、まず、該第１のリストおよび該利用可能ネットワークリ
ストの両方において列挙されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在するのであ
れば、それらのワイヤレスローカルエリアネットワークから該セレクタによって為され、
その後、必要であるならば、該第２のリストおよび該利用可能ネットワークリストの両方
において列挙されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在するのであれば、それ
らのワイヤレスローカルエリアネットワークから為される、セレクタと
　を備える、装置。
【請求項２】
　前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク群の前記ワイヤレスローカルエリアネット
ワークの各々は、そのワイヤレスローカルエリアネットワークを識別する前記サービスセ
ットＩＤの値を含む制御信号を同報通信し、前記利用可能ネットワークリストクリエータ
は、前記モバイルノードの通信範囲内の該ワイヤレスローカルエリアネットワークによっ
て同報通信される該制御信号に含まれる該サービスセットＩＤの表示を受信するように適
合されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記セルラーシステムホームネットワークは、選択されたセルラー規格プロトコルに準
じて動作可能なワイヤレスローカルエリアネットワークを形成し、前記モバイルノードは
、該セルラー規格プロトコルおよびワイヤレスローカルエリアネットワーク規格プロトコ
ルのいずれかに準じて選択可能に動作可能であり、前記セレクタが前記第１の選択される
ワイヤレスローカルエリアネットワークを選択する場合、該モバイルノードは、該第１の
選択されるワイヤレスローカルエリアネットワークと通信するために、該ワイヤレスロー
カルエリアネットワーク規格プロトコルに準じて動作する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記モバイルノードに関連する前記セルラーシステムホームネットワークを形成するセ
ルラーネットワークは、ホームネットワークオペレータによって動作され、前記ワイヤレ
スローカルエリアネットワークを備える前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク群の
ワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの少なくとも１つもまた、該ホームネット
ワークオペレータによって動作され、ワイヤレスローカルエリアネットワークの前記第１
のセットは、該ホームネットワークオペレータによって動作される該ワイヤレスローカル
エリアネットワーク群の該ワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの該少なくとも
１つを備え、該ワイヤレスローカルエリアネットワークの該第１のセットのＩＤは、前記
第１の記憶エンティティにおいて記憶される前記第１のリストを形成する、請求項３に記
載の装置。
【請求項５】
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　前記セレクタは、前記データを通信される前記第１の選択されるワイヤレスローカルエ
リアネットワークとして、前記ホームネットワークオペレータによって動作される前記ワ
イヤレスローカルエリアネットワーク群が存在するのであれば、その群のワイヤレスロー
カルエリアネットワークを選択し、そのワイヤレスローカルエリアネットワークのＩＤは
、前記第１の記憶エンティティに記憶される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ホームネットワークオペレータによって動作される前記ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク群の前記少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネットワークは、第１
のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカルエリアネットワークと、少な
くとも第２のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカルエリアネットワー
クとを備え、該第１のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカルエリアネ
ットワークおよび該少なくとも第２のホームネットワークにより動作されるワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークのＩＤは、前記第１の記憶エンティティに記憶され、前記利用
可能ネットワークリストクリエータによって作成された前記利用可能ネットワークリスト
は、該第１のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカルエリアネットワー
クおよび該第２のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカルエリアネット
ワークの両方のＩＤを含み、前記セレクタは、選択基準に従い、前記第１の選択されるワ
イヤレスローカルエリアネットワークとして、該第１のホームネットワークにより動作さ
れるワイヤレスローカルエリアネットワークおよび該第２のホームネットワークにより動
作されるワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの１つを選択する、請求項４に記
載の装置。
【請求項７】
　前記モバイルノードが、前記第１の選択されるワイヤレスローカルエリアネットワーク
として選択される、前記第１のホームネットワークにより動作されるワイヤレスローカル
エリアネットワークおよび前記第２のホームネットワークにより動作されるワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークのうちの一方の第１の選択されるワイヤレスローカルエリアネ
ットワークに前記データを伝達することが可能でない場合、前記セレクタは、該第１の選
択されるワイヤレスローカルエリアネットワークとして、該第１のホームネットワークに
より動作されるワイヤレスローカルエリアネットワークおよび該第２のホームネットワー
クにより動作されるワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの他方を選択する、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記モバイルノードに関連する前記ワイヤレスローカルエリアネットワークを形成する
前記セルラーシステムホームネットワークは、ホームネットワークオペレータによって動
作され、前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク群の前記ワイヤレスローカルエリア
