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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接情報にアクセスするためにプロセッサによって実行される方法であって、前記方法
は、
　デバイスから、ネットワークアクセスサーバからの隣接ネットワーク情報に対する第１
の要求を受信することと、
　前記第１の要求に基づいて、認証サーバへ第２の要求を送信することであって、前記第
２の要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する、ことと、
　前記第２の要求に対する応答を受信することであって、前記第２の要求に対する応答は
、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと、
　前記第１の要求に対する応答を送信することであって、前記第１の要求に対する応答は
、少なくとも、受信された隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の要求は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つの中のＥＡＰを利用して伝達される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットを使用して、前記第
１の要求に対する応答に含まれている、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記デバイスは、移動端末である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の要求は、認証クライアントによって前記認証サーバへ送信され、前記第２の
要求は、前記認証クライアントの識別を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記認
証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアントのサービス領
域内にある、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記隣接ネットワーク情報は、前記デバイスが前記ワイヤレス通信ネットワークのうち
の１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　隣接情報にアクセスするためのネットワークデバイスであって、前記ネットワークデバ
イスは、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　　デバイスから、ネットワークアクセスサーバからの隣接ネットワーク情報に対する第
１の要求を受信することと、
　　前記第１の要求に基づいて、認証サーバへ第２の要求を送信することであって、前記
第２の要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する、ことと、
　　前記第２の要求に対する応答を受信することであって、前記第２の要求に対する応答
は、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと、
　　前記第１の要求に対する応答を送信することであって、前記第１の要求に対する応答
は、少なくとも、受信された隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を行うように構成されている、ネットワークデバイス。
【請求項１０】
　前記第１の要求は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される、請求項９に
記載のネットワークデバイス。
【請求項１１】
　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つの中のＥＡＰを利用して伝達される、請求項９に記載のネットワークデ
バイス。
【請求項１２】
　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットを使用して、前記第
１の要求に対する応答に含まれている、請求項９に記載のネットワークデバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスは、移動端末である、請求項９に記載のネットワークデバイス。
【請求項１４】
　前記第２の要求は、認証クライアントによって前記認証サーバへ送信され、前記第２の
要求は、前記認証クライアントの識別を含む、請求項９に記載のネットワークデバイス。
【請求項１５】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記認
証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアントのサービス領
域内にある、請求項１４に記載のネットワークデバイス。
【請求項１６】
前記隣接ネットワーク情報は、前記デバイスが、前記ワイヤレス通信ネットワークのうち



(3) JP 5389259 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

の１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項１５に記載のネット
ワークデバイス。
【請求項１７】
　隣接情報を取得するためにプロセッサによって実行される方法であって、前記方法は、
　情報に対する第１の要求を受信することと、
　前記第１の要求が隣接ネットワーク情報を要求していることを決定することと、
　認証、許可、アカウンティング（ＡＡＡ）サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要
求する第２の要求を送信することと、
　前記第２の要求に対する応答を受信することであって、前記第２の要求に対する応答は
、少なくとも、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと、
　前記第１の要求に対する応答を送信することであって、前記第１の要求に対する応答は
、少なくとも、前記第２の要求に対する応答からの前記隣接ネットワーク情報を含む、こ
とと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記第１の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つからの拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される、請求項１
７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つの中のＥＡＰを使用して伝達される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＡＡＡサーバは、モビリティサーバから前記隣接ネットワーク情報を取り出す、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の要求は、移動端末からネットワークアクセスサーバにおいて受信される、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の要求は、前記ネットワークアクセスサーバの識別を含む、請求項２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記ネ
ットワークアクセスサーバのサービス領域に隣接するか、または前記ネットワークアクセ
スサーバのサービス領域内にあり、前記ネットワークアクセスサーバのサービス領域は、
前記ネットワークアクセスサーバの識別に基づく、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　隣接情報を取り出すためのネットワークアクセスサーバであって、前記ネットワークア
クセスサーバは、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　　情報に対する第１の要求を受信することと、
　　前記第１の要求が隣接ネットワーク情報を要求していることを決定することと、
　　認証、許可、アカウンティング（ＡＡＡ）サーバからの前記隣接ネットワーク情報を
要求する第２の要求を送信することと、
　　前記第２の要求に対する応答を受信することであって、前記第２の要求に対する応答
は、少なくとも、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと、
　　前記第１の要求に対する応答を送信することであって、前記第１の要求に対する応答
は、少なくとも、前記第２の要求に対する応答からの前記隣接ネットワーク情報を含む、
ことと
　を行うように構成されている、ネットワークアクセスサーバ。
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【請求項２５】
　前記第１の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つからの拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される、請求項２
４に記載のネットワークアクセスサーバ。
【請求項２６】
　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうち
の少なくとも１つの中のＥＡＰを使用して伝達される、請求項２４に記載のネットワーク
アクセスサーバ。
【請求項２７】
　前記隣接ネットワーク情報は、モビリティサーバから受信される、請求項２４に記載の
ネットワークアクセスサーバ。
【請求項２８】
　前記第１の要求は、移動端末から受信される、請求項２４に記載のネットワークアクセ
スサーバ。
【請求項２９】
　前記第２の要求は、前記ネットワークアクセスサーバの識別を含む、請求項２４に記載
のネットワークアクセスサーバ。
【請求項３０】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記ネ
ットワークアクセスサーバのサービス領域に隣接するか、または前記ネットワークアクセ
スサーバのサービス領域内にあり、前記ネットワークアクセスサーバのサービス領域は、
前記ネットワークアクセスサーバの識別に基づく、請求項２９に記載のネットワークアク
セスサーバ。
【請求項３１】
　モビリティサーバにおいて隣接ネットワーク情報を取り出すためにプロセッサによって
実行される方法であって、前記方法は、
　認証サーバによって生成された要求を受信することと、
　前記要求を介して要求される隣接ネットワーク情報を決定することと、
　前記要求に基づいて、前記隣接ネットワーク情報を取り出すことと、
　前記要求に対する応答を送信することであって、前記要求に対する応答は、少なくとも
、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項３２】
　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１ベースの情報サーバに記憶されて
いる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記要求および前記応答は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコ
ルのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記応答に含まれる前記隣接ネットワーク情報は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を利
用する、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する認証クライア
ントの識別を含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記認
証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアントのサービス領
域内にある、請求項３５に記載の方法。
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【請求項３７】
　前記隣接ネットワーク情報は、移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワークのうちの
１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　隣接ネットワーク情報を取り出すためのモビリティサーバであって、前記モビリティサ
ーバは、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　　認証サーバによって生成された要求を受信することと、
　　前記要求を介して要求される隣接ネットワーク情報を決定することと、
　　前記要求に基づいて、前記隣接ネットワーク情報を取り出すことと、
　　前記要求に対する応答を送信することであって、前記要求に対する応答は、少なくと
も、前記隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　　を行うように構成されている、モビリティサーバ。
【請求項３９】
　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１ベースの情報サーバに記憶されて
いる、請求項３８に記載のモビリティサーバ。
【請求項４０】