ネットワークのうちの少なくとも１つは、ノンホームネットワークオペレータによって動
作され、ワイヤレスローカルエリアネットワークの前記少なくとも第２のセットは、該ノ
ンホームネットワークオペレータによって動作される、該ワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク群の該ワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの少なくとも１つを備え、
ワイヤレスローカルエリアネットワークの該少なくとも第２のセットのワイヤレスローカ
ルエリアネットワークのＩＤは、前記少なくとも第２の記憶エンティティにおいて記憶さ
れる前記少なくとも第２のリストを形成する、請求項３に記載の装置。
【請求項９】
　前記ホームネットワークオペレータおよび前記ノンホームネットワークオペレータは、
該ホームネットワークオペレータと該ノンホームネットワークオペレータとの間の関係を
維持し、該ノンホームネットワークオペレータによって動作する、前記ワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク群の前記ワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの前記少な
くとも１つのワイヤレスローカルエリアネットワークは、前記関係が維持される該ノンホ
ームネットワークオペレータによって動作し、該ワイヤレスローカルエリアネットワーク
群の該ワイヤレスローカルエリアネットワークの該少なくとも１つのワイヤレスローカル
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エリアネットワークのＩＤは、前記第２の記憶エンティティにおいて記憶される前記第２
のリストの少なくとも一部を形成する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記セレクタは、前記ノンホームネットワークオペレータによって動作される前記ワイ
ヤレスローカルエリアネットワークが、前記利用可能ネットワークリストおよび前記第２
のリストの両方に含まれ、該ホームネットワークオペレータによって作動され前記第１の
記憶エンティティにおいて列挙される任意のワイヤレスローカルエリアネットワークによ
る通信が実施されない場合、前記データを通信される前記第１の選択されるワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークとして、該ノンホームネットワークオペレータによって動作さ
れる前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク群が存在するのであれば、その群のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークを選択し、そのワイヤレスローカルエリアネットワー
クのＩＤは、該第２の記憶エンティティに記憶される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも第２の記憶エンティティは、前記第２の記憶エンティティおよび少なく
とも第３の記憶エンティティを備え、該第３の記憶エンティティは、前記ワイヤレスロー
カルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワークの少なくとも第３の
セットを識別するエントリの第３のリストを記憶する、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記セレクタはさらに、データを通信される前記第１の選択されるワイヤレスローカル
エリアネットワークとして、前記記憶エンティティにおいて記憶される前記第３のリスト
において識別されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在し、必要であれば、そ
のワイヤレスローカルエリアネットワークを選択する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも第３の記憶エンティティは、前記第３の記憶エンティティおよび少なく
とも第４の記憶エンティティを備え、該第４の記憶エンティティは、前記ワイヤレスロー
カルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワークの少なくとも第４の
セットを識別するエントリの第４のリストを記憶する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記セレクタはさらに、データを通信される前記第１の選択されるワイヤレスローカル
エリアネットワークとして、前記第４の記憶エンティティにおいて記憶される前記第４の
リストにおいて識別されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在し、必要であれ
ば、そのワイヤレスローカルエリアネットワークを選択する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　少なくとも第１の周波数帯域内においてデータを通信するように選択可能に動作可能な
モバイルノードを有する無線通信システムにおける通信の方法であって、該第１の周波数
帯域内において、ワイヤレスローカルエリアネットワーク群が通信するように動作可能で
あり、該方法は、該モバイルノードによる、該データを通信しようと試みられる該ワイヤ
レスローカルエリアネットワーク群の少なくとも第１の選択されるワイヤレスローカルエ
リアネットワークの選択を助長し、該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、
サービスセットＩＤによって識別され、該モバイルノードは、セルラーシステムホームネ
ットワークに関連し、該方法は、
　該ワイヤレスローカルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の第１のセットを識別するエントリの第１のリストを記憶することであって、該第１のセ
ットの該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、関連するサービスセットＩＤ
によって識別され、該第１のセットの該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は
、該セルラーシステムホームネットワークと、第１の選択された様式において関係する、
ことと、
　該ワイヤレスローカルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の少なくとも第２のセットを識別するエントリの少なくとも第２のリストを記憶すること
であって、該第２のセットの該ワイヤレスローカルエリアネットワークの各々は、関連す
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るサービスセットＩＤによって識別され、該第２のセットの該ワイヤレスローカルエリア
ネットワークの各々は、該セルラーシステムホームネットワークと、第２の選択された様
式において関係する、ことと、
　該ワイヤレスローカルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワーク
が該モバイルノードの通信範囲内にある場合は、それらを識別するエントリの利用可能ネ
ットワークリストを作成することであって、該利用可能ネットワークリストのワイヤレス
ローカルエリアネットワークの各々は、サービスセットＩＤによって識別される、ことと
、
　該データを通信しようと試みられる該少なくとも第１の選択されるワイヤレスローカル
エリアネットワークになるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在するのであれば
、それを選択することであって、その選択は、まず、該第１のリストおよび該利用可能ネ
ットワークリストの両方において列挙されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存
在するのであれば、それらのワイヤレスローカルエリアネットワークから為され、その後
、必要であるならば、該第２のリストおよび該利用可能ネットワークリストの両方におい
て列挙されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在するのであれば、それらのワ
イヤレスローカルエリアネットワークから為される、ことと
　を包含する、方法。
【請求項１６】
　前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク群のワイヤレスローカルエリアネットワー
クの少なくとも第３のセットを識別するエントリの少なくとも第３のリストを記憶するオ
ペレーションをさらに包含し、前記選択するオペレーションは、該第３のリストにおいて
識別されるワイヤレスローカルエリアネットワークが存在し、必要であるならば、そのワ
イヤレスローカルエリアネットワークを選択するオペレーションをさらに包含する、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークの少なくとも第４のセットを識別するエントリ
の少なくとも第４のリストを記憶するオペレーションをさらに包含し、前記選択するオペ
レーションは、該第４のリストにおいて識別されるワイヤレスローカルエリアネットワー
クが存在し、必要であるならば、そのワイヤレスローカルエリアネットワークを選択する
オペレーションをさらに包含する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記選択するオペレーションの間に選択される前記第１の選択されるワイヤレスローカ
ルエリアネットワークと通信しようと試みるオペレーションをさらに包含する、請求項１
７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、モバイルノードにおける、ネットワークを介して通信するその
ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）または他の無線ネットワークの選択
を促進する様式に関する。より詳細には、本発明は、利用可能ＷＬＡＮまたは無線ネット
ワークを選択する装置およびそれに関連する方法に関し、その利用可能ＷＬＡＮまたは無
線ネットワークを介して、階層的選択処理を用いて、通信が試みられる。
【０００２】
　複数のリストが、モバイルノードにおいて作成され、維持される。各リストは、モバイ
ルノードが通信を許可されるネットワークを識別するエントリを選択的に含む。それらの
リストは、モバイルノードが通信を許可されるネットワークに優先度を付けるネットワー
ク選択の階層を規定する。複数のリストの使用は、ネットワーク選択の改善された選択を
提供する。異なるリストに含まれるネットワークエントリは、異なった選択基準を用いて
ネットワークを識別する。通信が、モバイルノードにおいて実施されようとする場合、ど
のネットワークを介して通信が試みられるかの決定が、順番にそれらのリストへアクセス
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することによって為される。通信が、第１のアクセスされたリストに示されるネットワー
クと実施される場合、次のリストがアクセスされる必要性はない。それによって、それら
のリストは、行われる階層選択処理を許可するネットワーク階層を規定する。
【背景技術】
【０００３】
　通信するために介する最新通信システムの使用は、現代社会の必要局面である。多数の
異なる通信サービスは、多数の異なるタイプの通信サービスを実施するために、多数の異
なるユーザによってレギュラーに実施される。多数の本質的サービスとともに多数の他の
サービスは、通信システムの瞬時利用度および瞬時アクセスに基づいている。
【０００４】
　通信技術における進歩は続き、追加の通信サービスとともに、存在する通信サービスの
改良は、利用可能になるであろう。一般に、通信技術の進歩は、より効率的な方法または
より高いデータ通信レートにおける通信サービスを実施するために通信されるデータを伝
達するための方法、または不利（ａｄｖｅｒｓｅ）な通信状態にも関わらず、データの成
功デリバリを受信ステーションに提供するための方法を提供する。
【０００５】
　デジタル通信技術の使用は、例えば、通信技術における技術的進歩の結果から可能にな
った。多数の最新通信システムは、デジタル通信技術を使用する。デジタル通信技術の使
用は、様々な利点を提供する。データをデジタル化することによって、データにおける冗
長は、より瞬時に除去され、データが、冗長がないより有効な形において通信されること
を許可する。改良されたデータスループットレートまたはデータを伝達するために必要な
低減された帯域幅要件が、許可される。
【０００６】
　無線通信システムは、通信システムの例示的なタイプである。デジタル通信技術は、多
数の最新無線通信システムにおいてレギュラーに使用される。
【０００７】
　セルラ通信システムは、無線通信システムの例示的なタイプである。セルラ通信システ
ムが、任意の様々なオペレーティング基準と一致して動作可能になるように構成される一
方、セルラ通信システムは、一般に、複数の空間的に離れた（ｓｐａｃｅｄ－ａｐａｒｔ
）無線基地局（ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）を有するネットワ
ークインフラを含む。無線基地局の各々は、セルおよびポータブル通信局を規定する。ユ
ーザによって移動されるポータブル通信局は、一般に、通信が実施された場合、ポータブ
ル通信局が配置されているセルがある無線基地局と通信できる。
【０００８】
　ワイヤレス通信システムのいくつかの類似のタイプは実施され、他のものは、制限され
た領域、例えば、ビジネスオフィスまたはビル構造によって取り囲まれた領域を取り囲む
ために提案された。いわゆるミクロ・セルラネットワーク、プライベートネットワーク、