　前記要求および前記応答は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコ
ルのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、請求項３８に記載のモビリティサーバ
。
【請求項４１】
　前記応答に含まれる前記隣接ネットワーク情報は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を利
用する、請求項３８に記載のモビリティサーバ。
【請求項４２】
　前記要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する認証クライア
ントの識別を含む、請求項３８に記載のモビリティサーバ。
【請求項４３】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記認
証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアントのサービス領
域内にある、請求項４２に記載のモビリティサーバ。
【請求項４４】
　前記隣接ネットワーク情報は、移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワークのうちの
１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項４３に記載のモビリテ
ィサーバ。
【請求項４５】
　デバイスから隣接ネットワーク情報を要求するためにプロセッサによって実行される方
法であって、前記方法は、
　隣接ネットワーク情報に対する要求を符号化することと、
　ワイヤレスローカルエリアネットワークに関連付けられたプロキシ認証サーバへ前記要
求を送信することにより、第２のネットワークで第２の認証サーバから前記隣接ネットワ
ーク情報を取得することと、
　前記要求に対する応答を受信することであって、前記応答は、第２の認証サーバによっ
て生成される、ことと、
　前記応答から取り出された前記隣接ネットワーク情報を復号化することと、
　前記復号化された隣接ネットワーク情報を記憶することと
　を含む、方法。
【請求項４６】
　前記符号化することは、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に従う、請求項４５に記載の方
法。
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【請求項４７】
　前記符号化することは、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットに基づく、請求項４５に記
載の方法。
【請求項４８】
　前記要求および前記応答は、ＩＥＥＥ８０２．１ＸフォーマットまたはＩＥＥＥ８０２
．１１ｕフォーマットのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、請求項４５に記載
の方法。
【請求項４９】
　前記プロキシ認証サーバへ前記要求を送信することは、移動端末によって実行される、
請求項４５に記載の方法。
【請求項５０】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記移
動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域に隣接するか、または前
記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域内にある、請求項４
９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記隣接ネットワーク情報は、前記移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワークのう
ちの１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項５０に記載の方法
。
【請求項５２】
　前記要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうちの少な
くとも１つの中のＥＡＰを使用して伝達される、請求項４５に記載の方法。
【請求項５３】
　デバイスからの隣接ネットワーク情報を要求するための移動端末であって、前記移動端
末は、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　　隣接ネットワーク情報の要求を符号化することと、
　　ワイヤレスローカルエリアネットワークに関連付けられたプロキシ認証サーバへ前記
要求を送信することにより、第２のネットワークで第２の認証サーバから前記隣接ネット
ワーク情報を得ることと、
　　前記要求に対する応答を受信することであって、前記応答は、前記第２の認証サーバ
によって生成される、ことと、
　　前記応答から取り出された前記隣接ネットワーク情報を復号化することと、
　　前記復号化された隣接ネットワーク情報を記憶することと
　を行うように構成されている、移動端末。
【請求項５４】
　前記符号化は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に従う、請求項５３に記載の移動端末。
【請求項５５】
　前記符号化は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットに基づく、請求項５３に記載の移動
端末。
【請求項５６】
　前記要求および前記応答は、ＩＥＥＥ８０２．１ＸフォーマットまたはＩＥＥＥ８０２
．１１ｕフォーマットのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、請求項５３に記載
の移動端末。
【請求項５７】
　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ
以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワークは、前記移
動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域に隣接するか、または前
記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域内にある、請求項５
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３に記載の移動端末。
【請求項５８】
　前記隣接ネットワーク情報は、前記移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワークのう
ちの１つ以上に対してハンドオフを実行することを可能にする、請求項５７に記載の移動
端末。
【請求項５９】
　前記要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルのうちの少な
くとも１つの中のＥＡＰを使用して伝達される、請求項５３に記載の移動端末。
【請求項６０】
　前記第２のネットワークは、パブリックランドモバイルネットワークのコアーネットワ
ークである、請求項４５に記載の方法。
【請求項６１】
　前記第２のネットワークは、パブリックランドモバイルネットワークのコアーネットワ
ークである、請求項５３に記載の移動端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、米国仮特許出願第６１／１８４，１１６号（２００９年６月４日出願）および
米国特許出願第１２／７９３，９７７号（２０１０年６月４日出願）の利益を主張する。
該出願は、その全体が参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、概して、ワイヤレス通信のためにワイヤレス移動端末を支援するための通信
技術に関し、特に、ハンドオーバーのために、移動端末への隣接ネットワーク情報の通信
を促進するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の説明）
　移動端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ＷｉＭＡＸネット
ワーク、セルラー通信ネットワーク等の種々の異なるタイプのワイヤレスネットワークの
うちの１つ以上で動作するように適合され得る。ＷＬＡＮまたはＷｉＭＡＸネットワーク
で動作する場合、移動端末は、ネットワークの無線範囲外となり、通信を継続するために
、代替の隣接ワイヤレスネットワークに切り替えなければならない場合がある。
【０００４】
　これを行うために、移動端末は、そのサービス領域において利用可能なワイヤレスネッ
トワークを識別するために、その１つ以上のワイヤレス送受信機を使用して、スキャンす
ることができる。しかしながら、移動端末による過度のスキャンは、移動端末の時間およ
び電力を過度に消費する場合がある。一方で、切り替えの前に、現行のワイヤレスネット
ワークを介して、移動端末によって、利用可能なワイヤレスネットワークの識別を得るこ
とができることが有用な場合がある。しかしながら、この目的達成に必要であり得る新し
いネットワークコンポーネントおよびモジュールがあるとしても、特に、今日では多くの
多様なワイヤレスネットワークが既に存在しているため、配備は、煩雑かつ困難なものに
なり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書において、隣接ネットワーク情報の移動端末への通信を促進するために使用す
るための方法および装置が記載される。本明細書に記載されるハンドオーバーのための移
動端末への隣接ネットワーク情報の通信は、移動端末による過度のスキャンを必要とせず
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、ネットワークコンポーネントまたはモジュールの煩雑および困難な配備を必要としない
。
【０００６】
　ある例示的な技術が、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）等の無線ア
クセスネットワーク内で利用される。この技術は、移動端末から、隣接ネットワーク情報
の要求を受信するステップと、要求の受信に応答して、リモートアクセスダイヤルインユ
ーザサーバ（ＲＡＤＩＵＳ）互換プロトコルに準拠して隣接ネットワーク情報の対応する
要求を生成するステップと、移動端末に関連付けられた移動体通信ネットワーク（ＰＬＭ
Ｎ）のコアネットワークの情報サーバ（例えば、認証、許可、およびアカウンティング（
ＡＡＡ）サーバ）へ、対応する要求を送信するステップと、情報サーバから、対応する要
求に応答して、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠する隣接ネットワーク情報を受信する
ステップと、要求に応答して、移動端末へ隣接ネットワーク情報を送信するステップとを
含む。隣接ネットワーク情報のための要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．２１情報要求／応
答であり得る。無線アクセスネットワークが、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠して適合され
たＷＬＡＮである場合、要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｕ（例えば、汎用アクセス
サービスまたはＧＡＳ）または拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に準拠して通信され得る。
無線アクセスネットワークが、ＩＥＥＥ８０２．１６に準拠して適合されたＷｉＭＡＸネ
ットワークである場合、要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｇに準拠して通信され得る
。
【０００７】
　別の例示的な技術は、ＰＬＭＮのコアネットワークの情報サーバで利用され、無線アク
セスネットワークから、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠する隣接ネットワーク情報に
対する要求を受信するステップと、要求の受信に応答して、要求内に提供された指示に対
応する隣接ネットワーク情報を回収するステップと、ネットワークアクセスサーバへ、要
求の受信に応答して、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠する回収された隣接ネットワー
ク情報を送信するステップとを伴う。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）　隣接情報にアクセスする方法であって、
　デバイスから、ネットワークアクセスサーバからの隣接ネットワーク情報に対する第１
の要求を受信することと、
　前記第１の要求に基づいて、認証サーバへ第２の要求を送信することであって、前記第
２の要求は、前記隣接ネットワーク情報を要求する、ことと、
　前記隣接ネットワーク情報を含む前記第２の要求への応答を受信することと、
　前記第１の要求への応答を送信することであって、前記第１の要求への応答は、少なく
とも受信した隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を含む、方法。
（項目２）　前記第１の要求は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される、
項目１に記載の方法。
（項目３）　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロト
コルのうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを利用して伝達される、項目１に記載の方法。
（項目４）　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットを使用し
て、前記第１の要求への応答に含まれている、項目１に記載の方法。
（項目５）　前記デバイスは、移動端末である、項目１に記載の方法。
（項目６）　前記第２の要求は、認証クライアントによって前記認証サーバへ送信され、
前記第２の要求は、前記認証クライアントの識別を含む、項目１に記載の方法。
（項目７）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対
応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワーク
は、前記認証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアントの
サービス領域内にある、項目６に記載の方法。
（項目８）　前記隣接ネットワーク情報は、前記デバイスが前記ワイヤレス通信ネットワ
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ークのうちの１つ以上へのハンドオフを実施できるようにする、項目７に記載の方法。
（項目９）　隣接情報にアクセスするためのネットワークデバイスであって、
　デバイスから、ネットワークアクセスサーバからの隣接ネットワーク情報に対する第１
の要求を受信することと、
　前記第１の要求に基づいて、認証サーバへ第２の要求を送信することであって、前記第
２の要求は、前記隣接ネットワーク情報を要求する、ことと、
　前記隣接ネットワーク情報を含む前記第２の要求への応答を受信することと、
　前記第１の要求への応答を送信することであって、前記第１の要求への応答を送信は、
少なくとも受信した隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を行うように構成されたプロセッサを備えている、
　ネットワークデバイス。
（項目１０）　前記第１の要求は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達される
、項目９に記載のネットワークデバイス。
（項目１１）　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロ
トコルのうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを利用して伝達される、項目９に記載のネッ
トワークデバイス。
（項目１２）　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットを使用
して、前記第１の要求への応答に含まれている、項目９に記載のネットワークデバイス。
（項目１３）　前記デバイスは、移動端末である、項目９に記載のネットワークデバイス
。
（項目１４）　前記第２の要求は、認証クライアントによって前記認証サーバへ送信され
、前記第２の要求は、前記認証クライアントの識別を含む、項目９に記載のネットワーク
デバイス。
（項目１５）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記認証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアント
のサービス領域内にある、項目１４に記載のネットワークデバイス。
（項目１６）　前記隣接ネットワーク情報は、前記デバイスが、前記ワイヤレス通信ネッ
トワークのうちの１つ以上へハンドオフを実施できるようにする、項目１５に記載のネッ
トワークデバイス。
（項目１７）　隣接情報を取得する方法であって、
　情報に対する第１の要求を受信することと、
　前記第１の要求が隣接ネットワーク情報を要求していることを決定することと、
　前記隣接ネットワーク情報を要求する第２の要求を送信することと、
　少なくとも前記隣接ネットワーク情報を含む前記第２の要求への応答を受信することと
、
　前記第１の要求への応答を送信することであって、前記第１の要求への応答は、前記第
２の要求への応答からの少なくとも隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を含む、方法。
（項目１８）　前記第１の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロ
トコルのうちの少なくとも１つを介し、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達さ
れる、項目１７に記載の方法。
（項目１９）　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロ
トコルのうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを使用して伝達される、項目１７に記載の方
法。
（項目２０）　前記第２の要求は、モビリティサーバにおいて受信される、項目１７に記
載の方法。
（項目２１）　前記第２の要求は、認証サーバにおいて受信される、項目１７に記載の方
法。
（項目２２）　前記第１の要求は、移動端末からネットワークアクセスサーバにおいて受
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信される、項目１７に記載の方法。
（項目２３）　前記第２の要求は、前記ネットワークアクセスサーバの識別を含む、項目
２２に記載の方法。
（項目２４）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記ネットワークアクセスサーバのサービス領域に隣接するか、または前記ネット
ワークアクセスサーバのサービス領域内にあり、前記ネットワークアクセスサーバのサー
ビス領域は、前記ネットワークアクセスサーバの識別に基づく、項目２３に記載の方法。
（項目２５）　隣接情報を回収するためのネットワークアクセスサーバであって、
　情報に対する第１の要求を受信することと、
　前記第１の要求が隣接ネットワーク情報を要求していることを決定することと、
　前記隣接ネットワーク情報を要求する第２の要求を送信することと、
　少なくとも前記隣接ネットワーク情報を含む前記第２の要求への応答を受信することと
、
　前記第１の要求への応答を送信することであって、前記第１の要求への応答は、前記第
２の要求への応答からの少なくとも隣接ネットワーク情報を含む、ことと
　を行うように構成されたプロセッサを備えている、
　ネットワークアクセスサーバ。
（項目２６）　前記第１の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロ
トコルのうちの少なくとも１つを介し、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）を使用して伝達さ
れる、項目２５に記載のネットワークアクセスサーバ。
（項目２７）　前記第２の要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロ
トコルのうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを使用して伝達される、項目２５に記載のネ
ットワークアクセスサーバ。
（項目２８）　前記第２の要求は、モビリティサーバにおいて受信される、項目２５に記
載のネットワークアクセスサーバ。
（項目２９）　前記第２の要求は、認証サーバへ送信される、項目２５に記載のネットワ
ークアクセスサーバ。
（項目３０）　前記第１の要求は、移動端末から受信される、項目２５に記載のネットワ
ークアクセスサーバ。
（項目３１）　前記第２の要求は、前記ネットワークアクセスサーバの識別を含む、項目
２５に記載のネットワークアクセスサーバ。
（項目３２）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記ネットワークアクセスサーバのサービス領域に隣接するか、または前記ネット
ワークアクセスサーバのサービス領域内にあり、前記ネットワークアクセスサーバのサー
ビス領域は、前記ネットワークアクセスサーバの識別に基づく、項目３１に記載のネット
ワークアクセスサーバ。
（項目３３）　モビリティサーバにおいて隣接ネットワーク情報を回収する方法であって
、
　認証サーバから要求を受信することと、
　前記要求を介して要求される隣接ネットワーク情報を決定することと、
　前記要求に基づいて、前記隣接ネットワーク情報を回収することと、
　前記要求への応答を送信することであって、前記要求への応答は、少なくとも前記隣接
ネットワーク情報を含む、ことと
　を含む、方法。
（項目３４）　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１ベースの情報サーバ
に記憶されている、項目３３に記載の方法。
（項目３５）　前記要求および前記応答は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴ
ＥＲプロトコルのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、項目３３に記載の方法。
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（項目３６）　前記応答に含まれる前記隣接ネットワーク情報は、拡張認証プロトコル（
ＥＡＰ）を利用する、項目３３に記載の方法。
（項目３７）　前記要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する
認証クライアントの識別を含む、項目３３に記載の方法。
（項目３８）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記認証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアント
のサービス領域内にある、項目３７に記載の方法。
（項目３９）　前記隣接ネットワーク情報は、移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワ
ークのうちの１つ以上へハンドオフを実施できるようにする、項目３８に記載の方法。
（項目４０）　隣接ネットワーク情報を回収するためのモビリティサーバであって、
　認証サーバから要求を受信することと、
　前記要求を介して要求される隣接ネットワーク情報を決定することと、
　前記要求に基づいて、前記隣接ネットワーク情報を回収することと、
　前記要求への応答を送信することであって、前記要求への応答は、少なくとも前記隣接
ネットワーク情報を含む、ことと
　を行うように構成されたプロセッサを備えている、
　モビリティサーバ。
（項目４１）　前記隣接ネットワーク情報は、ＩＥＥＥ８０２．２１ベースの情報サーバ
に記憶されている、項目４０に記載のモビリティサーバ。
（項目４２）　前記要求および前記応答は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴ
ＥＲプロトコルのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、項目４０に記載のモビリ
ティサーバ。
（項目４３）　前記応答に含まれる前記隣接ネットワーク情報は、拡張認証プロトコル（
ＥＡＰ）を利用する、項目４０に記載のモビリティサーバ。
（項目４４）　前記要求は、前記認証サーバからの前記隣接ネットワーク情報を要求する
認証クライアントの識別を含む、項目４０に記載のモビリティサーバ。
（項目４５）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記認証クライアントのサービス領域に隣接するか、または前記認証クライアント
のサービス領域内にある、項目４４に記載のモビリティサーバ。
（項目４６）　前記隣接ネットワーク情報は、移動端末が、前記ワイヤレス通信ネットワ
ークのうちの１つ以上へハンドオフを実施できるようにする、項目４５に記載のモビリテ
ィサーバ。
（項目４７）　デバイスから隣接ネットワーク情報を要求する方法であって、
　隣接ネットワーク情報の要求を符号化することと、
　前記隣接ネットワーク情報を取得するために、認証サーバへ前記要求を送信することと
、
　前記要求への応答を受信することと、
　前記応答に含まれる前記隣接ネットワーク情報を回収することと、
　前記応答から回収された前記隣接ネットワーク情報を復号化することと、
　前記復号化された隣接ネットワーク情報を記憶することと
　を含む、方法。
（項目４８）　前記符号化することは、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に従う、項目４７
に記載の方法。
（項目４９）　前記符号化することは、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットに基づく、項
目４７に記載の方法。
（項目５０）　前記要求および前記応答は、ＩＥＥＥ８０２．１ＸフォーマットまたはＩ
ＥＥＥ８０２．１１ｕフォーマットのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、項目
４７に記載の方法。
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（項目５１）　前記認証サーバへ前記要求を送信することは、移動端末によって実施され
る、項目４７に記載の方法。
（項目５２）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域に隣接する