およびＷＬＡＮ（ワイヤレス構内情報通信網）は、少なくとも様々な局面において、セル
ラ通信システムの動作に類似する方法にて動作可能である無線通信システムの代表である
。更に、アドホック（ａｄ　ｈｏｃ）ネットワークを使用する通信システム、すなわち、
固定ネットワークを使用しない通信システムは、使用もされまたは開発中である。
【０００９】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークは、一部の観点において、従来のローカルエリ
アネットワークの技術的な延長である。つまり、従来のローカルエリアネットワークおよ
びワイヤレスローカルエリアネットワークの両方が、一般的に、パケットにフォーマット
されたデータの通信を提供する。ワイヤレスローカルエリアネットワークのモバイルノー
ドは、ローカルエリアネットワークの固定されたノードに類似し、時としては、それらと
機能的に同等である。
【００１０】
　上記のワイヤレスローカルエリアネットワークのようなワイヤレス通信システムは、一
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般的には、選択された通信規格のオペレーティングプロトコルに一致するように動作可能
に構成される。普及している様々なオペレーティング規格が広範囲に渡る採用を果たす一
方、多数のワイヤレスローカルエリアネットワークが、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ｂ）、
オペレーティング仕様に、またはそれらの変形に、一致するように動作可能に構成される
。ＩＥＥＥ　８０２．１１（ｂ）規格はＩＥＥＥによって普及され、該オペレーティング
仕様は、５ＧＨｚ周波数範囲にある規制されていない帯域に加えて、商業用の２．４ＧＨ
ｚワイヤレスＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）周波数範囲に適する有力
なワイヤレスＬＡＮ規格になった。８０２．１１（ｂ）規格は、他のなかでも特に、ワイ
ヤレスクライアント（例えば、モバイルノード）と基地局またはアクセスポイントとの間
の無線（ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ａｉｒ）インターフェースを規定する。
【００１１】
　他の周波数帯域において実施される一部の他の通信システムとは異なり、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークに割り当てられる周波数帯域は、比較的規制されておらず、必
要であるならば、迅速な配置および再配置を可能にする。
【００１２】
　ワイヤレスローカルエリアネットワークにおいて動作可能なモバイルノードは、典型的
には、モバイルノードの通信範囲内のワイヤレスローカルエリアネットワークを検出する
ために、割り当てられた周波数帯域内の選択された周波数をモニタするように構成される
。ワイヤレスローカルエリアネットワークのアクセスポイントまたは他の装置は信号を同
報通信し、それによって、そのアクセスポイントまたは他の装置が一部を成すワイヤレス
ローカルエリアネットワークのモバイルノードにアラートする。
【００１３】
　モバイルノードが特定の位置にある場合、複数のＷＬＡＮがそのモバイルノードに対し
て利用可能である一方、一般的に、それらの利用可能ＷＬＡＮの１つの特定のＷＬＡＮま
たは複数の特定のＷＬＡＮの様式によって、通信を試みる選好が存在する。それらのＷＬ
ＡＮは、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）によって識別され
る。ＳＳＩＤは、特定のＷＬＡＮに対して固有である必要はない。例えば、単一のオペレ
ータによって動作される複数のＷＬＡＮは、時折、単一のＳＳＩＤによって識別される。
その単一のオペレータによって動作されるそれらのＷＬＡＮのうちの異なったＷＬＡＮは
、大きく異なった位置にあり得る。ＳＳＩＤによって識別されるＷＬＡＮと通信するため
のモバイルノードの相対的な選好は、位置に対して非常に依存し得る。ここにおいて、そ
の位置は、通信が行われる際にモバイルノードが置かれる位置である。モバイルノードが
ある１つの位置に置かれる場合、例えば、ＳＳＩＤによって識別されたＷＬＡＮは、第１
のレベルの選好を有し得る。しかし、そのモバイルノードが他の位置に置かれる場合、同
一のＳＳＩＤによって識別されるＷＬＡＮは、異なったレベルの選好を有し得る。
【００１４】
　ＳＳＩＤによって識別されるＷＬＡＮを選好の順において識別する単一のリストは、従
って、不適切な様式である。ここにおいて、その様式によって、どのネットワークを介し
てモバイルノードが通信を試みるのか、そのネットワークが識別される。
【００１５】
　さらに、選好は、長期に渡って固定的である必要性がない。例えば、ネットワークオペ
レータは、選好されたローミング取り決めに入り、一部の通常の出来事の際は、他の選好
されたローミング取り決めに入る。選好の固定化されたリストは、また、選好の優先度が
時間を経て変化するという理由からも不適切である。
【００１６】
　モバイルノードによるＷＬＡＮネットワーク選択に関するこの背景情報を考慮し、本発
明の格別な改良が開発された。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
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　本発明は、従って、通信のためのワイヤレスローカルエリアネットワークまたは他の無
線ネットワークのモバイルノードにおける選択を促進する装置およびそれに関連する方法
を、有利に提供する。
【００１８】
　本発明の一実施形態のオペレーションを介して、様式が提供され、それによって、利用
可能ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）または他の無線ネットワークを
介し階層的選択処理を用いて通信を試みる、そのネットワークが選択される。階層的選択
処理を介して、ネットワークを介してモバイルノードが通信を試みる、そのネットワーク
の優先順位が提供される。階層的選択処理は、複数のリストを利用し、それらリストの各
々は、モバイルノードが通信を試みることが許可されるネットワークを識別するエントリ
を選択的に含む。
【００１９】
　異なったリストに含まれるエントリは、モバイルノードが通信を試みることが許可され
るネットワークを識別する識別子をシーケンスの順番において識別する。通信がモバイル
ノードによって実施されようとする場合、その通信が実施されようとする時にモバイルノ
ードが位置する場所において、利用可能ＷＬＡＮまたは他の無線ネットワークの決定が為
される。利用可能ネットワークと、第１のリストにおいて識別されるネットワークとの間
において比較が為される。一致が示される場合、モバイルノードは、その関連するネット
ワークとの通信を試みる。一致が示されない場合、または、モバイルノードが、第１のリ
ストにも示される利用可能ネットワークとの通信が不可能な場合、第２のリストにアクセ
スされ、比較がまた行われる。その処理は、通信が実施されるまで、または、その行動が
中断されるまで、複数のリストの完全なリストと共に続行される。
【００２０】
　異なったリスト上のエントリの適切な選択、および、リストの適切な順序を介して、選
択処理の改善された選択度が可能になる。
【００２１】
　本発明の一局面において、モバイルノードは、ホームネットワークに関連する。例えば
、モバイルノードは、セルラ通信システムおよびワイヤレスローカルエリアネットワーク
において別々に動作可能なマルチモードデバイスである。そのモバイルノードに関連する
ホームネットワークは、セルラネットワークを形成する。セルラネットワークのネットワ
ークオペレータは、１つ以上のワイヤレスローカルエリアネットワークを選択的にさらに
動作する。モバイルノードに関連するホームネットワークのホームネットワークオペレー
タが、ワイヤレスローカルエリアネットワークをまた動作する場合、ホームネットワーク
オペレータによって動作されるワイヤレスローカルエリアネットワークは、一般的に、モ
バイルノードが、ホームネットワークオペレータの動作するワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク経由で通信することを好む。追加的なワイヤレスローカルエリアネットワーク
がまた、ホームネットワークオペレータによって動作するワイヤレスローカルエリアネッ
トワークが動作可能なネットワークと同一のネットワークにおいて動作可能な場合、他の
ワイヤレスローカルネットワークは、通信をする、モバイルノードに対して選好度が劣る
ネットワークを形成する。本発明の一実施形態において、モバイルノードが、そのモバイ
ルノードのホームネットワークオペレータによって動作するワイヤレスローカルエリアネ
ットワークによって囲まれるエリアに位置する場合、モバイルノードは、まず、そのワイ
ヤレスローカルエリアネットワークによっての通信を試みる。通信が、この選好ワイヤレ
スローカルエリアネットワークと実施可能でない場合、通信は、次に、選好度が劣るネッ
トワークのワイヤレスローカルエリアネットワークと試みられる。
【００２２】
　本発明の他の局面において、ワイヤレスローカルエリアネットワークは、異なったネッ
トワークオペレータによって動作される。ネットワークオペレータの異なったオペレータ
間における関係は維持される。モバイルノードはまた、ホームネットワークオペレータに
よって動作されるワイヤレスローカルエリアネットワークによって囲まれないエリアに位
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置可能である。ここにおいて、そのエリアは、そのモバイルノードのホームネットワーク
オペレータとの関係を維持するオペレータによって動作可能なワイヤレスローカルエリア
ネットワークによって囲まれる。そのような関係を維持するネットワークとの通信は、一
般的に、ホームネットワークオペレータとの関係を維持しないネットワークとの通信より
も選好される。従って、通信は、ホームネットワークオペレータとの関係を維持するネッ
トワークオペレータを有するネットワークを用いることが、まず試みられる。他のネット
ワークは、通信が、関係するネットワークオペレータによって利用可能ネットワークとの
通信実施が失敗した際のみの選好度が劣るネットワークを形成する。
【００２３】
　本発明の他の局面において、モバイルノードのユーザはまた、通信をするネットワーク
の優先リストを維持する。通信が、モバイルノードとホームネットワーク動作ワイヤレス
ローカルエリアネットワークとの間において、または、モバイルノードとホームネットワ
ークオペレータとの関係を維持するネットワークとの間において、実施可能でない場合、
次に、可能であるならば、ユーザによって選好ネットワークと示されるワイヤレスローカ
ルエリアネットワークとのモバイルノードによる通信の実施の試みが為される。
【００２４】
　決定が、ワイヤレスローカルエリアネットワークのモバイルノードにおいて為される。
ここにおいて、そのワイヤレスローカルエリアネットワークの適用範囲エリアは、モバイ
ルノードがネットワークによって同報通信した信号を監視することによって位置された適
用範囲エリアである。それらの信号は、ネットワークを識別する値を含む。値は、モバイ
ルノードによって検出されると、信号から取り出され、値は、異なったリストに含まれる
記憶されている値と比較される。第１のリストは、モバイルノードのホームネットワーク
とみなされる任意の他のネットワークに加え、モバイルノードに関連するホームネットワ
ークを識別する。第２のリストは、通信が、ホームネットワーク動作ネットワークと実施
可能でない場合に通信をするホームネットワークオペレータによって選好されるネットワ
ークである選好ネットワークを識別する。第３のリストは、ローミングのネットワーク、
およびホームネットワークオペレータのパートナーのような他のネットワークを識別する
。そして、第４のリストは、モバイルノードのユーザによって選好されるネットワークを
識別する。
【００２５】
　通信がモバイルノードによって実施されようとする場合、それらのリストは、順番にア
クセスされ、そのアクセスされたリストにある識別されたネットワークが、そのモバイル
ノードが位置する適用範囲エリアのネットワークであるかどうかの決定をする。一致が確
認される場合、次に、モバイルノードは、一致されたネットワークとの通信を試みる。そ
うでない場合、次のリストがアクセスされる。この手順が、ネットワークがアクセスされ
、通信が実施されるまで繰り返される。
【００２６】
　これらの局面および他の局面において、したがって、装置および関連する方法が、無線
通信システムのために提供される。無線通信システムは、ネットワーク群が通信するよう
に動作可能な、少なくとも第１の周波数帯域内において、データを伝達するように、選択
可能に動作可能なモバイルノードを有する。データを伝達することを試みるネットワーク
群の少なくとも第１の選択されるネットワークの選択が助長される。第１の記憶エンティ
ティはモバイルノードにおいて組み入れられる。上記第１の記憶エンティティは、ネット
ワーク群のネットワークの第１のセットを識別するエントリの第１のリストを記憶する。
少なくとも第２の記憶エンティティはモバイルノードにおいて組み入れられる。上記少な
くとも第２の記憶エンティティは、該ネットワーク群のネットワークの少なくとも第２の
セットを識別する、エントリの少なくとも第２のリストを記憶する。利用可能ネットワー
クリストクリエータはモバイルノードにおいて組み入れられる。上記利用可能ネットワー
クリストクリエータは、ネットワーク群のネットワークがモバイルノードの通信範囲内に
ある場合は、それらを識別するエントリの利用可能ネットワークリストを作成する。セレ
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クタは、第１の記憶エンティティにおいて記憶されるエントリの第１のリストの表示を受
信するように、少なくとも第２の記憶エンティティにおいて記憶される、エントリの少な