か、または前記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域内にあ
る、項目５１に記載の方法。
（項目５３）　前記隣接ネットワーク情報は、前記移動端末が、前記ワイヤレス通信ネッ
トワークのうちの１つ以上へのハンドオフを実施できるようにする、項目５２に記載の方
法。
（項目５４）　前記要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコル
のうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを使用して伝達される、項目４７に記載の方法。
（項目５５）　デバイスから隣接ネットワーク情報を要求するための移動端末であって、
　隣接ネットワーク情報の要求を符号化することと、
　前記隣接ネットワーク情報を回収するために、認証サーバへ前記要求を送信することと
、
　前記要求への応答を受信することと、
　前記応答に含まれた前記隣接ネットワーク情報を回収することと、
　前記応答から回収された前記隣接ネットワーク情報を復号化することと、
　前記復号化された隣接ネットワーク情報を記憶することと
　を行うように構成されたプロセッサを備えている、
　移動端末。
（項目５６）　前記符号化は、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に従う、項目５５に記載の
移動端末。
（項目５７）　前記符号化は、ＩＥＥＥ８０２．２１フォーマットに基づく、項目５５に
記載の移動端末。
（項目５８）　前記要求および前記応答は、ＩＥＥＥ８０２．１ＸフォーマットまたはＩ
ＥＥＥ８０２．１１ｕフォーマットのうちの少なくとも１つを利用して伝達される、項目
５５に記載の移動端末。
（項目５９）　前記隣接ネットワーク情報は、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに
対応する１つ以上のネットワーク識別を含み、前記１つ以上のワイヤレス通信ネットワー
クは、前記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域に隣接する
か、または前記移動端末と通信するネットワークアクセスデバイスのサービス領域内にあ
る、項目５５に記載の移動端末。
（項目６０）　前記隣接ネットワーク情報は、前記移動端末が、前記ワイヤレス通信ネッ
トワークのうちの１つ以上へのハンドオフを実施できるようにする、項目５９に記載の移
動端末。
（項目６１）　前記要求は、ＲＡＤＩＵＳプロトコルまたはＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコル
のうちの少なくとも１つの中でＥＡＰを使用して伝達される、項目５５に記載の移動端末
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示の実施形態を、次に、添付の図面を参照して記載する。
【図１】図１は、移動端末が動作可能な、ＩＥＥＥ８０２．１１に基づくワイヤレスネッ
トワーク等のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）であり得る無線アクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）と、移動体通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）等のワイヤレス広域
ネットワーク（ＷＷＡＮ）とを含む通信システムの例示的な図である。
【図２】図２は、図１のＷＬＡＮおよびＰＬＭＮの両方において動作可能な移動端末の概
略図である。
【図３】図３は、図１のＷＬＡＮおよびＰＬＭＮのサービス領域の移動経路に従って移動
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する移動端末を示す上面図である。
【図４】図４は、移動端末への隣接ネットワーク情報の通信を促進するために利用し得る
図１の通信システムの一般的な例示的な図である。
【図５】図５は、図１－４に関して記載される環境における移動端末への隣接ネットワー
ク情報の通信を促進するために使用するための技術を記載するプロセス流れ図である。
【図６】図６は、図１－４に関して記載される環境における移動端末への隣接ネットワー
ク情報の通信を促進するために使用するための別の技術を記載する別のプロセス流れ図で
ある。
【図７】図７は、ＷＬＡＮ内の通信動作を実行するように移動端末が示される、図１の通
信システムの例示的な図である。
【図８】図８は、移動端末がＷＬＡＮ内の通信動作からＰＬＭＮへ切り替える、図１の通
信システムの例示的な図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　これらの技術のさらなる説明に役立てるために、図１は、ワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）１０２および移動体通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）１０４を含む
通信システム１００の例示的な図である。ＷＬＡＮ１０２は、移動端末１０６によって利
用される一種類の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）であり得るか、またはそのように
称され得る。１つ以上の基地局および基地局コントローラを有する、ＰＬＭＮ１０４は、
移動端末１０６によってさらに利用され得るワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）ま
たは移動通信ネットワークであり得るか、またはそのように称され得る。
【００１０】
　記載された実施形態において、ＷＬＡＮ１０２は、ＩＥＥＥ８０２．１１に基づくワイ
ヤレスネットワークである。ＷＬＡＮ１０２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
１１０等の通信ネットワークの一部であり得る。本実施形態において、ＬＡＮ１１０は、
ファイアウォール１１６を含むゲートウェイを有する企業のエンタープライズネットワー
クであり得る、プライベート通信ネットワークの一部である。あるいは、ＬＡＮ１１０は
、いずれのゲートウェイも必要としなくてもよいパブリック通信ネットワークであり得る
。端末は、ＷＬＡＮ１０２の複数のワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ）（例えば、ＡＰ
１１２および１１４）を介する等のいずれかの適した手段によってＬＡＮ１１０へ接続し
得る。かかる移動端末およびワイヤレスＡＰは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準に準拠して動
作できる。
【００１１】
　ＷＬＡＮ１０２を含むＬＡＮ１１０は、種々のローカルデータおよび通信サービスをそ
の端末へ提供する。例えば、ＬＡＮ１１０は、Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ（ＶｏＩＰ）
通信の使用によって、その端末の音声テレフォニー通信サービスを実現し得る。かかるサ
ービスのために、ＬＡＮ１１０は、ＶｏＩＰタイプのサーバ１１８またはセッション開始
プロトコル（ＳＩＰ）サーバである少なくとも１つのセッションサーバ等のサーバを利用
し得る。ＶｏＩＰアプリケーション等の通信アプリケーションは、ＳＩＰの利用を必要と
し得る。ＳＩＰは、Ｒｅｑｕｅｓｔｓ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ（ＲＦＣ）３２６１等
の標準的文書で何度も述べられている。いくつかの形態において、ＬＡＮ１１０は、その
目的および利用が以下に詳細に記載される、ＡＡＡプロキシサーバ（または「プロキシサ
ーバ」）１９０も含む。
【００１２】
　なお、各ワイヤレスＡＰは、ＷＬＡＮ１０２のネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）
機能を含み得るか、またはこれと協調し得る。概して、ＮＡＳは、保護されたリソースへ
のアクセスを警戒するために、ネットワークのゲートウェイとして機能し、典型的には、
移動端末がＮＡＳへ接続する場合、ＮＡＳは、移動端末の証明書がアクセスの付与／拒否
のために有効であるかどうかを識別するために、別のネットワークリソースと通信する。
【００１３】
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　ＰＬＭＮ１０４は、コアネットワーク１３６、コアネットワーク１３６に連結された基
地局コントローラ（ＢＳＣ）１３８等の複数の基地局コントローラ、および関連付けられ
たＢＳＣ１３８に連結された基地局（ＢＳ）１４０等の複数の基地局を含む。コアネット
ワーク１３６、ＢＳＣ１３８、および基地局１４０は、様々な文献でも述べられているよ
うに、従来の方法で動作する。環境内の他のＰＬＭＮは、コアネットワーク１４６を有す
るＰＬＭＮ１０５、基地局コントローラ（ＢＳＣ）１４８等の複数の基地局コントローラ
、関連付けられたＢＳＣ１４８に連結された基地局（ＢＳ）１５０等の複数の基地局、お
よびインターネット１０１とコアネットワーク１４６との間に提供されたゲートウェイ／
コントローラ１４４等、ＰＬＭＮ１０４と同様または同じアーキテクチャを有する。
【００１４】
　この例において、ＬＡＮ１１０の移動端末１０６は、ＷＬＡＮおよびＷＷＡＮの両方の
無線インターフェースを有する、デュアルモードタイプの移動通信デバイス／ワイヤレス
ハンドセット（ＷＨ）として示される。特に、移動端末１０６は、１つ以上のプロセッサ
１２０、ＷＬＡＮ無線インターフェース１２２、ＷＷＡＮ無線インターフェース１２４、
および、無線インターフェース１２２、１２４に連結されるアンテナコンポーネント１２
５、１２６を有するように示される。このため、移動端末１０６は、ＷＷＡＮ無線インタ
ーフェース１２４の使用によりＰＬＭＮ１０４のコアネットワーク１３６のサービスにア
クセスし得、同様に、ＷＬＡＮ無線インターフェース１２２の使用によりＬＡＮ１１０の
サービスにアクセスし得る。
【００１５】
　ＰＬＭＮ１０４のＬＡＮ１１０とコアネットワーク１３６との間の通信は、ブロードバ
ンド、広域ＩＰ通信ネットワーク（例えば、インターネット１０１）またはいずれかの適
したパブリックまたはプライベートの広域ネットワーク等の適した接続ネットワークを介
して促進され得る。ゲートウェイ／コントローラ１４２は、ＰＬＭＮ１０４内で供される
これらの従来の無線リンク（例えば、基地局１４０の無線リンク）とは異なる代替のリン
ク（例えば、無線リンクワイヤレスＡＰ１１２および１１４）を介した、端末によるコア
ネットワーク１３６へのアクセスを促進するように、インターネット１０１とＰＬＭＮ１
０４のコアネットワーク１３６との間で提供される。このため、移動端末１０６は、さら
に、ＷＬＡＮ無線インターフェース１２２の使用により、ＷＬＡＮ１０２等のＷＬＡＮを
介して、ＰＬＭＮ１０４のコアネットワーク１３６のサービスにアクセスし得る。かかる
通信のために、ゲートウェイ／コントローラ１４２および移動端末１０６は、仲介ネット
ワークを介した相互間の（セキュア）トンネル接続を確立および維持するように適合され
る。なお、ＷＬＡＮ１０２は、オペレータによって制御または提供され（例えば、ＰＬＭ
Ｎ１０４に関連付けられたオペレータによる制御または提供）、ユーザによって制御また
は提供され（例えば、移動端末１０６のエンドユーザによる制御または提供）、またはサ
ードパーティによって制御または提供され得る。
【００１６】
　コアネットワーク１３６は、さらに、認証、許可、およびアカウンティング（ＡＡＡ）
サーバ１８０を有する。同様に、コアネットワーク１４６は、ＡＡＡサーバ１８２を有す
る。かかるＡＡＡサーバ１８０および１８２は、リモート認証ダイヤルインユーザサービ
ス（ＲＡＤＩＵＳ）プロトコル（例えば、ＲＦＣ２８６５）またはＲＡＤＩＵＳ互換プロ
トコルに準拠して動作し得る。このため、ＡＡＡサーバ１８０および１８２は、ＲＡＤＩ
ＵＳサーバであり得るか、またはそのように称され得る。中央ＡＡＡサーバの基本的な概
念とは、各ＮＡＳが許可されたユーザ名およびパスワードのリストを維持しなければなら
ない代わりに、ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｒｅｑｕｅｓｔｓが、ＡＡＡサーバへ転送
されるということである。このため、中央ユーザデータベースの使用が提供されて、通話
を、大きな、物理的に分散されたＮＡＳの組によってサポートすることを可能にしながら
、シングルポイントにおける意思決定を強化する。かかるＡＡＡサーバおよびプロトコル
は、既に広く配備され、種々の異なるネットワークで使用されている。
【００１７】
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　移動端末１０６が接続すると、ＮＡＳは、典型的に、ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｒ
ｅｑｕｅｓｔｓメッセージをＡＡＡサーバ１８０へ送信し、ユーザの名前およびパスワー
ド、接続の種類（ポート）、ＮＡＳ識別、およびメッセージ認証コード等の情報を中継す
る。受信すると、ＡＡＡサーバ１８０は、ＮＡＳが要求の送信を許可されているかどうか
を決定するために、パケットソース、ＮＡＳ識別、および認証コードを使用する。そうで
ある場合、ＡＡＡサーバ１８０は、そのデータベースにおいてユーザ名の識別を試行する
。次いで、このユーザにアクセスを付与するべきかどうかを決定するために、パスワード