くとも第２のリストの表示を受信するように、エントリの利用可能リストの表示を受信す
るように、適合される。セレクタは、データを伝達することを試みる少なくとも第１の選
択されるネットワークになるネットワークが存在するのであれば、それを選択する。選択
は、まず、第１のリストおよび利用可能リストの両方において列挙されるネットワークが
存在するのであれば、それらのネットワークからセレクタによって為される。その後、必
要であるならば、セレクタは、第２のリストおよび利用可能リストの両方において列挙さ
れるネットワークが存在するのであれば、それらのネットワークから選択をする。
【００２７】
　本発明のより完全な理解、および本発明の範囲は、後に簡単に説明される添付の図面、
本発明の現時点において好まれる実施形態の後の詳細な説明、および添付の特許請求の範
囲より得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　図１を参照し、全般的に１０として示される無線通信システムは、モバイルノード１２
として示されるモバイルノードとの無線通信を提供する。モバイルノードは、異なった時
間、異なった位置において移動可能であり、位置付け可能である。例示的な実施において
、通信システムのネットワーク部の部分に加え、モバイルノードは、ＩＥＥＥ　８０２．
１１（ｂ）オペレーティング仕様において普及するオペレーティングプロトコルと通常、
一致するように動作可能である。後述の記載が、通信システムの例示的なオペレーション
を示し、そこにおいて、モバイルノード、およびネットワーク部の部分が、他の実施に準
じて動作する一方、通信システムは、他の無線通信規格に準じて動作する。例えば、通信
システムは、代替的に、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ａ）または（ｇ）規格、または他の通
信規格に準じて動作可能である。
【００２９】
　無線通信システムは、本明細書中においては、複数のネットワーク１４を形成するよう
に示されるネットワーク部を含む。ネットワーク１４は、モバイルノード１２によって規
定されるネットワークの指定の観点から規定される。ネットワークは、他の様式において
、他のモバイルノードによって規定され、図に示されるネットワーク１４の指定は、その
ような他のモバイルノードによって規定される様式において指定される場合は、対応して
変更される。ネットワークおよびそれらの相互関係は、単に例示的なものである。
【００３０】
　ここにおいて、モバイルノード１２は、そのモバイルノードに関するホームネットワー
ク１４－１を形成する特定のネットワークに関連する。例示的な実施において、そのモバ
イルノードは、マルチモード装置であり、ワイヤレスローカルエリアネットワークに加え
、セルラー通信システムにおいて動作可能である。従って、この例示的な実施形態におい
て、ホームネットワーク１４－１は、ネットワークオペレータによって操作されるセルラ
ーネットワークを規定する。ネットワークオペレータは、また、ネットワーク１４－２、
ワイヤレスローカルエリアネットワークをも操作する。同一の識別子が、ネットワーク１
４－１および１４－２の両方のネットワークを識別するために用いられる。
【００３１】
　３つのビジテッドネットワークであるネットワーク１４－３、１４－４、および１４－
５もまた図において示される。ネットワーク１４－３、１４－４、および１４－５はまた
、例えば、セルラーネットワークでもある。ホームネットワーク１４－１のオペレータは
、ネットワーク１４－３および１４－４のオペレータとの関係（線分１６によって示され
る）を維持する。ネットワーク１４－３および１４－４のオペレータのホームネットワー
クオペレータとの関係のため、ネットワーク１４－３および１４－４は、ホームネットワ
ークに対して、選好（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ）ネットワークを形成する。つまり、モバイル
ノード１２がローミングしている場合、または、そうでなければ、モバイルノード１２が
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、そのホームネットワークもしくはそのホームネットワークに関連するネットワーク１４
－２と通信していない場合、第１の通信選好は、選好されるネットワーク１４－３および
１４－４のうちの１つを用いることである。対応する関係が、ホームネットワークオペレ
ータと、ネットワーク１４－５のオペレータとの間において維持されないため、ネットワ
ーク１４－５は、不選好（ｎｏｎ－ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ）ネットワークを形成する。
【００３２】
　線分１８によって示される関係は、ワイヤレスローカルエリアネットワークであるネッ
トワーク１４－６とネットワーク１４－３および１４－４とによって維持される。類似し
て、線分２０によって示される関係は、ネットワーク１４－２および１４－７とネットワ
ーク１４－５のオペレータとによって維持される。ネットワーク１４－７はまた、ワイヤ
レスローカルエリアネットワークでもある。８番目のネットワーク１４－８もまた示され
る。ネットワーク１４－８はまた、ワイヤレスローカルエリアネットワークでもある。ネ
ットワーク１４－８は、ここにおいて、他のネットワークとの関係を維持しない。
【００３３】
　図１に示される通信システムの例示的なネットワーク部が示すように、モバイルノード
は、１つより多くのワイヤレスローカルエリアネットワークの適用範囲領域によって取り
囲まれる位置に置かれ得る。他の基準に加え、モバイルノードのホームネットワークのオ
ペレータと他のネットワークのネットワークオペレータとの関係、および、モバイルノー
ドに関連するホームネットワークによって、ワイヤレスローカルエリアネットワークのう
ちのある１つとの通信の実施が、それらワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの
他のものに対して選好される。選好は、前述されたように、位置依存する。モバイルノー
ドが第２の位置にある場合における、どのネットワークを用いて通信を実施するのが好ま
しいのか、そのワイヤレスローカルエリアネットワークの選好順序は、そのモバイルノー
ドが第１の位置にある場合における選好順序と十分に異なり得る。さらに、選好順序は固
定されず、それどころか、変化可能である。例えば、異なったネットワークの異なったネ
ットワークオペレータ間の関係における変化と共に、変化可能である。ワイヤレスローカ
ルエリアネットワークの単一のリストまたは不変化リストは、どのワイヤレスローカルエ
リアネットワークを用いて通信を試みるのか、そのネットワークのＩＤを選好順序に識別
し、それは、どのネットワークを用いて、モバイルノードが通信の実施を試みるべきか、
そのネットワークの選好順序を正確に識別するには不適切である。
【００３４】
　本発明の実施形態は、どのネットワークを介してモバイルノードが通信の実施を試みる
べきか、そのネットワークを識別する、より優れた様式を提供する。複数のリストが作成
され、モバイルノードにおいて記憶される。そのリストは、どのネットワークを用いてモ
バイルノードが通信の実施を試みるべきか、そのネットワークを決定するために、選択的
にアクセスされる。
【００３５】
　モバイルノード１２は、無線トランシーバ回路網を含み、ここにおいて、受信部２８お
よび送信部３２を含むように示される。モバイルノードはまた、本発明の実施形態の装置
３４を含みもする。装置３４は、モバイルノードとの通信が実施されようとする際、どの
ネットワークを用いてモバイルノードが通信を試みようとするのか、そのネットワークの
モバイルノードによる選択を助長するように動作する。ここにおいて、装置は、複数の記
憶エンティティ３８を規定する記憶要素３６を含む。記憶エンティティ３８－１、３８－
２、３８－３、および３８－４の各々は、選択された数のエンティティから成るリスト４
０を記憶する。ここにおいてストリング４０－１、４０－２、４０－３、および４０－４
であるリスト、ならびにそのようなリストを形成するエントリーは、モバイルノードの構
成中において記憶要素に記憶され、または、適切な時においてモバイルノードにダウンロ
ードされる。線分４２は、受信部２８と記憶要素との間の接続を表し、記憶要素への情報
のダウンロードを可能にする。装置は、セレクタ４６をさらに含む。モバイルノードによ
る通信を実施しようとする際、どのネットワークを用いてモバイルノードが通信を試みる
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のか、そのネットワークを選択するために、セレクタは、記憶エンティティ、および、そ
れぞれのエンティティにおいて形成されるリスト、にアクセスする。
【００３６】
　また、モバイルノードの動作中において、ここにおいては、決定器４８によって決定が
為され、それによって、そのモバイルノードの通信範囲内においてどのネットワークがあ
るのかを決定する。決定は、例えば、ワイヤレスローカルネットワークが、信号を識別す
るＳＳＩＤを同報通信する際のチャンネルを監視することによって為される。利用可能ネ
ットワークリスト５２は、利用可能ネットワーク、つまり、モバイルノードの通信範囲内
のネットワークを列挙する決定器によって維持される。
【００３７】
　モバイルノードによる通信が実施されようとする場合、セレクタは、リストにおいて維
持される利用可能ネットワークの表示を取得し、それらのネットワークを第１のリスト４
０－１に列挙されたネットワークと比較する。一致が示される場合、セレクタはそのネッ
トワークまたはそれらのネットワークを選択し、順番に、通信が、そのネットワークまた
はそれらのネットワークを用いて試みられる。一致が確認されない場合、または、１つも
通信リンクが、選択された１つのネットワークまたは複数のネットワークを用いて形成さ
れない場合、セレクタは、第２のリスト４０－２にアクセスし、同様の比較が為される。
ここにおいて、一致が確認される場合、通信が、その選択されたネットワークを用いて実
施されようと試みられる。残りのリストは、同様の形態において順番に、必要であるなら
ば、アクセスされる。
【００３８】
　例示的な実施において、リスト４０－１は、モバイルノードに対してホームネットワー
クであるとみなされる１つ以上のＳＳＩＤを含むホームネットワークＳＳＩＤリストを形
成する。例示的な実施における第２のリスト４０－２は、選好されるネットワークＳＳＩ
Ｄリストを形成する。そのリストは、任意の選択された個数のＳＳＩＤを含み、それらは
、例えば、セルラネットワークへサービスを提供する他のＷＬＡＮネットワークを識別す
る識別子である。リスト４０－３は、他のネットワークＳＳＩＤリストである。そのリス
トは、また、任意の選択された個数のＳＳＩＤを含むが、ここにおいては、それらは、モ
バイルノードのホームネットワークの他のローミングパートナーを識別する。第４のリス
ト４０－４は、任意の個数のＳＳＩＤ識別子がまた含まれるユーザ選好ネットワークＳＳ
ＩＤリストを形成する。
【００３９】
　セレクタは、モバイルノードの通信範囲内にある利用可能ネットワークの全てを位置付
けるために、周波数帯域をスキャンし、そのようなネットワークのＳＳＩＤ値の表示は、
リスト５２において維持される。セレクタは、まず、任意の利用可能ＳＳＩＤが、ホーム
ネットワークリスト４０－１においても列挙されているかを決定する。列挙されている場
合、表示されたＳＳＩＤの１つは、他の一致するネットワークと共に、例えば、無作為の
接続において選択さる。これは、第１の選択されるネットワークとの通信が選択されない
場合である。
【００４０】
　第１のリスト４０－１の一致するネットワークが、いずれも好結果な通信に結果的に至
らない場合、選好ネットワークはリスト４０－２から選ばれる。これは、そのようなネッ
トワークの内のいずれかが、リスト５２において列挙される利用可能ネットワークと一致
する場合である。それと一致しない場合、第３のリスト４０－３にアクセスされ、必要で
あれば、第４のリスト４０－４にアクセスされる。また、いずれの一致も好結果な通信リ
ンクに結果的に至らない場合、無作為な選択が、利用可能ネットワークから為され、それ
と共に通信が実施されるように試みられる。
【００４１】
　それによって、ワイヤレスローカルエリアネットワークを用いる通信が試みられる、そ
のワイヤレスローカルエリアネットワークの選択の増加された選択度が、複数のリスト４
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０の使用を介して提供される。
【００４２】
　図２は、図１に示されるモバイルノード１２において組み入れられる装置３４の一部を
形成する記憶要素３６を示す。記憶要素は、複数の記憶エンティティである、記憶エンテ
ィティ３８－１、３８－２、３８－３、および３８－４をまた含むことが示される。記憶
要素の各々は、エンティティのセットから形成されるリスト４０を記憶する。ここにおい
て、そのセットの各エンティティは、ネットワーク１４－６、１４－２、１４－７、およ
び１４－８の内の１つのようなネットワークを識別する。ワイヤレスローカルエリアネッ
トワークは、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）によってそれぞれ識別され、リスト４０
は、任意の適切な数のＳＳＩＤ値から形成される、
　ここにおいて、記憶エンティティ３８－１において維持されるリスト４０－１は、ホー
ムネットワーク１４－１およびワイヤレスローカルエリアネットワーク１４－２のＳＳＩ
Ｄを含む。記憶エンティティ３８－２において組み入れられるリスト４０－２は、ネット
ワークのＳＳＩＤを含む。ここにおいて、そのネットワークのＳＳＩＤを用いて、ホーム
ネットワーク１４－１のホームネットワークオペレータが、関係を維持する。ここで、ネ
ットワーク１４－３、１４－４、および１４－６の識別子は、リスト４０－２において含
まれる。
【００４３】
　記憶エンティティ３８－３において組み入れられるリスト４０－３は、選好の低いネッ