と、Ａｃｃｅｓｓ－Ｒｅｑｕｅｓｔｓにおいて伝達された他の属性とが適用される。使用
されている認証方法に応じて、ＡＡＡサーバ１８０は、無作為の番号を伝達するＲＡＤＩ
ＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅメッセージを返し得る。ＮＡＳは、その課題を
移動端末１０６へ中継し、移動端末１０６は、そのアサートされた識別を証明するための
正しい値（例えば、そのパスワードを有する課題を暗号化する）で応答する必要があり、
その応答を、ＮＡＳが、別のＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｒｅｑｕｅｓｔｓメッセージ
内でＡＡＡサーバ１８０へ中継する。ＡＡＡサーバ１８０が、移動端末１０６が本物であ
り、要求されたサービスを使用することを許可することに異議がない場合、このサーバは
、ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ａｃｃｅｐｔメッセージを返す。そうでない場合、ＡＡ
Ａサーバ１８０は、ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｒｅｊｅｃｔメッセージを返し、ＮＡ
Ｓは、移動端末１０６を切断する。Ａｃｃｅｓｓ－Ａｃｃｅｐｔメッセージが受信され、
ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇが有効になる場合、ＮＡＳは、ＲＡＤＩＵＳ　Ａｃ
ｃｏｕｎｔｉｎｇ－Ｒｅｑｕｅｓｔ（Ｓｔａｒｔ）メッセージをＡＡＡサーバ１８０へ送
信する。ＡＡＡサーバ１８０は、ＮＡＳがユーザのセッションをアクティブにするとすぐ
に、アカウンティング記録をそのログへ追加し、要求を承認する。セッションの最後に、
アカウンティング記録が実際のセッション持続時間および切断理由を反映するように、同
様のＲＡＤＩＵＳ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ－Ｒｅｑｕｅｓｔ（Ｓｔｏｐ）が交換される。
【００１８】
　あるいは、ＡＡＡサーバ１８０および１８２は、Ｄｉａｍｅｔｅｒプロトコル等の異な
る（がＲＡＤＩＵＳ互換の）プロトコルに準拠して動作し得る。Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡ
ＳＲＥＱ（ネットワークアクセスサーバ要件）アプリケーションは、ＡＡＡサービスを実
現する。Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱアプリケーションは、データオブジェクトを伝
達するため、既存のＲＡＤＩＵＳサーバのＤｉａｍｅｔｅｒへの移行を容易にするため、
およびＲＡＤＩＵＳ／Ｄｉａｍｅｔｅｒゲートウェイとして作動するサーバで必要とされ
るプロトコル変換作業を低減するために、可能であれば、既存のＲＡＤＩＵＳ属性を使用
する。
【００１９】
　Ｄｉａｍｅｔｅｒは、プロトコルが新しいアクセス技術に拡張できるようにする、ベー
スプロトコルおよび一組のアプリケーションに関して定義される。ベースプロトコルは、
信頼性の高い伝送、メッセージ配信、およびエラー処理のための基本的なメカニズムを提
供する。ベースプロトコルは、Ｄｉａｍｅｔｅｒアプリケーションと共に使用される。各
アプリケーションは、特定の種類のネットワークアクセスをサポートするために、ベース
プロトコルのサービスに依存する。２つの主要なアプリケーションは、Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉ
Ｐｖ４およびＮＡＳＲＥＱである。ベースプロトコルは、基本的なＤｉａｍｅｔｅｒメッ
セージフォーマットを定義する。データは、ＲＡＤＩＵＳ属性と同様であるＡｔｔｒｉｂ
ｕｔｅ－Ｖａｌｕｅ　Ｐａｉｒｓ（ＡＶＰ）の集合として、Ｄｉａｍｅｔｅｒメッセージ
内で伝達される。ＡＶＰは、ＡＶＰ　Ｃｏｄｅ、Ｌｅｎｇｔｈ、Ｆｌａｇｓ、およびＤａ
ｔａを含む複数のフィールドで構成される。ネットワークアクセスサーバプロトコルを評
価する基準、ＲＦＣ３１６９は、ＮＡＳによって使用されるＡＡＡプロトコルの多くの要
件を定義し、転送要件、拡張可能性、サーバフェイルオーバー、ＡＶＰ要件、セキュリテ
ィ、認証、許可、ポリシー、リソース管理、アカウンティング等に対処する。ローミング
プロトコルを評価するための基準、ＲＦＣ２４７７は、同様に、ローミング環境をサポー
トするＡＡＡプロトコルのニーズに対処する。Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱアプリケ
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ーション（ベースプロトコルと組み合わせられる）は、これらの仕様の両方の要件を満た
す。さらに、ネイティブ拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）によるＮＡＳＲＥＱアプリケーシ
ョンも、安全な認証を供する。ＮＡＳＲＥＱアプリケーションは、ＥＡＰペイロードをＤ
ｉａｍｅｔｅｒプロトコル内にカプセル化できるようにする、Ｄｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ
－ＲｅｑｕｅｓｔおよびＤｉａｍｅｔｅｒ－ＥＡＰ－Ａｎｓｗｅｒメッセージを定義する
。ＮＡＳＲＥＱアプリケーションのＡＡ－Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージは、ＲＡＤＩＵＳ　
Ａｃｃｅｓｓ－Ｒｅｑｕｅｓｔに相当する。ＡＡ－Ａｎｓｗｅｒメッセージは、ＲＡＤＩ
ＵＳ　Ａｃｃｅｓｓ－ＡｃｃｅｐｔおよびＡｃｃｅｓｓ－Ｒｅｊｅｃｔメッセージに相当
する。ＮＡＳＲＥＱアプリケーションは、ＲＡＤＩＵＳ－Ｄｉａｍｅｔｅｒプロトコルゲ
ートウェイとして作用するサーバ、すなわち、Ｄｉａｍｅｔｅｒメッセージとして変換お
よび伝送されるＲＡＤＩＵＳメッセージを受信するサーバ（その逆も同様）によって使用
されるべきガイドラインを有する。
【００２０】
　なお、図１のアーキテクチャの記載は、例示のための特定の例に関し、ＷＬＡＮは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１に基づくネットワークであり、ＷＷＡＮは、セルラー通信ネットワー
クである。しかしながら、ＷＬＡＮおよびＷＷＡＮは、これらのネットワークとは異なる
ネットワークであり得る。ＷＬＡＮは、いくつかの例として、ＷｉＭＡＸに基づくネット
ワーク（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１６）、Ｕｌｔｒａ－ＷｉｄｅＢａｎｄ（ＵＷＢ）
に基づくネットワーク（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１５）、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録
商標）に基づくネットワークであり得る。ＷＷＡＮは、いくつかの例として、Ｌｏｎｇ－
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）に基づくネットワーク、ＥＶｏｌｕｔｉｏｎ－
Ｄａｔａ　Ｏｎｌｙ（ＥＶ－ＤＯ）に基づくネットワーク、またはＵＭＴＳに基づくネッ
トワークであり得る。
【００２１】
　次に図２を参照し、ＷＬＡＮ（ＡＰ１１２によって図２に示される）およびＷＷＡＮ／
ＰＬＭＮ（その関連付けられたＰＬＭＮのための基地局１４０および１５０を含む移動基
地局２００によって図２に示される）の両方を含むワイヤレスネットワーク環境で動作す
る典型的な移動端末１０６（例えば、ワイヤレスハンドセット、移動ステーション）の電
気コンポーネントについて記載する。移動端末１０６は、図１の通信システム１００で動
作する１つ以上の端末を表し得る。移動端末１０６は、他のコンピュータシステムと通信
する機能を含む、少なくとも音声および高度なデータ通信機能を有する双方向通信デバイ
スであり得る。移動端末１０６によって提供された機能性によって、これは、データメッ
セージングデバイス、双方向ポケベル、データメッセージング機能付きの移動電話、ワイ
ヤレスインターネットアプライアンス、またはデータ通信デバイス（テレフォニー機能有
りまたは無し）と称され得る。
【００２２】
　図２に図示されるように、移動端末１０６は、基地局２００とワイヤレスで通信するよ
うに適合される。基地局２００との通信のために、移動端末１０６は、ＲＦトランシーバ
回路を含む通信サブシステム２１１を利用する。通信サブシステム２１１は、受信機２１
２、送信機２１４、および、１つ以上の（埋め込まれたまたは内部）アンテナエレメント
２１６および２１８、局所発振器（ＬＯ）２１３、およびデジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）２２０等の関連付けられたコンポーネントを含む。通信サブシステム２１１の特定の
設計は、移動端末１０６が動作することを意図されている通信ネットワークに依存する。
本アプリケーションにおいて、通信サブシステム２１１（その関連付けられたプロセッサ
／処理コンポーネントを含む）は、ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳ標準等、移動または、
他の適したＷＷＡＮ標準（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１以外の標準）に準拠して動作
可能である。
【００２３】
　移動端末１０６は、必要とされるネットワーク手順の完了後、ネットワークを介して通
信信号を送受信し得る。ネットワークを介してアンテナ２１６によって受信した信号は、
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受信機２１２に入力され、これは、信号増幅、周波数下方変換、フィルタ、チャネル選択
、図２において示される例では、アナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）変換等のかかる共通の受
信機機能を実行し得る。受信した信号のＡ／Ｄ変換により、ＤＳＰ２２０で実行される復
調および復号化等のより複雑な通信機能が可能になる。同様に、例えば、ＤＳＰ２２０に
よる変調および符号化を含む伝送される信号が処理される。これらの処理された信号は、
デジタル・アナログ（Ｄ／Ａ）変換、周波数上方変換、フィルタ、増幅およびアンテナ２
１８を介したネットワークによる伝送のために、送信機２１４へ入力される。ＤＳＰ２２
０は、通信信号を処理するだけではなく、受信機および送信機制御を実現し得る。なお、
受信機２１２および送信機２１４は、図示されるように２つの別々の専用のアンテナ２１
６および２１８を有する代わりに、アンテナスイッチ（図２では図示せず）によって１つ
以上のアンテナを共有し得る。
【００２４】
　移動端末１０６は、ＷＬＡＮ（例えば、図２にＡＰ１１２で示される）との通信のため
に、ＩＥＥＥ８０２．１１標準等の適したＷＬＡＮ標準に準拠して動作可能なＲＦトラン
シーバ回路を含む、通信サブシステム２９１も有する。通信サブシステム２９１は、通信
サブシステム２１１と構造および機能的に同様であり、ここで、ＤＳＰ２２０は、ベース
バンド（ＢＢ）およびメディアアクセス制御（ＭＡＣ）モジュールと称される処理モジュ
ールで置き換えられ得る。移動端末１０６は、これらの目的のための別々および独立した
サブシステムを有し得るが、これらの異なるサブシステムの少なくともいくつかの部分ま
たはコンポーネントは、可能である場合、共有され得る。移動端末１０６は、移動ネット
ワークインターフェース標準（例えば、ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳ標準）およびＩＥ
ＥＥ８０２．１１標準の両方に準拠して動作するため、「デュアルモード」移動端末と称
され得る。
【００２５】
　移動端末１０６は、ハンドヘルド、携帯可能、バッテリにより電力供給されるデバイス
であり得るため、これは、１つ以上の再充電可能バッテリ２５６を受け取るためのバッテ
リインターフェース２５４をさらに含む。かかるバッテリ２５６は、移動端末１０６内の
（全部でない場合には）ほとんどの電気回路に電力を提供し、バッテリインターフェース
２５４は、それのための機械的および電気接続を実現する。バッテリインターフェース２
５４は、回路のすべてへ安定化された電圧Ｖを提供するレギュレータ（図２に図示せず）
に連結される。
【００２６】
　移動端末１０６は、移動端末１０６の全体的動作を制御するマイクロプロセッサ２３８
（ある種類のプロセッサまたはコントローラ）を含む。この制御は、本開示の通信技術を
含む。少なくともデータおよび音声通信を含む通信機能が、通信サブシステム２１１を介
して実行される。マイクロプロセッサ２３８は、さらに、ディスプレイ２２２、フラッシ
ュメモリ２２４、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２６、補助入力／出力（Ｉ／Ｏ）
サブシステム２２８、シリアルポート２３０、キーボード（またはキーパッド）２３２、
スピーカ２３４、マイクロフォン２３６、短距離通信サブシステム２４０、および概して
２４２で指定されるいずれかの他のデバイスサブシステム等の追加のデバイスサブシステ
ムと相互作用する。図２に示されるサブシステムのいくつかは、通信関連の機能を実行し
、一方で、他のサブシステムは、「常駐」またはオンデバイス機能を提供し得る。とりわ
け、キーボード２３２およびディスプレイ２２２等のいくつかのサブシステムは、例えば
、通信ネットワーク上の伝送のためのテキストメッセージの入力等の通信関連の機能、お