トワークの識別子から形成されるが、モバイルノードに関連するホームネットワークのホ
ームネットワークオペレータが関係を維持する識別子である。ここで、ネットワーク１４
－５、１４－２、および１４－７の識別子は、リスト４０－３を形成するエンティティで
ある。記憶エンティティ３８－４において組み入れられるリスト４０－４は、モバイルノ
ードのユーザの選好ネットワークであるネットワークを識別する。ここで、ネットワーク
１４－８を識別する識別子は、ユーザ選好ネットワークであり、ネットワークのＩＤは、
リスト４０－４のエントリを形成する。他のネットワークもまた、選好ネットワークとし
てモバイルノードのユーザによって選択可能であり、それらのネットワークのＩＤは、記
憶エンティティ３８－４において記憶される。
【００４４】
　図３は、図１に示される通信システム１０の例示的なオペレーションを示し、その表記
は、全体に５２として示される。ここにおいて、本発明の一実施形態のオペレーションに
従う、通信システムのネットワーク１４とのインターラクションと共に、モバイルノード
のオペレーションが示される。
【００４５】
　モバイルノードにおいて維持されるリストは、通信システムのネットワークによるモバ
イルノードへの情報のダウンロードによって作成される。ここにおいて、そのダウンロー
ドは、線分５４によって示される。ダウンロードされた情報は、モバイルノードの適切な
記憶エンティティ３８（図１に示す）において記憶され、それは、ブロック５８によって
示される。
【００４６】
　その後、ブロック６２によって示されるように、モバイルノードは、ネットワーク１４
の部分による信号の同報通信が送信されるチャンネルを監視する。ネットワークの異なる
部分によって同報通信される信号は、線分６４によって示される。モバイルノードが信号
の受信能力範囲内に位置する場合、モバイルノードの受信部は、同報通信信号を検出する
。ネットワーク部分のいずれかによって同報通信された信号が検出されたかどうかの決定
が為され、それは、決定ブロック６６によって示される。検出されない場合、Ｎｏの分枝
が採られ、モバイルノードは、チャンネルの監視を続ける。反対に、信号がモバイルノー
ドによって検出される場合、モバイルノードは、ブロック６８によって示されるように、
検出された信号のネットワークの識別情報（ＳＳＩＤ値のような）を取り出し、記憶する
ように動作する。
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【００４７】
　その後、決定ブロック７２によって示されるように、データがそのモバイルノードによ
って伝達されるかどうかの決定が為される。伝達されない場合、Ｎｏの分枝が採られ、チ
ャンネルは監視され続ける。そうではなく、データを伝達する場合、Ｙｅｓの分枝が採ら
れる。１つ以上の記憶エンティティ３８（図１に示される）は、モバイルノードが、ネッ
トワーク部分のいずれのネットワークと通信を試みるかを決定するために、アクセスされ
る。
【００４８】
　ここにおいて、検索は、まず、変数を設定することによって、第１のリストのエントリ
からなり（ブロック７６において示される）、第１のリストがまず検索される。モバイル
ノードが位置する通信範囲のネットワークがアクセスリスト上に列挙されているかどうか
の決定をするために、比較が為され、それは、ブロック７８によって示される。その決定
は、決定ブロック８２によって示される。一致がない場合、Ｎｏの分枝が採られ、他のリ
ストがアクセスされる。ここで、それは、ブロック８４においてリスト番号をインクリメ
ントすることによって示される。
【００４９】
　反対に、一致が検出される場合、Ｙｅｓの分枝が採られ、モバイルノードは、そのネッ
トワークとの通信を試みる（ブロック８８によって示される）。決定ブロック９２によっ
て示されるように、その試みが成功したかどうかの決定が、次に為される。成功しない場
合、Ｎｏの分枝が採られる。そうでない場合は、Ｙｅｓの分枝が採られ、通信セッション
が始まる（ブロック９６によって示される）。
【００５０】
　図４は、本発明の一実施形態のオペレーションの方法を示し、全体に１０２として示さ
れる。その方法は、データの通信を試みられるネットワーク群の少なくとも第１の選択さ
れるネットワークのモバイルノードによる選択を助長する。
【００５１】
　始めに、ブロック１０４によって示されるように、ネットワーク群のネットワークの第
１のセットを識別する、エントリの第１のリストが記憶される。次に、ブロック１０６に
よって示されるように、少なくともエントリの第２のリストが、記憶され、そのエントリ
の第２のリストは、少なくともネットワーク群のネットワークの第２のセットを識別する
。ブロック１０８によって示されるように、エントリの利用可能ネットワークリストが作
成される。ここにおいて、そのリストは、ネットワーク群のネットワークが、モバイルノ
ードの通信範囲内に存在するのであれば、それらを識別する。
【００５２】
　その後、ブロック１１２によって示されるように、そのようなネットワークが存在する
のであれば、どのネットワークが、データ通信を試みられる、少なくとも第１の選択され
るネットワークに入るかの選択が為される。選択は、第１のリストおよび利用可能リスト
の両方に列挙されるネットワークが存在するのであれば、それらからまず為される。その
後、必要であるならば、選択は、第２のリストおよび利用可能リストの両方に列挙される
ネットワークが存在するのであれば、それらから為される。
【００５３】
　異なったリストに記憶されるＩＤを有するネットワークの適切な選択を介して、モバイ
ルノードがまず通信しようと試みるネットワークのより良い選択が、より良く為される。
記憶リスト上のエントリが、選択基準が変更するにつれて、動的に更新可能なため、適切
な変更がリストに為される。
【００５４】
　前述の記載は、本発明の実施のための好ましい実施例の記載であり、本発明の範囲が、
必然的に、この記載によって限定されるべきではない。本発明の範囲は、添付の特許請求
の範囲によって規定される。
【００５５】
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　（産業上の利用可能性）
　本発明は、通信を試みる利用可能ＷＬＡＮまたは他の無線ネットワークを、階層的選択
処理を用いて選択する装置および方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施形態のモバイルノードが動作可能な例示的な無線通信システムの機
能ブロック図を示す。
【図２】本発明の実施形態のオペレーションに準じて、作成され、モバイルノードにおい
て維持され、使用されるリストの表記を示す。
【図３】図１において示される通信システムのオペレーションおよびそこにおいて動作可
能なモバイルノードのオペレーション、の一部の処理、一部のメッセージのシーケンス、
図表示を示す。
【図４】本発明の一実施形態のオペレーションの方法の方法ステップを列挙する方法フロ
ー図を示す。

【図１】 【図２】
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