よび計算機またはタスクリスト等のデバイス常駐機能の両方で使用され得る。マイクロプ
ロセッサ２３８によって使用されるオペレーティングシステムソフトウェアは、あるいは
読み込み専用メモリ（ＲＯＭ）または同様の記憶エレメント（図示せず）であり得る、フ
ラッシュメモリ２２４等の固定記憶に記憶できる。特定のデバイスアプリケーション、ま
たはその一部を、ＲＡＭ２２６等の揮発性記憶に一時的にロードし得る。
【００２７】
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　そのオペレーティングシステム機能に加えて、マイクロプロセッサ２３８は、移動端末
１０６上のソフトウェアアプリケーションの実行を可能にする。少なくともデータおよび
音声通信アプリケーションを含む、基本的なデバイス動作を制御する所定の組のアプリケ
ーションは、通常、その製造中に移動端末１０６上にプログラムおよび／またはインスト
ールされる（本開示のネットワーク選択制御技術を含む）。移動端末１０６にロードされ
得るアプリケーションは、電子メール、カレンダーイベント、音声メール、予定、および
タスク項目等であるがこれらに制限されない、ユーザに関するデータ項目を整理および管
理するための機能を有する個人情報マネジャー（ＰＩＭ）アプリケーションであり得る。
当然ながら、１つ以上のメモリ記憶が、移動端末１０６で利用可能であり、インターフェ
ース２６４を介して連結される加入者識別モジュール（ＳＩＭ）等のメモリ２６２（図２
に「ｍｅｍ」と表示される）は、ＰＩＭデータ項目および他のユーザ情報の記憶を促進す
るために利用される。
【００２８】
　ＰＩＭアプリケーションは、ワイヤレスネットワークを介してデータ項目を送受信する
ための機能を有する。一実施形態において、ＰＩＭデータ項目は、ワイヤレスネットワー
クを介してシームレスに統合、同期、および更新され、ワイヤレスデバイスユーザの対応
するデータ項目はホストコンピュータシステムに記憶および／または関連付けられ、した
がって、かかる項目に関して、移動端末１０６上にミラーリングされたホストコンピュー
タが作成される。これは、ホストコンピュータシステムがワイヤレスデバイスユーザのオ
フィスコンピュータシステムである場合に、特に有用であり得る。追加のアプリケーショ
ンは、さらに、ネットワーク、補助Ｉ／Ｏサブシステム２２８、シリアルポート２３０、
短距離通信サブシステム２４０、またはいずれかの他の適したサブシステム２４２を介し
て移動端末１０６にロードされ得、マイクロプロセッサ２３８による実行のために、ＲＡ
Ｍ２２６または非揮発性記憶（図示せず）に、ユーザによってインストールされ得る。ア
プリケーションのインストールにおけるかかる柔軟性は、移動端末１０６の機能を増加さ
せ、強化されたオンデバイス機能、通信関連の機能、または両方を提供し得る。例えば、
安全な通信アプリケーションは、移動端末１０６を使用して、電子コマース機能および他
のかかる金融取引を実行することを可能にし得る。
【００２９】
　データ通信モードにおいて、テキストメッセージ、電子メールメッセージ、またはウェ
ブページダウンロード等の受信した信号は、通信サブシステム２１１によって処理され、
マイクロプロセッサ２３８に入力される。マイクロプロセッサ２３８は、さらに、ディス
プレイ２２２または代替的に、補助Ｉ／Ｏデバイス２２８へ出力するための信号を処理す
る。移動端末１０６のユーザは、さらに、例えば、ディスプレイ２２２およびおそらくは
補助Ｉ／Ｏデバイス２２８と共にキーボード２３２を使用して、電子メールメッセージ等
のデータ項目を構成し得る。キーボード２３２は、完全な英数字キーボードおよび／また
は電話タイプのキーパッドである。これらの構成された項目は、通信サブシステム２１１
を介して通信ネットワーク上を伝送され得る。音声通信について、移動端末１０６の全体
的な動作はほぼ同様であるが、受信した信号がスピーカ２３４に出力され、伝送のための
信号がマイクロフォン２３６によって生成される点が異なる。音声メッセージ記録サブシ
ステム等の代替の音声またはオーディオＩ／Ｏサブシステムは、さらに、移動端末１０６
上に実装され得る。音声またはオーディオ信号出力は、主に、スピーカ２３４を介して実
施されるが、ディスプレイ２２２は、いくつかの例として、発信者の識別、音声通話の期
間、または他の音声通話関連の情報の指示を提供するように使用され得る。
【００３０】
　図２のシリアルポート２３０は、オプションのコンポーネントではあるが、ユーザのデ
スクトップコンピュータとの同期が望ましい、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ
）タイプの通信デバイス内に通常、実装される。シリアルポート２３０は、ユーザが、外
部デバイスまたはソフトウェアアプリケーションを介して、選択事項を設定できるように
し、ワイヤレス通信ネットワークを介する以外の移動端末１０６への情報またはソフトウ
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ェアダウンロードを実現することにより、移動端末１０６の機能を拡張する。代替のダウ
ンロード経路は、例えば、直接であるため信頼性の高いおよび信用のある接続を介して、
移動端末１０６へ暗号鍵をロードするように使用され得、こうして、安全なデバイス通信
を提供する。図２の短距離通信サブシステム２４０は、必ずしも同様のデバイスである必
要のない、移動端末１０６および異なるシステムまたはデバイスの間の通信を実現する、
追加のオプションのコンポーネントである。例えば、サブシステム２４０は、同様に利用
可能にされたシステムおよびデバイスによる通信を提供するために、赤外線デバイスおよ
び関連付けられた回路およびコンポーネント、またはＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）通
信モジュールを含み得る。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓ
ＩＧ，Ｉｎｃの登録商標である。
【００３１】
　特定の移動端末１０６について記載したが、いずれかの適した移動通信デバイスまたは
端末を、以下に詳細に記載される開示された方法および装置の一部であり得る。
【００３２】
　図３は、ＰＬＭＮ１０５のサービス領域３５０（例えば、ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲ
Ｓベースのネットワーク）およびＷＬＡＮ１０２のサービス領域３０４を通る移動経路３
１０に従って移動する移動端末１０６を示す、地理的領域３００の上面図である。ＰＬＭ
Ｎ１０５のサービス領域３５０は、ネットワークの１つ以上の基地局によって定義され得
、一方で、ＷＬＡＮ１０２のサービス領域３０４は、ネットワークの１つ以上のワイヤレ
スＡＰ１１２および１１４によって定義され得る。別のサービス領域３０６は、別のＷＬ
ＡＮまたは、代替的に、ＷｉＭＡＸネットワーク等の別のワイヤレスネットワークのサー
ビス領域であり得る。図示されるように、サービス領域３０４および３０６は、ＰＬＭＮ
１０５のサービス領域３５０の全体または一部と重複し得る。前述したように、移動端末
１０６は、２つの異なるタイプのネットワーク（ＷＬＡＮおよびＷＷＡＮ）に関連付けら
れた異なるトランシーバ部分（例えば、図１のＷＬＡＮ無線インターフェース１２２およ
びＷＷＡＮ無線インターフェース１２４、または図２の通信サブシステム２１１および２
９１）を有し得る。移動端末１０６は、概して、いずれかの所与の時刻において、サービ
スのためにネットワークのうちの１つのみへのワイヤレスアクセスを有し得る。移動経路
３１０に沿って移動する際に、その現在のワイヤレスネットワークによるサービス領域を
失う場合にサービスの連続性を維持するために、移動端末１０６は、その通信動作を異な
るワイヤレスネットワークへ切り替えることを必要とされる。例えば、移動端末１０６は
、ＷＬＡＮ１０２からＰＬＭＮ１０５へ、通信動作を切り替え得る。
【００３３】
　これは、図７および８を参照して、前もって、より詳細に示される。図７において、図
１の通信システムの例示的な図が示され、ここで、移動端末１０６は、ワイヤレスリンク
７０２においてＷＬＡＮ１０２内の通信動作を実行する。一方で、図８において、ワイヤ
レスリンク８０２上で、ＷＬＡＮ１０２内の通信動作からＰＬＭＮ１０５へ切り替えるた
めの移動端末１０６が示される。切り替えのための一般的な方法論は、ＷＬＡＮ（例えば
、ＷＬＡＮ１０２のＡＰ１１２）のワイヤレスＡＰからの無線周波数（ＲＦ）信号の受信
した信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の処理、またはワイヤレスＡＰあるいは他の信号
条件またはイベントからのＲＦ信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいてもよい。切り替
え動作は、移動端末１０６自体によって、またはネットワークからの支援または命令によ
って、開始され得る。
【００３４】
　次に、図４を参照すると、移動端末への隣接ネットワーク情報の通信を促進するために
利用され得る、図１の通信システムの一般的な例示的な図が示される。概して、ＷＬＡＮ
１０２での動作中、移動端末１０６は、隣接ネットワーク情報の要求をＷＬＡＮ１０２へ
送信する。ＷＬＡＮ１０２のワイヤレスＡＰ１１２に関連付けられたＮＡＳは、かかる要
求を受信および識別し、応答時において、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠して、隣接
ネットワーク情報の対応する要求を生成および送信する。対応する要求は、移動端末１０
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６に関連付けられた（例えば、自宅）ＰＬＭＮ１０４のコアネットワーク１３６のＡＡＡ
サーバ１８０へ送信され得る。ＡＡＡサーバ１８０は、対応する要求に応答して、隣接ネ
ットワーク情報にアクセスし、これを回収する。隣接ネットワーク情報は、ＮＡＳ位置等
に基づいて相関付けられ得るか、または、ローカルにまたはモビリティサーバにおいて記
憶され得る。例えば、隣接ネットワーク情報は、ＮＡＳの識別に基づいて、データベース
に記憶され得る。隣接ネットワーク情報は、ＷＬＡＮ１０２付近内に配置された１つ以上
のワイヤレスネットワーク（例えば、図における他の周囲のＰＬＭＮ、ＷＬＡＮ）の１つ
以上のネットワーク識別を含む。識別されたワイヤレスネットワークは、ＧＳＭ（登録商
標）、ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ、ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ等を含む、いずれかの適し
た種類のワイヤレスネットワークであり得る。ＡＡＡサーバ１８０は、回収された隣接ネ
ットワーク情報を含む応答によって、ワイヤレスＡＰ１１２のＮＡＳへ、ＲＡＤＩＵＳ互
換プロトコルに準拠して返答する。ワイヤレスＡＰ１１２のＮＡＳは、隣接ネットワーク
情報を移動端末１０６へ送信する。その後、移動端末１０６は、ＷＬＡＮ１０２から、受
信したネットワーク識別から識別された他のワイヤレスネットワークのうちの選択された
１つへのハンドオーバーのために、ハンドオーバーの決定を行い得る。なお、いくつかの
形態において、隣接ネットワーク情報を取得するための通信は、以下により詳細に記載さ
れたＬＡＮ１１０のプロキシサーバ１９０を介して促進される。
【００３５】
　一実施形態において、ＩＥＥＥ８０２．２１によって定義されたＭｅｄｉａ　Ｉｎｄｅ
ｐｅｎｄｅｎｔ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ（ＭＩＨ）に準拠して手順が実行される。ＩＥＥＥ８
０２．２１標準は、ＭＩＨおよび３つのサービス：移動端末およびネットワークの間のハ
ンドオーバーを調整するためのコマンドサービス、移動端末およびネットワークの間のリ
ンク状態情報を交換するためのイベントサーバ、および隣接ネットワークハンドオーバー
候補上の情報を交換するための情報サービス、のためのトランスポートに依存しないプロ
トコルを定義する。
【００３６】
　このため、隣接ネットワーク情報のための要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．２１情報要
求／応答であり得る。ＷＬＡＮであるワイヤレスネットワークでは、要求／応答は、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｕまたは拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に準拠して通信され得る。ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｕにおいて、移動端末は、定義された汎用アクセスサービス（ＧＡＳ）
手順を使用して、ネットワークサービス情報を取得するために、ＷＬＡＮから情報を要求
する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｕは、１つがユニキャスト、１つがマルチキャストのための
ものである情報を取得するための２つのメカニズムを指定する。両メカニズムにおいて、
移動端末は、ＧＡＳ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームを送信することにより、
サービス発見を開始する。サービス情報はビーコンまたは調査応答に含まれないので、移
動端末はＧＡＳ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームを送信する。ＷｉＭＡＸネッ
トワークであるワイヤレスネットワークでは、要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｇに
準拠して通信され得る。
【００３７】
　図５は、図１－４に関して上記に記載された環境で使用し得る、移動端末への隣接ネッ
トワーク情報の通信の促進のために使用するための技術を記述するためのプロセスの流れ
図である。本開示の技術は、１つ以上のプロセッサを有するサーバ（例えば、ＡＡＡサー
バ、ＲＡＤＩＵＳサーバ等であり得るネットワークアクセスサーバ、情報サーバ）におい
て、具現化され得る。他の技術は、技術を実行するように適合された１つ以上のプロセッ
サを有する移動端末において具現化され得る。技術は、さらに、コンピュータ可読媒体お
よびコンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータ命令を有するコンピュータプログラ
ム製品において具現化され得、ここで、１つ以上のプロセッサが、方法に準拠してコンピ
ュータ命令を実行するように動作可能である。本記載において、ＮＡＳは、ＡＰ１１２と
は分かれているＷＬＡＮ１０２におけるエンティティであり得るが、ＡＰ１１２の一部で
あると想定される。
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【００３８】
　図５の方法が開始され、ここで、移動端末１０６は、ＷＬＡＮ１０２のＡＰ１１２との
発見および接続手順を実行する（図５のステップ５０２）。ＡＰ１１２による発見手順は
、スキャンから、移動端末１０６のサービス領域内の利用可能なワイヤレスネットワーク
を識別するステップを伴う。発見手順は、調査要求を送信し、調査応答を受信する移動端
末を含み得る。調査要求／応答が成功する場合、認証要求および応答が交換される。成功
した認証は、例えば、接続手順までのさらなる特定されたデータ交換を可能にする。接続
手順中に、関連要求および応答が交換される。成功した関連付けは、データフレーム、管
理フレーム、および制御フレーム等のさらなる指定されたデータ交換を実行する。関連付
け要求データフレームは、例えば、機能情報、リッスン間隔、ＷＬＡＮ１０２のＳＳＩＤ
、およびサポートされる速度を含み得る。関連付け応答データフレームは、例えば、機能
情報、情報コード、関連ＩＤ、およびサポートされる速度を含み得る。
【００３９】
　ＡＰ１１２とのその関連付け後、移動端末１０６は、隣接ネットワーク情報の要求を作
成し、ＷＬＡＮ１０２を介してこれを伝送させる（図５のステップ５０４）。要求は、移
動端末１０６の識別（例えば、電話番号、個人識別番号またはＰＩＮ、電子メールアドレ
ス等）およびＷＬＡＮ１０２の識別（例えば、セットサービス識別またはＳＳＩＤ、拡張
ＳＳＩＤまたはＥＳＳＩＤ等）を含む、種々の情報を含み得る。この要求は、隣接ネット
ワーク情報のためのＩＥＥＥ８０２．２１情報要求であり得るか、またはこれを含み得る
。ＩＥＥＥ８０２．１１の場合、例えば、要求は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｕまたは特に、
ＩＥＥＥ８０２．１１ｕ汎用アクセスサービス（ＧＡＳ）に準拠して通信され得る。ＩＥ
ＥＥ８０２．１６の場合、例えば、要求は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｇに準拠して通信され
得る。
【００４０】
　ＡＰ１１２は、この要求が、隣接ネットワーク情報を取得するものであると識別する（
例えば、ＩＥＥＥ８０２．２１情報要求としてこれを識別し得る）。応答時において、Ａ
Ｐ１１２は、移動端末１０６の代わりにこの情報を回収するために、特定の処理を実行す
る。特に、ＡＰ１１２は、リモートアクセスダイヤルインユーザサーバ（ＲＡＤＩＵＳ）
互換プロトコルに準拠して、隣接ネットワーク情報の対応する要求を作成する。利用され
るＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルは、ＲＡＤＩＵＳプロトコルであり得る。別の例として、
ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルは、ＲＡＤＩＵＳと後方互換性のあるＤｉａｍｅｔｅｒ　Ｎ
ＡＳＲＥＱプロトコルであり得る。なお、ＮＡＳ機能はＡＰ１１２の一部であり得るため
、このＮＡＳ機能は、これらの目的に役立てるために、ＲＡＤＩＵＳまたはＲＡＤＩＵＳ
互換（例えば、ＤｉａｍｅｔｅｒまたはＤｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱ）クライアント
を含み得る。ＡＰ１１２は、これを受信する、コアネットワーク１３６のＡＡＡサーバ１
８０（図５のステップ５０６）へ、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠して、対応する要
求を送信する。ＡＰ１１２は、移動端末１０６のネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）
および要求内に供給される、ＡＰ１１２内のＮＡＳのＮＡＳポートに基づいて、ＡＡＡサ
ーバ１８０への対応する要求に対処する。一実施形態において、ＲＡＤＩＵＳタイプの長
さ値（ＴＬＶ）は、対応する要求の通信に利用され得る。ＴＬＶは、「相互作用要求」を
示すタイプ、可変である長さ、およびＩＥＥＥ８０２．２１ＭＩＨまたはＩＥＥＥ８０２
．１１ｕ　ＧＡＳに準拠する要求を含むストリングである値を含み得る。
【００４１】
　ステップ５０６の要求の受信に応答して、ＡＡＡサーバ１８０は、要求内に提供された
指示に対応する隣接ネットワーク情報を回収する。本例において、要求から供給される指
示は、ＷＬＡＮ１０２（例えば、ＳＳＩＤまたはＥＳＳＩＤ）の識別、および／またはセ
ル識別（Ｃｅｌｌ　ＩＤ）、および／またはＡＡＡクライアントのＮＡＳＩＤによって、
ＡＡＡサーバ１８０へ提供される。隣接ネットワーク情報は、ＷＬＡＮ１０２に隣接する
またはそのサービス領域内の１つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ以上
のネットワーク識別を含む。識別されたワイヤレスネットワークは、ＧＳＭ（登録商標）
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、ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ、ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ等を含む、いずれかの種類の適
したワイヤレスネットワークであり得る。ＡＡＡサーバ１８０は、かかる要求内で指定さ
れる各所与の位置に対して一意の隣接ネットワーク情報を選択的に回収し得る。隣接ネッ
トワーク情報によって示されるネットワークのうちの少なくともいくつかは、移動端末１
０６がＷＬＡＮ１０２から出る場合に、移動端末１０６がハンドオーバーされ得るネット
ワークである。１つ以上の隣接ワイヤレス通信ネットワークは、例として、移動通信、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１、またはＩＥＥＥ８０２．１６標準と互換性があり得る。
【００４２】
　ＡＡＡサーバ１８０は、ローカルに記憶されたテーブルまたはデータベースから、入力
または鍵として、要求からの指示または位置を有する要求／応答プロトコルを使用して、
隣接ネットワーク情報を回収し得る。一実施形態において、ＡＡＡサーバ１８０は、外部
等の異なるサーバ、外部モビリティサーバから隣接ネットワーク情報を回収し得る。この
例において、ＡＡＡサーバ１８０は、指示または位置（図５のステップ５０８）によるモ
ビリティサーバへの要求を提出し、応答時に、隣接ネットワーク情報（図５のステップ５
１０）を含む応答を受信し得る。
【００４３】
　なお、モビリティサーバは、異なる位置において、異なるネットワーク内に配備される
多くの異なる同様に配置されたサーバ（そのうちの１つがＡＡＡサーバ１８０）から要求
を受信およびサービス提供するように適合され得る。モビリティサーバは、ローカルの、
領域の、またはグローバルのネットワーク情報（グローバルネットワークマップ等）を記
憶する１つ以上のデータベースへのアクセスを有し得、情報は、例えば、入力または鍵と
して、指示または位置を利用する要求／応答プロトコルによって回収され得る。
【００４４】
　かかる回収後、ＡＡＡサーバ１８０は、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠して、ＡＰ
１１２へ隣接ネットワーク情報を送信し、ＡＰ１１２は、応答時にこの情報を受信する（
図５のステップ５１２）。ＡＰ１１２は、次いで、隣接ネットワーク情報を含む初期要求
への応答を適切にフォーマットして、移動端末１０６へ送信する（図５のステップ５１４
）。応答は、隣接ネットワーク情報を有するＩＥＥＥ８０２．２１情報応答であり得るか
、またはこれを含み得る。ＩＥＥＥ８０２．１１の場合、例えば、応答は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｕに準拠して通信され得る。ＩＥＥＥ８０２．１６の場合、例えば、応答は、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６ｇに準拠して通信され得る。
【００４５】
　再び、隣接ネットワーク情報は、ＷＬＡＮ１０２のサービス領域内に配置された１つ以
上のワイヤレスネットワークのうちの１つ以上のネットワーク識別を含む。隣接ネットワ
ーク情報は、その後、種々の異なる隣接ネットワークを配置するために大変なスキャン動
作を実行する必要なく、移動端末１０６またはＷＬＡＮ１０２のサービス領域とは、異な
り、かつ、これに隣接する別の隣接ネットワークへのハンドオーバーを実行するために、
移動端末１０６によって利用され得る。
【００４６】
　図６は、図１－４に関して上記の環境で利用され得る、移動端末への隣接ネットワーク
情報の通信の促進に利用するための別の技術を記述するための別のプロセスの流れ図であ
る。再び、本開示の技術は、１つ以上のプロセッサを有するサーバ（例えば、ネットワー
クアクセスサーバ、ＡＡＡサーバ等の情報サーバ）において具現化され得る。技術を実行
するように適合された１つ以上のプロセッサを有する移動端末において、他の技術が具現
化され得る。技術は、さらに、コンピュータ可読媒体を有するコンピュータプログラム製
品、およびコンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータ命令において具現化され得、
ここで、１つ以上のプロセッサは、方法に準拠して、コンピュータ命令を実行するように
動作可能である。本記載において、ＮＡＳは、ＡＰ１１２とは分かれたＷＬＡＮ１０２に
おけるエンティティであり得るが、ＡＰ１１２の一部であると想定される。
【００４７】
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　図５に関して記載されたものと同様に、図６の方法が開始され、ここで、移動端末１０
６は、ＷＬＡＮ１０２のＡＰ１１２との発見および接続手順を実行する（図６のステップ
６０２）。ＡＰ１１２との発見手順は、移動端末１０６のサービス領域内の利用可能なワ
イヤレスネットワークを識別するためにスキャンするステップを伴う。発見手順は、移動
端末が調査要求を送信するステップおよび調査応答を受信するステップを含み得る。調査
要求／応答が成功すると、認証要求および応答が交換される。成功した認証は、例えば、
接続手順までの、さらなる指定されたデータ交換を可能にする。接続手順中に、関連要求
および応答が交換される。成功した関連付けは、データフレーム、管理フレーム、および
制御フレーム等のさらなる指定されたデータ交換を実行する。関連付け要求データフレー
ムは、例えば、機能情報、リッスン間隔、ＷＬＡＮ１０２のＳＳＩＤ、およびサポートさ
れる速度を含み得る。関連付け応答データフレームは、例えば、機能情報、状態コード、
関連付けＩＤ、およびサポートされる速度を含み得る。
【００４８】
　ＡＰ１１２とのその関連付け後、移動端末１０６は、ネットワークによる認証手順を実
行する。認証手順は、拡張可能認証プロトコル（ＥＡＰ）に準拠して実行され得る。この
手順中、移動端末１１２は、隣接ネットワーク情報の要求が、ＥＡＰフレームでＡＰ１１
２へ伝送されるようにする（図６のステップ６０４）。要求は、移動端末１０６の識別（
例えば、電話番号、個人識別番号またはＰＩＮ、電子メールアドレス等）およびＷＬＡＮ
１０２の識別（例えば、セットサービス識別またはＳＳＩＤ、拡張ＳＳＩＤまたはＥＳＳ
ＩＤ等）を含む種々の情報を含み得る。この要求は、隣接ネットワーク情報のＩＥＥＥ８
０２．２１情報要求であり得るか、またはこれを含み得る。
【００４９】
　ＡＰ１１２は、この要求が、隣接ネットワーク情報（例えば、これをＩＥＥＥ８０２．
２１情報要求として識別し得る）を回収するためのものであると識別し、応答時に、移動
端末１０６の代わりにこの情報を取得するように、特定の処理を実行する。特に、ＡＰ１
１２は、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠して、隣接ネットワーク情報のための対応す
る要求を作成する。利用されるＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルは、例として、ＲＡＤＩＵＳ
プロトコルまたはＤｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱプロトコル（ＲＡＤＩＵＳによって後
方互換される）であり得る。なお、ＮＡＳ機能はＡＰ１１２の一部であり得るため、この
ＮＡＳ機能は、これらの目的に役立つように、ＲＡＤＩＵＳまたはＲＡＤＩＵＳ互換クラ
イアント（例えば、ＤＩＡＭＥＴＥＲ　ＮＡＳＲＥＱクライアント）を含み得る。本形態
において、ＡＰ１１２は、対応するＲＡＤＩＵＳ互換要求へ、隣接ネットワーク情報のＥ
ＡＰ要求をカプセル化し、それを受信するコアネットワーク１３６（図６のステップ６０
６）のＡＡＡサーバ１８０へこれを送信する。ＡＰ１１２は、要求において供給される、
移動端末１０６のネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）およびＡＰ１１２内のＮＡＳの
ＮＡＳポートに基づいて、ＡＡＡサーバ１８０への対応する要求に対処する。
【００５０】
　一実施形態において、要求は、移動端末１０６からＥＡＰフレーム内のタイプ長さ値（
ＴＬＶ）として埋め込まれ、対応する要求は、ＥＡＰメッセージ（例えば、７９の値）に
対して設定されるＲＡＤＩＵＳ属性を含む。概して、このメッセージングは、ＲＡＤＩＵ
Ｓ　ＴＬＶに埋め込まれたＥＡＰ　ＴＬＶとして表示され得る。いずれかの適した実施ま
たはプロトコルは、例として、ＲＦＣ４８５１に基づくＥＡＰ－ＦＡＳＴ　ＴＬＶ、Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｅｄ　ＥＡＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＰＥＡＰ）（例えば、Ｐａｌｅｋａｒ　ｅ
ｔ　ａｌ．，“Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　ＥＡＰ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＰＥＡＰ）Ｖｅｒｓｉ
ｏｎ　２”、ＥＡＰ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ、２００４年１０月１５日、Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ－Ｄｒａｆｔ，ｄｒａｆｔ－ｊｏｓｅｆｓｓｏｎ－ｐｐｐｅｘｔ－ｅａｐ－ｔｌ
ｓ－ｅａｐ－１０．ｔｘｔ）、またはＲＦＣ５２８１においてＡＶＰとして記載されたＥ
ＡＰ－ＴＴＬＳ等であり、かかるメッセージングのために利用され得る。
【００５１】
　ステップ６０６の要求の受信に応答して、ＡＡＡサーバ１８０は、隣接ネットワーク情
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報の基礎にあるＥＡＰ要求を明らかにするために、メッセージを非カプセル化する。次い
で、ＡＡＡサーバ１８０は、要求内に提供された指示に対応する隣接ネットワーク情報を
回収する。本例において、指示は、要求内に供給されるＷＬＡＮ１０２の識別（例えば、
ＳＳＩＤまたはＥＳＳＩＤ）、および／またはセル識別（Ｃｅｌｌ　ＩＤ）、および／ま
たはＡＡＡクライアントのＮＡＳＩＤによって、ＡＡＡサーバ１８０へ提供される。図５
に関して上述するように、図６の隣接ネットワーク情報は、ＷＬＡＮ１０２に隣接する１
つ以上のワイヤレス通信ネットワークに対応する１つ以上のネットワーク識別を含む。識
別されるワイヤレスネットワークは、ＧＳＭ（登録商標）、ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ、ＵＭＴ
Ｓ、ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ等を含むいずれかの種類の適したワイヤレスネットワークであ
り得る。ＡＡＡサーバ１８０は、要求／応答プロトコルを使用してローカルに記憶された
テーブルまたはデータベースから隣接ネットワーク情報を回収し得、または、モビリティ
サーバ等の異なるサーバから、隣接ネットワーク情報を回収し得、この場合、ＡＡＡサー
バ１８０は、位置の指示によって、モビリティサーバへ要求を送信し（図６のステップ６
０８）、隣接ネットワーク情報を含む応答を受信する（図６のステップ６１０）。
【００５２】
　かかる回収後、ＡＡＡサーバ１８０は、隣接ネットワーク情報を含むＥＡＰ応答を作成
する。ＥＡＰ応答は、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコル内にカプセル化され、ＡＰ１１２へ送
信され、ＡＰ１１２は、応答時にこの情報を受信する（図６のステップ６１２）。受信す
ると、ＡＰ１１２は、隣接ネットワーク情報を有する基礎にあるＥＡＰ応答を明らかにす
るために、メッセージを非カプセル化する。ＡＰ１１２は、ステップ６０４のＥＡＰ要求
に応答して、移動端末１０６へ、隣接ネットワーク情報を含むＥＡＰ応答を送信する（図
６のステップ６１４）。ＥＡＰ応答は、隣接ネットワーク情報を有するＩＥＥＥ８０２．
２１情報応答であり得るか、またはこれを含み得る。隣接ネットワーク情報は、その後、
種々の異なる隣接ネットワークを配置するために大変なスキャン動作を実行する必要なく
、（例えば、ＲＳＳＩ、ＳＮＲ、または他の信号条件またはイベントに基づいて）移動端
末１０６またはＷＬＡＮ１０２のサービス領域とは異なりかつこれに隣接する別の隣接ネ
ットワークへのハンドオーバーを実行するために、移動端末１０６によって利用され得る
。
【００５３】
　図５および６に関して記載されたプロセスにおいて、単一のサービスプロバイダが、Ｐ
ＬＭＮ１０４／コアネットワーク１３６、移動端末１０６、およびＷＬＡＮ１０２を管理
すると想定され得、したがって、ＷＬＡＮ１０２内のＡＡＡプロキシ実行（ｐｒｏｘｙｉ
ｎｇ）は、通信に必要でないことがある。ここで、移動端末１０６は、“ｕｓｅｒ＠ａｂ
ｃ．ｃｏｍ”のＮＡＩによって識別され、およびこれに関連付けられ得、ＷＬＡＮ１０２
は、“ＡＢＣ”ホットスポットであり得、ＡＡＡサーバ１８０は、“ａｂｃ．ｃｏｍ”の
ドメインによってアドレス可能または識別可能であり得る。再び、ＷＬＡＮ１０２のＮＡ
Ｓとコアネットワーク１３６のＡＡＡサーバ１８０との間の通信は、プロキシを必要とせ
ず、直接であり得る。
【００５４】
　しかしながら、代替の形態において、異なるサービスプロバイダが伴われてもよく、こ
こで、ＷＬＡＮ１０２におけるプロキシ実行が利用される。例えば、第１のサービスプロ
バイダは、ＰＬＭＮ１０４／コアネットワーク１３６および移動端末１０６を管理し得、
一方、第２の異なるサービスプロバイダは、ＷＬＡＮ１０２を管理し得る。かかる代替の
形態において、ＡＡＡ“プロキシ”サーバ１９０は、ＮＡＳとＡＡＡサーバ１８０との間
の通信のプロキシ実行のために、ＬＡＮ１１０において提供される（図１および４を参照
）。ここで、移動端末１０６は、“ｕｓｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍ”のＮＡＩによって識別お
よびこれに関連付けられ得、コアネットワーク１３６のＡＡＡサーバ１８０は、“ａｂｃ
．ｃｏｍ”においてアドレス可能または識別可能であり得、ＷＬＡＮ１０２は、“ＤＥＦ
”ホットスポットであり得、ＬＡＮ１１０のプロキシサーバ１９０は、“ｄｅｆ．ｃｏｍ
”のドメインにおいてアドレス可能または識別可能であり得る。本技術において、移動端
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末１０６は、その要求をＮＡＳへ送信し、“ａｂｃ．ｃｏｍ”のアドレス体系を含むその
ＮＡＩを提供する。ＮＡＳは、要求内の“ａｂｃ．ｃｏｍ”のアドレス体系を識別し、“
ａｂｃ．ｃｏｍ”に関連付けられたコアネットワーク１３６のＡＡＡサーバ１８０へ要求
を方向付けるプロキシサーバ１９０へ、要求を提供する。ＡＡＡサーバ１８０は、これに
従って要求を処理し、ＷＬＡＮ１０２のＮＡＳ、およびその後、移動端末１０６へ戻す、
プロキシサーバ１９０へ応答を再び提出する。明らかであるように、ＮＡＩおよびアドレ
ス体系は、移動端末の適切な隣接ネットワーク情報の通信を促進するように利用され得る
。さらに明らかであるように、移動端末１０６は、要求を、異なる方法で、適切なＡＡＡ
サーバへ伝送させ得る。
【００５５】
　このため、本開示に従い、移動端末による過度のスキャンを必要とせずに、および既存
のネットワーク内のネットワークコンポーネントまたはモジュールの煩雑かつ困難な配備
なしに、移動端末への隣接ネットワーク情報の通信が、ハンドオーバーのために効率的に
促進される。
【００５６】
　本明細書に記載するように、無線アクセスネットワーク内（例えば、ネットワークアク
セスサーバまたはＮＡＳ内）の技術は、移動端末から、隣接ネットワーク情報の要求を受
信するステップと、要求の受信に応答して、リモートアクセスダイヤルインユーザサーバ
（ＲＡＤＩＵＳ）互換プロトコルに準拠して、隣接ネットワーク情報の対応する要求を作
成するステップと、対応する要求を、移動端末に関連付けられた移動体通信ネットワーク
（ＰＬＭＮ）のコアネットワークの情報サーバ（例えば、ＡＡＡサーバ、ＲＡＤＩＵＳサ
ーバ、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱサーバ等）へ送信するステップと、情報サーバか
ら、対応する要求の送信に応答して、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠して隣接ネット
ワーク情報を受信するステップと、要求に応答して、移動端末へ隣接ネットワーク情報を
送信するステップとを含む。隣接ネットワーク情報の要求／応答は、ＩＥＥＥ８０２．２
１情報要求／応答であり得る。無線アクセスネットワークがＩＥＥＥ８０２．１１に準拠
して適合されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）である場合、要求／
応答は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｕまたは拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）に準拠して通信さ
れ得る。無線アクセスネットワークがＩＥＥＥ８０２．１６に準拠して適合されたＷｉＭ
ＡＸネットワークである場合、要求／応答は、８０２．１６ｇに準拠して通信され得る。
【００５７】
　本明細書にさらに記載されるように、ＰＬＭＮのコアネットワークの情報サーバ内の技
術は、無線アクセスネットワークから、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコル（例えば、ＲＡＤＩ
ＵＳまたはＤｉａｍｅｔｅｒ　ＮＡＳＲＥＱ）に準拠して、隣接ネットワーク情報の要求
を受信するステップと、要求の受信に応答して、要求内に提供された指示に対応する隣接
ネットワーク情報を回収するステップと、無線アクセスネットワークへ、要求の受信に応
答して、ＲＡＤＩＵＳ互換プロトコルに準拠する回収された隣接ネットワーク情報を送信
するステップとを含む。
【００５８】
　記載するように、本開示の技術は、１つ以上のプロセッサを有するサーバ（例えば、ネ
ットワークアクセスサーバ、ＡＡＡサーバ等の情報サーバ）において具現化され得る。他
の技術は、本技術を実行するように適合された１つ以上のプロセッサを有する移動端末に
おいて具現化され得る。本技術は、さらに、コンピュータ可読媒体およびコンピュータ可
読媒体に記憶されたコンピュータ命令を有するコンピュータプログラム製品において具現
化され得、ここで、１つ以上のプロセッサが、方法に準拠してコンピュータ命令を実行す
るように動作可能である。さらに、記載された技術は、移動端末が、ＷＬＡＮおよびＷＷ
ＡＮ無線インターフェースの両方を有する、デュアルモードタイプの移動通信デバイスで
あると想定する。しかしながら、代替の実施形態において、移動端末１０６は、アクセス
（例えば、ＷＬＡＮ無線インターフェース１２２のみ）のためにシングル（無線）インタ
ーフェースのみを有し得、これに従って、他のインターフェースなしで動作し得る。
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【００５９】
　本出願の上記の実施形態は、例となるように意図されているにすぎない。当業者は、本
出願の範囲から逸脱せずに、特定の実施形態の改正、修正および変形に影響を与え得る。
例えば、本開示の実施形態は、概して、ＷＬＡＮがＩＥＥＥ８０２．１１に基づくネット
ワークであり、ＷＷＡＮがセルラー通信ネットワークである例に関する。しかしながら、
ＷＬＡＮおよびＷＷＡＮは、これらのネットワークとは異なるネットワークであり得る。
ＷＬＡＮは、いくつかの例として、ＷｉＭＡＸに基づくネットワーク（すなわち、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１６）、超広帯域（ＵＷＢ）に基づくネットワーク（すなわち、ＩＥＥＥ８０
２．１５）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）に基づくネットワークであり得る。ＷＷＡ
Ｎは、いくつかの例として、Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）に基づ
くネットワーク、ＥＶｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｎｌｙ（ＥＶ－ＤＯ）に基づくネッ
トワーク、またはＵＭＴＳに基づくネットワークであり得る。列挙された請求項において
本明細書に記載された実施形態は、技術内のすべての適した変更を網羅および含むことが
意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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